
第43回沖縄の産業まつり　出展企業リスト(屋外展示･即売)　　五十音順　　10月4日現在

組織名 電話 会場ブース番号 主な製品･展示内容
あ
(株)青い海 098-992-0085 第4会場（37） シママース、沖縄の海水塩青い海、美ら海育ち、天糖太陽、やさしい砂糖、塩胡椒、スパイス塩、ゆず塩

(株)赤マルソウ 098-992-0011 第4会場(35) 沖縄豚肉みそ、沖縄豚肉みそ(うま辛)、もとぶ牛肉みそ、豚肉みそ麦みそ仕込み、島一番塩ドレッシング　他

朝日陶器(有) 098-895-6688 第6会場(1～2) 日用雑器、獅子置物、訳あり目玉品
(株)ASOVIVA 098-958-7750 第4会場(90) 子供パーランクー、エイサーパーランクー、人工皮三線、木製三線　他
(株)有村産業 098-896-2181 第4会場(85) もずくの濃縮商品等
泡盛マイスター協会 098-861-5403 第2会場(100) 泡盛カクテル、リキュール
い
農業生産法人(株)伊江牛 098-992-2992 第4会場（100） 牛汁、焼肉丼、焼肉
(有)育陶園 098-866-1635 第6会場(5) 壺屋焼 陶器(器)、壺屋焼 陶器(獅子)
池武当新垣三線店 090-9476-9951 第4会場(93) 人工皮三線、本蛇皮強化張り三線、HB本張り三線、柴檀三線、縞黒檀三線、黒檀三線、三板　水牛バチ

石嶺商事 098-878-2904 第4会場(79) ﾊﾟｲｿﾝ(ﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ、丸ﾋﾓﾊﾞｯｸﾞ・ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸﾞ・ﾘｭｯｸ・束入れ・二つ折り・名刺入れ・ｺｲﾝｹｰｽ)　
う
(株)上間菓子店 098-840-6000 第4会場(38) わけありスッパイマン、わけありスッパイマン梅キャンディー
（公社）浦添市シルバー人材センター 098-943-0623 第4会場(92) てだ桑茶（焙煎茶・パウダー）、徳用てだ桑茶（焙煎茶・パウダー）、グリーンスカイ　他
お
大里グリーン 098-988-1378 第3会場（19） マンゴ、レイシ、アボカト
(株)大西石材沖縄 098-964-4343 第3会場(13～18) 墓石、アクセサリー、小物　他
(株)沖食商事 098-877-0778 第4会場(29) カレーライス
沖水化成(株) 098-982-1371 第3会場(1) 塩化ビニル管、ポリエチレン管
(株)沖縄ウコン堂 098-890-7111 第4会場(73) ぷるコラ、パウダーコラーゲン、ガックフルーツ粒、ガックドリンク(アセロラ入)
沖縄県黒砂糖協同組合 098-851-8188 第2会場（中央会コーナー） 八島黒糖、各製糖工場商品
沖縄県交易促進事業協同組合 098-945-2959 第2会場（中央会コーナー） 組合員が取り扱う沖縄食塩、シークヮーサー、もずく、泡盛リキュール、かまぼこ、健康酢　他
沖縄県酒造組合 098-869-0501 第2会場(109) 尚 瑞泉、尚 まさひろ、尚 石川、尚 瑞穂　他
沖縄県酒造協同組合 098-868-1470 第2会場(111) 海乃邦(10年25度・43度、12年30度）紺碧5年25度、南風(30度、3年35度、3年43度、10年43度)　他
沖縄県出店業事業協同組合 098-933-8801 第3会場、第4会場 飲食
沖縄県商工会連合会 098-859-6150 第2会場 ありんくりん市
沖縄県職業能力開発協会 098-862-4278 第3会場 おきなわ技能展
沖縄県畜産副産物事業協同組合 098-945-6516 第2会場（中央会コーナー） 牛中身汁、牛中味炒め
沖縄県中小企業団体中央会 098-860-2525 第2会場(中央会コーナー) 中央会コーナー
沖縄県農業協同組合 098-987-6777 第3会場(30～32) 農産物加工品(シークヮーサー、パイン、米、お茶、グヮバﾞ茶、黒糖)、農産物(野菜、果物、花キ)
沖縄県life倶楽部協同組合 098-987-4698 第2会場(中央会コーナー) 組合員の取り扱う沖縄県産品、作品等(美ら海革命等)
沖縄県露店商協同組合 090-3794-2599 第4会場(51～53) 飲食、ゲーム等
沖縄産PAK活用資源事業協同組合 098-945-6878 第2会場(中央会コーナー) 月桃せっけん、月桃たい肥、月桃蒸留水、月桃消臭スプレー、月桃せんべい
おきなわ島ふ～どグランプリ 098-862-1422 第4会場(30) 美ら蜜nuts＆fruits pot、美らｽｲｰﾄﾎﾟﾃﾄﾀﾙﾄ 黄金芋と紅芋のﾏﾘｱｰｼﾞｭ、ﾋﾟﾝｸｼﾞｪﾗｰﾄ(ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾌﾙｰﾂｼﾞｪﾗｰﾄ)　他

(株)おきなわ晴家 098-856-3455 第2会場(95) 沖縄県産ﾉﾆ、山原ｼｰｸヮｻｰ、ﾊｲﾋﾞｽｶｽBeni、各種ｳｺﾝ粒、ﾉﾆ石鹸　他
(株)沖縄ベルク 0980-52-8077 第4会場(96) 屋我地の塩、ちんすこう塩、モリンガちんすこう、屋我地の清汁、しょうが粉末
(株)沖縄ポッカコーポレーション 098-863-7099 第4会場（61） さんぴん茶、グァバ茶、レモンティー、東村の天然水、ハイビスカスティ、沖縄パイン　他
沖縄明治乳業(株) 098-877-5274 第4会場（58） 明治酪農牛乳、明治健骨家族、明治ﾒｲｸﾞﾙﾄ、ﾃｽﾀｰｽﾞﾁｮｲｽ ｱｲｽｶﾌｪ、ﾈｽﾚｺｰﾋｰ、明治ﾒｲｸﾞﾙﾄ 緑黄色野菜とﾘﾝｺﾞ

オキコ（株） 098-945-5021 第4会場(59～60) パンバイキング、プレミアムパン、パン福袋、冷やし中華、沖縄そば、限定商品
沖縄食糧(株) 098-877-2339 第4会場(28) 愛を米守礼、金芽米美味づくり、ゆめぴりか、軽洗米合組、金芽米守礼
沖縄商工会議所 098-938-8022 第4会場(7～8) 沖縄そば(生めん・乾めん)、そばだし、田いもﾊﾟｲ、ﾀﾋﾟｵｶﾄﾞﾘﾝｸ、ﾌｫﾄﾌﾚｰﾑ、木工小物、電動ｼｰｻｰｶｰ(電動車椅子)

（資）沖縄関ヶ原石材 098-855-4100 第3会場(9～12) 墳墓(3500ﾀｲﾌﾟ、2500ﾀｲﾌﾟ、2000ﾀｲﾌﾟ、亀甲2500、洋風ﾀｲﾌﾟ)、仮墓
沖縄製粉（株） 098-868-3143 第4会場(26～27) ｸﾙﾐﾝ30本入、ｳｺﾝにﾄｺﾄﾝしじみ、羽衣、ｻｰﾀｰｱﾝﾀﾞｷﾞｰ、ｻｰﾀｰｱﾝﾀﾞｷﾞｰﾐｯｸｽ、天ぷら粉、ひらやーちー　他

(株)沖縄電子 098-898-2358 第3会場(4) ソーラー防犯カメラ
沖縄電力（株）　 098-877-2341 第4会場（弓道場近く） オール電化体験者、環境行動
(有)沖縄長生薬草本社 098-947-3214 第4会場(71) 福寿来、酒豪伝説、琉球ハーブティー、ハトムギ粉、酒香伝説、休息伝説、ウコン梅　他
沖縄鋳鉄工業(株) 098-945-5453 第3会場(2) ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋
沖縄特産販売(株) 098-850-8953 第2会場（中央会コーナー） 青切りｼｰｸヮｻｰ、県産野菜ﾁｯﾌﾟｽ　他
沖縄日通エアカーゴサービス(株) 098-894-8813 第３会場 宅配便受付
沖縄ハム総合食品(株) 098-958-4186 第4会場(63～64) ﾊﾑ・ﾍﾞｰｺﾝ・ｳｲﾝﾅｰ、ﾀｺﾗｲｽ、琉球料理ｼﾘｰｽﾞ、ｺﾝﾋﾞｰﾌ、ｼﾞｬｰｷｰｼﾘｰｽﾞ、飲料ｼﾘｰｽﾞ、すっぽんｼﾘｰｽﾞ

沖縄フレッシュ(株) 098-995-9127 第2会場(90) 味付けもずく(シークヮーサー)、焼あご白だし、だし味モズク、マグロハンバーグ　
(株)沖縄ホーメル 098-895-3311 第4会場(55～56) ﾎｰﾒﾙﾌﾗﾝｸ、ﾃﾞﾘｶﾌﾗﾝｸ、ﾎﾟﾙﾄｷﾞｰｽｿｰｾｰｼﾞ、ﾌﾗﾝｷｰﾎﾞｰｲ、ﾐﾐｶﾞｰﾋﾟｰﾅﾂ、ﾁﾗｶﾞｰｽﾗｲｽ、ﾚﾄﾙﾄｿｰｷ汁　他

（株）沖縄村上農園 0980-44-1930 第4会場(13) 豆苗、塩ｼｰｸヮｰｻｰエード、カットずみらくちんチャンプルーポーク
（有）おきなわ養蜂 098-982-8383 第4会場(75) 沖縄県産さし草蜂蜜、黄蜜はちみつ、黒蜜はちみつ、ﾛｰﾔﾙｾﾞﾘｰﾌﾟﾛﾎﾟﾘｽ蜂蜜、蜂蜜がけｱｲｽ(ﾊﾞﾆﾗ・ﾁｮｺ・抹茶)

(株)オキネシア 098-882-2577 第4会場(17) カーブチー100％ジュース、ぴりんぱらん、ざわわサブレ、月桃香、香水、エッセンシャルオイル　他
(株)おもろ企画 098-943-2511 第4会場(45) アグー豚(串・メンチカツ・ウインナー・ぎょうざ・燻製・ヒレカツ・つくね)、首里のラー油　他
オリオンビール(株) 098-877-5070 第5会場 オリオンビアガーデン
か
(有)海邦ベンダー工業 098-994-7465 第3会場(42) デザイン門扉
（株）嘉数グラビヤ 098-992-4011 第4会場(80) ベンリーバッグ(SS～LL)、ひまわりパック(半～5斤)
カサイエレック(株) 098-992-3000 第3会場(36) 調整中
金秀アルミ工業（株） 098-835-8100 第3会場(3) アルミサッシ(網戸・格子)
金秀バイオ（株） 098-994-1001 第4会場(65) 植物発酵ｴｷｽ、ｼｰｸヮｰｻｰｼﾞｭｰｽ、ﾉﾆｼﾞｭｰｽ、ｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄ(ｸﾞﾙｺｻﾐﾝ・にんにく・ﾌｺｲﾀﾞﾝ・ｳｺﾝ)
元祖田いもパイの店なかとみ菓子店 098-895-2262 第4会場(22） 田いもパイ、田いも餅、小豆餅
Cafe34 098-955-2134　　 第4会場(96) 琉球からあげ（ｼｰｸヮｰｻｰ・ｱｰｻ味・甘酢あんかけ）、ﾏﾗｻﾀﾞ、ﾌﾞﾘﾄｰﾄﾞｯｸ、ｼﾞｭｰｽ ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ
き
菊之露酒造(株) 098-868-5086 第2会場(112) 一升瓶、紙パック、各種瓶、ブラウン、親方の酒、サザンバレル、VIP、南海王国、古酒、海ほたる、壺各種、沖縄の宝物、ギフトセット 

清正陶器　明史工房 098-863-4771 第6会場(3) ｺｰﾋｰｶｯﾌﾟ、陶ｶｯﾌﾟ、皿、ﾏｶｲ、ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ、そばﾏｶｲ、長皿、ぐい呑み、ｶﾗｶﾗ、ｼｰｻｰ
(株)近代美術 098-889-4110 第4会場(88) 100ｼﾘｰｽﾞ本、ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞ・年賀状、ｸﾘｱﾌｧｲﾙ、ちょきちょき工作ｷｯﾄ、琉球松(葛飾北斎)ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞ、体験ｺｰﾅｰ

く
具志堅商店 098-989-8770 第4会場(94) 黒糖ｱｶﾞﾗｻｰ、黒糖ｱｶﾞﾗｻｰﾐｯｸｽ粉、とりの唐揚げ(甘辛・塩)、ﾂｲｽﾀｰﾎﾟﾃﾄ
久米島みそ食品 098-898-5753 第4会場(44) みそ、油みそ、そば、揚げ物
久米仙酒造(株) 098-832-3133 第2会場(103) ブラック35度、泡盛珈琲、沖縄43、鯨、モンゴル原酒54度、ドラム缶
(株)久米島の久米仙 098-878-2276 第2会場(119～121) 各種泡盛(ｶｯﾌﾟ・ﾊﾟｯｸ・ﾊﾟｳﾁ・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ等)、空手、升升繁盛、干支ﾎﾞﾄﾙ、名字ﾎﾞﾄﾙ、寿一升瓶、IMUGE、ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ　他

(株)グローバルボタニクス 098-861-8900 第4会場(82) 沖縄黒糖ﾎﾞﾃﾞｨｽｸﾗﾌﾞｾｯﾄ、沖縄県産ｺｰﾋｰ石けん・ﾊﾞｰﾑ、沖縄県産はちみつ石けん・ﾊﾞｰﾑ、産業まつり限定沖縄ｺｽﾒｾｯﾄ　他

こ
（株）黒糖本舗垣乃花 098-877-1135 第4会場(91) 多良間島の黒糖、熱中黒糖、黒糖アーモンド、黒糖黒ゴマピーナッツ、ピーナッツ黒糖、くるみ黒糖、らっかせい黒糖

農業生産法人（株）小浜養蜂場 098-921-3783 第4会場(4、69、94) 生ﾛｰﾔﾙｾﾞﾘｰ、ﾌﾟﾛﾎﾟﾘｽ、蜂の子、みつろうｸﾘｰﾑ美蜂潤、百花はちみつ、ｿﾌﾄｸﾘｰﾑ、他
さ
（株）サイサン 048-641-8257 第4会場(6) ウォーターワン沖縄～久米島の海洋深層水
(株)ざまみダンボール 098-992-1616 第3会場(39～40) ダンボール製品展示
(有)ザバレスエンタープライズ(本家亀そば) 098-867-9690 第4会場(4) 沖縄そば、あぐー豚丼、ナンコツ丼、じゅーしー、ビール、ソフトドリンク
(株)サン食品 098-852-3330 第4会場(31) ゆし豆腐そば、半生沖縄そば
(有)サンフルーツ 098-944-7704 第4会場(99) ゴーヤー漬け(甘酢・しょうゆ・シークヮーサー)、パパイヤ漬け(甘酢・しょうゆ・シークヮーサー)　他
Sun Room Sweets 098-892-4418 第4会場（92） 焼きたてスコーン 8～10種、紅芋パイ、アップルパインパイ、クリーム大福(マンゴー・紅芋・コーヒー)　他

し
じなんぼう(想いっきりおきなわ) 098-911-9780 第4会場(10) シークヮーサーサワー、シークヮーサー島ボール、シークヮーサージュース、琉球まぜそば
ジャンボステーキハンズ 098-917-5070 第4会場(54) HANS ステーキスパイス、サイコロステーキ、メンチカツ
シンプルパン 080-6494-5525 第2会場（94） スペルト・カンパーニュ、スペルト・ノアレザン、ぶどうパン、ヤンバルのはちみつ
(株)首里 知念製菓 098-884-3813 第2会場(92) 琉球菓子(薫餅・味噌ちぃーるんこー)、首里どら焼
新里酒造(株) 098-939-5050 第4会場(93) 琉球ｺﾞｰﾙﾄﾞ、琉球ｸﾗｼｯｸ、古酒琉球ﾌﾟﾚﾐｱﾑ、新里7年、ｼｰｸヮｻｰ梅酒、紅芋梅酒、ﾌﾙｰﾂ工房ﾊﾟｯｼｮﾝ　他

す
瑞泉酒造(株) 098-884-1968 第2会場(107～108) ZUISEN LEGARE(ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ泡盛ﾘｷｭｰﾙ)、2020干支ﾎﾞﾄﾙ、瑞泉King crown、古酒おもろ　他
㈱スクワラン本舗 098-945-9278 第4会場（98） ジョーズバーガー、鮫ジャーキー、深海の雫、食べる野菜酵素ゼリー、昔ながらのおばぁ
せ
請福酒造(有) 098-875-9323 第2会場(101) 請福リキュール(ゆず、つぶしーくゎーさー、しょうが、グレープフルーツ)、イムゲー、5年オーク、ちゅら　他

そ
総合紙器(株) 098-992-1111 第3会場(38) ダンボール製品展示
ソウルパーティー 098-936-0220 第4会場(11) 泡盛のカクテル



た
大森ガーデン（※花卉グループ) 090-3792-8532 第3会場(20～29) 花木、植木、観葉植物
大同火災海上保険(株) 098-869-5912 第4会場（86～87） 損害保険商品関連展示
第43回全国育樹祭 098-866-2204 第3会場(33) 第43回全国育樹祭PRブース　うちわ、四葉クローバー種、オリジナルふせん紙
(株)たみくさ 098-978-8017 第2会場(99) うるまジェラード、ソフトドリンク、焼菓子
(株)多良川 098-861-3663 第2会場（102） イムゲー、宮古ミルク酒、ラム酒、MY-17、干支ボトル、琉球王朝、琉球王朝特選古酒、多良川忠孝　他

ち
（株）千草物産 098-995-3067 第4会場(74） 千草28茶・千草28茶α、がんじゅう島野菜α、春ｳｺﾝα、長命草α、ｸﾞﾙﾏﾗﾝｽα、ｸﾜﾝｿｳα、超熟生、延年香酢α

忠考酒造(株) 098-850-1257 第2会場(116～118) 黒あまざけ、青切りシークヮーサー、忠孝もろみ酢、くぅーす梅酒、忠孝GOLD PREMIUM　他
ちゅらとく 050-3850-8932 第4会場(89) サイトPR（展示・抽選会　等)
つ
壺屋焼　陶眞窯 098-958-2029 第6会場(4) 3.5寸・4寸マカイ、アラマカイ、ソバマカイ、７寸皿、フリーカップ、マグカップ　他
と
トーラス(株) 098-988-8952 第3会場(44～45) 太陽光発電システム、エコキュート、IHクッキングヒーター、スマートスター、ソーラーレモン
な
仲新城精米店 0980-82-80４８ 第2会場（中央会コーナー） 赤米モチ米、黄金モチ米　他
農業生産法人㈱仲善 098-949-1188 第4会場(70) ﾐﾗｸﾙﾉﾆ各種、うっちん各種、美ら島紅茶(マンゴー・シークヮーサー・パイナップル・ハイビスカス)　他

(株)仲宗根糀家 098-833-0710 第4会場（72） 酵素甘こうじ、モズクの王様、塩糀、米糀、糀の糖、まぜとこ、甘みそ・辛みそセット、チョコ・ホンド・ユ～

(株)名護パイナップルワイナリー 0980-53-0017 第4会場(5) ｻﾏｰｽﾉｰ(甘口・辛口・ﾛｾﾞ)、ﾛｲﾔﾙｽｳｨｰﾄｼﾞｭｰｽ、ﾊﾟｲﾝ酢、ﾊﾟｲﾝﾎﾞﾄﾙ(ﾜｲﾝ・ｼﾞｭｰｽ)、ｸﾞﾗｽ販売(ﾜｲﾝ)、ｶｯﾌﾟ販売(ｼﾞｭｰｽ)

(株)那覇王冠 098-992-2388 第3会場(36) 調整中
(株)南西産業 098-850-6048 第2会場(97) 石垣牛ｽﾃｰｷ風味せんべい、ﾁﾗｶﾞｰ入りﾁｯﾌﾟｽ、ｽｯﾊﾟｲﾏﾝ柿ノ種揚げ　他
南城市観光協会 南城市地域物産館 098-949-1667 第2会場(90) なんじぃｸﾞｯｽﾞ、ﾊｰﾄｻﾌﾞﾚ、春うっちん、ﾊﾌﾞｶﾚｰ、沖縄ﾏﾝｺﾞｰｹｰｷ、ｳｺﾝ梅、手作りﾏﾖﾈｰｽﾞ　他
（株）南都 098-948-1111 第4会場(14～16) 琉球ﾚﾓﾝｻﾜｰ、琉球ﾊﾌﾞﾎﾞｰﾙ、OKINAWASANGOBEER、ｻｰﾀｰｱﾝﾀﾞｷﾞｰ、まるごとﾊﾟｲﾝｶｽﾃﾗ、ﾏﾝｺﾞｰｹｰｷ　他

南風堂（株） 098-995-3111 第4会場(39～41) ウムクジ天ぷら、みたらし団子、くずもち、かき氷、ちんすこう、かりゆしウェア、マイバッグ、風呂敷　他

に
(有)ニットー産業 098-987-0316 第4会場(97) 害虫駆除剤ソウファ、シロアリベイト杭、置敷きデッキ
（株）日進ホールディングス 098-892-3338 第3会場（5～6） 楽ラック
日本月桃(株) 098-869-1222 第2会場(93) 月桃紙絵はがき、ｱﾙﾋﾟﾆｱｶｯﾄ、ｱﾙﾋﾟﾆｱﾍﾟﾚｯﾄ、ｱﾙﾋﾟﾆｱｼｬﾜｰ、月桃ｳｫｰﾀｰ、月桃精油、ﾀｲﾘﾝ月桃精油、ﾘｰﾌｳｫｰﾀｰ

の
のぼりや製菓(有) 098-932-7895 第2会場(95) 黒糖ｹｰｷ、KOZAのキセキ、くずもち、団子、パイ各種、エイ坊まんじゅう
は
(株)パダーム 098-871-1216 第4会場(91) ﾊﾟﾀﾞｰﾑ(海のせっけん・黒みつせっけん・もう一度洗って350ml・瑠美ﾛｰｼｮﾝ・瑠美ｸﾘｰﾑ・ｱｸｱﾓｲｽﾄSⅡ・美容液ﾏｽｸ)　他

(株)万果 098-946-5778 第4会場(100) 月桃そば、じゃがいもそば、北大東焼きそば、まぐろ・サクラてんぷら、ソフトクリーム　他
ひ
(有)比嘉酒造 098-958-2205 第2会場(104) 残波(ﾎﾜｲﾄ・ﾌﾟﾚﾐｱﾑ・1999年・2002年・2006年・干支ﾗﾍﾞﾙ・70周年ﾎﾞﾄﾙ・梅酒・青切りｼｰｸﾜｻｰ、ﾊｲﾎﾞｰﾙ)　他 

(株)光エンジニア 098-832-3245 第3会場(43) 生ごみ処理機 YB‐1800N
ピッツェリア　ナポレターナ　ブッファロ 098-987-7552 第2会場(96) 揚げピッツァ(マルゲリータ・クアトロフォルマッジ)
(株)平仲 098-856-7888 第3会場(41) 防災備蓄倉庫
ふ
(株)ファッションキャンディ 098-897-5194 第2会場(122) 泡盛BONBONショコラ、おもろ(紅芋・たんかん・黄金芋・シークヮーサー)
農業生産法人(株)福まる農場 098-888-3564 第4会場(98) キビまる豚(スペアリブ、ホットドック・ソーセージ・ローストポーク、ハム)
フォーモストブルーシール（株） 098-877-8258 第4会場(62) アイスクリーム(シングル・ダブル)、ソフトクリーム、タピオカドリンク、ベイクドドーナツ5個セット
(株)フードサービスもとぶ 098-917-4019 第4会場(12) もとぶサイコロステーキ、あぶりサーロ、ハンバーグ、牛汁、牛丼、カレーライス　
（株）BRILLIANT 098-943-2080 第3会場(34～35) てぃーだ自家発電ハウス
(株)プルアラウンド 098-988-8087 第2会場(88) ｽｷﾞﾁｷしょうゆｼﾞﾝｼﾞｬｰ味(からあげ)、SUGGYｶﾚｰ、からあげｶﾚｰ、ﾊｲﾎﾞｰﾙ、ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ　他
（株）プロジェクト・コア（HabuBox） 090-9969-3203 第4会場(83) ぽろゆし（ビジネス用ポロシャツ）、Tシャツ
へ
(株)紅濱 098-870-1150 第4会場(57) 唐芙蓉(紅・白）、飲むﾌﾙｰﾂ酢(ﾊﾟｲﾝ・ﾀﾝｶﾝ・ｼｰｸヮｻｰ・ﾏﾝｺﾞｰ)、玉葱ﾉﾝｵｲﾙﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(島らっきょう、ｼｰｸヮｻｰ)、毎日酢　他

ヘリオス酒造(株) 0980-52-3372 第2会場(105～106、中央会コーナー) くら3年ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄ、くらﾌﾞﾗｯｸ3年30度、くら原酒40度(8年・12年)、黒糖梅酒　他
ほ
（株）ホクガン 098-840-3110 第4会場（34） 軟骨ソーキ汁、中味汁、昆布イリチー、千切りイリチー、お米各種、削り節、もずく雑炊　他
ホルモン豚尾 098-957-6029 第4会場(9) ホルモン煮込、ホルモン焼きそば、中身汁、中身ソバ
ま
(株)まえさと 098-944-0102 第4会場(36) こんにゃく類、ところ天、豆乳、じーまーみー豆腐、豆乳もち
マエダ食品オキナワ㈱ 098-994-1700 第4会場(43) ピーナッツ味付、芋カリント、ビーナッツ黒糖、ピーナッツ紅芋、甘納豆、黒糖
まさひろ酒造（株） 098-994-8080 第2会場(113～115) 黄金まさひろ一升瓶、県産米一升瓶、蔵出しまさひろ10年古酒30°(淡麗・濃醇)、もろみ酢(ぶどう酢・ドライ・加糖)

マーミヤかまぼこ 098-988-3195 第4会場(50) かまぼこSET(大・小)、かまぼこぎょうざ
(株)誠もち店 0980-48-4808 第4会場（42、99） 沖縄のまる焼き、団子、パンケーキ、タピオカドリンク
マルセンスコーン 098-863-3820 第2会場(99) スコーン6点・3点セット、人参ｹｰｷ、芋ｹｰｷ、焼きﾋﾞｽｹｯﾄ、ﾊﾞﾅﾅとﾁｮｺｽｺｰﾝ、芋ｽｲｰﾂ
(株)丸吉塩せんべい 098-854-9017 第4会場(18) 天使のはね、塩せんべい、ジャンボ塩せん、玄米ぽん、うす焼せんべい、ベーコンハンバーグ　他
み
瑞穂酒造（株） 098-885-0121 第2会場(110) ﾛｲﾔﾙ瑞穂5年古酒、ﾏｲﾙﾄﾞ瑞穂5年古酒、珊瑚の森7年古酒、瑞穂ｺﾞｰﾙﾄﾞ3年古酒、古都首里10年、黒糖酵母仕込粗濾過　他

宮古木工芸 0980-73-3001 第4会場(97) 三線
も
椛弁当 090-6856-9262 第2会場(89) カップランチ、肉巻き棒おにぎり、バタフライピードリンク

ゆ
(株)YUME沖縄Design Works 098-931-1128 第3会場(37) オリジナルブロック(縦目地無し)
よ
ヨシモトコーヒー 098-937-2645 第2会場(95) ｺｰﾋｰ豆(ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾞﾚﾝﾄﾞ・ｺｻﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ)、水出しｱｲｽｺｰﾋｰ、ｱｲｽｺｰﾋｰ、ﾎｯﾄｺｰﾋｰ、ｼｰｸヮｰｻｰﾄﾞﾘﾝｸ、ﾏﾝｺﾞーﾄﾞﾘﾝｸ　他

り
RGC(株)（琉球ガラス村） 098‐961‐6800 第4会場(77～78) 琉球ガラス
琉球協同飼料(株) 098-889-0500 第2会場（中央会コーナー） 琉球ロイヤルポークを使用した豚汁
琉球セメント(株) 098-870-1072 第3会場(7～8) セメント製造工程等の展示、クラフトペーパー製作、セメントポット製作
琉球肥料(株) 098-938-5566 第4会場(81) ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ、有機の王様、配合肥料、有機ﾍﾟﾚｯﾄ、じゃがいも肥料、ｺﾞｰﾔｰ・ﾅｰﾍﾞｰﾗｰ専用、ﾏﾝｺﾞｰ専用　他

(株)琉球補聴器 098-863-4133 第4会場(76) 補聴器、補聴器電池、アクセサリー、書籍、天真卵満たまご、マスコットぬいぐるみ
(有)琉宮 098-862-6401 第2会場(87) ｻｰﾀｰｱﾝﾀﾞｷﾞｰ(ﾌﾟﾚｰﾝ・黒糖・ｺｺﾅｯﾂ・黒ｺﾞﾏきなこ)、ﾄﾘｵちっぴるー(ﾌﾟﾚｰﾝ・ｺｺﾅｯﾂ・黒糖ｺﾞﾏきなこ・黒糖ﾋﾟｰﾅｯﾂ)　他

(株)琉堂 098-861-1947 第2会場(91) 紅芋焼き芋、安納芋、紅黄金、紅芋パフェ、紅芋ソフトクリーム
リューセロ（株） 098-992-3502 第4会場(84) ポリ規格袋(半～５斤)、Uバッグ(S～２L)
りゅうはん(株) 098-835-5600 第4会場(23) アクアクララ レギュラーボトル、アクアクララ スリムウォーターサーバー
わ
㈲ワコー貿易 098-921-1200 第2会場（98） プリントＴシャツ、ワケありプリントTシャツ


