Japan Milk Collection 2013 出展商品一覧表
小間No.

A-01

A-02

A-03

A-04

A-9

A-11

A-12

A-13

出展エリア

北海道

北海道

北海道

北海道

北海道

北海道

北海道

北海道

出展者名

株式会社町村農場

有限会社山川牧場自然牛乳

株式会社箱根牧場

山岸牧場「さくら工房」

北海道乳業販売株式会社

株式会社ファームズ千代田

有限会社半田ファーム

株式会社花畑牧場

出展商
品 No.

出展商品名

商品特徴

1

あじわいのむヨーグルト130ml

クリーミーで濃厚な味。濃厚場仕上がりの飲むタイプ。

2

町村農場特選牛乳1000ｍｌ

高い乳成分ながら後味すっきり。

3

町村農場特選牛乳500ｍｌ

高い乳成分ながら後味すっきり。

4

町村農場低脂肪牛乳1000ｍｌ

乳脂肪1.5%。

5

町村農場無脂肪牛乳1000ｍｌ

乳脂肪0.1%。

6

町村農場新鮮純良バター200ｇ

創業以来作り続ける味。

7

町村農場食塩不使用バター200ｇ

無塩タイプ。

8

町村農場発酵バター200ｇ

100%牧場産の牛乳から分離した生クリームを一晩ねかせて、じっくりと風味を引き立たせてから加工。

9

町村農場クリームチーズプレーン

乳化剤不使用。

10

町村農場クリームチーズ サラミ

11

町村農場クリームチーズ 黒コショウ

大人の味わい。刻んだサラミ入り。バジル・黒コショウのみ使用。食感がクセになる。カリカリに焼いたバケッ
トにオススメの一品。
大人の味わい。100%黒コショウのみの味付け。スパイシーなまろやかさ。クラッカー、お肉の付け合わせに
是非オススメの一品。

12

山川牧場特濃牛乳 900ml

ホルスタイン種とジャージー種の生乳をブレンドした牛乳。

13

山川牧場コーヒーミルク 180ml

牛乳80％以上使用したコーヒーミルク。

14

モッツァレラ・ディ・ブーファラ

日本で唯一の地中海水牛モッツァレラです。

15

モッツァレラ・ディ・バッカ

ジャージー乳で作ったモッツァレラです。

16

ミルクジャム

新鮮牛乳をグラニュー糖のみで煮詰めて作っています。

17

生乳100%ヨーグルト＇プレーン（450g

自家牧場で絞った生乳使用。混ぜるほどクリーミー。

18

生乳100%ヨーグルト＇プレーン（300g

自家牧場で絞った生乳使用。混ぜるほどクリーミー。

19

生乳100%ヨーグルト＇セミスイート（450g

自家牧場で絞った生乳使用。プレーンに少し甘みを加えました。混ぜるほどクリーミー。

20

生乳100%ヨーグルト＇セミスイート（300g

自家牧場で絞った生乳使用。プレーンに少し甘みを加えました。混ぜるほどクリーミー。

21

Primar＇プリマール（クリームチーズ

北海道生乳100%スプレットタイプのクリームチーズ。

22

Luxe＇リュスク（クリームチーズ

北海道生乳100%のなめらかなクリームチーズ。

23

フルーツサラダヨーグルト

大粒果肉4種類入ったジューシーヨーグルト。

24

HOKKAIDO ORIGINAL 生乳ヨーグルト

「北海道産」にこだわったプロバイオティクスヨーグルト。

25

産地直送牛乳

北海道の広大な大地で育まれた産地直送の牛乳。

26

特選 北海道函館3.7牛乳

北海道の広大な土地で育まれた牛乳。

27

フコイダンヨーグルト

フコイダンを配合したプロバイオティクスヨーグルト。

28

びえい物語 ジャージーミルクヨーグルト 150ml

酸味が少なく飲みやすいヨーグルトタイプ。

29

びえい物語 ジャージーミルクヨーグルト 500ml

酸味が少なく飲みやすいヨーグルトタイプ。

30

びえい物語 ジャージ牛乳 150ml

ジャージー特有の濃厚さと放牧牛の自然な味がする牛乳です。

31

びえい物語 ジャージ牛乳 200ml

ジャージー特有の濃厚さと放牧牛の自然な味がする牛乳です。

32

びえい物語 ジャージ牛乳 900ml

ジャージー特有の濃厚さと放牧牛の自然な味がする牛乳です。

33

アイスプレミアム４ℓ

ジャージー乳だけで作られたミルク味のアイスクリームです。

34

アイススタンダード４ℓ

ジャージー乳だけで作られたミルク味のアイスクリームです。

35

びえい物語 ジャージーバター 500g

ジャージー乳だけで作ったバターは不純物のない純度の高いバターです。

36

ジャージー牛乳プリン 110g

アンシャルロットとのこだわり商品。濃厚なジャージー乳ともみじ卵を使用したプリン。

37

北海道牛乳ケーキ 310g

新鮮な濃厚なジャージー牛乳のみを使用。水も使わず生地に道産の小麦粉を使用。

38

オチャード100ｇ

加熱圧搾セミハード系、3～5カ月熟成。

39

ルーサン100ｇ

加熱圧搾ハード系、5～8か月熟成。

40

チモシー100ｇ

加熱圧搾セミハード系、2.5～3カ月熟成。

41

十勝ワイン清見カスヅケチモシー100ｇ

チモシー＇2か月熟成（をぶどう・絞りカスに1～2か月漬け込む。

42

トムハンダ

自然のカビ熟成＇2、3カ月（

43

ミルキーウェイ

表面を洗いながら熟成。

44

もどきdeやぎ70ｇ

食感が山羊ミルクで作った様なチーズ。

45

熟成モッツアレラチーズみそ漬け130ｇ

「たむらや」と共同開発。6か月漬けた商品。

46

ふわとろモッツアレラ

今までにない、究極のやわらかさで商品化したモッツアレラです。

47

のむチーズ

ドリンクタイプで新しいチーズの消費スタイルを提案した商品です。プレーン、

48

カチョカヴァロピッコロ

焼いて食べる事で表面が香ばしく、中身がトロ～リのおいしさが特徴です。

49

スモークカチョカヴァロ

カチョカヴァロを桜のチップで自家製スモーク仕上げにしました。
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住所

連絡先

北海道江別市篠津183

011-382-2155

北海道亀田郡七飯町字大沼町628

0138-67-2114

北海道千歳市東丘1201番地

0123-21-3066

北海道河東郡士幌町字中士幌東8-115

01564-5-4011

東京都港区東新橋2-5-14

03-3431-6170

北海道上川郡美瑛町春日台4221番地

0166-92-7015

北海道広尾郡大樹町字下大樹198

01558-6-3182

東京都港区浜松町一丁目9番10号
DaiwaA浜松町ビル 8階

03-5403-8481

小間No.

A-13

A-15

A-16

A-17

A-18

出展エリア

北海道

北海道

北海道

北海道

北海道

出展者名

株式会社花畑牧場

有限会社NEEDS

有限会社十勝野フロマージュ

株式会社白糠酪恵舎

株式会社アンジュ・ド・フロマージュ

出展商
品 No.

出展商品名

商品特徴

50

雪どけカマンベール

51

ラクレット

パッケージ内でも熟成が進むタイプで、賞味期限が近付くにつれて芳醇な熟成チーズに変化する、熟成菌
が生きているカマンベールです。
2011年ＡＬＬＪＡＰＡＮＮＡＴＵＲＡＬＣＨＥＥＳＥＣＯＮＴＥＳＴで農林水産大臣賞を受賞した花畑牧場自信作の
チーズです。溶かしてじゃがいもにベストマッチ。

52

ゴールデンゴーダ

程良い熟成タイプのチーズで、やわらかいコクが特徴です。

53

ハロウミ

煮ても焼いても溶けにくいナチュラルチーズで、焼いて食べるとミルキーでキュキュッと新食感が楽しめま
す。キムチ鍋等にもよく合います。

54

熟成モッツアレラ

軽く熟成をさせたタイプのモッツアレラを厚めにスライスしました。ピッツアやトースト等によく合います。

55

絹のチーズ

棒状のチーズを何層も合わせて仕上げた手づくりのさけるチーズです。3種類の味＇プレーン、わさび、ゆず
こしょう（が楽しめます。

56

大地のほっぺ

十勝産の生乳で作ったナチュラルチーズ

57

大地のほっぺミニ

十勝産の生乳で作ったナチュラルチーズ

58

カチョカバロ

十勝産の生乳で作ったナチュラルチーズ

59

槲

十勝産の生乳で作ったナチュラルチーズ

60

ラクレット

十勝産の生乳で作ったナチュラルチーズ

61

モッツァレラチーズ

十勝産の生乳で作ったナチュラルチーズ

62

モッツァレラチーズさけるタイプ

十勝産の生乳で作ったナチュラルチーズ

63

クリームチーズ

十勝産の生乳で作ったナチュラルチーズ

64

みそちーず

十勝産の生乳で作ったナチュラルチーズ

65

飲むチーズ

十勝産の生乳で作ったナチュラルチーズ

66

おいしいカマンベール

JAL国際線機内食採用。

67

ブリ・ド・トカチ

直径30ｃｍサイズのモールドで製造。

68

田楽みそ漬けカマンベール

JAL国際線機内食採用。

69

クリームチーズ

上品な風味と優しい酸味。

70

ピリカノカ

名勝「ポロシリ岳」をイメージしたカマンベール。

71

十勝晴れ

十勝産純米吟醸酒「十勝晴れ」でウオッシュ。

72

バーボンウィスキーウオッシュ

カマンベールチーズを「バーボンウィスキー」でウォッシュ。大人な味わい。

73

十勝野バター

なめらかな食感とコク。

74

十勝野発酵バター

ほんのり乳酸の風味と上品な美味しさ。

75

十勝アリゴ

マッシュポテトにチーズを練り込みました。

76

ナチュラルチーズモッツァレラ

ミルクをかみしめるような味わい。

77

ナチュラルチーズリコッタ

裏ごしした豆腐の様な食感

78

ナチュラルチーズトーマシラヌカ

優しいミルク味わい

79

ナチュラルチーズテネレッロ・シカリカ

塩味、うま味、歯ごたえのバランスが良い

80

ナチュラルチーズモンヴィィーゾ

ほくほくした栗の様な食感

81

ナチュラルチーズツカモルツァ

モッツァレラを3～4日風乾した。

82

ナチュラルチーズツカモルツァアフミカータ

スカモルツァの燻製です

83

ナチュラルチーズプロボローネ

焼いて美味しいチーズステーキ

84

ナチュラルチーズリコタサラータ

ミルキーな塩、サラダに合います

85

ナチュラルチーズサルーテ

ブラックペッパーが効いてビールに最適

86

ナチュラルチーズロビオーラ

むちっとした食感と独自の香り

87

ナチュラルチーズフォンヂュチーズ

名の通りフォンデュ用のオリジナル

88

ミルクジャム

生乳とグラニュー糖のみで作りました

89

黒松内のモッツァレラ

新鮮な黒松町のミルクで製造。

90

ふらいぱん

フライパンで焼いて食べるのがオススメ。

91

リヴィエール・ブラン

日本人の味覚にあう白カビチーズ。

92

ねっぷ

熟成1カ月以上のセミハードチーズ。

93

リヴィエール・ルージュ

塩水で洗い独特の香りと旨味のあるチーズ。

94

キトピロ(行者ニンニク入り)

行者ニンニクを混ぜ込んだ春の香りを楽しむチーズ。

95

朱太＇しゅぶと（

熟成5カ月以上のハードタイプチーズ。

96

アンジュの四季

四季をチーズで表現したデザートタイプ。

97

黒松内の牛のチーズ

熟成7カ月以上のセミハードチーズ。

98

アミ

山羊乳50%牛乳50%。乾燥タイプ。

99

シオ

フレッシュなチーズを塩水に長時間つけて、乾燥させた調味チーズ。

100 ヴァッシュ・フレ＇パック（

牛のミルクを乳酸菌の力で固め、水分を少し抜いたさわやかな酸味と甘みのあるチーズ。
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住所

連絡先

東京都港区浜松町一丁目9番10号
DaiwaA浜松町ビル 8階

03-5403-8481

北海道中川郡幕別町新和162-111

0155-57-2511

北海道河西郡中札内村西2条南
7丁目2番地

0155-63-5070

北海道白糠郡白糠町茶路東1線116-11

01547-2-5818

北海道寿都郡黒松内町字赤井川114番地

0136-75-7400

小間No.

A-18

A-19

出展エリア

北海道

北海道

出展者名

株式会社アンジュ・ド・フロマージュ

香林農園

出展商
品 No.

出展商品名

商品特徴

101 ヴァッシュ・フレ＇フィセル4ポット（

牛のミルクを乳酸菌の力で固め、水分を少し抜いたさわやかな酸味と甘みのあるチーズ。

102 プティ

山羊ミルクがない時期に、牛のミルクで作った山羊の様な食感や味わいの固いチーズ。

103 アンジュ・フレ

牛のミルクを乳酸菌の力で固め、型に入れ水分を抜き、酵母を纏わせたチーズ。

104 ピザチーズ

モッツァレラのこねる前の粒状のチーズを使用。

105 テレアイーネ

2ヶ月間熟成のヤギチーズ。

106 ポロシリ

わずかな酸味とキメの細かな舌ざわりが特徴のヤギチーズ。

107 エシカルン

2か月間熟成のヤギ・牛ミックス。

108 カムエク

3か月間熟成のチーズ。

109 ペテガリ

2ヶ月間熟成のチーズ。

110 カパラ

塩水ウォッシュ。

111 キロンヌ

赤ワインウォッシュ。

112 コタン

生チョコの様な食感から乾燥熟成によってナッティな食感となっていく。

113 ピパイロ

熟成の若いチーズ。溶かして料理にも。

114 ラクレット(180g)

128 ホエイジャム・小(50g)

加熱することで、香ばしさと深い味わいが生まれるチーズです。オーブンやフライパンでとろ～り焼いて、
じゃが芋やパンと一緒にお召し上がりください。
直径60cm重さ35kgの超大型チーズ。放牧で青草をたっぷり食べた牛のミルクのみで造り、約1年の熟成を
経たチーズは豊かな風味と旨味を感じていただけます。
アイヌ語で“風の遊び場”。ミルクの甘みを感じる優しい味わい。お子様から大人まで、朝食からおつまみま
で、色々な場面でお愉しみいただけます。
フランス語で「小さな喜び」の意味。白カビではなく酵母により熟成をします。小さなチーズの中に、ミルクの
旨味がギュッと詰め込まれています。
熊笹の酵素や栄養成分の働きにより、白カビ特有の強い香りは比較的抑えつつ、しっかりと熟成をしていき
ます。共働学舎オリジナル第1号のチーズです。
カマンベールはノルマンディ地方発祥の伝統的チーズ。その名を語るには多くの規定があります。“雪”は
伝統サイズに準じ本物の味わいを追求しました 。
カマンベールより滑らかでミルキーな風合いに仕上げたとても食べやすい白カビチーズ。パンとの相性はと
ても良くたっぷり乗せてお召し上がりください。
ヨーグルトよりもちょっとしっかりしたさっぱり風味。そのまま食べても、お料理のアクセントにもお使いいただ
けます。ホエイジャムとの相性はピッタリです。
ヨーロッパではポピュラーなフレッシュチーズ。ミルクからチーズに変化した出来たてを水切りかごに一つず
つていねいに掬い入れた瑞々しいチーズです。
乳酸菌と共にアルコール酵母の生きている日本酒を入れ発酵。熟成にも日本酒を使い表皮を洗い独特の
風味を醸し出すウォッシュタイプチーズです。
口に含むと桜の香りがふんわりと広がる、きめ細やかでホロリとした口溶けです。蜂蜜などを添えてデザー
ト風にお召し上がりいただいてもまた美味。
口に含んだ時にヤチヤナギ特有のスーッとする清涼感を感じます。滑らかで口当たりの良い食感、アフター
には、心地の良いほろ苦味を感じさせてくれます。
ジロールと呼ばれる専用の削り機を使用することにより、花びらのように削れ、ねっとりとした口溶けの食感
となります。テーブルに一花咲かせてくれるチーズです。
チーズから出るホエイ(乳清)に砂糖を加えて煮詰めました。キャラメルのような甘みの中にほのかな酸味が
心地よい風味を醸し出します。
チーズから出るホエイ(乳清)に砂糖を加えて煮詰めました。キャラメルのような甘みの中にほのかな酸味が
心地よい風味を醸し出します。

129 北海道サツラク牛乳1000ml

北海道石狩平野の約90戸の酪農家から集乳した良質な生乳を使用しています。

130 酪農家限定ヨーグルト生乳100％500g
131 酪農家限定ヨーグルト80g

11戸の酪農家で遺伝子組み換えをしていない＇NON-GM)飼料を食べた牛から搾った生乳100%プレーンヨー
グルトです。
11戸の酪農家で遺伝子組み換えをしていない＇NON-GM)飼料を食べた牛から搾った生乳を使用し、北海道
産砂糖で甘みを付けたクリーミーなヨーグルトです。

132 酪農家限定のむヨーグルト150g

生乳をたっぷり＇80％以上（使用し、濃厚でとろーりとした口当たりが特徴のドリンクヨーグルトです。

133 ピュアブラン170g・1Kg

137 牛乳プリン70g×3

サツラクが製法特許を取得した『殺菌濃縮ヨーグルトペースト』です。濃厚で爽やかな酸味が特徴で製菓・
製パン関係に使用して頂いております。
ノンホモジナイズの自然な味わいをお楽しみいただける高級純生クリームです。乳脂肪分47％で様々な用
途にお使いいただけます。
北海道産の良質な生乳から取れた新鮮なクリームを使用して、職人が丹念に手で練り上げた食塩不使用
の手造りバターです。
職人が丁寧に練り上げて造ったサツラク自慢の「手造りバター」です。特に『醗酵タイプ』は乳酸菌を加えて
発酵させた、爽快な芳香と風味をお楽しみいただけるバターです。
北海道産牛乳をたっぷりと使用した滑らか食感デザートです。お子様に必要なたんぱく質やカルシウムを楽
しく摂取することができます。

138 いちごミルクプリン68g×3

懐かしい、いちごの風味が香るとろーりとした食感デザートです。

139 杏仁ミルクプリン68g×3

杏仁霜を使用した本格派のとろーり食感デザートです。

140 乳牛の品種別のむヨーグルト＇ブラウンスイス（

乳牛の品種別生乳で作った飲むヨーグルト。ブラウンスイス品種で製造。

141 乳牛の品種別のむヨーグルト(ホルスタイン（

乳牛の品種別生乳で作った飲むヨーグルト。ホルスタイン品種で製造。

142 乳牛の品種別のむヨーグルト＇エアシャー（

乳牛の品種別生乳で作った飲むヨーグルト。エアシャー品種で製造。

143 乳牛の品種別のむヨーグルト(ジャージー（

乳牛の品種別生乳で作った飲むヨーグルト。ジャージー品種で製造。

144 乳牛の品種別のむヨーグルト＇ノルマンド（

乳牛の品種別生乳で作った飲むヨーグルト。ノルマンド品種で製造。

115 シントコ(100g)
116 レラ･ヘ･ミンタル(150g)
117 プチ･プレジール(90g)
118 白カビタイプ・笹ゆき(250g)
119 白カビタイプ・雪(250g)
120 白カビタイプ・コバン(150g)
A-20

北海道

農事組合法人 共働学舎 新得農場

121 フロマージュブラン(100g)
122 フロマージュ・フレ(100g)
123 酒蔵(220g)
124 さくら(90g)
125 ヤチヤナギ・熟成(90g)
126 ノンノ(550g)
127 ホエイジャム・大(140g)

A-21

北海道

サツラク農業協同組合

134 北海道純生クリーム 200ml・900ml
135 業務用ポンドバター＇無塩（
136 瓶バター130g ＇醗酵（＇低塩（

A-22

北海道

チーズ工房ベック
(有限会社ハイジ牧場内)
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住所

連絡先

北海道寿都郡黒松内町字赤井川114番地

0136-75-7400

北海道帯広市拓成町156

0155-60-2567

北海道上川郡新得町字新得9-1

0156-69-5600

北海道札幌市東区丘珠町573-27

011-785-7800

北海道夕張郡長沼町東9線南2番地

0123-88-0011

小間No.

A-23

A-24

出展エリア

北海道

北海道

出展者名

株式会社鶴居村振興公社 酪楽館

有限会社ファームデザインズ

出展商
品 No.

A-26

北海道

北海道

有限会社冨田ファーム

よつ葉乳業株式会社

商品特徴

145 鶴居シルバーラベル

コクがあり、穏やかで素直な味わい ＡＬＬ ＪＡＰＰＮ３大会連続受賞。

146 鶴居ゴールドラベル

鶴居産の新鮮な生乳を使用し長い熟成期間をかけることで旨みとコクを引き出した。

147 リーレツルイ

味はまろやかで穏やかな味わいです。

148 ファームデザインズ ミルク

自社牧場・低温殺菌ノンホモ牛乳100％

149 牧場の白いプリン

自社牧場・低温殺菌ノンホモ牛乳100％をたっぷり使用したミルクプリン

150 うしぷりん

白いプリンにチョコレートムースで牛柄にしたプリン

151 ヨーグルトレアチーズケーキ

自社牧場・低温殺菌ノンホモ牛乳100％を使用したヨーグルトで作ったレアチーズケーキ

152 うしサブレ

自社牧場・低温殺菌ノンホモ牛乳100％、北海道産バターを小麦を使用し手作りの為、すべて牛の柄が異
なるオリジナルサブレ

153 有機牛乳香しずく 900ml

国内唯一の循環農法の低温殺菌ノンホモ牛乳。

154 杜のヨーグルト 500ml

生乳・乳酸菌のみで作られるドリンクヨーグルト。

155 ラクレットタイプ

ほくほくしたジャガイモにとろーりとかしたチーズをかけて食べるラクレット。

156 ミモレットタイプ

アナトーで着色し、3か月以上熟成させたセミハードのチーズ。

157 和製エメンタール

A-25

出展商品名

カムイ・スイ

住所

連絡先

北海道阿寒郡鶴居村字雪裡435番地

0154-64-3088

北海道厚岸郡浜中町熊牛基線107

0153-64-2310

北海道紋別郡興部町字宇津99-8

0158-88-2611

東京都中央区日本橋小伝馬町11-9
住友生命小伝馬町ビル4階

03-5640-4280

循環農法の牛乳からしか作れない国内唯一のエメンタールタイプ。

158 和製グリュイエール コタン

循環農法の牛乳からしか作れない国内唯一のグリュイエールタイプ。

159 リンテッドゴーダー 冨夢

6～20か月熟成が進むにつれ旨みを増し、二年もするとパルミジャーノ風に。

160 ゴーダー 胡椒入り ヌプル

胡椒がきいて、おつまみ向き。

161 あこっぺ山のチーズ

クリーミーでコクのあるウォッシュタイプ。

162 おこっぺ大地

香りとコクのある味わい深いセミハードのチーズ。

163 めぐみ

有機生乳と原料とし、うま味をそのまま残したジューシーなチーズ。

164 さけるチーズ

プレーン、バジル、パセリ、胡椒、山椒、山わさびの6種類。

165 ミルクジャム

牛乳とグラニュー糖のみで作られ、濃厚で後味の良い自然な旨み。

166 生キャラメルジャム

濃厚なキャラメルジャム。

167 北海道十勝100 クリームチーズ＇150g（

十勝産乳原料を100％使用したクリームチーズです。

168 北海道十勝100 スモークチーズ＇45g（

十勝産チェダーチーズ100％使用。おつまみにぴったり。

169 北海道十勝100 なめらかチーズスプレッド＇150g（

カマンベールチーズ風味の塗りやすいチーズスプレッドです。

170 産地指定 よつ葉ミルクコーヒー＇500ml（

原材料は十勝産生乳をはじめ、全て産地指定にこだわりました。

171 よつ葉 パンにおいしいよつ葉バター＇100g（

バターをホイップし、口溶け良く仕上げました。

172 よつ葉 パンにおいしい発酵バター＇100g（

発酵バターをホイップし、口溶け良く仕上げました。

173 北海道十勝プレーンヨーグルト生乳100

非遺伝子組換飼料を使用した生乳を100％使用。特定保健用食品。

174 よつ葉 スキムミルク

良質な生乳のタンパク質、カルシウムを手軽に摂れます。

175 北海道十勝軽やかしぼり＇1000ml（

生乳本来のコクを生かしたまま軽い後味に仕上げました。

176 北海道十勝軽やかしぼり＇500ml（

生乳本来のコクを生かしたまま軽い後味に仕上げました。

177 北海道十勝100 カマンベールチーズ＇100g（

非遺伝子組換飼料を使用した生乳を100％使用したチーズです。

178 北海道十勝100 3種のチーズ＇150g（

十勝産ナチュラルチーズを100％使用。セルロース不使用です。

179 北海道十勝100 チェダーチーズ＇100g（

十勝産生乳100％使用。

180 北海道十勝100 ゴーダチーズ＇100g（

十勝産生乳100％使用。

181 北海道十勝100 ミックスチーズ＇300g（

十勝産ナチュラルチーズを100％使用。

182 北海道十勝100 チーズフォンデュ＇210g（

十勝産ナチュラルチーズを100％使用。

183 北海道十勝100 スライスチェダー＇100g（

十勝産スライスチェダーを、使いやすくスライスしました。

184 北海道十勝100 ミニチーズ＇120g（

十勝産チェダーチーズを使用したプロセスチーズです。

185 特選よつ葉牛乳＇1000ml（

十勝の高品質な生乳を産地で殺菌パック致しました。

186 特選よつ葉牛乳＇500ml（

十勝の高品質な生乳を産地で殺菌パック致しました。

187 生産者指定よつ葉牛乳＇1000ml（

非遺伝子組換飼料を使用した生産者から搾った数量限定牛乳です。

188 特選4.0牛乳＇1000ml（

冬季限定の、濃厚な成分無調整牛乳です。

189 北海道根釧牛乳＇1000ml（

根釧地区の生乳のみを限定仕様し、産地で殺菌パックしました。

190 北海道根釧牛乳＇500ml（

根釧地区の生乳のみを限定仕様し、産地で殺菌パックしました。

191 特選よつ葉低脂肪牛乳＇1000ml（

十勝の生乳から乳脂肪分を取り除き、産地で殺菌パックしました。

192 特選よつ葉低脂肪牛乳＇500ml（

十勝の生乳から乳脂肪分を取り除き、産地で殺菌パックしました。

193 特選よつ葉無脂肪牛乳＇1000ml（

乳脂肪分を取り除いた、すっきりとした味わいです。

194 特選よつ葉無脂肪牛乳＇500ml（

乳脂肪分を取り除いた、すっきりとした味わいです。

195 北海道十勝クリームチーズ＇1㎏（

十勝産乳原料のみを使用したクリームチーズ。

196 北海道濃縮乳＇1000ｍｌ（

北海道産生乳を約2倍に濃縮しました。
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小間No.
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出展エリア

北海道

出展者名

よつ葉乳業株式会社

出展商
品 No.

北海道

新札幌乳業株式会社

商品特徴

197 北海道十勝ソフトミックス＇1000ｍｌ（

十勝産乳原料のみを使用したソフトクリームミックス。

198 北海道全粉乳＇700ｇ（

北海道産生乳のみを使用した全粉乳。

199 北海道脱脂粉乳＇1kｇ（

北海道産生乳のみを使用した脱脂粉乳。

200 北海道バターミルクパウダー＇1㎏（

バターミルクを濃縮乾燥させた新しい乳原料。

202 北海道のむヨーグルト５００ｍｌ

北海道産生乳の本来の美味しさを追求し、「脱酸素殺菌製法」と「遮光パッケージ」の２つのこだわりで、酸
化による商品劣化を、徹底的に防ぐよう配慮した商品です。
適度のとろみと酸味により、さわやかなのど越しが特徴。オリゴ糖使用。安定剤、香料は使用しておりませ
ん。

203 北海道生乳たっぷりヨーグルト７０ｇｘ３

北海道産生乳をたっぷり使用～90％.北海道産のてんさい＇ビート)から作られた砂糖を使用。

204 北海道厚別プリン７０ｇｘ３

ほろにがカラメルソースが特徴＇砂糖を煮詰めて作った焦がしカラメル（の素材の味が生きているプリンで
す。北海道産の牛乳と砂糖と乳製品を使用しました。

205 北海道小林牧場物語さわやか牛乳＇７２０ｍｌ、１８０ｍｌ（

江別市小林牧場限定の生乳使用。８５度３０分の殺菌でノンホモゲナイズ処理。

206 北海道小林牧場物語のむヨーグルト＇５００ｍｌ、１８０ｍｌ（

小林牧場産の生乳を使用。食品添加物は使用しておりません。

207 北海道小林牧場物語のむヨーグルトよいち林檎＇５００ｍｌ、１８０ｍｌ（
208 北海道小林牧場物語のむヨーグルトよいち葡萄＇５００ｍｌ、１８０ｍｌ（

「北海道小林牧場物語のむヨーグルト」をベースに北海道随一のくだものの里として知られる余市郡で収穫
された上質なリンゴ果汁をミックス。
「北海道小林牧場物語のむヨーグルト」をベースに北海道随一のくだものの里として知られる余市郡で収穫
された上質な熟成ブドウ果汁をミックス。

209 北海道小林牧場物語のむヨーグルト＆富良野メロン＇５００ｍｌ、１８０ｍｌ（

「北海道小林牧場物語のむヨーグルト」をベースに富良野メロン果汁をミックス。

210 北海道小林牧場物語ぬって食べるヨーグルト ２００ｇ

212 北海道小林牧場物語手づくりブルーチーズ＇生タイプ（＇２００ｇ、９５ｇ、３０ｇ（

北海道江別市小林牧場産のみ使用。北海道産ビート＇てんさい（グラニュー糖のみ使用。４種の乳酸菌で
じっくりはっ酵。
江別市小林牧場限定の生乳使用。熟成に4週間もの時間をかけた、食べ易い手造りチーズ。毛足の長い温
和な白カビを使用。ALLJAPANﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞｺﾝﾃｽﾄにて優秀賞を受賞。
江別市小林牧場限定の生乳使用。塩分を抑え、まろやかな味わいに仕上げました。ALLJAPANﾅﾁｭﾗﾙﾁｰ
ｽﾞｺﾝﾃｽﾄにて優秀賞を受賞。

213 北海道小林牧場物語超熟成手づくりブルーチーズ＇生タイプ（２００ｇ

江別市小林牧場限定の生乳使用。当社ブルーチーズを更に独自の製法で追熟させ風味を強化しました。

214 北海道小林牧場物語手づくりシャウルス＇生タイプ（２００ｇ
215 北海道小林牧場物語手づくりゴーダチーズ１２０ｇ

江別市小林牧場限定の生乳使用。チーズ内部は芯を残し締った組織、表皮との間にトロリと輝く部分が、
まったりと濃厚なコクを出す。
江別市小林牧場限定の生乳使用。昔ながらの手造り製法と半年に及ぶ熟成による、マイルドな風味としっ
かりした「コク味」が自慢のチーズです。

216 北海道小林牧場物語カリッとゴーダ３５ｇ

当社のゴーダチーズにいっさい何も加えず、加熱してカリッと仕上げました。

217 夢・ふわ・ロール

北海道産の新鮮な卵を使いふわふわに焼き上げたスポンジで自社生クリームをたっぷりと巻きました甘～
いバニラの香りとコクがありながらすっきり爽やかなクリーム、ふわふわのスポンジのハーモニーをお楽し
み下さい。

218 プレミアム牛乳カステラ

北海道の新鮮な牛乳を使用してます。しっとりふわふわな食感に、はちみつと牛乳の風味が香ります。

219 たべるデンマークヨーグルト(100g)

225 のむデンマークヨーグルト＇1000ml（

特定保健用食品/デンマークから取り寄せた乳酸菌3種使用、また生乳100%を配合し素材そのものを活かし
たまろやかで味わい深いヨーグルトです。
特定保健用食品/デンマークから取り寄せた乳酸菌3種使用、また生乳100%を配合し素材そのものを活かし
たまろやかで味わい深いヨーグルトです。
特定保健用食品/デンマークから取り寄せた乳酸菌3種使用、また生乳100%を配合し素材そのものを活かし
たまろやかで味わい深いヨーグルトです。
特定保健用食品/デンマークから取り寄せた乳酸菌3種使用、また生乳100%を配合し素材そのものを活かし
たまろやかで味わい深いヨーグルトです。
特定保健用食品/デンマークから取り寄せた乳酸菌3種使用、また生乳100%を配合し素材そのものを活かし
たまろやかで味わい深いヨーグルトです。
特定保健用食品/デンマークから取り寄せた乳酸菌3種使用、また生乳100%を配合し素材そのものを活かし
たまろやかで味わい深いヨーグルトです。
特定保健用食品/デンマークから取り寄せた乳酸菌3種使用、また生乳100%を配合し素材そのものを活かし
たまろやかで味わい深いヨーグルトです。

226 会津のべこの乳 1000ｍｌ

ゆっくり殺菌。コクが増し風味豊か。

227 特濃もうひとしぼり 1000ｍｌ

生乳100％の特濃牛乳。

228 コーヒー特急 1000ｍｌ

生乳たっぷり。香料、着色料不使用。

229 べこの乳 のむヨーグルト

長時間発酵によるなめらかヨーグルト。

230 べこの乳発 会津の雪 加糖

低温ろ過濃縮。無添加。特濃ヨーグルト。

231 べこの乳発 会津の雪 無糖

低温ろ過濃縮。無添加。特濃ヨーグルト。

232 郡山石筵産 酪農家限定牛乳＇1000ml（

生乳の鮮度にこだわった「生乳鮮度重視牛乳」です。

233 酪王カフェオレ＇1000ml（

良質な生乳と風味豊かなコーヒーを加えた本格カフェオレです。

234 酪王カフェオレ＇500ml（

良質な生乳と風味豊かなコーヒーを加えた本格カフェオレです。

235 酪王カフェオレ＇300ml（

良質な生乳と風味豊かなコーヒーを加えた本格カフェオレです。

236 ハイ・カフェオレ＇1000ml（

香り高い本格コーヒーと新鮮な生乳で作ったカフェオレです。

237 ハイ・カフェオレ＇300ml（

香り高い本格コーヒーと新鮮な生乳で作ったカフェオレです。

238 おいしい白ココア＇500ml（

ココアバターを使用した話題の白いココアです。

239 生乳たっぷりプレーンヨーグルト＇400ｇ（

福島県産の生乳100％使用したヨーグルトです。

240 生乳たっぷりヨーグルト＇80ｇ（

生乳93％と砂糖だけでつくった無添加ヨーグルトです。

241 生乳たっぷりのむヨーグルト＇180ml（

新鮮な生乳93％使用した高粘度ののむヨーグルトです。

201 おいしい北海道牛乳＇遮光パック（

A-27

出展商品名

＇１０００ｍｌ、５００ｍｌ（

211 北海道小林牧場物語手づくりカマンベールチーズ＇缶タイプ（１３５ｇ

220 たべるデンマークヨーグルト(100g×2)
221 たべるデンマークヨーグルト＇500g（
B-01

東北

福島乳業株式会社

222 のむデンマークヨーグルト＇100ml（
223 のむデンマークヨーグルト＇200ml（
224 のむデンマークヨーグルト＇500ml（

B-03

B-04

東北

東北

会津中央乳業株式会社

酪王乳業株式会社

5/18

住所

連絡先

東京都中央区日本橋小伝馬町11-9
住友生命小伝馬町ビル4階

03-5640-4280

埻玉県川口市芝中田1-41-18

048-423-0441

福島県福島市飯坂町平野字上前田6-1

024-542-6181

福島県河沼郡会津坂下町大字金上字辰巳
19-1

0242-83-2324

福島県郡山市大槻町字古屋敷80-1

024-951-7731

小間No.

B-05

出展エリア

東北

出展者名

有限会社蔵王プロヴァンスファーム

出展商
品 No.

出展商品名

商品特徴

242 蔵王じぇらみる

自家産牛乳で作ったアイスクリーム。

243 蔵王ヨーグルト

自家産牛乳で作ったヨーグルト。

244 蔵王飲むヨーグルト

自家産牛乳で作ったヨーグルト。

245 仙台いちごヨーグルト 120ｇ

259 クリームチーズプリン 85ｇ

蔵王山麓で生産される新鮮な生乳に、2013年に東日本大震災から徐々に復興している宮城県亘理郡で収
穫された「仙台いちご」をたっぷり加えて作ったヨーグルト。安定剤、着色料不使用
蔵王山麓で生産される新鮮な生乳に、2013年に東日本大震災から徐々に復興している宮城県亘理郡で収
穫された「仙台いちご」を加えて作った”果実入り”の飲むヨーグルト。 安定剤不使用。
蔵王産のクリームチーズと新鮮な宮城県内産のたまごで蒸し焼きに仕上げたとってもなめらかなでクリーム
なクリームチーズ風味のプリン。底には2013年に収穫された”仙台いちご”のソースを詰めました。
蔵王山麓で生産される新鮮な生乳をもとにして作った のむヨーグルト。安定剤や香料は使用していないの
であっさりとした自然のおいしさです。
アラビカ種の豆100％を焙煎し、これからネルドリップ方式で抽出したコーヒーに、蔵王山麓で生産される新
鮮な生乳をたっぷり＇60％（加えて作った本格的なカフェ・オ・レです。コーヒー分4％。
蔵王山麓で生産される新鮮な生乳に、岩手県産のブルーベリーミンチとカナダ産のブルーベリー＇ホール（
を使用。安定剤等の添加物は一切使用していませんのでナチュラルでなめらかな舌触りです。
蔵王山麓で生産される新鮮な生乳に、山形県特産のラ・フランスと白桃＇国産（を加えて作りました。安定剤
等は使用していないのでナチュラルでなめらかな舌触りです。
蔵王山麓で生産される新鮮な生乳に、絞り立ての生クリームを加えて作った、酸味が少なくなめらかでコク
のあるプレーンヨーグルトです。
蔵王山麓で生産される牛乳に生クリームを加えて作ったふるふるの柔らかい濃厚風味の杏仁豆腐です。底
に充填してある黒蜜ソースととろとろの杏仁豆腐の絶妙な味のハーモニーがお楽しみいただけます。
蔵王山麓で生産される新鮮な生乳に、蔵王高原産のナチュラルチーズを加えて作ったチーズ風味ののむ
ヨーグルトです。
蔵王山麓で生産されるクリームチーズ＇蔵王チーズ（とフランス産キリのクリームチーズをブレンドして作っ
た濃厚タイプのチーズケーキです
蔵王山麓で生産されるクリームチーズ＇蔵王チーズ（とフランス産キリのクリームチーズをブレンドして、全
体の約50％もチーズを使用して作った濃厚タイプのベークドチーズケーキです。
蔵王山麓で生産されるクリームチーズ＇蔵王チーズ（とフランス産キリのクリームチーズをブレンドして、全
体の約50％もチーズを使用して作った濃厚タイプのベークドチーズケーキです。 冷凍販売用
蔵王山麓で生産されるナチュラルチーズに牛乳と生クリームを加えて作った、雪のようにふわふわのレア
チーズケーキ。ブルーベリーソース付き。
蔵王山麓産の卵、クリームチーズに新鮮な牛乳を加えて表面はしっとりとして中がとろとろに焼き上げたプ
リン。ブルーベリージャム入。

260 極上のなめらかプリン 85ｇ

蔵王山麓産の新鮮な牛乳、卵を使用。 表面はしっとりとして中はなめらかに焼き上げたプリンです。

261 とろとろのむプリン 150ｇ

蔵王山麓の新鮮な生乳に卵黄とクリームを加えて作った、とろとろの飲むプリンです。

262 牛乳大福 4個入

蔵王山麓の牛乳で練った牛乳餅で、蔵王産のクリームチーズ入りの特製クリームとこしあんをふんわりと包
んだ大福。牛乳にちなんで、牛乳パックに４個入れました。

263 低温殺菌牛乳 1Ｌ

蔵王山麓で生産される新鮮で良質な生乳を、丁寧に低温殺菌処理＇63℃30分間殺菌（した自然の風味豊
かな牛乳。

264 お土産用 濃厚チーズケーキ 4号

蔵王産のクリームチーズとフランス産のクリームチーズをブレンドして作った濃厚タイプのチーズケーキ。

265 さらりとコクのむヨーグルト 720ｍｌ

271 低温殺菌牛乳 スリム 200ｍｌ

蔵王山麓で生産される新鮮な生乳をもとにして、安定剤や香料を使用しないで作ったのむヨーグルト。選り
すぐりの乳酸菌によるさらりとしたのどごしとまろやかなコクをお楽しみください。
蔵王産のクリームチーズにサワークリームを加えて作ったレアチーズケーキの上に、宮城県山元町産の苺
をたっぷり使用した甘酸っぱいムースをのせました。
アメリカの東海岸の一部で発達したフローズン・カスタード。アイスクリームよりも濃厚な味わいで、とっても
なめらか。東日本大震災の津波被害からの復興を果たし今年収穫した「山元町産のいちご」を使用。
アメリカの東海岸の一部で発達したフローズン・カスタード。アイスクリームよりも濃厚な味わいで、氷の粒
子が細かいのでとってもなめらかです。
アメリカの東海岸の一部で発達したフローズン・カスタード。アイスクリームよりも濃厚な味わいで、とっても
なめらか。 自家製のココアクッキーを練り込みました。
アメリカの東海岸の一部で発達したフローズン・カスタード。アイスクリームよりも濃厚な味わいで、とっても
なめらか。 セコムのペパーミントを使用
蔵王山麓で生産される新鮮で良質な生乳を、丁寧に低温殺菌処理＇63℃30分間殺菌（した自然の風味豊
かな牛乳。 飲み切りスリムパック

272 プレミアム湯田ヨーグルト加糖

岩手県産の生乳と生クリームを使用しアルミパウチの袋で発酵させました。

273 プレミアム湯田ヨーグルトプレーン

岩手県産の生乳と生クリームを使用しアルミパウチの袋で発酵させました。

274 のむ湯田ヨーグルト

岩手県産の生乳を为原料とし、ヨーグルトの香りとコクが味わえるドリンクタイプのヨーグルトです。

275 鉄と食物繊維のヨーグルトアイアンファイバー

1日の食事で不足する鉄と食物繊維を美味しく補えるヨーグルトです。

276 牛乳寒天

岩手県産の牛乳と生クリームを使用した濃厚なミルク感のある牛乳寒天です。

277 低温殺菌牛乳「厚子」

岩手県産地域指定の生乳を使用した65℃30分間の低温殺菌牛乳です。

278 いわての乳飲むヨーグルト150ml

岩手の生乳で作った飲むヨーグルトです。

279 湯田牛乳72℃15分間殺菌1000ml

岩手県産地域指定の生乳を使用した72℃15秒間殺菌の牛乳です。

280 湯田牛乳72℃15分間殺菌200ml

岩手県産地域指定の生乳を使用した72℃15秒間殺菌の牛乳です。

281 ゴクッとしあわせカフェオレ1000ml
282 ゴクッとしあわせカフェオレ200ml

有機栽培フェアートレードのコーヒー豆を使用しています。生乳55％使用。香料や安定剤は使用していませ
ん。
有機栽培フェアートレードのコーヒー豆を使用しています。生乳55％使用。香料や安定剤は使用していませ
ん。

283 まろやかヨーグルト加糖80g×3

岩手県産地域指定の生乳を使用し、プロバイオティクス乳酸菌N-1を使用しています。

284 まろやかヨーグルトプレーン400g

岩手県産地域指定の生乳を使用し、プロバイオティクス乳酸菌N-1を使用しています。

285 まぜてとろーりなめらかヨーグルト80g×3

スプーンで混ぜると伸びる、低脂肪でも満足感のあるヨーグルトです。

286 低脂肪ヨーグルトプレーン400g

くせのないさっぱりとした低脂肪タイプのヨーグルトです。

246 仙台いちごののむヨーグルト 150ｍｌ
247 仙台いちごのクリームチーズプリン 85ｇ
248 のむヨーグルト スリム 200ｍｌ
249 カフェオレ 200ｍｌ
250 ブルーベリーヨーグルト 120ｇ
251 白桃＆ラフランスヨーグルト 120ｇ
252 プレーンヨーグルト 250ｇ
253 濃厚ミルクの黒蜜杏仁豆腐 2ｐ
254 チーズドリンクヨーグルト 160ｍｌ
255 濃厚チーズケーキ 4号
256 半熟仕上げの濃厚チーズケーキ 1個
257 半熟仕上げの濃厚チーズケーキ＇冷凍（ 1個
B-06

東北

山田乳業株式会社

258 ふわゆきチーズ 110ｍｌ

266 山元町いちご畑チーズケーキ 4号
267 ＮＹフローズンカスタード 山元町いちご 4号
268 ＮＹフローズンカスタード スペシャルバニラ 470ｍｌ
269 ＮＹフローズンカスタード クッキー＆ミルク 470ｍｌ
270 ＮＹフローズンカスタード ミント＆チョコ 470ｍｌ

B-07

東北

株式会社湯田牛乳公社

6/18

住所

連絡先

宮城県白石市福岡深谷字ニノ萱281

0224-24-8006

宮城県仙台市太白区郡山8-5-25

022-246-4861

岩手県和賀郡西和賀町小繋沢55-138

0197-82-2005

小間No.

出展エリア

出展者名

出展商
品 No.

出展商品名

商品特徴

287 金沢ヨーグルト (90g)

河北潟ホリ牧場の厳選生乳をベースにハトムギエキスと還元型コエンザイムＱ１０を配合し、エンテロコッカ
ス菌を为体にした乳酸菌群で発酵したキレイと健康を応援するヨーグルト。

288 ﾋﾟｸﾉｼﾞｪﾉｰﾙヨーグルト(100g)

フランスの海岸松のエキス４０ｍｇを配合した強抗酸化力のアンチエージングヨーグルト。

289 ヨーグルメイトソフト(90g)

293 牧場ヨーグルト生乳１００％(500g)

有用腸内乳酸菌を含む１７種類の乳酸菌で醗酵したプロバイオティクスヨーグルト。果糖の甘みがやさし
い。
有用腸内乳酸菌を含む１７種類の乳酸菌で醗酵したプロバイオティクスヨーグルト。生乳１００％のプレーン
タイプ。
有用腸内乳酸菌を含む１７種類の乳酸菌で醗酵したプロバイオティクスヨーグルト。生乳１００％のファミ
リータイプ。
有用腸内乳酸菌を含む１７種類の乳酸菌で醗酵したプロバイオティクスヨーグルト。ガラクトオリゴ糖入り。
飲むタイプ。
河北潟ホリ牧場の厳選生乳を１００％使用し、エンテロコッカス菌を为体にした有用腸内乳酸菌群で発酵し
たプロバイオティクスヨーグルト。

294 ３０種の野菜ヨーグルト(360g)

３０種の野菜汁を１０％加えた野菜不足の方にはうれしいヘルシーヨーグルト。

295 フルーツミックス ジューシーヨーグルト(360g)

３種の果汁を加えて発酵したジューシーなヨーグルト。

296 醗酵ミルク (1000ml)

酸っぱくない発酵乳。アイスコーヒーやスムージー、料理にも使える万能発酵乳。本日は、ひまわり乳業様
製造の菜食健美＇青汁（とのベストマッチをお楽しみください。

297 河北潟牧場牛乳(1000ml)

石川県の河北潟酪農団地の特選牛乳。

298 牧夫の愛情 (1000ml)

石川県の河北潟ホリ牧場の厳選生乳のみを使用したＳＨＴ方式＇連続式（の低温殺菌牛乳＇ＰＡＳＴＵＲＩＺＥ
Ｄ ＭＩＬＫ（。

299 北陸のおいしいヨーグルト 生乳１００％＇250g)

共役リノール酸を産出するプロバイオティクス乳酸菌を使用した生乳１００％プレーンヨーグルト。

300 コレステロールゼロ ヨーグルト(400g)

植物性脂肪＇ココナッツオイル（を配合した加糖タイプでヘルシーなプロバイオティクスヨーグルト。さっぱりし
た美味しさです。

301 能登の塩＇90ｍｌ（

奥能登就珠洲の「塩」を使ったソルトアイス。

302 マルガー モッツァレラ(100ｇ)

能登海洋深層水の中で練り上げました。

303 マルガー 毎朝元気＇90ｍｌ（

能登の伝統発酵食品から分離した乳酸菌を使用した機能性食品。

304 アーモンド・ブリュレ

自家ジャージー牛乳の搾りたてミルクで作ったブリュレ・アーモンドをトッピング。

305 ガトー・フロマージュ

ジャージー牛乳と3種のチーズで作ったフロマージュケーキ。

306 生乳ミニホットケーキ

北海道なかしべつ産、生乳使用のホットケーキ。

307 蒸しパン＇金時豆（

北海道なかしべつ産、生乳使用の蒸しパン

308 蒸しパン＇かぼちゃ（

北海道なかしべつ産、生乳使用の蒸しパン。

309 フェルミエ

ソフトな食感のシェーブルのフレッシュチーズ

310 フロマージュ・フレ

爽やかな酸味のあるペースト状のフレッシュチーズ

311 やぎヨーグルト(900ml)

甘さ控えめでとろりとした飲むヨーグルト

312 やぎヨーグルト(150ml)

甘さ控えめでとろりとした飲むヨーグルト

313 やぎミルクアイス

山羊チーズ入りの贅沢なアイスクリーム。さっぱりした後味。

314 犬猫用やぎミルク(900ml)

生山羊乳を65℃30分の低温殺菌しただけのノンホモミルクです。

315 野村牧場の手作りジェラートカップ(50ｍｌ)

京丹後産の農産物で作る手作りジェラート

316 丹後の野村さんげの牧場プリン

搾りたての生乳の無添加なめらかプリン

317 山田牧場 低温殺菌ノンホモ牛乳＇900ｍｌ（

搾乳後、12時間以内に場内の工場で瓶詰。低温殺菌＇65℃30分（ノンホモ処理した生乳に近い牛乳。

318 山田牧場 低温殺菌ノンホモ牛乳＇500ｍｌ（

搾乳後、12時間以内に場内の工場で瓶詰。低温殺菌＇65℃30分（ノンホモ処理した生乳に近い牛乳。

319 山田牧場 生乳ヨーグルト＇400ｍｌ無糖（

生乳のみでつくったヨーグルト。

320 山田牧場 生乳ヨーグルト＇100ｍｌ果糖（

生乳で作ったヨーグルトに、国産の果糖で甘さをプラス

321 山田牧場 生乳飲むヨーグルト＇90ｍｌ（

超濃厚で深みのある味、飲むのが大変な濃さ。

322 山田牧場 ノンホモプリン

牛乳と卵、砂糖で作った懐かしい焼きプリン。

323 山田牧場 贅沢チーズケーキ

クリームチーズを46％使用した濃厚なチーズケーキ。

324 山村牛乳1000ml

85℃15分パスチャライズド殺菌。

325 山村コーヒー180ml

生乳とドリップコーヒー半分づつ。

326 山村フルーツ180ml

「テルマエロマエ」で使われました。

327 山村濃厚乳180ml

豊かな味わい。

328 山村ヨーグルト90ml

昔ながらの作り方のヨーグルト。

329 山村豆乳ヨーグルト90ml

豆乳と牛乳半分づつ。コラーゲン、オリゴ糖配合。

330 山村グレージアヨーグルト90ml

長寿の国グルジアの乳酸菌使用。

331 山村プリン90nl

三重県産牛乳と卵を使用。じっくり焼き上げました。

332 山村季節のプリン90ml

和菓子のように季節を感じるプリン。

333 山村ソフトアイス

牛乳だけで作ったアイス。コクあり。

290 ヨーグルメイト プレーン(90g)
291 ヨーグルメイト プレーン(400g)
292 ヨーグルメイト のむヨーグルト(150g)
C-01

C-02

C-03

C-06

C-07

C-08

C-09

C-10

北陸
東海
近畿

北陸
東海
近畿
北陸
東海
近畿
北陸
東海
近畿

北陸
東海
近畿

北陸
東海
近畿

北陸
東海
近畿

北陸
東海
近畿

株式会社ホリ乳業

株式会社マルガー

あいす工房 らいらっく

すぐる食品株式会社

有限会社 るり渓やぎ農園

京都丹後 野村牧場

信楽高原 山田牧場

有限会社山村乳業

7/18

住所

連絡先

石川県金沢市袋畠町北62

076-267-2740

石川県鳳珠郡能登町字瑞穂163-1

0768-67-1003

兵庫県朝来市和田山町白井486

079-670-1766

静岡県浜松市南区堤町850

053-447-3807

京都府南丹市園部町大河内小田仮4

0771-65-9010

京都府京丹後市網野町小浜24-1

0772-72-5588

滋賀県甲賀市信楽町神山2077

0748-82-2007

三重県伊勢市大世古3丁目5-8

0596-28-4563

小間No.

出展エリア

出展者名

出展商
品 No.

出展商品名

商品特徴

337 能登ミルクジェラート

フーデックスジャパンで行われた「ご当地牛乳グランプリ」で金賞受賞。昔ながらの芳醇な甘みが評価され
ました。
フーデックスジャパンで行われた「ご当地牛乳グランプリ」で金賞受賞。昔ながらの芳醇な甘みが評価され
ました。
フーデックスジャパンで行われた「ご当地牛乳グランプリ」で金賞受賞。昔ながらの芳醇な甘みが評価され
ました。
フーデックスジャパンで行われた「ご当地牛乳グランプリ」で金賞受賞。昔ながらの芳醇な甘みが評価され
ました。

338 ヤギ乳100%飲むヨーグルト 250ml

ヤギ乳の飲むヨーグルト。

339 シェーブル・フレ

食べやすいヤギのフレッシュチーズ。

340 シェーブル

ヤギのミルクがギュッと凝縮。

341 カマンベールタイプ

白カビのカマンベールタイプのヤギチーズ。

342 ヤギ乳100%飲むヨーグルト 500ml

ヤギ乳の飲むヨーグルト。

343 ラブリー牧場 ジャージー牛乳 900ml

放牧ジャージー低温殺菌牛乳。

344 まきばのプリン

自家生産のもみじ卵使用。

345 まきばのミルクプリン

ジャ-ジー牛乳使用。

346 まきばのシュークリーム

自家生産のもみじ卵使用。

347 みるくの月

フロマージュタイプのチーズケーキ。

348 はゐからチーズ＇ウコン（100ｇ

ウコン入り黄色チーズです。

349 はゐからチーズ＇麹入り（100ｇ

麹入りの熟成液でつくります。

350 キャラメリゼチーズ90ｇ

ウコン入りのチーズをキャラメルソースに浸します。

351 いかるが阿蘇牛乳1000ｍｌ

熊本県阿蘇山周辺地域の生乳を使用。

352 いかるが低脂肪1000ｍｌ

鉄分・カルシウム・マグネシウムを強化した低脂肪タイプの栄養機能飲料。

353 いかるが牛乳1000ｍｌ

100年愛され続けるおいしい牛乳です。

354 いかるが北海道牛乳1000ｍｌ

北海道根釧地区の生乳を使用。

355 いかるが特濃4.5ミルク1000ｍｌ

北海道根釧地区の生乳を使用。

356 いかるがミルク蒼い朝3.8 1000ｍｌ

乳脂肪３．８％ 外食業務店向け加工乳

357 いかるが珈琲 1000ｍｌ

厳選された珈琲豆を使用したコーヒー乳飲料

358 いかるがフルーツ 1000ｍｌ

ほどよい酸味とミルク感が特徴のフルーツ乳飲料

359 いかるがバナナオレ1000ｍｌ

バナナの香り豊かなバナナ乳飲料

360 いかるがのむヨーグルト1000ｍｌ

ほどよい甘さで飲みやすく仕上げています。

361 いかるが牛乳200ｍｌ

100年愛され続けるおいしい牛乳です。

362 いかるが元気の出る牛乳180ｍｌ

180ml容量規格の牛乳

363 いかるが低脂肪 200ｍｌ

鉄分・カルシウム・マグネシウムを強化した低脂肪タイプの栄養機能飲料。

364 いかるが低リン乳 125ｍｌ

リン分を５０％カット・カリウム分を２５％カット

365 いかるがフルーツ 200ｍｌ

口あたりのよい昔なつかしい味わい

366 いかるがコーヒー 200ｍｌ

ほどよいミルク味のなかにコーヒーの香りが楽しめます。

367 いかるがオレンジ100％ 1000ｍｌ

香り豊かなオレンジを使用した１００％果汁ジュース

368 いかるがアップル100％ 1000ｍｌ

甘みと酸味をバランスよく持つリンゴを使用した混濁タイプの１００％果汁ジュース

369 いかるがフルーツ100％ 1000ｍｌ

オレンジ・リンゴ・パイナップル・バナナの４種の果実をミックスした１００％果汁ジュース

370 いかるがヨーグルトBB-12 90ｇ

ビフィズス菌(ＢＢ-１２（が腸内環境を改善し、おなかの調子を整えます。 特定保健用食品

371 いかるがプレーンヨーグルト 400ｇ

良質の生乳を使用した口あたりの良いプレーンタイプのヨーグルト。

372 牧場で飲むおいしさそのまま牛乳(1000ml)

生乳を蒸気でやさしく殺菌し、生乳本来のおいしさを大切にしました

373 牧場で飲むおいしさ低脂肪牛乳(1000ml)

生乳を蒸気でやさしく殺菌した低脂肪タイプの牛乳です

374 北海道酪農牛乳(1000ml)

生乳を蒸気でやさしく殺菌し、生乳本来のおいしさを大切にしました

375 おいしさまろやか(1000ml)

生乳を蒸気でやさしく殺菌した成分調整牛乳です

376 三角牛乳(180ml)

昔懐かしい三角牛乳

377 三角コーヒー(180ml)

昔懐かしい三角コーヒー

378 三角いちご(180ml)

昔懐かしい三角いちご

379 手造りチャーンバター(100g)

北海道産の新鮮な生乳を原料に造り上げた、国産の加塩バターです

380 手造りクリームチーズ(100g)

北海道産の原料を使用し、手造り製法によって造り上げたクリームチーズです

381 楽天イーグルス牛乳(1000ml)

楽天イーグルスを応援するパッケージの牛乳です

382 LL牧場で飲むおいしさそのまま牛乳(1000ml)

生乳を蒸気でやさしく殺菌し、生乳本来のおいしさを大切にしました

383 LL牧場で飲むおいしさそのまま牛乳(250ml)

生乳を蒸気でやさしく殺菌し、生乳本来のおいしさを大切にしました

384 LL牧場で飲むおいしさ低脂肪牛乳(250ml)

生乳を蒸気でやさしく殺菌した低脂肪タイプの牛乳です

334 能登ミルク200cc
C-11

C-12

C-13

C-14

C-15

C-16

北陸
東海
近畿

北陸
東海
近畿

北陸
東海
近畿

北陸
東海
近畿

北陸
東海
近畿

北陸
東海
近畿

335 能登ミルク720cc
能登ミルク

336 能登ミルクのむヨーグルト

TAKARAチーズ工房

ラブリー牧場

ぷらゐむ

いかるが乳業株式会社

日本酪農協同株式会社/
株式会社北海道酪農公社
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住所

連絡先

石川県七尾市和倉ヨ部15-3

0767-62-0050

福井県今立郡池田町薮田4-1-13

0778-44-7626

福井県勝山市平泉寺町小矢谷28-6

0779-87-0047

岐阜県羽島市上中町一色755-2

058-398-3766

大阪府大阪市平野区加美南3-4-15

06-6791-6134

東京都北区赤羽南1-3-1
高橋ビル7階

03-3903-4888

リン・カリウムの摂取制限をされている方に

小間No.

出展エリア

C-16

北陸
東海
近畿

出展者名
日本酪農協同株式会社/
株式会社北海道酪農公社

出展商
品 No.

出展商品名

商品特徴

385 北のおいしさぎゅっと(1000ml)

北海道産の生乳を原料に、脱脂濃縮乳とクリームだけを使用しています

386 甘酒ミルク(200ml)

ミルクに甘酒を組み合わせ飲みやすく仕上げました

387 毎日フレッシュ35(200ml)

お料理やコーヒー、紅茶に豊かなコクとまろやかさを与えるクリーム様の商品です

388 丹那3.6牛乳

401 南箱根の厳選バター

静岡県東部の信頼のある酪農家が生産した生乳を使用。生乳を均質化してそのまま殺菌しただけの成分
無調整牛乳です。
毎日工場に集められる良質な生乳や牛乳をたっぷり使い、さらに自家製クリームを加え濃厚な味に仕上
げ、良質カルシュウムも添加しました。
珈琲豆は毎日必要な分だけ、工場で挽き、粗挽きネルドリップで丁寧に仕上げています。大人にも満足の
贅沢な味わいに仕上がりました。
工場から2ｋｍ以内に位置する指定酪農家の生乳を100％使用しています。集乳してすぐに殺菌パックした
『鮮度重視』の牛乳です。
優良な生乳を低温＇65℃30分間（で殺菌しました。各酪農家と工場は直径2Ｋｍ以内と近い為、新鮮さは他
に類をみない牛乳です。
低温殺菌牛乳のノンホモタイプ。牛乳に含まれる脂肪球を均質化していないので、静置しておくと、脂肪分
が上面に浮き、クリーム層ができます。
体に優しい原料のみを厳選し、腸まで届くプロバイオティクスＮ－1乳酸菌を入れて作った、贅沢素材の飲む
ヨーグルトです。
乳酸菌が生きて腸まで届くプロバイオティクスＮ－1乳酸菌と、丹那地区の限定酪農家の生乳を使用し、体
に優しい素材にこだわりました。
こだわりの低温殺菌牛乳からつくりました。程よい酸味が昔懐かしい、丹那牛乳のロングセラーヨーグルト
です。
平飼いで健康に育った鶏の卵と丹那の限定酪農家生乳をたっぷり使用した、なめらかな食感と牛乳の自然
な甘さが美味しいプリンです。
2ヶ月間じっくり熟成させて、くせのないまろやかな風味に仕上げました。1日に84個しか出来ない完全手作
りのチーズです。表皮の赤い部分は取り除いてお召し上がりください。
ほのかな酸味が美味しいフレッシュタイプです。良質な新鮮生乳の美味しさが生きています。そのまま召し
上がるのはもちろん、ピザやトーストなど幅広い用途でお楽しみいただけます。
モッツレラチーズをもっと手軽に楽しめる、手でさいて食べるタイプです。スナック感覚で本格的な味が楽し
めます。おつまみにもどうぞ。
新鮮、良質な生乳から作られた、まろやかでクリーミーなバターです。ひとつひとつ丁寧に手づくりしていま
す。

402 白の命(低温殺菌牛乳（720ｍｌ

飛騨の新鮮な生乳の低温殺菌した瓶牛乳。

403 白の命(低温殺菌牛乳（180ｍｌ

飛騨の新鮮な生乳の低温殺菌した瓶牛乳。

404 奥飛騨牛乳 1000ml

飛騨の新鮮な生乳の低温殺菌した牛乳。

405 奥飛騨牛乳 200ml

飛騨の新鮮な生乳の低温殺菌した牛乳。

406 牧生舎珈琲 180ml

飛騨の新鮮な生乳にコーヒーエキスを加えて、濃くてまろやかな味わい。

407 牧生舎瓶珈琲 200ml

飛騨の新鮮な生乳にコーヒーエキスを加えて、濃くてまろやかな味わい。

408 美味しい飲むヨーグルト 1000ml

飛騨の新鮮な生乳と砂糖のみで作った無添加の飲むヨーグルト。

409 美味しい飲むヨーグルト 180ml

飛騨の新鮮な生乳と砂糖のみで作った無添加の飲むヨーグルト。

410 生クリームヨーグルト 90ml

飛騨の新鮮な生乳に生クリームと卵を加えたコクのあるヨーグルト。

411 もなかアイス

飛騨の新鮮な生乳を使用したアイスを手焼きを最中の川で包んだもなかアイス。

412 フレッシュモッツァレラチーズ 100g

飛騨の新鮮な生乳で作ったフレッシュモッツァレラチーズ。

413 モッツァレラのだし溜り漬け 100g

モッツァレラチーズをだし溜り醤油に漬け込み、日本食に合うチーズ。

414 杏仁豆腐 100ｍｌ

飛騨の新鮮な生乳で作ったミルク感たっぷりの杏仁豆腐。

415 大人の素っぴんチーズ 200g

焼いて又はパンの上に乗せて熱すると美味しいチーズ。

416 佐渡牛乳200ｍｌ

佐渡産生乳100％使用。

417 佐渡牛乳300ｍｌ

佐渡産生乳100％使用。

418 佐渡牛乳1000ｍｌ

佐渡産生乳100％使用。

419 コーヒー牛乳1000ｍｌ

生乳50％以上使用した「なつかしさ」の味わい。

420 佐渡バター＇有塩（

佐渡産生乳100％使用。

421 佐渡バター＇無塩（

佐渡産生乳100％使用。

422 農場ゴーダチーズ

佐渡の酪農家2軒限定生乳使用。

423 農場ゴーダチーズ＇熟成タイプ（

佐渡の酪農家2軒限定生乳使用。

424 農場カマンベールチーズ

佐渡の酪農家2軒限定生乳使用。

425 農場クリームチーズ

佐渡の酪農家2軒限定生乳使用。

426 農場レアチーズデザート

佐渡の酪農家2軒限定生乳使用。

427 プレーンヨーグルト

佐渡の酪農家2軒限定生乳使用。

428 農場モッツァレラチーズ

佐渡の酪農家2軒限定生乳使用。

429 飲むヨーグルト150ｍｌ

佐渡の酪農家2軒限定生乳使用。

430 飲むヨーグルト900ｍｌ

佐渡の酪農家2軒限定生乳使用。

389 丹那特濃乳
390 丹那コーヒー
391 生乳鮮度にこだわった丹那牛乳
392 オラッチェ低温殺菌牛乳ホモ
393 オラッチェ低温殺菌牛乳ノンホモ
C-17

北陸
東海
近畿

394 飲んでやさしいヨーグルト
JA函南東部・丹那牛乳

395 丹那エヌワンヨーグルト９０g
396 丹那ヨーグルト
397 ほっぺがよろこぶ牛乳プリン
398 南箱根のゴーダーチーズ
399 南箱根のモッツァレラチーズ
400 南箱根のさけるチーズ

C-18

C-19

北陸
東海
近畿

北陸
東海
近畿

有限会社牧成舎

株式会社佐渡乳業
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住所

連絡先

東京都北区赤羽南1-3-1
高橋ビル7階

03-3903-4888

静岡県田方郡函南町丹那367-4

055-974-0014

岐阜県飛騨市古川町増島町17-8

0577-73-2226

新潟県佐渡市中興122-1

0259-63-3151

小間No.

D-01

D-02

D-03

出展エリア

関東甲信

関東甲信

関東甲信

出展者名

小島屋乳業製菓株式会社

中沢フーズ株式会社

栃酪乳業株式会社

出展商
品 No.

出展商品名

商品特徴

431 シートケーキショコラ

チョコクリームをサンドした人気商品。

432 シートケーキレアチーズ

甘みを抑えた爽やかな酸味の効いたレアチーズ。

433 シートケーキベイクドチーズ

クリーミーさが特徴のチーズケーキ。

434 シートケーキティラミス

ニュージーランド産マスカルポーネ使用。

435 シートケーキいちごのショート

柔らかいしっとりスポンジのケーキ。

436 シートケーキガトーショコラ

ビター感をきかせたしっとり濃厚な味。

437 シートケーキショコラカフェ

コーヒームースのケーキ。

438 シートケーキ抹茶

米粉と西尾の抹茶を使用。

439 シートケーキフルーツパウンド

大人仕立ての甘みを抑えたケーキ。

440 シートケーキモンブラン

甘さ控えめなマロンクリーム。

441 シートケーキブルーベリーショート

甘酸っぱいブルーベリージャムをサンド。

442 シートケーキチョコブラウニー

濃厚チョコブラウニー。

443 シートケーキさつまいもパウンド

さつまいもの自然な甘みが生かされたパウンド。

444 ＧＸバニラ ＇2L（

乳化剤・安定剤は不使用で、昔ながらの味わいです。

445 ストロベリーアイス＇2L)

手作業でいちごを砂糖で煮詰めた美味しいアイスです。

446 チョコレートアイス＇2L（

ベルギー産のチョコレートを使用したチョコレートアイスです。

447 K抹茶＇2L)

抹茶の甘さと苦さがほどよくマッチした抹茶アイスクリームです。

448 玄米茶アイス＇2Ｌ（

抹茶アイスとは一味違う香ばしさが特徴的なアイスです。

449 生りんごシャーベット＇2Ｌ（

すりおろしたリンゴを混ぜた自然な風味のザクザクした食感のシャーベットです。

450 マンゴーシャーベット＇2Ｌ（

アルファンソマンゴーの濃厚な甘味となめらかさが特徴です。

451 北海道レッドメロンシャーベット＇2Ｌ（

北海道産の赤肉メロンを贅沢に使用したシャーベットです。

452 アンデスメロンシャーベット＇2Ｌ（

アンデスメロン果汁を65%使用した濃厚なシャーベットです。

453 柿シャーベット＇2Ｌ（

愛媛県産富有柿と山形県産の庄内柿を使用したねっとりとした食感が特徴のシャーベットです。

454 Nakazawaフレッシュクリーム45％(200ml（

北海道産クリームを使用した無添加の生クリームです。2013年モンドセレクション金賞受賞。

455 Nakazawaフレッシュクリーム36％(200ml（

北海道産クリームを使用した無添加の生クリームです。2013年モンドセレクション金賞受賞。

456 ちびまる子ちゃんカロリー１/3カットフレッシュ

おいしさはそのままカロリーカット。2013年モンドセレクション金賞受賞。

457 中沢グルジアヨーグルト＇350ｇ（

長寿の国グルジアの乳酸菌に腸まで届くビフィズス菌BB-12をプラスしたヨーグルト。

458 中沢グルジアヨーグルトグラノーラ付き＇150ｇ（

中沢グルジアヨーグルトにグラノーラを付けました。朝食にもピッタリ。

459 中沢サワークリーム＇90ml（

フレッシュクリームに乳酸菌を加えて発酵させた、さわやかな酸味の発酵クリーム。

460 中沢サワークリーム＇180ml（

フレッシュクリームに乳酸菌を加えて発酵させた、さわやかな酸味の発酵クリーム。

461 中沢クロテッド(100ｇ（

バターより軽やかで、クリームより濃厚な新しい食感のクリーム。

462 中沢のむヨーグルト(150ｍｌ（

北海道の生乳を利用した、ほんのり甘いプレーンタイプのドリンクヨーグルト。JAL国際線の機内食にも採用
されています。

463 中沢のむヨーグルト(500ｍｌ（

北海道の生乳を利用した、ほんのり甘いプレーンタイプのドリンクヨーグルト。

464 スマートホイップK

クリームのおいしさと耐酸性・耐熱性を兼ね備えています。ロングライフの商品です。

465 カロリー１／２カットL
466 レ・リボ

健康志向の時代にマッチした低カロリーのホイップです。きれいにホイップすることができ、デコレーションに
も適しています。
レリボ＇発酵バターミルク（は、フランスではガレットやソルベにして食されます。栄養価が高いのでそのまま
飲料としても多く飲まれています。

467 フレッシュライラック４５

乳脂肪分４５％のクリームです。ケーキへのナッペやデコレーション、料理にもおすすめです。

468 フレッシュライラック３８

乳脂肪分３８％のクリームです。料理・製菓にオールマイティーにご使用いただけます。

469 フレッシュライラック３５

乳脂肪分３５％のクリームです。ムースやガナッシュ等、製菓用途に幅広くご使用いただけます。

470 酪農家限定那須牛乳 1000ml

遺伝子組み換えしていない飼料と、乳牛を徹底管理した生乳使用。

471 3.6牛乳 1000ml

栃木県産の新鮮な生乳。

472 とちおとめいちごミルク 1000ml

栃木県産生乳を50%以上。とちおとめ果汁11%使用。

473 飲んでやさしいヨーグルト 1000ml

添加物・安定剤は使用せず、体に優しい原料のみを使用。

474 おいしい低脂肪 1000ml

脂肪分を調整し、すっきりとしながらもコクのある風味豊かな乳飲料。

475 白いバター 180g

限定酪農家の新鮮で良質な生乳を使用。

476 モッツァレラチーズ 100g

乳質にこだわった生乳を使用し、ほのかな酸味が美味しいフレッシタイプ。

477 ゴーダチーズ 200g

乳質にこだわった生乳を使用し、くせのないまろやかな風味の仕上がり。

478 とちぎのいちごミルククランチ 18個入り

日光の老舗の菓子屋、とちまるくん、栃酪乳業のコラボレーション

479 とちぎのいちごミルクケーキ 15個入り

日光の老舗の菓子屋、とちまるくん、栃酪乳業のコラボレーション

480 とちぎのいちごミルクハイ 17枚入

日光の老舗の菓子屋、とちまるくん、栃酪乳業のコラボレーション

481 トマトミルクレモン 1000ml

トマトを30％、牛乳を20％、レモンを1％使用し、トマト本来の味を楽しめます。
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住所

連絡先

東京都新宿区西新宿7-22-27

03-3371-0191

東京都港区新橋1-18-1

03-3508-8511

栃木県宇都宮市東町76

028-663-4516

小間No.

出展エリア

関東甲信

D-04

関東甲信

関東甲信

D-05

D-06

D-07

D-08

D-09

D-10

関東甲信

関東甲信

関東甲信

関東甲信

関東甲信

関東甲信

出展者名

チーズ工房 那須の森

あまたにチーズ工房

有限会社那須高原今牧場チーズ工房

トモヱ乳業株式会社

筑波乳業株式会社

いばらく乳業株式会社

茨城みずほ農業協同組合

協同乳業株式会社

安曇野食品工房株式会社

出展商
品 No.

出展商品名

商品特徴

482 カチョカバロ

加熱するとよくのびて香りがよい

483 フィラータスティック

手作りで繊維性の食感が抜群

484 那須ブラウン

ミルキーで食べやすいウオッシュタイプチーズ

485 森のチーズ

自然カビ・酵母を使用し4か月間しっかりと熟成したナチュラルチーズ

486 フレッシュチーズ 澄白150g

生乳を発酸発酵

487 モッツァレラ たまり漬100g

モッツァレラチーズをたまり醤油に漬け込みました。

488 ミルクソース 150g

直火で煮詰めました。

489 ゆきやなぎ＇塩入り（

牧場産ならでは、ミルクの優しさ伝わるフレッシュチーズ

490 りんどう

本場イタリア仕込みのウォッシュチーズ

491 茶臼岳

山羊乳の繊細さを感じるシェーヴル

492 カフェ＆ミルク

ミルクとコーヒーをおいしくブレンドしたカフェオレです。

493 エスプレッソカフェラテ

ブラジル産とコロンビア産、2種類のエスプレッソをブレンドしました。

494 抹茶オレ

ミルクとコーヒーをおいしくブレンドしたカフェオレです。

495 メロンオレ

甘味の強いメロンと香りの強いメロンを使用し、まろやかな絶妙なバランスでブレンドしました。

496 加糖練乳

生乳に砂糖を加えて凝縮した商品。

497 無糖練乳

生乳を凝縮したものを缶詰後、レトルト殺菌した商品。

498 キャラメルミルク

ミルクキャラメルの美味しさを出したペースト状の商品。

499 ビターキャラメル

香ばしく、ビター感のあるキャラメル風味のペースト状商品。

500 サワークリームパウダー

サワークリームの濃厚なクリーム感と、さわやかな風味、酸味を持ち合わせた粉末商品。

501 マイルドコンク

あっさりとした中にコクのある風味を有する凝縮タイプの商品。

502 つるっとすっきり杏仁豆腐

つるりとなめらか食感の商品。

503 とろっと濃い味杏仁豆腐

クリーミーで濃厚な味わいの商品。

504 筑波山麓牛乳

県内産の新鮮で良質な牛乳。

505 牧場の里

乳脂肪分１．８％の乳飲料。

506 牧場の幸低脂肪

乳脂肪分０．５％で、カルシウムを配合。

507 ココア

甘さを控えめにしたココア飲料。

508 コーヒー

甘さを抑えた風味豊かなコーヒー乳飲料。

509 筑波山麓ヨーグルト

生乳で仕上げた、まろやか味わいのヨーグルト。

510 筑波山麓ヨーグルトBB

生乳で仕上げ、ブルーべリー風味のヨーグルト。

511 つくば山麓のむヨーグルト

生乳たっぷり使用の飲むヨーグルト。

512 美野里 梅＆ヨーグルト

梅の甘露煮をまるごと入れたヨーグルト。

513 美野里 金柑ヨーグルト

金柑を１個入れたヨーグルト。

514 美野里 ゆずヨーグルト

ゆずを使用した、高級志向のヨーグルト。

515 美野里 のむヨーグルトＢＢ

小美玉産ブルーベリーを使用。

516 ゆずとハチミツののむヨーグルト

ゆずの香りと、ハチミツの風味が調和したのむヨーグルト。

517 みのりのむヨーグルト

酸味とコクのバランスのとれたヨーグルト。

518 里美のむヨーグルト Lilia＇900ｍｌ（

常陸太田市産生乳使用。乳酸菌Ｈ61株使用。

519 里美のむヨーグルト Lilia＇150ｍｌ（

常陸太田市産生乳使用。乳酸菌Ｈ61株使用。

520 東京牛乳 1000ml

東京多摩地区の酪農家に限定して集乳した東京ブランドの産地指定牛乳。

521 東京牛乳 500ml

東京多摩地区の酪農家に限定して集乳した東京ブランドの産地指定牛乳。

522 東京牛乳 200ml

東京多摩地区の酪農家に限定して集乳した東京ブランドの産地指定牛乳。

523 おいしい愛知牛乳 1000ml

愛知県産生乳100%使用。

524 京都の美味しい牛乳 1000ml

京都丹後地方の生乳100%使用。

525 信州安曇野牛乳 180ml

信州安曇野の酪農家が搾った生乳100%使用。

526 家族の贅沢カスタードバニラヨーグルト
527 家族の贅沢カスタードバニラヨーグルトピーチ味

山梨県周辺の生乳を使った、酸味が少なくとろりとなめらかなヨーグルトです。卵黄とバニラの香りで仕立て
たちょっと贅沢な味わいは、デザートにもぴったりです。
家族の贅沢カスタードバニラヨーグルトの姉妹品です。乳製品と山梨県産白桃果汁を使い風味豊かに仕あ
げたデザート感覚のヨーグルトです。

528 SMOOTHIEストロベリー

乳製品と角切りのストロベリー果肉を合わせた、果実の食感も楽しめる乳製品乳酸菌飲料です。

529 SMOOTHIEフルーツミックス

乳製品に角切り果肉＇白桃、黄桃、りんご（とバナナピューレーを合わせた、果実の食感も楽しめる乳製品
乳酸菌飲料です。

530 SBL88からだにぜいたくヨーグルト

サッポロビールの乳酸菌研究と丸大食品のヨーグルト製造技術を生かした、全く新しい可能性をもつSBL88
乳酸菌を使ったヨーグルトです。乳製品の味わいをデザート感覚で楽しめる加糖プレーンタイプです。
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住所

連絡先

栃木県那須塩原市中央町5-3

0287-63-7241

栃木県那須郡那須町湯本206-530

0287-76-2723

栃木県那須郡那須町大字高久甲5899-7

0287-74-2580

茨城県古河市下辺見1955

0280-32-1111

東京都千代田区外神田5-1-2
末広ビル4階

03-5807-8150

茨城県水戸市笠原町1414

029-241-1007

茨城県常陸太田市大方町1701

0294-76-2309

東京都板橋区幸町2-4

03-5966-2200

東京都中央区築地4丁目7番5号
築地KYビル7階

03-6264-2286

小間No.

D-11

D-12

D-13

D-14

D-15

D-16

D-17

D-18

出展エリア

関東甲信

関東甲信

関東甲信

関東甲信

関東甲信

関東甲信

関東甲信

関東甲信

出展者名
チーズ工房
フロマージュKOMAGATA

新生酪農株式会社

有限会社 エイチ・アイ・エフ
＇開田高原アイスクリーム工房（

長野県農協直販株式会社

八ヶ岳乳業株式会社

西武酪農乳業株式会社

大八洲開拓農業協同組合
ミルク工房もりや

公益財団法人神津牧場

出展商
品 No.

出展商品名

商品特徴

531 とけてのび～る 生チーズ

生食、加熱するとよくのび～る。

532 酒びたし チーズ

酒粕添加、日本酒吹付熟成。

533 ブルーチーズ

クリーミーで濃厚な味。

534 パスチャライズド牛乳

殺菌温度を72度15秒間にしたパストチャライズドです。

535 プレーンヨーグルト

原乳と濃縮乳でつくった無糖タイプのヨーグルト。

536 牛乳たっぷり加糖ヨーグルト

牛乳・濃縮乳にクリームチーズを加えた濃厚ヨーグルト。

537 味わいさっぱり加糖ヨーグルト

牛乳・濃縮乳を使い低糖。低脂肪のヨーグルト。

538 房総のかおるチーズ

まろやかでくせのないゴーダタイプのチーズ。

539 房総のさけるチーズ

塩味のさけるタイプのモッツァレラチーズ。

540 スーパープレミアムバニラアイスクリーム

安定剤・乳化剤・不使用のアイス。

541 カマンベールチーズ110g

酵母を使用し力強い風味、味わいが特徴。

542 クリームチーズ125g

なめらかでクリーミィな味わ委が特徴。

543 ゴーダチーズ80ｇ

あまりくせがなくどなたでも召しあがれる商品。

544 モッツァレラチーズ100g

牛乳本来の味が生きている。

545 さけるチーズ80g

牛乳本来の味が生きている。

546 スンキーヨーグルト 200ml

すんき酒の乳酸菌を使用した日本初のスンキ菌のヨーグルトです。

547 スンキーヨーグルト 100ml

すんき酒の乳酸菌を使用した日本初のスンキ菌のヨーグルトです。

548 アイスクリーム

地元名産の農作物を使用したアイスクリーム。

549 信州ミルク工房牛乳＇1000ｍｌ（

信州産生乳限定使用商品です。

550 産地がみえる牛乳＇1000ｍｌ（

産地限定牛乳。ＪＡ全農長野と連携したシステムを運用し、生乳の生産地域と製造工場を消費者が知ること
ができる商品です。

551 信州農協牛乳 15ｋｇ

産地限定業務用殺菌乳

552 農協牛乳プレーンヨーグルト

信州産生乳97％使用のプレーンタイプ大型ヨーグルト。生乳の美味しさをお楽しみいただけます。

553 信州ミルク工房あづみ野ヨーグルト 加糖＇400ｇ（
554 信州ミルク工房あづみ野プレーンヨーグルト 砂糖不使用＇400ｇ（

信州産生乳と3つのプロバイオティクス乳酸菌を使用した大型ヨーグルトです。デザートにぴったりの果糖タ
イプ。
信州産生乳と3つのプロバイオティクス乳酸菌を使用した大型ヨーグルトです。お料理にもご使用いただけ
る砂糖不使用タイプ。

555 信州発えのきヨーグルト＇75ｇ（

信州産えのきたけ抽出エキス・信州産生乳・ビフィズス菌を使用した地産地消機能性ヨーグルト。

556 モォ～ッと牛乳寒天＇75ｇ×3（

信州産生乳を使用した「ぷるん」とした食感のデザートです。ミルク感たっぷりながら後味すっきりで毎日の
おやつにぴったりです。

557 信州さわやか牛乳＇500ml・1000ml（

長野県産生乳100％使用。

558 八ヶ岳牛乳＇180ml・500ml・1000ml（

八ヶ岳高原の環境に恵まれた工場にて生産＇八ヶ岳は社名由来（。

559 さわやかな草原1000ml

ほど良く生乳を使用した、乳の風味豊な商品に仕上げました。

560 八ヶ岳コーヒー＇500ml・1000ml（

乳のコクと香り高いコーヒーをベースにしました。＇八ヶ岳は社名由来（。

561 八ヶ岳高原プレーンヨーグルト生乳100 400g

八ヶ岳高原産生乳100％使用。

562 八ヶ岳高原ヨーグルト 75g×3

八ヶ岳高原産生乳88％使用。

563 八ヶ岳白いプリン 70g×3

八ヶ岳高原産生乳70以上％使用

564 北海道ゴーダとろけるミックスチーズ190g

北海道産ゴーダチーズ70％以上使用。

565 おいしい低脂肪1000ml

八ヶ岳牛乳比1/7に乳脂肪を抑えました。

566 西武酪農3.6牛乳

埻玉県産生乳を使用した新鮮な牛乳です。

567 西武牛乳100ml

埻玉県産生乳を使用した新鮮な牛乳で、小容量で幼児や高齢者の方にお勧めです。

568 西武牛乳200ml

埻玉県内15市町村へ学校給食用牛乳として供給しております。

569 西武ミルク珈琲

埻玉県産生乳を使用した、珈琲のコクをしっかり味わえる乳飲料です。

570 生乳たっぷりミルクコーヒー

埻玉県産生乳をたっぷり使用した(生乳割合97%)乳飲料です。

571 西武プレーンヨーグルト(加糖)

埻玉県産生乳を原料に使用した、安定剤等を使用しないプレーンなヨーグルトです。

572 HTST殺菌牛乳

HTST殺菌方法を用いて、牛乳本来の風味を味わえます。

573 HTST殺菌低脂肪牛乳

HTST殺菌方法を用いて、脂肪を1%に調整した低脂肪牛乳です。

574 守谷さんちののむヨーグルト150ml

地元生乳をふんだんに使用したのむヨーグルト。

575 守谷さんちののむヨーグルト500ml

地元生乳をふんだんに使用したのむヨーグルト。

576 守谷さんちの牛乳900ml

地元の生乳を低温殺菌しました。

577 レアチーズケーキタルト大

守谷さんちの牛乳を使用したレアチーズタルトです。

578 神津牧場ジャージー牛乳

濃厚なジャージ牛乳です。放牧期間中は放牧しぼり牛乳となります。

579 神津牧場のむヨーグルト

原料乳の固形分が高いので、とろみがありますが、香料を使っていないので、後味がさわやかです。

580 神津ジャージー発酵バター

120年以上前から作られている伝統の発酵バターです。芳醇な香りとおまろやかさ、後味のさわやかさが特
徴です。

581 神津チェダーチーズ

熟成期間６ヶ月以上のハードタイプのチーズです。深いコクとほのかな苦みが特徴です。
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住所

連絡先

千葉県いすみ市新田1533

0470-62-2577

千葉県長生郡睦沢町上市場2301

0475-44-0099

長野県木曽郡木曽町開田高原末川4411-9

0264-42-1133

長野県長野市市場2-1

026-285-5501

東京都八王子市日吉町15-3
リバーサイドアネックス103

042-655-9320

埻玉県日高市野々宮145番地

042-989-1331

茨城県守谷市立沢2058-4

0297-47-8639

群馬県甘楽郡下仁田町大字南野牧250

0274-84-2363

小間No.

出展エリア

出展者名

D-18

関東甲信

公益財団法人神津牧場

D-19

D-20

D-21

Ｄ-22

D-23

関東甲信

関東甲信

関東甲信

関東甲信

関東甲信

東毛酪農直販株式会社

有限会社豊田乳業

野口デーリィファーム
＇道の駅思川 アイス工房カウベル（

SHIBUYA CHEESE STAND

古谷乳業株式会社

出展商
品 No.

出展商品名

商品特徴

住所

連絡先

582 神津ゴーダチーズ

熟成期間２から３ヶ月のセミハードタイプのチーズです。ソフトで食べやすく、料理やオードブルなどにもお使
いいただけます。

群馬県甘楽郡下仁田町大字南野牧250

0274-84-2363

583 パスチャライズコーヒー 200ml

丹念に磨き上げたコーヒー豆由来の引き立つ香りが楽しめます。

584 東毛酪農 低温殺菌牛乳 200ml

良質な生乳を低温殺菌しクリームラインが現れます。

585 みんなの給食牛乳 1000ml

群馬県の東毛地域の学校給食牛乳の家庭サイズ。

586 東毛酪農 低温殺菌牛乳６３℃ 1000ml

ノンホモナイズト。自然な味わいの牛乳です。

群馬県太田市新田市野井町741-1

0276-57-0111

587 酪農組 ナチュラルチーズ 150g

野菜サラダやピザ様に向いたチーズです。

588 東毛酪農 カマンベールチーズ 100g

温和な風味のソフトチーズです。

589 北軽井沢 産地限定牛乳 1000ml

浅間山麓の自然に育まれた美味しい牛乳です。

590 トヨダヨーグルト(5kg)

北軽井沢産プレーンヨーグルト。

群馬県吾妻郡長野原町大字川原湯538-2

0279-83-2226

591 ポポーミルク

栃木県産(牛乳と完熟ぽぽー)使用

592 はとむぎ

栃木県産(牛乳とはとむぎ)使用

593 はとむぎ味噌

栃木県産(牛乳とはとむぎ味噌)使用

594 古代米

栃木県産(牛乳と古代米)使用

栃木県小山市下国府塚25-1
道の駅思川内

090-1855-9013

595 紫いも

栃木県産(牛乳と紫いも（使用

596 すだち

栃木県産(牛乳とすだち)使用

597 モッツァレラ

毎日手作りしているため、出来たてならではのミルク感が感じられます。

598 リコッタ

牛乳本来の優しい甘みを感じて頂けます。

599 カチョカヴァッロ

ミルクの凝縮された甘みです。

東京都渋谷区神山町5-8
ステラハイム神山101

03-6407-9806

600 東京ブッラータ

日本で初唯一のブッラータです。

601 酪農限定牛乳＇1000ml（

生産する酪農地域を限定し、そこでしぼられた新鮮な生乳をパックに詰めました。

602 おいしい かずさ牛乳＇540ml（

地域限定、成分無調整牛乳。千葉県の酪農家により搾られた、生乳を厳選し使用しています。

603 風味豊かなおいしい かずさ低温殺菌牛乳＇540ml（

<酪農家限定>酪農家を限定し、そこで搾られた新鮮な生乳を低温殺菌＇65℃で30分間（した牛乳です。

604 風味豊かな 4.2特濃乳＇540ml（

生乳９０%使用し、高脂肪で、コクのあるうまさを追求しています。

605 オリゴプラス＇540ml（

カルシウムが牛乳の2.6倍、鉄分が牛乳の12倍含まれた特許乳製法の商品で、乳糖を酵素で分解したおな
かにやさしい乳飲料です。

606 Bb-12のむヨーグルト＇540ml（

生きたまま腸まで届くビフィズス菌「Bb-12」入り。すっきりとした酸味でまろやかに仕上げました。

千葉県千葉市美浜区新港１４番

043-241-0333

607 ちば仕込み 壜ヨーグルト＇100ml（

609 Bb-12プレーンヨーグルト＇450ｇl（

生きたまま腸まで届くビフィズス菌「Bb-12」が入った低脂肪のビンヨーグルトです。甘さひかえめなめらかな
口当たり。善玉菌をあなたの腸までお届けします。
カル鉄ヨーグルトBb-12に入っているビフィズス菌「Bb-12」は、生きたまま腸まで届きます。さらにカルシウ
ムが牛乳の2倍！鉄分が牛乳の10倍！(当社牛乳比)
Bb-12 プレーンヨーグルトに入っているビフィズス菌「Bb-12」は、生きたまま腸まで届きます。このBb-12 プ
レーンヨーグルトは3種類の乳酸菌ではっ酵させたさわやかな口当たりのヨーグルトです。

610 牛乳寒天＇78ｇ×3（

香料・安定剤不使用で乳の味を活かし、寒天のみで固めた昔ながらの牛乳寒天に仕上げました。

611 業務用殺菌牛乳＇10L（

牛乳クレート入りBIB仕様の10リットル入り牛乳です。

612 まきばの贅沢

しぼりたてノンホモ生乳とこだわり卵などで作ったプリン。

613 キャラメルプリン

ビート糖をキャラメリゼした濃厚プリン。

614 クリーミーチーズプリン

ふんわりチーズケーキのようなプリン。

神奈川県伊勢原市西富岡883-1

0463-95-2965

615 生キャラメル＇5個入（

しぼりたて生乳とてんさい糖のこくのある生キャラメル。

616 カップアイス(5種)

相澤良牧場の牛乳を使ったジェラート。

617 スティックジェラート(6種類（

相澤良牧場の牛乳を使ったジェラート。

神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南3-11-4

045-744-7831

618 LL大阿蘇牛乳200

熊本県阿蘇山麗の原乳を使用。

619 ＬＬカフェオレ200

牛乳54％使用した本格カフェオレ。

620 ＬＬおいしいミルクバニラ200

バニラ風味の乳飲料。

東京都渋谷区代々木1-37-20
酪農会館

03-3379-1051

621 ＬＬ大阿蘇牛乳1000

熊本県阿蘇山麗の原乳を使用。

622 LLソフトクリームミックス＇1000ml（

九州くじゅう高原の産地指定生乳を使用した、業務用のソフトクリームミックス液です。

623 LL低脂肪牛乳＇1000ml（

常温で長期保存が可能な、LL＇ロングライフ（タイプの低脂肪乳です。

大分県大分市大字廻栖野3231番地

097-586-4138

624 九州乳業バター

九州産の生乳のみを使用したプレミアムバター。とろける舌触りと、華やかな香りが特徴です。

625 白バラ牛乳 1000ml

大山乳業の定番牛乳！

鳥取県東伯郡琴浦町保37-1

0858-52-2211

608 カル鉄ヨーグルトBb-12＇78ｇ（

D-24

D-25

関東甲信

関東甲信

中国・四国九
E-01
州・沖縄

E-02

中国・四国
九州・沖縄

合資会社勝栄舎
勝栄舎牧場菓子工房「Share」

有限会社相澤良牧場
＇オーガスタミルクファーム（

熊本県酪農業協同組合連合会
＇らくのうマザーズ（

九州乳業株式会社

626 白バラ牛乳 500ml
627 白バラ牛乳 200ml
E-03

中国・四国
九州・沖縄

大山乳業農業協同組合

628 白バラコーヒー1000ml
629 白バラコーヒー500ml
630 白バラコーヒー200ml
631 白バラバナナミルク1000ml
632 白バラバナナミルク500ml
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小間No.

出展エリア

出展者名

出展商
品 No.

出展商品名

商品特徴

住所

連絡先

鳥取県東伯郡琴浦町保37-1

0858-52-2211

東京都千代田区内神田2-15-2
内神田ＤＮＫビル3Ｆ

03-5296-0701

北海道札幌市白石区菊水5条1丁目8-21
三ツ輪ビル2F

011-816-2522

宮崎県小林市東方4073

0984-23-5357

宮崎県都城市山之口町冨吉4619

0986-57-3007

大分県由布市湯布院町川上2706
「あけびの里」

0977-85-2602

633 白バラバナナミルク200ml
634 白バラミックスフルーツ1000ml

E-03

中国・四国
九州・沖縄

大山乳業農業協同組合

南日本酪農協同株式会社

E-04

中国・四国
九州・沖縄

北海道日高乳業株式会社

E-05

E-06

E-07

中国・四国
九州・沖縄

中国・四国
九州・沖縄

中国・四国
九州・沖縄

有限会社ダイワファーム

ミルククラブ 中西牧場

うらけん・由布院チーズ工房

635 白バラミックスフルーツ500ml

4種の果汁をミックスしました。

636 白バラミックスフルーツ200ml

4種の果汁をミックスしました。

637 大山のむヨーグルト750ml

鳥取県産生乳使用飲みごたえのあるドリンクヨーグルト。

638 白バラのむヨーグルト1000ｍｌ

鳥取県産の生乳で作った飲むヨーグルト。

639 大山高原生乳ヨーグルト ４P

鳥取県産生乳94％使用した。さわやかな酸味が特徴。

640 大山高原生クリームヨーグルト ４P

生乳80％使用した、なめらかな口溶けのヨーグルト

641 白バラシュークリーム みるく1個

みるく風味が特徴のシュークリーム。

642 白バラシュークリーム カスタード1個

自家製カスタードを使用した、シュークリーム

643 白バラシュークリーム 抹茶1個

京都府産の宇治茶を使用した、シュークリーム

644 白バラプチシュー １２個入

自家製カスタードを使用した、プチシュークリーム

645 白バラプチシューチョコ １２個入

口溶けのよいチョコクリーム入りのプチシュークリーム

646 白バラエクレア 4個入

自家製カスタードを使用。

647 白バラエクレア 2個入

自家製カスタードを使用。

648 高千穂牧場カフェ・オ・レ(220ml)

牛乳を75%使用したミルクリッチなカフェオレ。

649 高千穂牧場のむヨーグルト(220ml)

安定剤・香料不使用のナチュラルな味わい。

650 高千穂牧場プレーンヨーグルト(450g)

生乳100%使用の本格的なプレーンヨーグルト。

651 高千穂牧場ノンホモヨーグルト(300g)

ノンホモ製本により牛乳本来の風味が味わえます。

652 高千穂牧場ノンホモヨーグルト(105g)

ノンホモ製本により牛乳本来の風味が味わえます。

653 北海道3.6牛乳＇1000ml（

長期保存可能な成分無調整牛乳。

654 北海道3.6牛乳＇200ml（

長期保存可能な成分無調整牛乳。

655 北海道日高ヨーグルッペ＇1000ml（

３種類の乳酸菌を使用した乳製品乳酸菌飲料。

656 北海道日高ヨーグルッペ＇200ml（

３種類の乳酸菌を使用した乳製品乳酸菌飲料。

657 北海道日高いちごミルク＇200ml（

生乳７０％以上使用。いちご果汁をバランスよく配合。

658 北海道日高ミルクコーヒー＇200ml（

生乳８０％以上使用。薫り高いコーヒーをブレンド。

659 北海道日高モッツァレラチーズ＇100g（

本場イタリア仕込みのモッツァレラ。

660 北海道日高モッツァレラチーズ＇ひとくちチェリータイプ（

デコレーションに適したひとくちタイプ。

661 北海道日高モッツァレラチーズ バストンチーノ＇400g（

円形にカットできる便利なタイプ。

662 北海道日高モッツァレラチーズ凍結タイプ＇1kg（

保存性に優れた凍結タイプ。

663 北海道日高マスカルポーネ＇250g（

クリームと生乳をふんだんに使用し、上質なテイストを実現。

664 北海道日高リコッタ・ノストラーナ＇250g（

本格手作りタイプ。新鮮なモッツァレラホエイを使用。

665 北海道日高フレッシュチーズS＇1kg（

爽やかな酸味で滑らかなフロマージュブラン。

666 モッツァレラ

やわらかく、弾力があり、ほんのり甘く、ミルクの香りとかすかな酸味がある。

667 トーマダイワ

しっとりと柔らかく、かすかな酸味とミルクの香りが口に広がる。

668 ロビオーラダイワ

独特の香りとしっとりとしたコクがあり、クリーミーな口どけ。

669 アズィアーゴダイワ

スキミングにより脱脂した牛乳で製造。味は軽い酸味にうまみとコクがある。

670 甘乳蘇

日本最古の和製チーズ。

671 甘乳蘇アイスクリーム

蘇を使用したアイスクリーム。

672 乳心醍醐

世界で珍しいミルクオイル。

673 甘乳蘇チーズ

牛乳だけを8時間煮詰めた食品。平安時代より親しまれる。

674 マイルドプレーンヨーグルト

糖類不使用。おだやかな酸味。

675 低脂肪マイルドプレーンヨーグルト

低脂肪・糖類不使用。

676 のむプレーンヨーグルト

低脂肪・糖類不使用。

677 マットネ・ロッソ

おだやかな味のウォッシュタイプ。

678 なっち

梅酢につけ、しその葉で包んだ。

679 リコッタ・セッカ

リコッタチーズを乾燥熟成。

680 リコッタ・アーリオ

リコッタチーズににんにくを入れハーブを包む。

681 悠酒

酒粕を入れ、洗ったチーズ。

682 ゆのか

笹の葉で包んだチーズ。

683 ゆふのきり

ソフトタイプのチーズ。
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小間No.

E-08

E-09

E-10

E-12

E-13

出展エリア

中国・四国
九州・沖縄

中国・四国
九州・沖縄

中国・四国
九州・沖縄

中国・四国
九州・沖縄

中国・四国
九州・沖縄

出展者名

木次乳業有限会社

蒜山酪農農業協同組合

有限会社醍醐桜

松﨑牧場 ジェヌイーノ

ひまわり乳業株式会社

出展商
品 No.

出展商品名

商品特徴

684 木次パスチャライズ牛乳 1000ml

島根県産生乳をパスチャリぜーションした牛乳

685 木次ノンホモ牛乳 1000ml

島根県産生乳をノンホモにした牛乳

686 山地酪農牛乳 1000ml

ブラウンスイス牛の生乳で作った牛乳

687 ブラウンスイス牛乳 500ml

ブラウンスイス牛の生乳で作った牛乳

688 木次ミルクコーヒー 1000ml

島根県産生乳65％使用したミルクコーヒー

689 木次カフェオレ 1000ml

有機コーヒー豆を使用したカフェオレ

690 イズモ・ラ・ルージュ

赤いワックスをコーティングしたミニゴーダチーズ

691 プロボローネチーズ

熱をかけると糸のように伸びるチーズ

692 プロボローネピッコロ

熱をかけると糸のように伸びるチーズ

693 カマンベール イズモ

白カビタイプのソフトチーズ

694 黒胡椒ゴーダチーズ

粗挽き黒胡椒入りチーズ

695 ナチュラルスナッカー

さいて食べるナチュラルチーズ

696 モッツァレラチーズ

食塩を加えていないモッツァレラチーズ

697 木次バター＇無塩（

やさしい口どけのバター

698 プレーンヨーグルト

ヨーロッパの味そのままのヨーグルト

699 きすきヨーグルト

島根県産生乳で作ったクリーミーヨーグルト

700 のむヨーグルト＇ぶどう（

国産果汁たっぷり濃厚のむヨーグルト

701 のむヨーグルト＇りんご（

国産果汁たっぷり濃厚のむヨーグルト

702 美楽

プロバイオティクスヨーグルト

703 牧場のカスタードプリン

島根県産生乳で作った手作りプリン

704 ブラウンスイスみるくジャム

ブラウンスイス牛の生乳で作ったミルクジャム

705 オールドゴーダ

１年間熟成させたチーズ

706 蒜山ジャージーヨーグルト 100ml

蒜山高原のジャージー生乳100%で作った加糖・ノンホモタイプのヨーグルト。

707 蒜山ジャージーゴールドヨーグルトプレーン 250g

蒜山高原のジャージー生乳100%で作った無糖タイプのヨーグルト。

708 蒜山ジャージー贅沢ヨーグルト 90g

蒜山高原のジャージー生乳100%で作った加糖タイプのヨーグルトに生クリームを加えました。

709 蒜山ジャージーヨーグルトブルーベリー果汁90g

蒜山高原のジャージー生乳100%で作った加糖タイプのヨーグルトにブルーベリー果汁を加えました。

710 蒜山ジャージーヨーグルトマンゴーピューレ90g

蒜山高原のジャージー生乳100%で作った加糖タイプのヨーグルトにマンゴーピューレを加えました。

711 蒜山ジャージー牛乳プレミアム 1000ml

蒜山高原のジャージー生乳100%

712 蒜山高原ジャージー4.2 1000ml

蒜山高原のジャージー生乳100%。成分調整牛乳です。

713 蒜山酪農カフェ・オ・レ 1000ml

毎朝、ドリップした珈琲を使用しています。

714 蒜山ジャージーカマンベールチーズ 125g

蒜山高原のジャージー生乳100%。

715 蒜山ジャージーゴーダチーズ 200g

蒜山高原のジャージー生乳100%。

716 蒜山ジャージースモークチーズ 200g

蒜山高原のジャージー生乳100%。

717 蒜山ジャージー飲むヨーグルト 150ml

蒜山高原のジャージー生乳で作りました。

718 蒜山ジャージー飲むヨーグルトマンゴー 150ml

蒜山高原のジャージー生乳で作った飲むヨーグルトにマンゴーピューレを加えました。

719 醍醐桜ジャージー牛乳

低温殺菌のジャージー牛乳。

720 ジャージーミルクジェラート ミルク

濃厚ジャージーミルクジェラート。

721 ジャージーミルクジェラート いちご

イチゴピューレを使用した甘酸っぱいジェラート。

722 ジャージーミルクジェラート マンゴー

マンゴーピューレを贅沢に使用。

723 ジャージーミルクジェラート 抹茶

京都宇治抹茶を使用。

724 ジャージーミルクジェラート チョコチップ

スペイン産チョコレート使用。

725 ジャージーミルクジェラート 桜

国産桜花を使用し、ほんのり桜もちのようなジェラート。

726 ジャージーミルクジェラート チョコレート

オリジナルブレンドのチョコレート使用。

727 ジャージーミルクジェラート 作州黒豆きなこ

岡山産作州黒豆を使用。

728 ジェラート

自家産の生乳で作ったジェラート。

729 乳しぼりをした日がわかる低温殺菌牛乳1000ml

搾乳から充填までの時間を短縮し、低温殺菌で生乳本来のうまさです。

730 成分調整牛乳1000ml

高知県産生乳100％使用。脂肪分だけ、2％にカットしました。

731 高知の牛乳1000ml

高知県産生乳100％使用の成分無調整牛乳。

732 高知育ち 青汁ヨーグルト90g

10種の青野菜で作った青汁のゼリーをヨーグルトにのせました。

733 高知育ち 土佐文旦ヨーグルト90g

土佐文旦の果汁のゼリーをヨーグルトにのせた爽やかなヨーグルト

734 高知育ち 生姜ヨーグルト90g

カットした生姜をヨーグルトに混ぜ込んでいます。

735 高知育ち 柚子ヨーグルト90g

柚子果汁と蜂蜜でつくったゼリーをのせた風味豊かなヨーグルト
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住所

連絡先

島根県雲南市木次町東日登228-2

0854-42-0445

岡山県真庭市蒜山中福田958番地

0867-66-3645

岡山県真庭市西河内656

0867-52-0181

岡山県岡山市東区松新町332

086-239-4649

高知県南国市物部272-1

088-864-5800

小間No.

E-13

E-14

E-15

E-16

E-17

F-01

F-02

出展エリア

中国・四国
九州・沖縄

中国・四国
九州・沖縄

中国・四国
九州・沖縄

中国・四国
九州・沖縄

中国・四国
九州・沖縄

全国

全国

出展者名

ひまわり乳業株式会社

四国乳業株式会社

ミルン牧場

株式会社 糸島みるくぷらんと

石垣島ミルククラウン

オハヨー乳業株式会社

株式会社ヤクルト本社

出展商
品 No.

出展商品名

商品特徴

736 高知育ち 宇宙を旅したヨーグルト90g

宇宙を旅した乳酸菌で発酵させたクリーミーなヨーグルト

737 高知育ち トマトヨーグルト90g

カットしたトマトをヨーグルトに混ぜ込んでいます。

738 ナチュランド400g

酸味とうま味のバランスのとれたプレーンヨーグルト

739 コーヒー1000ml

ネルドリップコーヒーと生乳をつかった風味豊かなコーヒー。

740 リープル1000ml

爽やかな飲み口の乳酸菌飲料。ロングセラー商品。

741 ひまわり無調整牛乳1000ml

高知県の牛乳といえばこれ。成分無調整牛乳の定番。

742 特濃ロイヤルミルク1000ml

生乳に牛乳成分だけをプラス。濃厚でコクのある味わい。

743 ソフトヨーグルト80g

高知のヨーグルトの定番。飽きのこないバランスのとれた味わい。

744 メイファーム生乳 ヨーグルト３ｐ

生乳と砂糖だけで仕上げた無添加のヨーグルト＇使用生乳は四国为体（

745 メイファーム生乳 のむヨーグルト1000ｍｌ

生乳と砂糖だけで仕上げた無添加のヨーグルト＇使用生乳は四国为体（

746 8020ヨーグルト

L.8020菌を使用した健康の新習慣 ヨーグルト

747 8020ヨーグルト砂糖不使用

L.8020菌を使用した健康の新習慣 ヨーグルト＇砂糖不使用（

748 ８０２０のむヨーグルト

L.8020菌を使用した健康の新習慣 のむヨーグルト

749 赤たまご濃うまプリン

道後で育った平飼い鶏の赤たまごを使用した濃くのある蒸しプリンです。

750 赤たまごとろうまプリン

道後で育った平飼い鶏の赤たまごを使用したとろとろ食感の蒸しプリンです。

751 のむヨーグルト800ml

自社高原牧場の生乳のみ使用。

752 のむヨーグルト200ml

自社高原牧場の生乳のみ使用。

753 チーズモッツァレラ

自社高原牧場の生乳のみ使用。

754 チーズトーマ脊振

自社高原牧場の生乳のみ使用。

755 チーズ大脊振

自社高原牧場の生乳のみ使用。

756 のむヨーグルト 伊都物語900ｍｌ

福岡糸島中村牧場1戸の生乳を使用。

757 のむヨーグルト 伊都物語500ｍｌ

福岡糸島中村牧場1戸の生乳を使用。

758 のむヨーグルト 伊都物語150ｍｌ

福岡糸島中村牧場1戸の生乳を使用。

759 のむヨーグルト 伊都物語100ｍｌ

福岡糸島中村牧場1戸の生乳を使用。

760 たべるヨーグルト 伊都物語450ｇ

福岡糸島中村牧場1戸の生乳を使用。

761 たべるヨーグルト 伊都物語250ｇ

福岡糸島中村牧場1戸の生乳を使用。

762 ゴールデンラッシー200ml

石垣島のジャージー牛乳と八重山のピーチパインで香りよい南の風を感じてください。

763 ジャージーヨーグルト400ml

自家牧場のジャージー生乳100%

764 のむジャージーヨーグルト200ml

ジャージー乳とビートグラニュー糖のみで仕上げました。自然な味です。

765 たっぷりフルーツミックスヨーグルト＇70g×4個（

洋なし、パイン、白桃、黄桃の果肉とバナナ果汁をたっぷり使用したミックスフルーツヨーグルトです。

766 たっぷり国産みかんヨーグルト＇70g×4個（

風味豊かな国産のみかん果肉をたっぷりと入れた脂肪0%のヘルシーなヨーグルトです。

767 たっぷりりんごヨーグルト＇70g×4個（

角切り果肉をたっぷり使用し、シャキシャキしたりんごの食感を十分楽しめるフルーツヨーグルトです。

768 たっぷりいちじくヨーグルト＇70g×4個（

女性に人気のいちじくといちごをたっぷり使用した脂肪0%のヘルシーなヨーグルトです。

769 たっぷりいちごヨーグルト＇70g×4個（

いちご果肉をたっぷり使用した、脂肪0%のヘルシーなヨーグルトです。

770 たっぷりブルーベリーヨーグルト＇70g×4個（

女性に人気のブルーベリーとアロエをたっぷり使用した脂肪0%のヘルシーなヨーグルトです。

771 たっぷり白桃ヨーグルト＇70g×4個（

白桃果肉をたっぷり使用した脂肪0%のヘルシーなヨーグルトです。

772 いちごのむヨーグルト190ml

フレッシュな苺の香りと果肉の食感が楽しめるのむヨーグルトです。

773 ブルーベリーのむヨーグルト190ml

フレッシュなブルーベリーの香りと味わいが楽しめるのむヨーグルトです。

774 いちじくのむヨーグルト190ml

女性に人気のいちじくを使用したのむヨーグルトです。

775 幸水梨のむヨーグルト190ml

秋の味覚、日本梨『幸水』を使用したドリンクヨーグルトです。

776 生乳のむヨーグルト190ml

生乳をたっぷり使用し、おいしさそのまま生かしたコクのあるのむヨーグルトです。

777 HanakoとコラボしたSmoothieプルーンミックス180ml
778 HanakoとコラボしたSmoothie苺&ラズベリー180ml

ライフスタイル誌Hanakoとコラボレーションしたスムージーです。プルーン果汁や桃果肉などを組み合わせ
たヨーグルトテイストのスムージーです。
ライフスタイル誌Hanakoとコラボレーションしたスムージーです。苺果肉、ラズベリー果汁などを使用した
ヨーグルトテイストのスムージーです。

779 特濃４．４ミルク1000ml

乳製品を加えずに低温のまま生乳中の水分の一部を除去した、濃厚タイプのミルクです。

780 Ｎｅｗヤクルト５本パック

乳酸菌 シロタ株が腸内環境の乱れを改善し、お腹の調子を整えます。

781 Ｎｅｗヤクルト１０本パック

乳酸菌 シロタ株が腸内環境の乱れを改善し、お腹の調子を整えます。

782 Newヤクルトカロリーハーフ

カロリー・甘さが控えめのヤクルトです。

783 ヤクルトAce

乳酸菌シロタ株が１本に３００億個含まれた、働く大人におくるワンランク上のヤクルトです。

784 ヤクルトフルーティ

今までにないカシス果汁入りのヤクルトです。

785 ジョアレモン

レモンの爽やかな風味の機能性ドリンクヨーグルトです。

786 Ｙａｋｕｌｔ Ｄｏｌｃｅ ＇ヤクルト ドルチェ（

「ヤクルト」の風味と生クリームのおいしさがマッチした大人の女性向けのデザートです。
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住所

連絡先

高知県南国市物部272-1

088-864-5800

愛媛県東温市南方955-1

089-966-1100

佐賀県佐賀市鍋島大字蛎久883

0952-32-1777

福岡県福岡市西区周船寺1-13-4

092-807-3911

沖縄県石垣市伊原間198-1

080-1205-2885

東京都杉並区浜田山4-5-8

03-3318-8228

東京都港区東新橋1-1-19

03-3574-8945

小間No.

出展エリア

出展者名

出展商
品 No.

出展商品名

商品特徴

787 明治ブルガリアヨーグルトレシピひろがるプレーン

料理に使いやすくそのまま食べてもおいしい、しっかりしたかたさとｺｸのﾌﾟﾚｰﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ。

788 明治オーガニック牛乳 1000ml

北海道の牧場で有機飼料により大切に育てられた乳牛から搾った生乳のみを使用した有機JAS規格の認
証を受けた牛乳。

789 明治北海道牛乳 彩る季節 1000ml

年間を通して北海道の放牧酪農家が育てた牛の生乳100％を使用した牛乳。

790 明治おいしい牛乳 1000ml

殺菌中の風味変化を極力抑えるﾅﾁｭﾗﾙﾃｲｽﾄ製法採用し、まろやかなコクはそのままにすっきりとした後味
を実現。

791 明治プロビオヨーグルトＬＧ２１ 112g

おなかの健康を考え、選び抜いたLG21乳酸菌が入ったﾖｰｸﾞﾙﾄ。

792 明治プロビオヨーグルトＬＧ２１ドリンクタイプ 112ml

おなかの健康を考え、選び抜いたLG21乳酸菌が入ったﾄﾞﾘﾝｸﾖｰｸﾞﾙﾄ。

793 明治ヨーグルトＲ－１ 112g

新しい可能性を秘めたEPS＇多糖体（を作り出す1073R‐1乳酸菌が入ったﾖｰｸﾞﾙﾄ。

794 明治ヨーグルトＲ－１ドリンクタイプ 112ml

新しい可能性を秘めたEPS＇多糖体（を作り出す1073R‐1乳酸菌が入ったﾄﾞﾘﾝｸﾖｰｸﾞﾙﾄ。

795 明治ブルガリアヨーグルトLB81プレーン450g

LB81乳酸菌の働きで、腸内細菌のﾊﾞﾗﾝｽを整え、お腹の調子を良好に保つ特定保健用食品。爽やかな酸
味が特長の日本で最も伝統のあるﾌﾟﾚｰﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ。

796 明治ブルガリアのむヨーグルトＬＢ８１プレーン 900g

本場ブルガリア由来のLB81乳酸菌を使用。利便性が高い新型ボトル入り。

797 明治ボーノチーズ 明治北海道十勝ゴーダ ４本入 40g

十勝産ゴーダチーズを1本10gのスティック状にカットしました。マイルドなうまみとなめらかな食感が特長で
す。

798 明治ボーノチーズ 明治北海道十勝チェダー ４本入 40g

800 明治北海道十勝カマンベールチーズ 100g

十勝産チェダーチーズを1本10gのスティック状にカットしました。マイルドなうまみと口どけの良さが特長で
す。
十勝産モッツァレラーチーズを1本10gのスティック状にカットしました。ミルキーな風味と弾力のある食感が
特長です。
日本人の好みに合った、クセがなく、苦味の少ないカマンベールなので、幅広い年代の方に楽しんでいただ
けます。

801 明治北海道十勝カマンベールチーズ切れてるタイプ 100g

とろりとした質感の強いカマンベールの便利な個包装タイプです。

802 明治北海道十勝カマンベールチーズブラックペッパー入り 切れてるタイプ 100g

810 明治フレッシュクリーム４５

十勝カマンベールのまろやかさに加え、後引くスパイシーな味わいが、お酒を楽しむシーンに適していま
す。
素材や製法など５つのこだわりを持たせて、ミルクの美味しさを極めた新しいプレミアムアイスクリームで
す。コクがあるのにスッキリした、深くてやさしい味わいです。
素材や製法など５つのこだわりを持たせて、ミルクの美味しさを極めた新しいプレミアムアイスクリームで
す。キャラメルソースとのおいしい調和をお楽しみいただけます。
素材や製法など５つのこだわりを持たせて、ミルクの美味しさを極めた新しいプレミアムアイスクリームで
す。チョコレートソースとのおいしい調和をお楽しみいただけます。
素材や製法など５つのこだわりを持たせて、ミルクの美味しさを極めた新しいプレミアムアイスクリームで
す。抹茶ソースとのおいしい調和をお楽しみいただけます。
原料のナチュラルチーズは100％北海道十勝産チェダーチーズを使用しています。絞り出しやすい柔らかさ
で、キレのあるチーズソースです。
農林水産大臣賞受賞の新技術により乳本来の自然のおいしさを実現しました。まろやかなコクと、すっきり
とした味わいに仕上げた純乳脂肪４０％のフレッシュクリームです。
農林水産大臣賞受賞の新技術により乳本来の自然のおいしさを実現しました。まろやかなコクと、すっきり
とした味わいに仕上げた純乳脂肪３２％のフレッシュクリームです。
クリーム本来の特性を生かし、味、保型性、作業性ともに優れた、クリームのおいしさが際立つ４５％のフ
レッシュクリームです。

811 明治フレッシュクリーム３８

低脂肪＆高オーバーランの味を追求した純乳脂肪３８％のフレッシュクリームです。

812 明治フレッシュクリーム３５

低脂肪＆高オーバラーンの味を追求した純乳脂肪３５％のフレッシュクリームです。

813 こだわりピッツェリア３種チーズとトマトソース

816 こだわりピッツェリア４種のチーズ１枚入

乳酸菌を発酵させて作ったこだわりの生地で、外はサックリ、中はもっちりとした食感が特徴のクラストを使
用。非常に甘みが際立った特製トマトソースを使用したプレーンタイプのピザです。
乳酸菌を発酵させて作ったこだわりの生地で、外はサックリ、中はもっちりとした食感が特徴のクラストを使
用。特製モルネー風ソースを使用し、チーズの濃厚感が味わえるプレーンタイプのピザです。
乳酸菌の力で発酵させる『もっちり生地製法』を採用した生地にチーズ、トマト、バジルソースをトッピングし
た彩り鮮やかな本格的なピザです。
乳酸菌の力で発酵させる『もっちり生地製法』を採用した生地に４種のチーズ＇モッツァレラ、ゴーダ、パルメ
ザン、チェダー（と、特製モルネー風ソースをトッピングした本格的なピザです。

817 明治ほほえみらくらくキューブ432g(27g×16袋（

いつでも、どこでも、誰でも簡単に調乳ができるキューブタイプの乳児用粉ミルクです。

818 明治ステップらくらくキューブ448g＇28g×16袋（

いつでも、どこでも、誰でも簡単に調乳ができるキューブタイプのフォローアップミルクです。

819 マウントレーニア カフェラッテ＇240ml（

たっぷりミルクと本格エスプレッソのベストバランスが味わえるカフェラテシリーズ。

820 マウントレーニア エスプレッソ＇240ml（

たっぷりミルクと本格エスプレッソのベストバランスが味わえるカフェラテシリーズ。

821 贅沢倶楽部 苺ミルク＇240ml（

たっぷりミルクとこだわり素材の絶妙な組合せの乳飲料。

822 森永のおいしい牛乳＇1000ml（

「コクがあるのに、後味すっきり」牛乳にやさしい製法で作った新しい牛乳のおいしさ。

823 森永のおいしい低脂肪牛乳＇1000ml（

生乳を１００％使用し、森永のおいしい牛乳同様の製法で作った新しい低脂肪牛乳のおいしさ。

824 森永のおいしい無脂肪乳＇1000ml（

「味わいまろやか、後味すっきり」独自の製法により、コクのある味わいを実現した新しい無脂肪乳のおいし
さ。

825 まきばの空＇1000ml（

すっきりとした味わいに仕上げた成分調整牛乳。生乳１００％使用。

826 ビヒダスヨーグルト＇450g（

消費者庁許可特定保健用食品のビヒダスヨーグルトは生きたビフィズス菌＇ＢＢ５３６（でおなかの調子を整
えます。

827 ビヒダスヨーグルト脂肪ゼロ＇450g（

ビフィズス菌ＢＢ５３６入りの脂肪ゼロプレーンヨーグルトです。

828 ビヒダスアロエヨーグルト4ポット＇80g×4（

ビフィズス菌ＢＢ５３６が入った４ポットヨーグルト。朝食に、おやつに皆で分け合ってお召し上がり戴けます。

829 ビヒダスバラエティヨーグルト4ポット＇80g×4（

ビフィズス菌ＢＢ５３６が入った４ポットヨーグルト。朝食に、おやつに皆で分け合ってお召し上がり戴けます。

830 濃密ギリシャヨーグルトパルテノ はちみつ付＇90g（

ギリシャ伝統の水切り製法で作り上げた新食感ヨーグルトです。濃密な食感の秘密は３倍濃縮。濃密で滑
らかな舌触りとクリーミーな味わいを楽しめます。
ギリシャ伝統の水切り製法で作り上げた新食感ヨーグルトです。濃密な食感の秘密は３倍濃縮。濃密で滑
らかな舌触りとクリーミーな味わいを楽しめます。
ギリシャ伝統の水切り製法で作り上げた新食感ヨーグルトです。濃密な食感の秘密は３倍濃縮。濃密で滑
らかな舌触りとクリーミーな味わいを楽しめます。

799 明治ボーノチーズ 明治北海道十勝モッツァレラ ４本入 40g

F-03

全国

株式会社 明治

803 meiji THE PREMIUM Gran(グラン) グランミルク 121ml
804 meiji THE PREMIUM Gran(グラン)グランミルク＆生キャラメル 121ml
805 meiji THE PREMIUM Gran(グラン)グランミルク＆ガナッシュチョコ 121ml
806 meiji THE PREMIUM Gran(グラン)グランミルク＆京抹茶 121ml
807 明治北海道十勝チェダーソース
808 明治フレッシュクリームあじわい４０
809 明治フレッシュクリームあじわい３２

814 こだわりピッツェリア３種チーズとチーズソース
815 こだわりピッツェリアマルゲリータ１枚入

F-04

全国

森永乳業株式会社

831 濃密ギリシャヨーグルトパルテノ ラズベリーソース付＇90g（
832 濃密ギリシャヨーグルトパルテノ プレーン＇110g（
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住所

連絡先

東京都江東区新砂1-2-10

03-5653-0417

東京都港区芝5-33-1

03-3798-8164

小間No.

出展エリア

出展者名

出展商
品 No.

出展商品名

商品特徴

837 森永の焼プリン４個入り＇70g×4（

ギリシャ伝統の水切り製法で作り上げた新食感ヨーグルトです。濃密な食感の秘密は３倍濃縮。濃密で滑
らかな舌触りとクリーミーな味わいを楽しめます。
ホイップされて“ふわじゅわ”な贅沢フルーツジュレとなめらか濃厚タイプのヨーグルトの“２層”が口の中で
からみあう、新感覚のヨーグルトスイーツ。
ホイップされて“ふわじゅわ”な贅沢フルーツジュレとなめらか濃厚タイプのヨーグルトの“２層”が口の中で
からみあう、新感覚のヨーグルトスイーツ。
こんがり焼き目が見た目にもおいしい焼プリン。手作りの様な飽きのこない味わいのベーシックな定番デ
ザートです。
こんがり焼き目が見た目にもおいしい焼プリン。手作りの様な飽きのこない味わいのベーシックな定番デ
ザートです。

838 ふんわりホイップカスタードプリン＇110g（

ふんわりとした食感のホイップをたっぷり楽しめる、お手軽カップデザートです。

839 まるごとクリーム ミルク＆バニラ＇85g（

層のクリームが織り成す、クリームの味わいをとことん楽しむデザートです。

840 クラフト フレッシュモッツァレラ＇100g（

北海道の新鮮な生乳を使用した本格派フレッシュモッツァレラチーズ。

841 クラフト フィラデルフィアクリームチーズ＇200g（

北海道産生乳と生クリームを贅沢にブレンドした、クリーミーでコクのある味わい。

842 クラフト フィラデルフィア６Ｐプレーン＇200g（

クリームチーズのコクがあり、なめらかで食べやすい個包装タイプのクリームチーズ。

843 クラフト ワールドセレクトチェダースライス＇8枚入り（

開け閉め便利な”ぴたっとパック”。チェダーチーズのコクと彩りが肉料理とよく合います。

844 クラフト ワールドセレクトモッツァレラスライス＇8枚入り（

開け閉め便利な”ぴたっとパック”。モッツァレラ特有の伸びと食感を手軽に楽しめます。

845 クラフト ワールドセレクトゴーダスライス＇8枚入り（

開け閉め便利な”ぴたっとパック”。ゴーダチーズの芳醇な味わいを存分に堪能できます。

846 クリープＬ＇280g（
847 クリープ袋＇220g（

豊かなコクが、あらゆるタイプのコーヒーの美味しさをより一層引き立てます。牛乳から生まれた成分で出
来ておりますので、カレーやシチューなど幅広くご使用になれます。
豊かなコクが、あらゆるタイプのコーヒーの美味しさをより一層引き立てます。牛乳から生まれた成分で出
来ておりますので、カレーやシチューなど幅広くご使用になれます。

848 森永ミルク チューブ入

ロングセラーの定番商品。苺はもちろん、食パンやコーヒーなどにも、幅広くお使いになれます。

849 北海道フレッシュクリーム35(1000ml)

乳脂肪分35％の北海道産生クリーム

850 北海道フレッシュクリーム40(1000ml)

乳脂肪分40％の北海道産生クリーム

851 北海道フレッシュクリーム47(1000ml)

乳脂肪分47％の北海道産生クリーム

852 雪印北海道100クリームチーズリッチ(1kg)

北海道産生乳を100％使用。コクのあるクリームチーズ。

853 雪印北海道100フレシュマスカルポーネ(1kg)

北海道産生乳とクリームから作られた、まろやかなマスカルポーネ。

854 雪印北海道100フレッシュカッテージチーズ うらごし(1kg)

北海道の生乳から作られたうらごしタイプのカッテージチーズ。

855 雪印北海道100さけるチーズ プレーン 60g

さいて食べる楽しいチーズ。シコシコとした食感が大人気！

856 雪印北海道100さけるチーズ スモーク味 60g

さいて食べる楽しいチーズ。おつまみにぴったりなスモーク味。

857 雪印北海道100さけるチーズ とうがらし味 60g

さいて食べる楽しいチーズ。ビールにぴったり！ピリッと辛いとうがらし味。

858 雪印北海道100さけるチーズ ガーリック味 60g

さいて食べる楽しいチーズ。家族みんなで楽しめるガーリック味。

859 酪農家6Pチーズ

国産チーズのみを原料チーズに使用したプロセスチーズです。おやつ・おつまみにお手軽にご利用出来ま
す。
国産チーズのみを原料チーズに使用したプロセスチーズです。そのまま食べた時に一番おいしさが引き立
つようにしています。
国産チーズのみを原料チーズに使用したプロセスチーズです。熱を加えた時に伸びがよく、一番おいしさが
引き立つようにしています。
国産チーズのみを原料チーズに使用したプロセスチーズです。山桜のチップでじっくり燻煙した本格的なス
モークチーズです。

833 濃密ギリシャヨーグルトパルテノ パッションフルーツソース付＇90g（
834 Doublei(ドゥブレ) ブルーベリー＇90g（
835 Doublei(ドゥブレ) マンゴー＇90g（
836 森永の焼プリン＇140g（

F-04

F-05

全国

全国

森永乳業株式会社

雪印メグミルク株式会社

860 酪農家スライスチーズ8枚
F-06

全国

全国酪農業協同組合連合会

861 酪農家とろけるスライスチーズ8枚
862 酪農家スモークチーズ150ｇ
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住所

連絡先

東京都港区芝5-33-1

03-3798-8164

東京都新宿区本塩町13番地

03-5369-6830

東京都港区芝4丁目17番5号
相鉄田町ビル7階

03-5931-8008

