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石川園

宇都宮農業協同組合

エスビー食品株式会社

江戸屋農産株式会社

有限会社クロサワ

株式会社惠ファーム

株式会社健食

佐野農業協同組合

三和農林株式会社

株式会社ショウナン

株式会社TNプランテーション

栃木県中央食販株式会社

株式会社日本栄養給食協会

株式会社HATAKEカンパニー

古谷農産

丸福農園

株式会社もてぎプラザ

雪印種苗株式会社

株式会社渡辺和哉商店

青パパイヤ、乾燥パパイヤ

ベビーリーフ、フレッシュハーブ

野菜・果物

カット野菜

米、うどん（乾めん）、米粉めん

青果物

野菜、三元豚

米（精米）

原木しいたけ

まいたけ

ベビーリーフ、レタスミックス等

トマト類、トマト加工品、その他

えごま葉、ブルーベリー

寒ぢめほうれん草（雪美菜）　他

株式会社関東フーズ

株式会社菊

滝沢ハム株式会社

株式会社山久

株式会社渡淸

那須どり、畜産品のアウトパック

那須和牛しぐれ煮、那須のにんにく塩

ソーセージ

ハム、ソーセージ類、ハンバーグ類

ナチュラルチーズ

八溝ししまる

チーズ、ヤシオポーク

喜連川漁業生産組合

シー・メイト株式会社

株式会社都平昆布海藻

赤魚湯引きスライス

那珂川町里山ほんもろこ

農産物

畜産物

水産物

加工食品
有限会社青木食品

青源味噲株式会社

アグリフーズ株式会社

株式会社アサヒフーズ

足利農業協同組合

有限会社池田屋商店

株式会社石田屋

泉食品株式会社

有限会社岩上商店

宇都宮ねぎにら餃子株式会社

有限会社ECO山本

遠藤食品株式会社

有限会社おかしゅう

株式会社おばねや

笠原産業株式会社

加藤農園

有限会社川清商店

有限会社紀作スモ－ク食品

株式会社グルメコンガーズ

工房れん

国分関信越株式会社

cozuchi3302

株式会社小林海苔

純和食品株式会社

Zuutoきよはら

有限会社スプランドールとらや

仙波糖化工業株式会社

有限会社中條商店

株式会社勅使川原精麦所

栃木県米粉食品普及推進協議会

とちぎのEマーク食品協議会

とちぎ農業ネットワーク企業組合

株式会社波里

中里製麺

株式会社日光食品

株式会社日昇堂

株式会社野沢商店

芳賀地方農業振興協議会

ハガフーズ株式会社

ガリ、紅生姜、山ごぼう味噌醤油漬

味噌・加工調味料

いなり寿司、おにぎり、お弁当

アイスキャンディー、アイスクリーム

ゆず果汁

安足管内各種Eマーク商品

餡類（食品類）

甚五郎煎餅　和柄シリーズ

大豆もやし、ポテトサラダ、ビビンバ他

さつまいも最中（祇園彩美）

ガリ

あん類、和菓子、焼菓子

家庭用小麦粉　ゆめかおり

りんごジャム・りんごバター・ジュース他

ジャム、乾燥野菜

ゆず、ゆず１次加工品

栗、筍水煮、国産メンマ

冷凍浅漬

ヤシオマス・鮎・サーモン関連加工品

ドレッシング

スコーン

焼海苔、味付海苔

冷凍餃子

フルーツゼリー

グラノーラ他

もちもちロール各種　その他

鹿沼こんにゃく、味付こんにゃく

納豆ほか、大豆栄養食品

業務用チョコレート、小売用チョコレート

とちぎのEマーク食品

植物性乳酸菌デザート・ジュース

ゆば加工品

日光ラスク、那須御養卵商品

宇都宮ハムカツ

日の本穀粉株式会社

瓶詰工房Funky Pine

株式会社フードサヤカ

株式会社藤沢商事

フタバ食品株式会社

Bagel que-veau

ホウライ株式会社

政木屋食品株式会社

松屋製粉株式会社

有限会社マルトモ食品

丸彦製菓株式会社

株式会社ミールケアサービス

株式会社ミツトヨフーズ

宮島醤油株式会社宇都宮工場

有限会社みやま堂

株式会社みんなのおかし

株式会社明治フード

株式会社野州たかむら

株式会社雄都食品

株式会社ユーユーワールド

ユニオンソース株式会社

ヨシケイ栃木フーズ株式会社

株式会社若山商店

有限会社涌井商店

瓶詰ジャム、ピクルス、ドレッシング

DF、ナッツ加工品

ベーグル

牛乳、ミルクコーヒー、ヨーグルト

宮ゆず塩らぁめん、宮ゆず塩焼そば

そば粉、乾麺、そばガレットミックス粉

米菓

チルド食品

ゆば

レトルト商品等

羊羹

ポテトチップス

   

    

羊羹、スイートポテト

小籠包・にら入り棒餃子

宇賀神緑販株式会社

合同会社グローバルグロサリー

株式会社島崎酒造

株式会社セキュアネット

株式会社中島園

株式会社横倉本店

ワイン4種類、ジュース

オーストリアオーガニックビール

飲料（ウィスキー等）

清酒、リキュール

エナジードリンク「マッドクロック」

 

月星食品株式会社

株式会社大地のかおり

早川食品株式会社

粉末加工

ソース製造

栃木県産業技術センター

（公財）栃木県産業振興センター

ジェトロ栃木貿易情報センター

栃木県信用保証協会

取組の紹介

取組の紹介

貿易に関する相談

取組の紹介
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いなほ総合農園
（塩谷地方農業振興協議会）

株式会社かっぺ
（塩谷地方農業振興協議会）

栃木県開拓農業協同組合
（平田牧場）

君嶋きのこ園
（栃木県特用林産協会）
有限会社那須バイオファーム
（栃木県特用林産協会）

農業生産法人
ロイヤルベリーズファーム有限会社

有限会社相馬食品
（那須のキングハム）

那珂川町農林振興課
（南那須地方農業振興協議会）

有限会社那須高原
今牧場チーズ工房

荒川養殖漁業生産組合
（栃木県養殖漁業協同組合）

那珂川町ホンモロコ養殖組合連絡協議会
（南那須地方農業振興協議会）

T・N・Bファーム株式会社
（上都賀地方マーケティング協議会）

安足地域農産物
マーケティング協議会

栃木しゃも加工組合
（上都賀地方マーケティング協議会）
床井柚子園
（河宇地方農業振興協議会）
若山農場
（河宇地方農業振興協議会）

有限会社さくら食品
宇都宮餃子館
大村農園
（塩谷地方農業振興協議会）

「本物の出会い　栃木」
デスティネーションキャンペーン実行委員会

サントリー酒類株式会社
関東支店

ばとう手づくりハム工房
有限会社星種豚場

下都賀地域
マーケティング推進協議会

全国農業協同組合連合会
栃木県本部

苺、トマト、ニラ、アスパラガス、
米、牛、豚

米（コシヒカリ、酒米）、
野菜（馬鈴薯、長ネギ）、米粉

ミニトマト、ルッコラ、
脱カリウム野菜（キャベツ）

きゅうり、いちじく、冷凍かき菜、
ドライスカイベリー
そらまめ豆苗、かいわれ大根、
ブロッコリースプラウト、豆苗など
フルーツトマト、トマトベリー、
カラートマト

ラムサールふゆみずたんぼ米、
ラムサールホンモロコ
ごぼう、ながいも、にんにく、
青果品、青果加工品

米、大豆、そば、麦、乾麺、
せんべい、煎り豆、うどちまき

とちぎ和牛、とちぎゆめポーク、とちお
とめ、スカイベリー、とちほのか、栃木
の星、なすひかり、食材商品各種、フ
ルーツソース、冷凍にら、冷凍野菜各種

さるなし入り牛ローストビーフ・さるな
し入り豚ロースミソ漬け・さるなしパウ
ダー・三五八漬け若鶏モモ味付け肉・
カシス パウダー・その他

豆腐（こだわりの栃木産大豆本にがり
豆腐）、大谷石室熟成豊水100%ジュー
ス、加工用大谷石室熟成べにはるか、ミ
ルクスイート等農産物

無農薬栽培米「滋養米」、減農薬「日光
あんしん米」、栃木しゃも、とちぎの地養
卵、鹿沼のこめこっこ、日光そば粉、日光
ガレットミックス

いちごミルクのもと（とちおとめ）、いちごミルクのもと
（なつおとめ）、ブルーベリー果汁入り飲料、
パッションフルーツドリンク

オリジナルブルーベリー商品、
自社農場産ブルーベリー加工品

とちぎ和牛、霧降高原牛、
那須豚フランクフルト

アユ、ヤマメ、イワナ、
プレミアムオリーブヤシオマス

納豆昆布、昆布粉末、汐吹昆布、
刻み昆布、海藻サラダ

与一味噌、ギャバ味噌、
あまさけ（フレーバー５種）
冷凍餃子「宇都宮ねぎにら餃子」、
「宇都宮ねぎにらまんじゅう」、
「栃木県のしもつかれ餃子」

若採り里ごぼう（かつお味）、
さらさらレッド赤ワイン漬、
ぶっかけ生姜大根

栃木しゃも肉（鶏肉）、
鹿沼地鶏「こめこっこ」、
栃木しゃもスモーク

シフォンケーキ、
グロサリー（ドレッシング等）

缶づめのおつまみ「缶つま」、
フリーズドライのスープ「ゆかりの」、
あげせんべい

青梅ノンオイルドレッシング、
いちごジャム

冷凍品（和菓子、山芋）、
カラメル製品、粉末茶

米粉、ごま、きな粉、チアシード、
各種製菓材料
佐野生ラーメン、生そば、
生うどん、乾麺

かんぴょうといちごのハーモニー♪、
かんぴょう揚げ餅、ご飯にぶっかけ餃子干瓢入り

茶色豚のハム・ソーセージ、
レトルトカレー

栃木県産米使用米粉、米粉加工品、
天産物（笹葉・しそ葉・蓬など）

いも串フライ、ニラメンチ、
モーカ切身、ニラコロッケ

焼アユ押し寿司、鮎の太巻、
ヤシオマス押し寿司

豚嘻嘻餃子・アイスクリーム・
中華まんじゅう

どうぶつべっこう飴、どうぶつべっこう飴抹茶、
はろうきてぃべっこう飴、はろうきてぃ富士抹茶飴、
金の水飴、デザートシロップ、各種ローリーポップキャンディ
単細胞溶液、いちご（とちおとめ）・
人参・玉ねぎ・パイナップル・カボチャ・
柚子・トマト
ご飯にかけるギョーザ、
ご飯にかけるタイランド
特級ソース（ウスター・中濃・とんかつ）300ml、
赤いソース200ml、（生）ソース（ウスター中濃）200ml、
トマトケチャップ400g、ベジタブルネーズ320g
社会福祉施設向け食材
（朝食・昼食・夕食向けの３種）及び
関連する物品の販売・宅配サービス

双縁ゆず抹茶、双縁ぽっかぽかしょうがっ茶、
極上抹茶入玄米茶、宇治抹茶カプチーノ、
ゆず抹茶カプチーノ、抹茶大福
自社企画商品（宇都宮カクテル、白い貴婦人などの栃木県産の
果実などを使用したリキュール、栃木県産酒、栃木の地ラムネ、
地サイダー、地ビールなど）を中心とした酒類や飲料

カット野菜、野菜ペースト、
液体調味料

栃木県のオススメ観光情報、
「本物の出会い 栃木パスポート」発行

飲料

新商品の開発相談

その他

炭火焼鮎の甘露煮・かんたん鮎飯の素・
あゆっ醬油・小鮎のからあげ（あゆから）・
小鮎のひらき
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