
バイヤーズガイド

FOODEX JAPAN 2015 (第40回 国際食品・飲料展) 

2015年 3月 3日（火）   6日（金） 幕張メッセ （8ホール）10:00～17:00 
( 最終日は16:30まで )

日本全国各地域から
　     魅力ある食材が満載!
日本全国各地域から
　     魅力ある食材が満載!



中小機構は、
中小企業の新事業創出をトータルサポートします。
独立行政法人中小企業基盤整備機構（略称：中小機構）は、国の中小企業施策の実施機関として、
農商工等連携、地域資源活用、新連携に取り組み、新事業創出を目指す中小企業をサポートします。

農商工等連携とは

主なメリット

農商工等連携とは、農林漁業者と商工業者等が通常の商取引関係を越えて協力し、お互いの
強みを活かして売れる新商品・新サービスの開発・生産等を行い、需要の開拓を行うことです。

農商工等連携により、新たな事業活動を展開しようとする中小企業が事業計画を作成し、
国の認定を受けると、国の補助金や政府系金融機関による低利融資など、さまざまな支援
を受けることができます。

地域資源活用とは

主なメリット

地域資源活用とは、地域の強みとなりうる産地の技術、農林水産物、観光資源等の地域資源を
活用して新商品・新サービスの開発・生産等を行い、需要の開拓を行うことです。

地域資源を活用した新商品・新サービスの開発・事業化を行う中小企業が、事業計画を作成し、
国の認定を受けると、国の補助金や政府系金融機関による低利融資など、さまざまな支援
を受けることができます。

新連携とは

主なメリット

新連携とは、事業分野を異にする複数の中小企業が有機的に連携し、その経営資源を組み
合わせて、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ることです。

新たな事業活動に取り組もうとする異分野の中小企業者（2者以上）が、事業計画を作成し、
国の認定を受けると、国の補助金や政府系金融機関による低利融資など、さまざまな支援
を受けることができます。

における上記該当企業

株式会社 浅利佐助商店
株式会社 イーエム
株式会社 市川食品
うれし野ラボ 株式会社
ABS 株式会社
小川食品工業 株式会社
お弁当の万年屋（有限会社こうじや）
菊水酒造 株式会社
有限会社 木村農園
株式会社 共栄食糧
株式会社 グラッツェミーレ
グリーンリバース
有限会社 高知アイス
佐賀冷凍食品 株式会社
株式会社 佐々木農園
佐々木酒造株式会社

株式会社 澤井珈琲
新栄水産 有限会社
株式会社 芝寿し
株式会社 島田商店
白神手づくり工房 有限会社
有限会社 進藤重晴商店
株式会社 スカルパ
株式会社 スパン・ライフ
株式会社 ゼンヤクノー
株式会社 谷口農場
株式会社 西出製茶場
日南工業 株式会社
沼田製粉 株式会社
はますい 株式会社
有限会社 半澤鶏卵
株式会社 比叡ゆば本舗ゆば八

有限会社 菱田ベーカリー
株式会社 福山物産
株式会社 北毛久呂保
有限会社 牧野商店
増田煉瓦 株式会社
ＭＡＮＡＭＩオリジナル
株式会社 マナ
マル幸商事 株式会社
丸徳海苔 株式会社
株式会社 マルモ青木味噌醤油醸造場
株式会社 水永水産
株式会社 山豊
株式会社 ゆう幸
株式会社 吉田屋
株式会社 和田萬商店

（順不同）



中小企業総合展 in FOODEX 企画のご案内

�

「FOODEX 美食女子」グランプリ2015にて中小企業総合展　in FOODEXの出展
者が４社ノミネートされました！ブース内(8ホール)にて各種展示しております。

プレゼンキッチンでは出展者の商品を人気の実演販売士が4日間のタイムスケジュールに沿って楽しく紹介します。

中小企業総合展 in FOODEX
の出展者のうち33社が新製
品ひろばにて、会期前後3ヶ月
に発売される製品などを出品
しています。

輸出食品展ゾーン（６ホール）のサテライトブースに
て、中小企業総合展 in FOODEXの出展者のうち海外
販路開拓を目指す20社が製品を展示しております。

ノミネート製品名

グルテンフリーヌードル　
フェットチーネ（玄米）　　　　　

会社名

小林生麺株式会社
小間番号

ノミネート製品名

8B20-54
49ページ

プレミアムフローズン
ヨーグルト

8B20-33

ノミネート企業のご紹介

会社名

新栄水産有限会社
小間番号

ノミネート製品名

会社名

小間番号

8B20-38

Koki’s Kopi Luwak
 リキュール

LJA JAPAN株式会社

8B20-43

企画

�企画 プレゼンキッチン

中小企業総合展 in FOODEX

「FOODEX美食女子」グランプリ2015 発表会場
�企画 新製品ひろば

新製品ひろば

�企画 サテライトブース

サテライトブース

チャーシュー小笠原エプロン太田

歩くパワースポット見参。開運系実演販売士！　欽ちゃん劇団第一期生。
欽ちゃん直伝のアドリブと展開力で
お客様のハートを鷲掴み！ はじけんばかりの笑顔で、現役占い師の顔もあわせも

つ開運系実演販売士。
とにかく食べることが大好きで、趣味の料理の腕前も
セミプロ級！
彼が笑えば、世界が笑う、まさに歩くパワースポット！笑顔
と福を届けます。

板前から飲食店店長、食育インストラクターと豊
富な人生経験を活かし、巧みな手先と軽快な話
術から繰り出された女性目線で展開する実演は
右に出る者ナシ！！

ノミネート製品名

ＳＨＩＲＯＤＡＳＨＩ　

� � � 	 � � � �

エントランスホール

会社名

小間番号

（同）ミセスフリーズ
ホームメイドアイスクリーム

30ページ

35ページ

39ページ

�企画

�企画

�企画

�企画



穀類
穀類
穀類
野菜・果実
野菜・果実
野菜・果実
野菜・果実
野菜・果実
野菜・果実
野菜・果実
野菜・果実
野菜・果実
野菜・果実
野菜・果実
野菜・果実
畜産物・食肉加工品
畜産物・食肉加工品
畜産物・食肉加工品
畜産物・食肉加工品
水産物・加工品
水産物・加工品
水産物・加工品
水産物・加工品
水産物・加工品
水産物・加工品
水産物・加工品
水産物・加工品
水産物・加工品
水産物・加工品
水産物・加工品
水産物・加工品
水産物・加工品
水産物・加工品
水産物・加工品
水産物・加工品
水産物・加工品
水産物・加工品
パン・麺類・パスタ
パン・麺類・パスタ
パン・麺類・パスタ
パン・麺類・パスタ
パン・麺類・パスタ
パン・麺類・パスタ
パン・麺類・パスタ
調味料・香辛料・原料・素材
調味料・香辛料・原料・素材
調味料・香辛料・原料・素材
調味料・香辛料・原料・素材
調味料・香辛料・原料・素材
調味料・香辛料・原料・素材
調味料・香辛料・原料・素材
調味料・香辛料・原料・素材
菓子・デザート
菓子・デザート
菓子・デザート
菓子・デザート
菓子・デザート
菓子・デザート
菓子・デザート
菓子・デザート
コーヒー・茶・飲料原料

出展分野 主な出展製品 出展者名 都道府県 小間番号 ページ
国内販路開拓　目次

福島県
滋賀県
京都府
北海道
青森県
福島県
群馬県
石川県
長野県
長野県
長野県
静岡県
愛知県
和歌山県
広島県
宮城県
山形県
福島県
佐賀県
北海道
北海道
青森県
宮城県
宮城県
宮城県
宮城県
宮城県
宮城県
茨城県
茨城県
岐阜県
静岡県
広島県
山口県
福岡県
長崎県
宮崎県
北海道
群馬県
富山県
石川県
愛知県
香川県
長崎県
宮城県
秋田県
秋田県
山形県
三重県
大阪府
広島県
愛媛県
北海道
岩手県
岩手県
秋田県
神奈川県
長野県
高知県
長崎県
北海道

8B20-36
8B20-58
8B20-61
8B20-5
8B20-25
8B20-35
8B20-26
8B20-53
8B20-46
8B20-47
8B20-48
8B20-67
8B20-70
8B20-84
8B20-79
8B20-9
8B20-37
8B20-42
8B20-82
8B20-7
8B20-4
8B20-24
8B20-12
8B20-8
8B20-15
8B20-13
8B20-11
8B20-10
8B20-28
8B20-27
8B20-55
8B20-56
8B20-80
8B20-93
8B20-83
8B20-89
8B20-87
8B20-1
8B20-31
8B20-50
8B20-51
8B20-74
8B20-95
8B20-88
8B20-14
8B20-17
8B20-19
8B20-38
8B20-73
8B20-63
8B20-92
8B20-96
8B20-3
8B20-21
8B20-23
8B20-16
8B20-33
8B20-49
8B20-97
8B20-91
8B20-6

7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37

米夢の郷
比叡ゆば本舗ゆば八
男前豆腐店
キョクトー
スパン・ライフ
西野屋食品
市川食品
わさびくん本舗
信州ワタナベ
ファームかずと
丸大食品工業
アグリサポートみっかび
木村農園
佐々木農園
山豊
ヤマサコウショウ
半澤鶏卵
だいもんじ食品
佐賀冷凍食品
はますい
東日本フーズ
中村漁業部
猪又屋
海祥
三陸オーシャン
水月堂物産
マルトヨ食品
マルブン食品
お弁当の万年屋（こうじや）
島田商店
マグリーフ
高福
丸徳海苔
マル幸商事
イーエム
ＭＡＮＡＭＩオリジナル
水永水産
丸豆岡田製麺
増田煉瓦
沼田製粉
ワールドコーヒー商会
小笠原製粉
共栄食糧
ポラリスカンパニー
石渡商店
浅利佐助商店
日南工業
新栄水産
うれし野ラボ
マナ
ますやみそ
進藤重晴商店
ほんま
すがた
東北エンジニアリング
ゆう幸
ミセスフリーズホームメイドアイスクリーム
穂高観光食品
菱田ベーカリー
梅月堂
谷口農場

早炊き加工米
比叡とろゆば１８０ｇ
とろけるケンちゃんプレミアム
ピュアホワイト（レトルト）
豊熟発酵黒大蒜
西野屋の手巻きしそ巻
粒こんにゃく（タピオカ風こんにゃく）、パスタこんにゃく
わさびくん（醤油味・ぽん酢味・味噌味）、スープにもなる野菜ＪＡＭ（人参・タマネギ味）
信州産旬ジャム、プリンジャム、コーヒーキャラメルジャム、ハニーミルクジャム
冷凍高糖度トウモロコシ　
名人野沢菜
新あおしまくん、三ヶ日みかんネピュレ、ミカちゃんのおやつ、瓶ジュース（純しぼり極）
金時生姜ジャム
塩分0％梅未来あまうめ・ウメダカラ・飲む梅ジュレ・飲むしそジュレ・あまうめ一粒入ウメジュレ
広島菜漬
牛タン入つくね
スモッち（くんせい卵）
納豆入りカルパス
レンジDEステーキ
たこのやわらか煮、たこ入りウィンナー、増毛のボイルだこ、海鮮飯しの素、蝦夷あわび酒蒸し他
紅鮭スモークスライスサーモン（インターリバー）
さけとばスライス
むきたて牡蠣の塩辛、金華プラチナ鯖 姫造り、海菜蕗 など
サラダじゃこ、漬けあたりめ、しらすセット明太入り、しらす醤油ご飯セット、牡蠣のオイル漬け、海美漬
三陸殻つきボイルほや
牡蠣六味（牡蠣加工品）：香、濃、漬、伝、旨、干
我が家の煮魚シリーズ
揚かまぼこ（昔のままのさつま揚、昔のままの野菜天）
ホッキ味噌、ホッキ貝を使用した万能ソース
ギュッとかすみがうらシリーズ
＜葉流香＞　鮎空煎（あゆくいる）、熟成鮎、燻り鮎
造り手のこだわったいわし削り節
広島かき味のり、かき飯の素、カレー専用広島オイスターソース、ぶち旨広島カレールゥ、牡蠣のコンフィ
「くじらジャーキー」「ふく焼きほぐし」「うるめいわし醤油糀煮」
ふぐのオイル漬け「コンフ」
漁師まかないカレー、五島牛カレー、飛魚醤油の素、漁師まかない茶漬け
ひむか麹仕立て（焼酎もろみ漬け）
元祖マメさんラーメン（塩・醤油）、函館塩ラーメン
群馬県産小麦を100％使用した、新しい石窯パン
しらすうどん、はと麦うどん
金沢かれいぱん、カレーうどんパン、焼きそばスティックパン、極細スティックカレーパン
キリンラーメン
オリーブパスタ
五島手延うどん　五島美人
気仙沼完熟牡蠣のオイスターソース
比内地鶏スープ
うわてん
あみえび醤油
黒にんにくぽん酢
ぽん酢・ドレッシング・焼肉のたれ等のPB・OEM開発・製造
芳醇無添加合わせみそ
マルド～レ
月寒あんぱん
元祖いかせんべい
セミドライリンゴ“林檎っち”，黒ニンニク，ニンニクピクルス
善兵衛栗マロングラッセ
身体に優しいホームメイドアイスクリーム 及び低糖、低脂肪、なめらかプリンの素
善光寺金箔カステラ
自家製塩麹らすく
シースクリーム
14種類の北海道産ストレート野菜ジュース、有機栽培トマトジュース



コーヒー・茶・飲料原料
コーヒー・茶・飲料原料
コーヒー・茶・飲料原料
コーヒー・茶・飲料原料
コーヒー・茶・飲料原料
コーヒー・茶・飲料原料
コーヒー・茶・飲料原料
コーヒー・茶・飲料原料
ソフトドリンク・水
アルコール飲料
アルコール飲料
アルコール飲料
機能性食品・健康志向食品
機能性食品・健康志向食品
機能性食品・健康志向食品
機能性食品・健康志向食品
機能性食品・健康志向食品
機能性食品・健康志向食品
環境配慮型食品・有機（オーガニック）食品

出展分野 主な出展製品 出展者名 都道府県 小間番号 ページ

出展分野／Category Item 主な出展製品／Exhibitors Product 出展者名／Exhibitor 都道府県/Pref. 小間番号/No. ページ/Page

水産物・加工品

水産物・加工品

パン・麺類・パスタ

パン・麺類・パスタ

パン・麺類・パスタ

調味料・香辛料・原料・素材

調味料・香辛料・原料・素材

調味料・香辛料・原料・素材

調味料・香辛料・原料・素材

調味料・香辛料・原料・素材

菓子・デザート

菓子・デザート

菓子・デザート

コーヒー・茶・飲料原料

コーヒー・茶・飲料原料

コーヒー・茶・飲料原料

アルコール飲料

機能性食品・健康志向食品

機能性食品・健康志向食品

環境配慮型食品・有機（オーガニック）食品

海外販路開拓　目次

国内販路開拓　目次

Seafood

Seafood

Bakery Products, Noodles & Pasta

Bakery Products, Noodles & Pasta

Bakery Products, Noodles & Pasta

Seasonings, Spices and Other Ingredients

Seasonings, Spices and Other Ingredients

Seasonings, Spices and Other Ingredients

Seasonings, Spices and Other Ingredients

Seasonings, Spices and Other Ingredients

Confectionery & Desserts

Confectionery & Desserts

Confectionery & Desserts

Coffee, Tea & Drink Ingredients

Coffee, Tea & Drink Ingredients

Coffee, Tea & Drink Ingredients

Alcoholic Beverages

Functional Foods / Health-oriented Foods

Functional Foods / Health-oriented Foods

Environment-conscious Foods / Organic Foods

福島県
茨城県
東京都
神奈川県
京都府
鳥取県
長崎県
鹿児島県
北海道
岩手県
京都府
高知県
秋田県
神奈川県
石川県
愛知県
三重県
京都府
山梨県

鳥取県

広島県

岐阜県

兵庫県

奈良県

長野県

愛知県

大阪府

広島県

高知県

岩手県

兵庫県

高知県

静岡県

京都府

鳥取県

愛知県

群馬県

岡山県

京都府

Tottori

Hiroshima

Gifu

Hyogo

Nara

Nagano

Aichi

Osaka

Hiroshima

Kochi

Iwate

Hyogo

Kochi

Shizuoka

Kyoto

Tottori

Aichi

Gunma

Okayama

Kyoto

8B20-41
8B20-29
8B20-32
8B20-43
8B20-65
8B20-77
8B20-90
8B20-86
8B20-2
8B20-20
8B20-64
8B20-99
8B20-18
8B20-34
8B20-52
8B20-68
8B20-72
8B20-60
8B20-44

8B20-75

8B20-78

8B20-54

8B20-40

8B20-62

8B20-45

8B20-69

8B20-85

8B20-81

8B20-98

8B20-22

8B20-39

8B20-100

8B20-57

8B20-66

8B20-76

8B20-71

8B20-30

8B20-94

8B20-59

37
38
38
39
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40
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41
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42
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43
43
44
44
45
45
46
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60
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62

63

64

65

66

中郷屋
吉田屋
川内美登子・植物代替療法研究所
LJA JAPAN
西出製茶場
ゼンヤクノー
スカルパ
福山物産
バイオアグリたかす
赤武酒造
佐々木酒造
菊水酒造
白神手づくり工房
さくら工房
芝寿し
ABS
牧野商店
小川食品工業
グリーンリバース

越河

田中食品

小林生麺

神戸瑞穂本舗

三輪山勝製麺

マルモ青木味噌醤油醸造場

三州三河みりん角谷文治郎商店

和田萬商店

サンフーズ

グラッツェミーレ

沢菊

常盤堂製菓

高知アイス

浜佐商店

藤二商会

澤井珈琲

清洲桜醸造

北毛久呂保

みゆきやフジモト

カネ七畠山製茶

KOSHIKAWA

TANAKAFOODS

Kobayashi Noodle 

Kobe Mizho Honpo

Miwayamakatsu Seimen

MARUMO AOKI MISO

Sumiya Bunjiro Brewery

WADAMAN

SUNFOODS

graziemille

Sawagiku

Tokiwadou Seika 

Kochi ice

HAMASA SHOTEN

FUJINI SYOKAI

SAWAICOFFEE

Kiyosuzakura Brewery

Hokumou Kuroho

MIYUKIYA  FUJIMOTO

Kane7 Hatakeyama Seicha

花粉対策茶・ご当地米で作る抹茶入り玄米茶
常陸乃梅シロップPureSweet露茜、常陸乃梅「加賀地蔵」梅干
47都道府県地域資源活用オリジナルブレンドハーブティー
コピルアックコーヒー、またの名をジャコウネココーヒー
京ふか冠茶
鳥取はとむぎ茶
長崎ゆめびわ種茶
純玄米黒酢
大雪山トマトジュース
Liqueur Sweets　いわて山ぶどう
白い銀明水
ジャパニーズラム　龍馬
乳酸菌甘酒「白神ささら」
惣菜そぼろ、米粉シフォンケーキ、スープゼリー
笹蒸し寿し、小袖棒寿し
糖質制限食品（ご飯、パン、麺類、他） 
伊勢志摩あおさのり・伊勢ひじき・伊勢いもこんにゃく、米粉仕込み蒟蒻うどん
竹の子水煮、佃煮、惣菜、こめ油、こめ油ドレッシング
ピュレワイン

かにみそ、かにみそ甲羅焼、蟹しゅうまい、かに焼グラタン

旅行の友

グルテンフリーヌードル　フェットチーネ

もっちもちの生パスタ

一筋縄　半生うどん,一筋縄　半生そうめん,　乾麺,　その他関連商品

有機玄米味噌　赤、白

三州三河みりん　1.8L

国産ごま七味

ミツワお好みソース、ミツワゆずソース、冷凍お好み焼「お好み村」他

こじゃんといっぱい人参ドレッシング

山ぶどうチーズケーキ

姫路揚菓こすくらん

ゆずシャーベット

有機栽培茶（煎茶・番茶・ほうじ茶・玄米茶・抹茶） 有機栽培茶ティーバッグ

宇治抹茶2g

カフェインレスコーヒー

純米吟醸　清須

こんにゃくヤキソバ

ゆばこん、白玉こんにゃくデザート、こんにゃく麺豆乳

オーガニック宇治茶ハーブブレンド

Kanimiso shell grilled

Ryokonotomo(Fish power Rice seasoning )

Gluten free noodle Fettuccine

Frozen Fresh Pasta

Hitosujinawa Udon & So-men, Dry noodle, others

Organic Brown rice MISO  Red  and White

Sanshu Mikawa Mirin 1.8L

JAPAN SHICHIMI : Seven spices

MITSUWA OKONOMI SAUCE, YUZU SAUCE, OKONOMIYAKI

CARROT DRESSING

Yamabudou Cheese Cake

Coscoran

Yuzu Sherbet

Organic Green Tea.Organic Green Tea Bags

Uji powdered green tea

Caffeineless Coffee

Junmaiginjo Kiyosu

Konnyaku Yakisoba

Yubakon, Konnyaku Dezart, Konnyaku Noodl

Organic Ujicha Herb Blend



赤武酒造
アグリサポートみっかび
浅利佐助商店
イーエム
石渡商店
市川食品
猪又屋
うれし野ラボ
ABS
LJA JAPAN
小笠原製粉
小川食品工業
男前豆腐店
お弁当の万年屋（こうじや）
海祥
カネ七畠山製茶
川内美登子・植物代替療法研究所
菊水酒造
木村農園
共栄食糧
キョクトー
清洲桜醸造
グラッツェミーレ
グリーンリバース
高知アイス
神戸瑞穂本舗
越河
小林生麺
佐賀冷凍食品
さくら工房
佐々木酒造
佐々木農園
澤井珈琲
沢菊
三州三河みりん角谷文治郎商店
サンフーズ
三陸オーシャン
芝寿し
島田商店
白神手づくり工房
新栄水産
信州ワタナベ
進藤重晴商店
水月堂物産
すがた
スカルパ
スパン・ライフ
ゼンヤクノー
だいもんじ食品
高福

田中食品
谷口農場
東北エンジニアリング
常盤堂製菓
中郷屋
中村漁業部
西出製茶場
西野屋食品
日南工業
沼田製粉
バイオアグリたかす
梅月堂
浜佐商店
はますい
半澤鶏卵
比叡ゆば本舗ゆば八
東日本フーズ
菱田ベーカリー
ファームかずと
福山物産
藤二商会
北毛久呂保
穂高観光食品
ポラリスカンパニー
ほんま
米夢の郷
牧野商店
マグリーフ
増田煉瓦
ますやみそ
マナ
ＭＡＮＡＭＩオリジナル
マル幸商事
丸大食品工業
丸徳海苔
マルトヨ食品
マルブン食品
丸豆岡田製麺
マルモ青木味噌醤油醸造場
水永水産
ミセスフリーズホームメイドアイスクリーム
みゆきやフジモト
三輪山勝製麺
ヤマサコウショウ
山豊
ゆう幸
吉田屋
ワールドコーヒー商会
わさびくん本舗
和田萬商店

8B20-20
8B20-67
8B20-17
8B20-83
8B20-14
8B20-26
8B20-12
8B20-73
8B20-68
8B20-43
8B20-74
8B20-60
8B20-61
8B20-28
8B20-8
8B20-59
8B20-32
8B20-99
8B20-70
8B20-95
8B20-5
8B20-71
8B20-98
8B20-44
8B20-100
8B20-40
8B20-75
8B20-54
8B20-82
8B20-34
8B20-64
8B20-84
8B20-76
8B20-22
8B20-69
8B20-81
8B20-15
8B20-52
8B20-27
8B20-18
8B20-38
8B20-46
8B20-96
8B20-13
8B20-21
8B20-90
8B20-25
8B20-77
8B20-42
8B20-56

8B20-78
8B20-6
8B20-23
8B20-39
8B20-41
8B20-24
8B20-65
8B20-35
8B20-19
8B20-50
8B20-2
8B20-91
8B20-57
8B20-7
8B20-37
8B20-58
8B20-4
8B20-97
8B20-47
8B20-86
8B20-66
8B20-30
8B20-49
8B20-88
8B20-3
8B20-36
8B20-72
8B20-55
8B20-31
8B20-92
8B20-63
8B20-89
8B20-93
8B20-48
8B20-80
8B20-11
8B20-10
8B20-1
8B20-45
8B20-87
8B20-33
8B20-94
8B20-62
8B20-9
8B20-79
8B20-16
8B20-29
8B20-51
8B20-53
8B20-85

42
12
29
24
29
10
18
31
45
39
27
46
8
21
18
66
38
43
13
28
8
63
56
46
59
50
47
49
16
44
42
13
62
57
53
55
19
44
21
43
30
11
32
19
33
40
9
40
15
22

48
37
34
58
37
17
39
9
30
26
41
36
60
16
15
7
17
36
11
41
61
64
35
28
33
7
45
22
26
32
31
24
23
12
23
20
20
25
52
25
35
65
51
14
14
34
38
27
10
54

岩手県
静岡県
秋田県
福岡県
宮城県
群馬県
宮城県
三重県
愛知県
神奈川県
愛知県
京都府
京都府
茨城県
宮城県
京都府
東京都
高知県
愛知県
香川県
北海道
愛知県
高知県
山梨県
高知県
兵庫県
鳥取県
岐阜県
佐賀県
神奈川県
京都府
和歌山県
鳥取県
岩手県
愛知県
広島県
宮城県
石川県
茨城県
秋田県
山形県
長野県
愛媛県
宮城県
岩手県
長崎県
青森県
鳥取県
福島県
静岡県

広島県
北海道
岩手県
兵庫県
福島県
青森県
京都府
福島県
秋田県
富山県
北海道
長崎県
静岡県
北海道
山形県
滋賀県
北海道
高知県
長野県
鹿児島県
京都府
群馬県
長野県
長崎県
北海道
福島県
三重県
岐阜県
群馬県
広島県
大阪府
長崎県
山口県
長野県
広島県
宮城県
宮城県
北海道
長野県
宮崎県
神奈川県
岡山県
奈良県
宮城県
広島県
秋田県
茨城県
石川県
石川県
大阪府

出展者名 小間番号 都道府県 出展者名 小間番号 都道府県ページ ページ
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中小企業総合展 in FOODEX 出展者一覧　五十音順



受付

共同厨房

商談スペース

中小企業総合展 in FOODEX 会場図／ Floor Map 
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会場出入口

北海道 東北 関東・甲信越 東海・中部・北陸 近畿 中国・四国 九州

★ 印は海外販路開拓出展者ブース

Information
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キョクトー

東日本フーズ

ほんま

バイオアグリたかす

谷口農場

スパン・ライフ

丸豆岡田製麺

はますい

中村漁業部

東北エンジニアリング

沢菊

赤武酒造

すがた

さくら工房

川内美登子
植物代替療法研究所

グリーンリバース

ＬＪＡＪＡＰＡＮ

ミセスフリーズホームメイドアイスクリーム

増田煉瓦

北毛久呂保

吉田屋

島田商店

市川食品

マルモ
青木味噌醤油醸造場

お弁当の万年屋（こうじや）

穂高観光食品

丸大食品工業

ファームかずと

信州ワタナベ 清洲桜醸造

マグリーフ

小林生麺

わさびくん本舗

芝寿し

沼田製粉

ワールド
コーヒー商会

小笠原製粉

うれし野ラボ

牧野商店

木村農園

三州三河みりん　角谷文治郎商店

ＡＢＳ

越河

澤井珈琲

ゼンヤクノー

田中食品

山豊

丸徳海苔

サンフーズ ますやみそ

マル幸商事

みゆきやフジモト

共栄食糧

進藤重晴商店

菱田ベーカリー

グラッツェミーレ

菊水酒造

高知アイス

佐賀冷凍食品

イーエム

佐々木農園

和田萬商店 福山物産

水永水産

ポラリスカンパニー

スカルパ

ＭＡＮＡＭＩオリジナル

梅月堂

男前豆腐店

小川食品工業

カネ七畠山製茶

比叡ゆば本舗ゆば八

浜佐商店

高福

三輪山勝製麺

マナ

佐々木酒造

西出製茶場

藤二商会

アグリサポートみっかび

マルブン食品

マルトヨ食品

猪又屋

水月堂物産 石渡商店

三陸オーシャン

ゆう幸

浅利佐助商店

新栄水産

半澤鶏卵

米夢の郷

西野屋食品 だいもんじ食品

中郷屋

常盤堂製菓

神戸瑞穂本舗

海祥

ヤマサコウショウ 白神手づくり工房

日南工業

KYOKUTO

HIGASHINIHON FOODS

HONMA

BAIOAGURI TAKASU

tanigchifarm

Marumame Okada Seimen

HAMASUI

MAGLEAF

Kobayashi
 Noodle

JAPAN 
HORSERADISH

shibazushi

world coffee

Numada
 Flour Mills

Kiyosuzakura 
Brewery

OGASAWARA FLOUR 
MILLING 

URESHINO Lab

MAKINO SHOUTEN

KIMURA FARM

ABS

Sumiya Bunjiro Brewery

Otokomae Tofu

OGAWA FOODS
 INDUSTRY

Kane7 Hatakeyama
 Seicha

Hieiyuba Honpo
 Yubahachi

HAMASA SHOTEN

Takafuku

Miwayamakatsu 
Seimen

MANNA

SASAKI SAKE 
Brewing

Nishide Seichajyo

FUJINI SYOKAI

Aguri Support Mikkabi

shineisuisan

HANZAWA  KEIRAN

Maimunosato

Nishinoya Foods daimonnji syokuhin

NAKAGOYA

Tokiwadou Seika

Kobe Mizho Honpo

Marubun Foods

MARUTOYOSHOKUHIN

Inomataya

Suigetsudo ISHIWATA SHOTEN

Sanriku Ocean

Yuko

ASARISASUKE SHOUTEN

KAISHO

yamasakousho SHIRAKAMITEDUKURIKOUBOU

NICHINAN 
KOUGYOU

SAGA REITOU
 SYOKUHIN

em

SASAKI FARM

WADAMAN FUKUYAMA BUSSAN

MIZUNAGA Marine Products

Porarisu

SCARPA

MANAMIOriginal

baigetsudo

KOSHIKAWA

SAWAICOFFEE

ZENYAKUNO

TANAKA FOODS

YAMATOYO

MARUTOKU NORI

SUNFOODS MASUYAMISO

MARUKOU SHOJI

MIYUKIYA  FUJIMOTO

Kyouei Syokuryo

SHINDO SHIGEHARU SHOTEN

Hishida Bakery

graziemille

KIKUSUI SHUZO

Kochi ice

SAKURA 
FACTORY

Kawachi Mitoco

Green Rebirth

LJA JAPAN

Mrs. Freeze Homemade Ice Cream

Masuda Brick

Hokumou Kuroho

YOSHIDAYA

SHIMADA SHOTEN

ICHIKAWA FOODS

MARUMO AOKI MISO

obentouno mannenya

HOTAKA KANKOU
SHOKUHIN

MARUDAI 
SYOKUHIN KOUGYOU

farm kazuto

Shinsyuu  watanabe

SPANLIFE

nakamura
gyogyoubu

Tohoku Engineering

SAWAGIKU

AKABUSYUZOU

SUGATA

スペース

プレゼンステージ

商談

★

★

★

★

★

★

★

★

★★

★

★★

★

★★

★
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7

36

8B20-

福
島
県

㈱米夢の郷
〒969-6144 福島県大沼郡会津美里町福重岡字桜の下27　
TEL: 0242-57-1505　FAX: 0242-57-1506
e-mail: info@maimunosato.jp

URL: http://maimunosato.jp

炊飯器やスチームコンベクションでの大量調理は勿論のこと、固
形燃料を使用した釜飯、電子レンジを使用したおこわなど1人前
の調理にも適しています。また、使い捨てレンジ容器とお持ちの
具材を組み合わせた簡単釜飯セットなどの商品開発にも最適で
す。

穀　類

早炊き加工米
簡単便利、レンジでも本格炊飯
玄米を精米後に洗米し、更に一次加工したα化米で、
現場での炊飯時間が短縮されます。災害用備蓄米とは
違い食味、食感にこだわった早炊き加工米ですので、
さまざまなメニュー展開が可能です。もち米もありま
す。炊飯器やスチームコンベクションでの大量調理は
勿論のこと、固形燃料を使用した釜飯、電子レンジを
使用したおこわなど1人前の調理にも適しています。

早炊き加工米（会津米）150g

㈱米夢の郷
〒969-6144 福島県大沼郡会津美里町福重岡字桜の下27　
TEL: 0242-57-1505　FAX: 0242-57-1506
e-mail: info@maimunosato.jp

URL: http://maimunosato.jp

炊飯器やスチームコンベクションでの大量調理は勿論のこと、固
形燃料を使用した釜飯、電子レンジを使用したおこわなど1人前
の調理にも適しています。また、使い捨てレンジ容器とお持ちの
具材を組み合わせた簡単釜飯セットなどの商品開発にも最適で
す。

穀　類

早炊き加工米
簡単便利、レンジでも本格炊飯
玄米を精米後に洗米し、更に一次加工したα化米で、
現場での炊飯時間が短縮されます。災害用備蓄米とは
違い食味、食感にこだわった早炊き加工米ですので、
さまざまなメニュー展開が可能です。もち米もありま
す。炊飯器やスチームコンベクションでの大量調理は
勿論のこと、固形燃料を使用した釜飯、電子レンジを
使用したおこわなど1人前の調理にも適しています。

早炊き加工米（会津米）150g
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8B20-

滋
賀
県

㈱比叡ゆば本舗ゆば八
〒524-0011 滋賀県守山市今市町299
TEL: 077-514-1102　FAX: 077-514-1002
e-mail: sales@hieiyuba.co.jp

URL: http://hieiyuba.jp/

比叡山延暦寺御用達のゆば専門店。世界でも最高レベルの衛生
的な生ゆば工場で、安全・安心を最優先にしたゆば作りにこだ
わっています。２０１４年８月に世界の生ゆば工場で唯一、食品
安全マネジメントシステムのＩＳＯ／ＦＳＳＣ２２０００を取
得しました。ゆばの原材料には全商品で、近江大豆（滋賀県産）の
みを限定して使用しています。

穀　類

比叡とろゆば１８０ｇ
口の中でとろける様な食感の生ゆば
保存料不使用、冷蔵で２ヶ月の日持ちを実現。滋賀県産
大豆だけを使用しています。大豆の自然な甘味、香り、濃
厚な風味が口の中に広がります。様々な料理にお使い
頂けます。小鉢にいれて和風の前菜に、ご飯にかけて丼
に、うどんやパスタの具材にも。また、オリーブオイルで
イタリアンな前菜に。メープルシロップや黒蜜でデザー
トにも。漫画「おとりよせ王子」でも紹介されました。

とろゆば雲丹乗せとろゆば雲丹乗せ

㈱比叡ゆば本舗ゆば八
〒524-0011 滋賀県守山市今市町299
TEL: 077-514-1102　FAX: 077-514-1002
e-mail: sales@hieiyuba.co.jp

URL: http://hieiyuba.jp/

比叡山延暦寺御用達のゆば専門店。世界でも最高レベルの衛生
的な生ゆば工場で、安全・安心を最優先にしたゆば作りにこだ
わっています。２０１４年８月に世界の生ゆば工場で唯一、食品
安全マネジメントシステムのＩＳＯ／ＦＳＳＣ２２０００を取
得しました。ゆばの原材料には全商品で、近江大豆（滋賀県産）の
みを限定して使用しています。

穀　類

比叡とろゆば１８０ｇ
口の中でとろける様な食感の生ゆば
保存料不使用、冷蔵で２ヶ月の日持ちを実現。滋賀県産
大豆だけを使用しています。大豆の自然な甘味、香り、濃
厚な風味が口の中に広がります。様々な料理にお使い
頂けます。小鉢にいれて和風の前菜に、ご飯にかけて丼
に、うどんやパスタの具材にも。また、オリーブオイルで
イタリアンな前菜に。メープルシロップや黒蜜でデザー
トにも。漫画「おとりよせ王子」でも紹介されました。

せ乗せ乗乗とろゆば雲丹乗とろゆば雲丹とろとろゆば雲ば雲丹乗せ乗せせ乗せ乗せ

・・・・地域資源活用 ・・・・新連携 ・・・・農商工等連携
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男前豆腐店㈱
〒629-0101 京都府南丹市八木町船枝滝ノ方50
TEL: 0771-42-4511　FAX: 0771-42-5211
e-mail: oogami@otokomae.jp

URL: http://otokomae.com

2005年の設立以来、「男前豆腐」や「風に吹かれて豆腐屋ジョ
ニー」に代表される今までにないコンセプトの豆腐を製造販売し
ています。大豆の旨味を極限まで引き出す独自の製法を開発し
多くのヒット商品を生みだしています。遊び心のあるネーミングと
斬新でユニークなパッケージデザインがトレードマークです。昨
年、第3者認証のSQFを取得し、安全安心な製造方法でよりよい味
と品質を追求した豆腐づくりに取り組んでいます。

穀　類

とろけるケンちゃんプレミアム
超濃厚な味わいです！

北海道産大豆とオホーツクにがりを使用。極限まで
豆乳の濃さを追求しました。（豆乳濃度18％）超濃厚
な味わいで大豆の甘味がふわっととろける食感の
豆腐に仕上げました。

とろけるケンちゃんプレミアムは100gの容器4個に分かれて入っています。
パッケージには調理例の写真付きです。
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8B20-

京
都
府

男前豆腐店㈱
〒629-0101 京都府南丹市八木町船枝滝ノ方50
TEL: 0771-42-4511　FAX: 0771-42-5211
e-mail: oogami@otokomae.jp

URL: http://otokomae.com

2005年の設立以来、「男前豆腐」や「風に吹かれて豆腐屋ジョ
ニー」に代表される今までにないコンセプトの豆腐を製造販売し
ています。大豆の旨味を極限まで引き出す独自の製法を開発し
多くのヒット商品を生みだしています。遊び心のあるネーミングと
斬新でユニークなパッケージデザインがトレードマークです。昨
年、第3者認証のSQFを取得し、安全安心な製造方法でよりよい味
と品質を追求した豆腐づくりに取り組んでいます。

穀　類

とろけるケンちゃんプレミアム
超濃厚な味わいです！

北海道産大豆とオホーツクにがりを使用。極限まで
豆乳の濃さを追求しました。（豆乳濃度18％）超濃厚
な味わいで大豆の甘味がふわっととろける食感の
豆腐に仕上げました。

とろけるケンちゃんプレミアムは100gの容器4個に分かれて入っています。ます
パッケージには調理例の写真付きです。

66

京
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8B20

北
海
道

㈲キョクトー
〒071-8155 北海道旭川市東鷹栖5線12号2526‐6
TEL: 0166-57-5779　FAX: 0166-57-8546
e-mail: ysiden@f4.dion.ne.jp

URL: http://asahikawa-kyokuto.jp

収穫後のとうもろこしは、時間の経過とともに食味が損なわれて
いくため、弊社では収穫後12時間～48時間以内と基準を定め、
農場併設の工場で皮を剥き、袋詰め真空パックと加熱殺菌の処
理を行っています。
畑から獲れた鮮度そのままに加工することで、ピュアホワイトが
持つ本来の美味しさを閉じ込めていますので、いつでもご家庭
で“旬”のとうもろこしの味をお楽しみいただけます。

野菜・果実

ピュアホワイト（レトルト）
袋開けたら、すぐ召し上がれます

ピュアホワイトは、全て白い粒で粒の果皮がやわら
かく、糖度も高いとうもろこしです。それを収穫して
すぐに真空パックし、加圧殺菌したため糖度を保っ
ています。更に常温で1年６カ月くらい保存すること
ができます。

北海道の自社及び契約農家で、
収穫したとうもろこしを真空パックしています。

5

北
海
道

㈲キョクトー
〒071-8155 北海道旭川市東鷹栖5線12号2526‐6
TEL: 0166-57-5779　FAX: 0166-57-8546
e-mail: ysiden@f4.dion.ne.jp

URL: http://asahikawa-kyokuto.jp

収穫後のとうもろこしは、時間の経過とともに食味が損なわれて
いくため、弊社では収穫後12時間～48時間以内と基準を定め、
農場併設の工場で皮を剥き、袋詰め真空パックと加熱殺菌の処
理を行っています。
畑から獲れた鮮度そのままに加工することで、ピュアホワイトが
持つ本来の美味しさを閉じ込めていますので、いつでもご家庭
で“旬”のとうもろこしの味をお楽しみいただけます。

野菜・果実

ピュアホワイト（レトルト）
袋開けたら、すぐ召し上がれます

ピュアホワイトは、全て白い粒で粒の果皮がやわら
かく、糖度も高いとうもろこしです。それを収穫して
すぐに真空パックし、加圧殺菌したため糖度を保っ
ています。更に常温で1年６カ月くらい保存すること
ができます。

北海道の自社及び契約農家で、の
収穫したとうもろこしを真空パックしています。
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8B20-

青
森
県

㈱スパン・ライフ
〒039-1103 青森県八戸市大字長苗代字中坪105番地　
TEL: 0178-20-3021　FAX: 0178-28-5916
e-mail: info@spanlife.net

URL: http://www.spanlife.net

にんにくの生育に恵まれた気候と土壌で、専門農家が丁寧に生
産しています。この価値あるにんにくは”豊熟”の名前にふさわし
い黒にんにくに出来上がっています。

野菜・果実

豊熟発酵黒大蒜
黒にんにくで、健康生活！

あなたは、特許製法の黒にんにくを食べると、プ
ルーンと似た食感を感じ、そして「香味食」の「日本
の食文化」を思うでしょう。

豊熟発酵黒大蒜　当社黒にんにく製品の青ラベルです。

㈱スパン・ライフ
〒039-1103 青森県八戸市大字長苗代字中坪105番地　
TEL: 0178-20-3021　FAX: 0178-28-5916
e-mail: info@spanlife.net

URL: http://www.spanlife.net

にんにくの生育に恵まれた気候と土壌で、専門農家が丁寧に生
産しています。この価値あるにんにくは”豊熟”の名前にふさわし
い黒にんにくに出来上がっています。

野菜・果実

豊熟発酵黒大蒜
黒にんにくで、健康生活！

あなたは、特許製法の黒にんにくを食べると、プ
ルーンと似た食感を感じ、そして「香味食」の「日本
の食文化」を思うでしょう。

豊熟発酵黒大蒜　当社黒にんにく製品の青ラベルです。
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8B20-

福
島
県

西野屋食品㈱
〒971-8131 福島県いわき市常磐上矢田町端8-1
TEL: 0246-28-2828　FAX: 0246-28-2833
e-mail: nishino@f2.dion.ne.jp

URL: http://nishinoya.jp

主原料をはじめ、シソの葉まで国産のみを使用し、保存料・合成
着色料も使用せず自社工場で製造を行っています。 メイン商品
「大根しそ巻」は２０１４年モンドセレクション銀賞受賞。
金賞受賞を目指し改良中です。シリーズ新商品「桃しそ巻」（７月
より発売）、「しそ巻らっきょう」（１１月より発売）「無花果しそ巻」
（２７年１月発売予定）。

野菜・果実

西野屋の手巻きしそ巻
なんでも"巻き"ます。
賞味期限が常温保存で９０日あり、流通にとっては
管理しやすく売りやすい商品で、消費者にとっては
見た目も華やかで、利便性が高く使い勝手のいい商
品です。商品規格も２種類用意し、お客様に合った
商品を提案いたします。PBにも対応できますのでお
気軽にご相談ください。

食卓を彩る“手巻きしそ巻”

西野屋食品㈱
〒971-8131 福島県いわき市常磐上矢田町端8-1
TEL: 0246-28-2828　FAX: 0246-28-2833
e-mail: nishino@f2.dion.ne.jp

URL: http://nishinoya.jp

主原料をはじめ、シソの葉まで国産のみを使用し、保存料・合成
着色料も使用せず自社工場で製造を行っています。 メイン商品
「大根しそ巻」は２０１４年モンドセレクション銀賞受賞。
金賞受賞を目指し改良中です。シリーズ新商品「桃しそ巻」（７月
より発売）、「しそ巻らっきょう」（１１月より発売）「無花果しそ巻」
（２７年１月発売予定）。

野菜・果実

西野屋の手巻きしそ巻
なんでも"巻き"ます。
賞味期限が常温保存で９０日あり、流通にとっては
管理しやすく売りやすい商品で、消費者にとっては
見た目も華やかで、利便性が高く使い勝手のいい商
品です。商品規格も２種類用意し、お客様に合った
商品を提案いたします。PBにも対応できますのでお
気軽にご相談ください。

食卓を彩る“手巻きしそ巻”
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群
馬
県

㈱市川食品
〒370-0088 群馬県高崎市行力町270-2　
TEL: 027-344-5800　FAX: 027-344-5888
e-mail: info@yuuhachi.co.jp

URL: http://www.yuuhachi.co.jp

水洗いで使えるタピオカ風のこんにゃくです。ヨーグルトやデ
ザート、サラダやドリンクなどでご使用いただいています。にんじ
んの赤、かぼちゃの黄色、ほうれん草の緑、プレーンの白、竹炭の
黒と５色展開。

野菜・果実

粒こんにゃく（タピオカ風こんにゃく）、
パスタこんにゃく
タピオカみたいなカラフルこんにゃく
にんじんで赤、ほうれん草で緑などカラフルに色付けた
直径７ｍｍほどのタピオカサイズの粒こんにゃくです。
１００ｇあたり約８ｋｃａｌなのでデザートやスイー
ツ、各種お料理に混ぜることでヘルシーメニューに。

カラフルな５色展開、タピオカ風こんにゃく（粒こんにゃく）カラフルな５色展開、タピオカ風こんにゃく（粒こんにゃく）

22

群
馬
県

㈱市川食品
〒370-0088 群馬県高崎市行力町270-2　
TEL: 027-344-5800　FAX: 027-344-5888
e-mail: info@yuuhachi.co.jp

URL: http://www.yuuhachi.co.jp

水洗いで使えるタピオカ風のこんにゃくです。ヨーグルトやデ
ザート、サラダやドリンクなどでご使用いただいています。にんじ
んの赤、かぼちゃの黄色、ほうれん草の緑、プレーンの白、竹炭の
黒と５色展開。

野菜・果実

粒こんにゃく（タピオカ風こんにゃく）、
パスタこんにゃく
タピオカみたいなカラフルこんにゃく
にんじんで赤、ほうれん草で緑などカラフルに色付けた
直径７ｍｍほどのタピオカサイズの粒こんにゃくです。
１００ｇあたり約８ｋｃａｌなのでデザートやスイー
ツ、各種お料理に混ぜることでヘルシーメニューに。

）くカラフルな５色展開、タピオカ風こんにゃく（粒こんにゃくカラフルな５色展開、タピオカ風こんにゃく（粒こんにカラ ルな５色展開 タピオカ風こんにゃ 粒こんにラ ルな５色展開 ピ 風こんにゃ 粒こんにカラフルフルな５色展色展開、タピオピオカ風ここんにゃく（粒（粒ここんにゃく）ゃくゃく））く）

53

8B20-

石
川
県

5

8B20

石
川
県

わさびくん本舗
〒921-8152 石川県金沢市高尾2-135　
TEL: 076-298-3132　FAX: 076-298-7633
e-mail: wasabi@wasabikunhonpo.com

URL: http://www.wasabikunhonpo.com

わさびくん（茎わさび）は周知のごとく、数多くの　”力”をもった
根菜ですが、特に消化器系（殺菌力）には力を発揮します。また人
参、タマネギはどちらかと言えば野菜の中では嫌われ物ですが、
子供からお年寄りまでスープまたはジャム（粗引き）として召し上
がれます。プロの方にはひと手間加えることにより新しい発見が
あると思われる商品に仕上げてあります。

野菜・果実

わさびくん味噌味並びにスープになるＪＡＭ（タマネギ味・人参味）

わさびくん（醤油味・ぽん酢味・味噌味）、
スープにもなる野菜ＪＡＭ（人参・タマネギ味）
風味と辛味は料理の相棒！！
当、本舗の商品は「人体にやさしい」を基本理念に加工生産しております
わさびくんの３種類の内ポン酢味に関して当社にポン酢を作る技術が
ないもので、ぽん酢のみ外部委託のため添加物を混入しております。わ
さびくん本舗の技術としては辛味成分を使用しないで辛味力の持続に
成功したこと、通常１０日～１５日を３０日間は辛味成分を保持出来ます。
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石
川
県

わさびくん本舗
〒921-8152 石川県金沢市高尾2-135　
TEL: 076-298-3132　FAX: 076-298-7633
e-mail: wasabi@wasabikunhonpo.com

URL: http://www.wasabikunhonpo.com

わさびくん（茎わさび）は周知のごとく、数多くの　”力”をもった
根菜ですが、特に消化器系（殺菌力）には力を発揮します。また人
参、タマネギはどちらかと言えば野菜の中では嫌われ物ですが、
子供からお年寄りまでスープまたはジャム（粗引き）として召し上
がれます。プロの方にはひと手間加えることにより新しい発見が
あると思われる商品に仕上げてあります。

野菜・果実

わさびくん味噌味並びにスープになるＪＡＭ（タマネギ味・人参味）

わさびくん（醤油味・ぽん酢味・味噌味）、
スースス プにもなる野菜ＪＡＭ（人参・タマネギ味）
風味と辛味は料理の相棒！！
当、本舗の商品は「人体にやさし「 い」を基本理念に加工生産しております
わさびくんの３種類の内ポン酢味に関して当社にポン酢を作る技術が
ないもので、ぽん酢のみ外部委託のため添加物を混入しております。わ
さびくん本舗の技術としては辛味成分を使用しないで辛味力の持続に
成功したこと、通常１０日～１５日を３０日間は辛味成分を保持出来ます。
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長
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㈲信州ワタナベ
〒0386-0407 長野県上田市長瀬2266-3　
TEL: 0268-42-3584　FAX: 0268-42-6935
e-mail: nabesbar@arrow.ocn.ne.jp

URL: http://s-okurimono.jp

ヘルシー志向の世の中に、あえてスウィーツ色の強い甘くておい
しい商品を出展いたしました。甘いものは甘く、甘さを試食にて
お楽しみください。シンプルライン商品では、正統派の果実ジャ
ム「旬ジャム」は果物まるごと、果実により近くをコンセプトにジャ
ムでありながら・・・果物の形が見える味わえるを大切にしていま
す。見て食べて実感してください。

野菜・果実

信州産旬ジャム、プリンジャム、
コーヒーキャラメルジャム、
ハニーミルクジャム
siｍple＆fruity
すべてハンドメイドでしか作りえない職人技の瓶詰
め商品です。

㈲信州ワタナベ
〒0386-0407 長野県上田市長瀬2266-3
TEL: 0268-42-3584　FAX: 0268-42-6935
e-mail: nabesbar@arrow.ocn.ne.jp

URL: http://s-okurimono.jp

ヘルシー志向の世の中に、あえてスウィーツ色の強い甘くておい
しい商品を出展いたしました。甘いものは甘く、甘さを試食にて
お楽しみください。シンプルライン商品では、正統派の果実ジャ
ム「旬ジャム」は果物まるごと、果実により近くをコンセプトにジャ
ムでありながら・・・果物の形が見える味わえるを大切にしていま
す。見て食べて実感してください。

野菜・果実

信州産旬ジャム、プリンジャム、
コーヒーキャラメルジャム、
ハニーミルクジャム
siｍple＆fruity
すべてハンドメイドでしか作りえない職人技の瓶詰
め商品です。

必要以上に手は加えません！
それは一番おいしいものを召し上がってもらうためです。
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(農)㈱ファームかずと
〒389-1316 長野県上水内郡信濃町大井262-2　　
TEL: 026-255-5578　FAX: 026-255-5096
e-mail: info@farmkazuto.co.jp

URL: http://www.farmkazuto.co.jp

長野県の北端、トウモロコシの名産地信濃町で、高糖度トウモロ
コシを生産しています。通販サイト、上質スーパー等での販売を
おこなっています。
この度開発した急冷高糖度トウモロコシは、ドリップが少なく、鮮
度感、食感を保持しています。他、じゃがいも、玉ネギ、自然薯等の
露地野菜の生産・販売をおこなっています。

野菜・果実

冷凍高糖度トウモロコシ　
高速冷凍により食感を高めています。

最盛期に糖度20度を超えるトウモロコシを、急速冷
凍にて保存。ドリップが少なく、食感も保たれていま
す。自社加工所にて収穫後即加工。生鮮品も、全国
各地に出荷しています。

トウモロコシの名産地　信州信濃町で生産した
スーパースイートコーンの急速冷凍商品です。生鮮品も販売。

(農)㈱ファームかずと
〒389-1316 長野県上水内郡信濃町大井262-2　　
TEL: 026-255-5578　FAX: 026-255-5096
e-mail: info@farmkazuto.co.jp

URL: http://www.farmkazuto.co.jp

長野県の北端、トウモロコシの名産地信濃町で、高糖度トウモロ
コシを生産しています。通販サイト、上質スーパー等での販売を
おこなっています。
この度開発した急冷高糖度トウモロコシは、ドリップが少なく、鮮
度感、食感を保持しています。他、じゃがいも、玉ネギ、自然薯等の
露地野菜の生産・販売をおこなっています。

野菜・果実

冷凍高糖度トウモロコシ　
高速冷凍により食感を高めています。

最盛期に糖度20度を超えるトウモロコシを、急速冷
凍にて保存。ドリップが少なく、食感も保たれていま
す。自社加工所にて収穫後即加工。生鮮品も、全国
各地に出荷しています。

トウモロコシの名産地　信州信濃町で生産した
スーパースイートコーンの急速冷凍商品です。生鮮品も販売。
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丸大食品工業㈱
〒395-0822 長野県飯田市松尾寺所7388
TEL: 0265-23-2133　FAX: 0265-24-6957
e-mail: tsukumo.makino@marudai-net.co.jp

URL: http://www.marudai-net.co.jp

信州には、信州の風土と先人達の知恵が育んだ、野沢菜をはじめ
とした多くのお漬物が受け継がれています。この伝統あるふるさ
との味を、より多くのお客様に召し上がって頂くため、商材の厳
選・生産ラインの改善・販路開拓・現代の食志向に合った新製品
開発と、努力を続けています。

野菜・果実

名人野沢菜
伝統の味、信州のこころ
商標『名人野沢菜』は、毎日直送される野沢菜を一気に
氷温まで冷やし塩漬することで、シャキシャキ感が長く
保たれます。無着色、無保存料で安心、安全。また食感と
さっぱりとした味付けは、どんなお食事にもピッタリ！野
沢菜はビタミンを始め多くの栄養素を含み、ガンや成
人病予防に効果があるとされ、近年注目の食材です。

水もおいしい、空気もおいしい、信州のお漬物
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丸大食品工業㈱
〒395-0822 長野県飯田市松尾寺所7388
TEL: 0265-23-2133　FAX: 0265-24-6957
e-mail: tsukumo.makino@marudai-net.co.jp

URL: http://www.marudai-net.co.jp

信州には、信州の風土と先人達の知恵が育んだ、野沢菜をはじめ
とした多くのお漬物が受け継がれています。この伝統あるふるさ
との味を、より多くのお客様に召し上がって頂くため、商材の厳
選・生産ラインの改善・販路開拓・現代の食志向に合った新製品
開発と、努力を続けています。

野菜・果実

名人野沢菜
伝統の味、信州のこころ
商標『名人野沢菜』は、毎日直送される野沢菜を一気に
氷温まで冷やし塩漬することで、シャキシャキ感が長く
保たれます。無着色、無保存料で安心、安全。また食感と
さっぱりとした味付けは、どんなお食事にもピッタリ！野
沢菜はビタミンを始め多くの栄養素を含み、ガンや成
人病予防に効果があるとされ、近年注目の食材です。

水もおいしい、空気もおいしい、信州のお漬物水もおい 空水も水もおいしい、い、空気もおいしい、信州のおいしい、い、信州信州のお漬物漬物漬物
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㈱アグリサポートみっかび
〒431-1414 静岡県浜松市北区三ヶ日町三ヶ日885
TEL: 053-525-3113　FAX: 053-524-3888
e-mail: mikachan@aroma.ocn.ne.jp

URL: http://www.mikachanfarm.jp/

酸味と甘さのバランスが取れたみかんが三ヶ日の特徴です。独特
のコクのあるみかんの風味を各々の加工品でご提供させて頂き
ます。

野菜・果実

新あおしまくん、三ヶ日みかんネピュレ、
ミカちゃんのおやつ、
瓶ジュース（純しぼり極）
三ヶ日みかん、加工品は弊社がご提供します
なったみかんでなく創ったみかんが三ヶ日みかんです。理由は、収穫後の寒い時
期から土作り・施肥・摘蕾・摘果・防除等１年間手間隙かけてみかんを美味しく仕
上げます。農家が仕上げたみかんをお客様へ橋渡しするのが弊社の役割です。

666
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㈱アグリサポートみっかび
〒431-1414 静岡県浜松市北区三ヶ日町三ヶ日885
TEL: 053-525-3113　FAX: 053-524-3888
e-mail: mikachan@aroma.ocn.ne.jp

URL: http://www.mikachanfarm.jp/

酸味と甘さのバランスが取れたみかんが三ヶ日の特徴です。独特
のコクのあるみかんの風味を各々の加工品でご提供させて頂き
ます。

野菜・果実

新あおしまくん、三ヶ日みかんかか ネピュレ、レレ
ミカちゃんのおやつ、
瓶ジュース（純しぼり極）
三ヶ日みかん、加工品は弊社がご提供します
なったみかんでなく創ったみかんが三ヶ日みかんです。理由は、収穫後の寒い時
期から土作り・施肥・摘蕾・摘果・防除等１年間手間隙かけてみかんを美味しく仕
上げます。農家が仕上げたみかんをお客様へ橋渡しするのが弊社の役割です。
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㈲木村農園
〒490-1301 　愛知県稲沢市平和町須ケ谷郷473
TEL: 0567-46-0228　FAX: 0567-46-3527
e-mail: info@shougaya.com

URL: http://shougaya.com

国内で生産される生姜の0.0３％しかない貴重な金時生姜をふ
んだんに使用しています。一度栽培すると9年間畑を休ませる必
要があるなど通常の生姜とは大きく異なる日本古来の品種です。
ジャムとしてだけでなくお湯を注げば簡単に生姜湯に、紅茶に入
れれば生姜紅茶に、お肉にまぶして焼けば生姜焼きにと幅広くお
使いいただけます。

野菜・果実

金時生姜ジャム
食べてよし、飲んでよし、お料理にも

伝統的な製法を守り栽培する宮内庁御用達金時生
姜専門農家が作った無添加ジャムです。本物の金時
生姜のさわやかな香り・辛味をご堪能ください。国
産原料にこだわりビートグラニュー糖の軽い甘みが
よく合います。

貴重な国産金時生姜を使用した無添加ジャムです。
しょうが湯・生姜焼き・パンに塗って等様々な用途に

㈲木村農園
〒490-1301 　愛知県稲沢市平和町須ケ谷郷473
TEL: 0567-46-0228　FAX: 0567-46-3527
e-mail: info@shougaya.com

URL: http://shougaya.com

国内で生産される生姜の0.0３％しかない貴重な金時生姜をふ
んだんに使用しています。一度栽培すると9年間畑を休ませる必
要があるなど通常の生姜とは大きく異なる日本古来の品種です。
ジャムとしてだけでなくお湯を注げば簡単に生姜湯に、紅茶に入
れれば生姜紅茶に、お肉にまぶして焼けば生姜焼きにと幅広くお
使いいただけます。

野菜・果実

金時生姜ジャム
食べてよし、飲んでよし、お料理にも

伝統的な製法を守り栽培する宮内庁御用達金時生
姜専門農家が作った無添加ジャムです。本物の金時
生姜のさわやかな香り・辛味をご堪能ください。国
産原料にこだわりビートグラニュー糖の軽い甘みが
よく合います。

貴重な国産金時生姜を使用した無添加ジャムです。
しょうが湯・生姜焼き・パンに塗って等様々な用途に
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㈱佐々木農園 
〒645-0021 和歌山県日高郡みなべ町東本庄192-3　
TEL: 0739-74-2370　FAX: 0739-74-3320
e-mail: tomisan1@agate.plala.or.jp

URL: http://www.tomisan.jp/

塩分0％梅未来製品は、完熟南高梅を塩を一切使用しない、漬け
込み液で漬け込み仕上げています。 梅本来の甘みを生かすため
に、完熟した梅を使ってフルーツ感覚で食べられる商品でありま
す。また、この梅のペーストやシロップは、飲む梅ジュレ、一粒入梅
ゼリー、梅ジュースにたっぷり使用しています。 梅を楽しんでいた
だける商品となっています。

野菜・果実

塩分0％梅未来あまうめ・ウメダカラ・
飲む梅ジュレ・飲むしそジュレ・
あまうめ一粒入ウメジュレ（瓶入り）
梅の魅力に満ちた南高梅そのものを味わう
紀州産完熟南高梅を、自社で開発した無塩製法で漬け込み仕上げたものです。
梅の機能性成分の柱であるクエン酸・ポリフェノール・カリウムが、梅干の約2
～3倍多く含む製法であります。 この梅を使って、梅の良さを生かして自社でデ
ザートやお菓子、ドリンクの製造も行い新しい商品作りに取り組んでいます。

梅味としそ味のジュレ！ どちらも風味豊かな味わいです。

㈱佐々木農園 
〒645-0021 和歌山県日高郡みなべ町東本庄192-3
TEL: 0739-74-2370　FAX: 0739-74-3320
e-mail: tomisan1@agate.plala.or.jp

URL: http://www.tomisan.jp/

塩分0％梅未来製品は、完熟南高梅を塩を一切使用しない、漬け
込み液で漬け込み仕上げています。 梅本来の甘みを生かすため
に、完熟した梅を使ってフルーツ感覚で食べられる商品でありま
す。また、この梅のペーストやシロップは、飲む梅ジュレ、一粒入梅
ゼリー、梅ジュースにたっぷり使用しています。 梅を楽しんでいた
だける商品となっています。

野菜・果実

塩分0％梅未来あまうめ・ウメダカラ・
飲む梅ジュレ・飲むしそジュレ・
あまうめ一粒入ウメジュレ（瓶入り）
梅の魅力に満ちた南高梅そのものを味わう
紀州産完熟南高梅を、自社で開発した無塩製法で漬け込み仕上げたものです。
梅の機能性成分の柱であるクエン酸・ポリフェノール・カリウムが、梅干の約2
～3倍多く含む製法であります。 この梅を使って、梅の良さを生かして自社でデ
ザートやお菓子、ドリンクの製造も行い新しい商品作りに取り組んでいます。

梅味としそ味のジュレ！ どちらも風味豊かな味わいです。梅味としそ味のジュレ！どちらも風味豊かな味わいです梅味味としそしそ味のジュジュレ！どちどちらも風も風味味豊かな味わ味わいでですです。。す。
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㈱山豊
〒731-3196 広島県広島市安佐南区伴東町79-2
TEL: 082-848-7778　FAX: 082-848-2334
e-mail: sales@yamatoyo.co.jp

URL: http://www.hiroshimana.com

「広島菜漬安藝菜」は、昭和46年内閣総理大臣賞、昭和50年農林
大臣賞、平成14年農林水産大臣賞を受賞しております。また、JAS
認定工場の指定を受けており、平成24年10月に漬物製造業とし
て初めて「広島県食品自主衛生管理認証」を取得、また平成26年
度食品衛生優良施設厚生労働大臣表彰を受賞しました。

野菜・果実

広島菜漬
日本三大漬菜の一つ広島菜のお漬物です

契約栽培の広島菜を天然水を用いて漬け込んだ｢広
島菜漬｣は、緑色も美しく広島を代表する漬物です。
また、広島県産の無農薬唐辛子と国産小魚魚粉を使
用した和風｢広島菜キムチ｣も、新たな広島の味とし
て加わりました。漬物としてだけでなく、食材としての
メニュー提案もいたします。

広島名産広島菜のお漬物です。

77
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㈱山豊
〒731-3196 広島県広島市安佐南区伴東町79-2
TEL: 082-848-7778　FAX: 082-848-2334
e-mail: sales@yamatoyo.co.jp

URL: http://www.hiroshimana.com

「広島菜漬安藝菜」は、昭和46年内閣総理大臣賞、昭和50年農林
大臣賞、平成14年農林水産大臣賞を受賞しております。また、JAS
認定工場の指定を受けており、平成24年10月に漬物製造業とし
て初めて「広島県食品自主衛生管理認証」を取得、また平成26年
度食品衛生優良施設厚生労働大臣表彰を受賞しました。

野菜・果実

広島菜漬
日本三大漬菜の一つ広島菜のお漬物です

契約栽培の広島菜を天然水を用いて漬け込んだ｢広
島菜漬｣は、緑色も美しく広島を代表する漬物です。
また、広島県産の無農薬唐辛子と国産小魚魚粉を使
用した和風｢広島菜キムチ｣も、新たな広島の味とし
て加わりました。漬物としてだけでなく、食材としての
メニュー提案もいたします。

広島名産広島菜のお漬物です。広島名産広島菜のお漬物物漬物ですですです。。す。
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㈱ヤマサコウショウ
〒986-0015 宮城県石巻市吉野町3丁目1番43号
TEL: 0225-23-0151　FAX: 0225-95-8738
e-mail: sugawara@yamasakousho.co.jp

URL: http://www.yamasakousho.co.jp

調理方法も至って簡単、製造工程で加熱処理を施しているので
表面がきつね色になるまで焼くだけで美味しく頂けます。
レモンやポン酢での訴求などつけダレを変えるだけでメニュ－
のバリエ－ションが広がります。また、おでんや鍋の具材としても
最適です。

畜産物・食肉加工品

牛タン入つくね
三陸のおいしい食材をご提案します。

岩手県産の若鳥を使用したつくねに牛タンを混ぜ
込み、加熱後に急速凍結をかけておりますので、長
期保存が可能で使用分だけ解凍してご使用いただ
けます。

国産の旨みたっぷりの鶏肉つくねに
宮城県名産の牛タンを混ぜ込んだつくねです。
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㈱ヤマサコウショウ
〒986-0015 宮城県石巻市吉野町3丁目1番43号
TEL: 0225-23-0151　FAX: 0225-95-8738
e-mail: sugawara@yamasakousho.co.jp

URL: http://www.yamasakousho.co.jp

調理方法も至って簡単、製造工程で加熱処理を施しているので
表面がきつね色になるまで焼くだけで美味しく頂けます。
レモンやポン酢での訴求などつけダレを変えるだけでメニュ－
のバリエ－ションが広がります。また、おでんや鍋の具材としても
最適です。

畜産物・食肉加工品

牛タン入つくね
三陸のおいしい食材をご提案します。

岩手県産の若鳥を使用したつくねに牛タンを混ぜ
込み、加熱後に急速凍結をかけておりますので、長
期保存が可能で使用分だけ解凍してご使用いただ
けます。

国産の旨みたっぷりの鶏肉つくねに国産の旨みたっぷりの鶏肉つくねに国産の旨み旨みたっぷりの鶏肉つくねくねに
宮城県名産の牛タンを混ぜ込んだつくねです。宮城県名産の牛タンを混ぜ込 だ宮城県城県名県名産の牛タンをンを混を混ぜ混ぜ込ぜ込ん込んだつつくねですだつくねくねでねですです。。す。
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山
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㈲半澤鶏卵
〒994-0068 山形県天童市大字高擶北2050
TEL: 023-655-2556　FAX: 023-655-3723
e-mail: oishi@sumotti.com

URL: http://www.sumotti.com

「スモッち」の原材料は卵と塩だけで、殻の表面から塩味と燻製が
入って、しっかりと濃厚な味が付く珍しい商品です。燻製してから
熟成させるため特殊な冷蔵庫で３日間入れ、商品が出来上がる
まで１週間かかる手間ひまのかかっている商品です。

畜産物・食肉加工品

スモッち（くんせい卵）
濃厚でクセになる味の半熟くんせい卵

一口食べると絶妙な塩加減と、ほのかなスモークの
香りがし、中身は濃厚でコクがある半熟黄身が特徴
で１度食べたらクセになる味です。お酒のおつまみ
やサラダの付け合せ・ラーメンのトッピング・お弁当
のおかず・刻んでタルタルソースを作ったりと、お好
み次第でいろんなメニューにお使いいただけます。

国産の鶏卵を半熟にゆでて、海水１００％から取れた塩で味付けし、
桜のチップとさくらんぼの木で本格燻製

㈲半澤鶏卵
〒994-0068 山形県天童市大字高擶北2050
TEL: 023-655-2556　FAX: 023-655-3723
e-mail: oishi@sumotti.com

URL: http://www.sumotti.com

「スモッち」の原材料は卵と塩だけで、殻の表面から塩味と燻製が
入って、しっかりと濃厚な味が付く珍しい商品です。燻製してから
熟成させるため特殊な冷蔵庫で３日間入れ、商品が出来上がる
まで１週間かかる手間ひまのかかっている商品です。

畜産物・食肉加工品

スモッち（くんせい卵）
濃厚でクセになる味の半熟くんせい卵

一口食べると絶妙な塩加減と、ほのかなスモークの
香りがし、中身は濃厚でコクがある半熟黄身が特徴
で１度食べたらクセになる味です。お酒のおつまみ
やサラダの付け合せ・ラーメンのトッピング・お弁当
のおかず・刻んでタルタルソースを作ったりと、お好
み次第でいろんなメニューにお使いいただけます。

国産の鶏卵を半熟にゆでて、海水１００％から取れた塩で味付けし、国産の鶏卵を半熟にゆでて、海水１００％から取れた塩で味付産の鶏卵を半熟にゆでて 海水１００％から国産の鶏卵鶏卵を半熟にゆでてでて、て、海水海水１００％から取れ取れた塩で味付味付けし、けし、し、
桜のチップとさくらんぼの木で本格燻製桜のチップとプとさくらんぼのの木で本格燻ぼの木で木で本で本本格燻燻製格燻製燻製
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㈲だいもんじ食品
〒960-8068 福島県福島市太田町15-18
TEL: 024-534-5363　FAX: 024-534-5378
e-mail: daimongi@maple.ocn.ne.jp

URL: http://www.li9.jp/web3/daimonjishokuhin/

だいもんじ食品は、福島を代表する納豆屋として昭和初期より納
豆製造一筋に打ち込んでまいりました。「全国納豆鑑評会」にお
いて3回の受賞暦があり、味には自信があります。納豆の本当の
美味しさ、伝統食品の素晴らしさを追求し創出し続けていきま
す。

畜産物・食肉加工品

納豆入りカルパス
カルパスに干し納豆を混ぜ合わせた逸品

美味しいカルパスに干し納豆を混ぜ合わせたオリジ
ナ ル商品。やらかく食べやすいです。 スライスしてあ
りますので、そのままお召し上がれます。 まずは、サ
ラダでお試しください。 ピザ、トーストやお酒のおつ
まみにも良く合います。

㈲だいもんじ食品
〒960-8068 福島県福島市太田町15-18
TEL: 024-534-5363　FAX: 024-534-5378
e-mail: daimongi@maple.ocn.ne.jp

URL:http://www.li9.jp/web3/daimonjishokuhin/

だいもんじ食品は、福島を代表する納豆屋として昭和初期より納
豆製造一筋に打ち込んでまいりました。「全国納豆鑑評会」にお
いて3回の受賞暦があり、味には自信があります。納豆の本当の
美味しさ、伝統食品の素晴らしさを追求し創出し続けていきま
す。

畜産物・食肉加工品

納豆入りカルパス
カルパスに干し納豆を混ぜ合わせた逸品

美味しいカルパスに干し納豆を混ぜ合わせたオリジ
ナ ル商品。やらかく食べやすいです。 スライスしてあ
りますので、そのままお召し上がれます。 まずは、サ
ラダでお試しください。 ピザ、トーストやお酒のおつ
まみにも良く合います。



16

82

8B20-

佐
賀
県

8

8B20

佐
賀
県

佐賀冷凍食品㈱
〒849-0311 佐賀県小城市芦刈町芦溝128-3　
TEL: 0952-66-4521　FAX: 0952-66-4523
e-mail: besuto@sunny.ocn.ne.jp

電子レンジで簡単調理可能なステーキが登場！牛脂注入や形成
肉は行わず、様々なステーキの調理法(佐世保のレモンステーキ、
シャリアピンステーキ等)を参考に研究、開発を行い、かねすえ独
自の製法として、レンジ調理可能なステーキの開発に成功しまし
た。

畜産物・食肉加工品

レンジDEステーキ
レンジで温め簡単ステーキ
製法とソースによりレンジで加熱しても牛肉が硬く
ならずおいしくいただけます。電子レンジでの調理
なので簡単便利に、本格的なステーキをご家庭で
楽しめます。勿論火を使わないのでお年寄りにも安
心安全。和風ベースのレンジDEステーキ、是非一度
ご賞味下さい。

電子レンジで温めて食べられるステーキ

888

佐
賀
県

佐賀冷凍食品㈱
〒849-0311 佐賀県小城市芦刈町芦溝128-3　
TEL: 0952-66-4521　FAX: 0952-66-4523
e-mail: besuto@sunny.ocn.ne.jp

電子レンジで簡単調理可能なステーキが登場！牛脂注入や形成
肉は行わず、様々なステーキの調理法(佐世保のレモンステーキ、
シャリアピンステーキ等)を参考に研究、開発を行い、かねすえ独
自の製法として、レンジ調理可能なステーキの開発に成功しまし
た。

畜産物・食肉加工品

レンジDEステーキ
レンジで温め簡単ステーキ
製法とソースによりレンジで加熱しても牛肉が硬く
ならずおいしくいただけます。電子レンジでの調理
なので簡単便利に、本格的なステーキをご家庭で
楽しめます。勿論火を使わないのでお年寄りにも安
心安全。和風ベースのレンジDEステーキ、是非一度
ご賞味下さい。

電子レンジで温めて食べられるステーキ
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はますい㈱
〒077-0217 北海道増毛郡増毛町別苅417番地の1
TEL: 0164-53-9410　FAX: 0164-53-9411
e-mail: hamamoto-y@ivory.plala.or.jp

URL: http://www.hamasui-y.com/

北海道で獲れた新鮮素材を吟味して選び、独自の加工（特許製法
「蛸の肉質軟化方法」）技術により、素材の持つ本来の美味しさを
引き出すとともに、加工場から直結の最新設備で-35℃に急速冷
凍することで、商品鮮度にもこだわった最高品質のオリジナル商
品です。また、弊社は北海道を代表する「タコの専門加工メー
カー」として「ジャパンベンチャーアワード2009」の地域企業家部
門奨励賞を受賞するなどの栄誉も賜っています。

水産物・加工品

たこのやわらか煮、たこ入りウィンナー、
増毛のボイルだこ、海鮮飯しの素、
蝦夷あわび酒蒸し他
北海道の獲れたて新鮮素材を独自技術で加工
目の前の漁場等から獲れた鮮度抜群の水産物を、「水産加
工品は知恵と工夫」をモットーに独自技術で加工し、「鮮度
と旨さ」、「食の安全・安心」を徹底的に追求した商品です。

ふっくら、柔らかく！こだわりの美味しさ！
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はますい㈱
〒077-0217 北海道増毛郡増毛町別苅417番地の1
TEL: 0164-53-9410　FAX: 0164-53-9411
e-mail: hamamoto-y@ivory.plala.or.jp

URL: http://www.hamasui-y.com/

北海道で獲れた新鮮素材を吟味して選び、独自の加工（特許製法
「蛸の肉質軟化方法」）技術により、素材の持つ本来の美味しさを
引き出すとともに、加工場から直結の最新設備で-35℃に急速冷
凍することで、商品鮮度にもこだわった最高品質のオリジナル商
品です。また、弊社は北海道を代表する「タコの専門加工メー
カー」として「ジャパンベンチャーアワード2009」の地域企業家部
門奨励賞を受賞するなどの栄誉も賜っています。

水産物水産物水産物水産物 加加工・加工・加工品品品

たこのやわらか煮、たこ入りウィンナー、
増毛のボイルだこ、海鮮飯しの素、
蝦夷あわび酒蒸し他
北海道の獲れたて新鮮素材を独自技術で加工
目の前の漁場等から獲れた鮮度抜群の水産物を、「水産加
工品は知恵と工夫」をモットーに独自技術で加工し、「鮮度
と旨さ」、「食の安全・安心」を徹底的に追求した商品です。

ふっくら、柔らかく！こだわりの美味しさ！
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東日本フーズ㈱
〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西16丁目1　テルウェル札幌第2ビル1Ｆ　
TEL: 011-643-7637　FAX: 011-643-7717
e-mail: hnf_kuwamitsu@r3.dion.ne.jp

URL: http://umakamon-search.area9.jp/category/0185221.html

原料と製法を妥協せず、「天然物」に鍵を持ちプロの料理人に信
頼して頂ける味を追求。その中で、北海道産の秋鮭、帆立、さんま
や厳選されたロシア沖の天然紅鮭等の本格スモークや、ホテル
の厨房から発案された特製ドレッシング、鴨肉等の畜肉製品、テ
リーヌ等の調理食品等をご案内致します。

水産物・加工品

厳選した北洋産の紅鮭を、
燻製造り５０年の燻製の匠が丹念にスモークしました

紅鮭スモークスライスサーモン
（インターリバー）
本格スモークです
燻製造り、５０年の燻製の名人が、厳選した魚介を、
燻製造り５０年の経験から、魚介のスモークに最も
適した燻材を使用し１枚１枚丹念にスモークしまし
た。

東日本フーズ㈱
〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西16丁目1 テルウェル札幌第2ビル1Ｆ
TEL: 011-643-7637　FAX: 011-643-7717
e-mail: hnf_kuwamitsu@r3.dion.ne.jp

URL: http://umakamon-search.area9.jp/category/0185221.html

原料と製法を妥協せず、「天然物」に鍵を持ちプロの料理人に信
頼して頂ける味を追求。その中で、北海道産の秋鮭、帆立、さんま
や厳選されたロシア沖の天然紅鮭等の本格スモークや、ホテル
の厨房から発案された特製ドレッシング、鴨肉等の畜肉製品、テ
リーヌ等の調理食品等をご案内致します。

水産物水産物水産物 加工・加工・加工品品品

厳選した北洋産の紅鮭を、
燻製造り５０年の燻製の匠が丹念にスモークしました

紅鮭スモークスライスサーモン
（インターリバー）
本格スモークです
燻製造り、５０年の燻製の名人が、厳選した魚介を、
燻製造り５０年の経験から、魚介のスモークに最も
適した燻材を使用し１枚１枚丹念にスモークしまし
た。

24
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㈱中村漁業部
〒039-1101 青森県八戸市尻内町前河原7
TEL: 0178-27-2324

URL: http://www.gyogyoubu.jp/

従来の鮭とばは魚の筋肉繊維に反るようにカットされておりまし
た。それを斜めにスライスすることにより柔らかさを実現。

水産物・加工品

さけとばスライス
やわらかい鮭とば

もともとはアイヌ人の保存食、と言われる鮭とばを柔
らかくお作りいたしました。おつまみだけではなくサ
ラダにもどうぞ。

㈱中村漁業部
〒039-1101 青森県八戸市尻内町前河原7
TEL: 0178-27-2324

URL: http://www.gyogyoubu.jp/

従来の鮭とばは魚の筋肉繊維に反るようにカットされておりまし
た。それを斜めにスライスすることにより柔らかさを実現。

水産物水産物水産物水産物 加加工・加工・加工品品品

さけとばスライス
やわらかい鮭とば

もともとはアイヌ人の保存食、と言われる鮭とばを柔
らかくお作りいたしました。おつまみだけではなくサ
ラダにもどうぞ。
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（同）猪又屋
〒986-2133 宮城県石巻市長浜町14番12号
TEL: 0225-97-5595　FAX: 0225-97-3584
e-mail: info@inomataya.net

URL: http://www.inomataya.net/

震災後、多くのご支援とご援助でやっと復興出来ました。感謝の
気持ちを忘れずに精進に努めます。
熟練した女性スタッフが時間をかけて質の高い商品造りを行っ
ています。地の利を活かし、厳選された素材を徹底した鮮度管
理、温度管理のもと「味」「安全」に配慮し、新しい食べ方を提案で
きる商品をご提供します。

水産物・加工品

むきたて牡蠣の塩辛、
金華プラチナ鯖 姫造り、海菜蕗 など
本物の味で恩返しを
宮城県産の獲れたてむきたての鮮度を保持した生食用む
き身の牡蠣を、国の地域産業資源活用事業を活用して、「三
代目猪又屋のむきたて牡蠣」シリーズとして商品化しまし
た。牡蠣商品をはじめ金華鯖など、お客様に喜ばれる「本物
の味」をお届けできるよう取り組んで参ります。

これからも、海と共に、美味しい商品を作り出す。
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URL: http://www.inomataya.net/

震災後、多くのご支援とご援助でやっと復興出来ました。感謝の
気持ちを忘れずに精進に努めます。
熟練した女性スタッフが時間をかけて質の高い商品造りを行っ
ています。地の利を活かし、厳選された素材を徹底した鮮度管
理、温度管理のもと「味」「安全」に配慮し、新しい食べ方を提案で
きる商品をご提供します。

水産物水産物水産物 加工・加工・加工品品品

むきたて牡蠣の塩辛、
金華プラチナ鯖 姫造り、海菜蕗 など
本物の味で恩返しを
宮城県産の獲れたてむきたての鮮度を保持した生食用む
き身の牡蠣を、国の地域産業資源活用事業を活用して、「三
代目猪又屋のむきたて牡蠣」シリーズとして商品化しまし
た。牡蠣商品をはじめ金華鯖など、お客様に喜ばれる「本物
の味」をお届けできるよう取り組んで参ります。

これからも、海と共に、美味しい商品を作り出す。
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㈱海祥
〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町5丁目3-4
TEL: 022-232-7250　FAX: 022-232-7255
e-mail: ohkubo@kaisho.net

URL: http://www.kaisho.net/

小魚、海産物を原料とした惣菜品の製造をしております。小魚は
異物が非常に多く、機械選別と目視選別により除去してます。菌
数も高い為、真空加熱殺菌機を使うことにより菌数を制御する事
ができます。より安心安全な商品作りを目指しております。また顧
客のご要望に応じた商品作りもしており、小ロットでも惣菜品の
ご注文を承ります。三陸原料を主に使用した「杜乃國」ブランドは
素材の味を活した商品で非常に好評を得ております。

水産物・加工品

三陸産牡蠣を使用したオリーブオイル漬けです。
牡蠣は独自の技術で加工、エキストラバージンオイル使用。

サラダじゃこ、漬けあたりめ、しらすセット明太入り、
しらす醤油ご飯セット、牡蠣のオイル漬け、海美漬
おいしさ、自然ステージへ
国産のじゃこを使用したサラダじゃこは、カリカリとした食感が特徴でサラダのトッピング
にどうぞ。味は２種類で、ピンクペッパーを使ったプレーンタイプとバジルを使用したバジ
ル風味の２種類になります。漬けあたりめは干しするめを独自のたれで２日間漬け込ん
だ商品です。一度食べたらやみつきになる味です。しらすを使ったセット商品は、しらすと
相性のいい明太子と醤油だれと野沢菜をセットにした商品の２アイテムございます。
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㈱海祥
〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町5丁目3-4
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小魚、海産物を原料とした惣菜品の製造をしております。小魚は
異物が非常に多く、機械選別と目視選別により除去してます。菌
数も高い為、真空加熱殺菌機を使うことにより菌数を制御する事
ができます。より安心安全な商品作りを目指しております。また顧
客のご要望に応じた商品作りもしており、小ロットでも惣菜品の
ご注文を承ります。三陸原料を主に使用した「杜乃國」ブランドは
素材の味を活した商品で非常に好評を得ております。

水産物水産物水産物水産物 加加工・加工・加工品品品

三陸産牡蠣を使用したオリーブオイル漬けです。三陸産牡蠣を使用 た リーブ 漬 です三陸産陸産産牡蠣牡蠣をを使用使用したたオリーブオブオイルイル漬ル漬けでけですです。す。
牡蠣は独自の技術で加工、エキストラバージンオイル使用。牡蠣は独 の技術で加 エ トラ牡蠣牡蠣は独独自の技術技術で加で加工、エキスキストラバージンオイルバージンジンンオイルイル使用ル使用使用。。

サラダじゃこ、漬けあたりめ、しらすセット明太入り、
しらす醤油ご飯セット、牡蠣のオイル漬け、海美漬
おいしさ、自然ステージへ
国産のじゃこを使用したサラダじゃこは、カリカリとした食感が特徴でサラダのトッピング
にどうぞ。味は２種類で、ピンクペッパーを使ったプレーンタイプとバジルを使用したバジ
ル風味の２種類になります。漬けあたりめは干しするめを独自のたれで２日間漬け込ん
だ商品です。一度食べたらやみつきになる味です。しらすを使ったセット商品は、しらすと
相性のいい明太子と醤油だれと野沢菜をセットにした商品の２アイテムございます。
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㈱三陸オーシャン
〒989-3122 宮城県仙台市青葉区栗生3丁目17-1-105
TEL: 022-398-4205　FAX: 022-398-4206
e-mail: info@sanrikuocean.com

URL: http://www.sanriku-hoya.com/

生きているほやを当日に冷凍処理まで行うことにより、色など鮮
度感が漂う商品になっています。10分以上ボイルすることにより
殻からのダシが還流し、更においしくなります。ほやの特性でもあ
る5つの味（甘味、塩味、酸味、苦味、旨味）を堪能してください。

水産物・加工品

三陸殻つきボイルほや
不思議な味　ほやの魅力を世界へ！
殻付のほやを殻からのダシが出るようじっくりボイ
ルしました。手でむいて食べるのがポイントです。ほ
やの苦手な方でもこの美味しさにはびっくりです。
日本酒・ビールとの相性は抜群で、ほやを食べ日本
酒を飲んでみてください。思わず目を閉じるような
不思議な味の世界が広がります。

ほやの苦手な方でもこの美味しさにはびっくりです。
軽く焼くと香ばしくなり、よりおいしく食べられます。

㈱三陸オーシャン
〒989-3122 宮城県仙台市青葉区栗生3丁目17-1-105
TEL: 022-398-4205　FAX: 022-398-4206
e-mail: info@sanrikuocean.com

URL: http://www.sanriku-hoya.com/

生きているほやを当日に冷凍処理まで行うことにより、色など鮮
度感が漂う商品になっています。10分以上ボイルすることにより
殻からのダシが還流し、更においしくなります。ほやの特性でもあ
る5つの味（甘味、塩味、酸味、苦味、旨味）を堪能してください。

水産物水産物水産物 加工・加工・加工品品品

三陸殻つきボイルほや
不思議な味　ほやの魅力を世界へ！
殻付のほやを殻からのダシが出るようじっくりボイ
ルしました。手でむいて食べるのがポイントです。ほ
やの苦手な方でもこの美味しさにはびっくりです。
日本酒・ビールとの相性は抜群で、ほやを食べ日本
酒を飲んでみてください。思わず目を閉じるような
不思議な味の世界が広がります。

ほやの苦手な方でもこの美味しさにはびっくりです。ほやの苦手な方でもこの美味しさにはびっくりです。ほやの苦手な方ででもこの美味しさしさにはびっびっくりですです。す。
軽く焼くと香ばしくなり、よりおいしく食べられます。軽く焼くと香ばしくなり、よりおいしく食くく焼くと香ばしくなり、よりおいしく食く食べべられます食べられますす。。す。
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水月堂物産㈱
〒986-2103 宮城県石巻市流留字沖1-50
TEL: 0225-97-5225　FAX: 0225-97-3690
e-mail: eigyou@suigetsudo.jp

URL: http://www.suigetsudo.jp

水月堂物産株式会社（創業52年）は、東日本大震災で多大な被害
を受けましたが、それでも宮城の牡蠣にこだわり、商品を作り続
けてきました。本商品はまさに弊社の復興への歩みを象徴するも
ので、付属の牡蠣型タグには「宮城の牡蠣は誇りです」と記載し、
我々の思いをこめております。

水産物・加工品

『牡蠣六味』は宮城県産牡蠣のみを使用し、
6種類もの食感と味を創り出した類のない商品です。

牡蠣六味（牡蠣加工品）
：香、濃、漬、伝、旨、干
頑固な牡蠣屋の手づくりです。
鮮度・品質はもちろん納得できる旨さの牡蠣のみを厳選しております。加工品に多
い化学調味料・保存料等は不使用で、常温60～120日という長期保存が可能で
す。セット中の「濃：牡蠣のコク甘醤油煮」や「旨：牡蠣のあっさり煮」は日系大手航
空会社ファーストクラスのラウンジや機内食としてもご提供、ご好評いただいてお
り、もっと多くの方々に召し上がっていただきたいと思い、商品化いたしました。

水月堂物産㈱
〒986-2103 宮城県石巻市流留字沖1-50
TEL: 0225-97-5225　FAX: 0225-97-3690
e-mail: eigyou@suigetsudo.jp

URL: http://www.suigetsudo.jp

水月堂物産株式会社（創業52年）は、東日本大震災で多大な被害
を受けましたが、それでも宮城の牡蠣にこだわり、商品を作り続
けてきました。本商品はまさに弊社の復興への歩みを象徴するも
ので、付属の牡蠣型タグには「宮城の牡蠣は誇りです」と記載し、
我々の思いをこめております。

水産物水産物水産物水産物 加加工・加工・加工品品品

『牡蠣六味』は宮城県産牡蠣のみを使用し、『牡『牡蠣牡蠣六味味』は宮城県県産牡蠣のみを使用し、城県県産産牡蠣牡蠣のみみをを使用使用し、し、
6種類もの食感と味を創り出した類のない商品です。6種6種類種類も類もの食感感と味を創り出した類食感と味を味を創を創り出したた類ののない商品ですのない商品ですです。。す。

牡蠣六味（牡蠣加工品）
：香、濃、漬、伝、旨、干
頑固な牡蠣屋の手づくりです。
鮮度・品質はもちろん納得できる旨さの牡蠣のみを厳選しております。加工品に多
い化学調味料・保存料等は不使用で、常温60～120日という長期保存が可能で
す。セット中の「濃：牡蠣のコク甘醤油煮」や「旨：牡蠣のあっさり煮」は日系大手航
空会社ファーストクラスのラウンジや機内食としてもご提供、ご好評いただいてお
り、もっと多くの方々に召し上がっていただきたいと思い、商品化いたしました。
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マルトヨ食品㈱
〒988-0007 宮城県気仙沼市中みなと町131番地
TEL: 0226-22-2058　FAX: 0226-24-0503
e-mail: marutoyo@carrot.ocn.jp

独自の製法で作られた『我が家煮魚シリーズ』。
保存性にも優れていて、骨まで軟らかく美味しく作られており、
DHA・EPAをまるごと食べられる健康食としても大いに注目され
ています。

水産物・加工品

我が家の煮魚シリーズ
骨まで軟らかく美味しく食べられる

独自の二段製法で、骨まで軟らかく美味しく仕上げ
ました。三陸の素材を活かし、職人が丹念に作り上
げました。

三陸沿岸の豊かな海から、新鮮なお魚を骨まで
軟らかく美味しく仕上げました。
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マルトヨ食品㈱
〒988-0007 宮城県気仙沼市中みなと町131番地
TEL: 0226-22-2058　FAX: 0226-24-0503
e-mail: marutoyo@carrot.ocn.jp

独自の製法で作られた『我が家煮魚シリーズ』。
保存性にも優れていて、骨まで軟らかく美味しく作られており、
DHA・EPAをまるごと食べられる健康食としても大いに注目され
ています。

水産物水産物水産物 加工・加工・加工品品品

我が家の煮魚シリーズ
骨まで軟らかく美味しく食べられる

独自の二段製法で、骨まで軟らかく美味しく仕上げ
ました。三陸の素材を活かし、職人が丹念に作り上
げました。

三陸沿岸の豊かな海から、新鮮なお魚を骨まで
軟らかく美味しく仕上げました。軟らかく美味しく仕上げました
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マルブン食品㈱
〒985-0001 宮城県塩竃市新浜町3-16-15　
TEL: 022-365-3125　FAX: 022-365-3115
e-mail: info@marubun-s.com

URL: http://www.marubun-s.com

化学調味料を使用していない時代を再現した商品です。
数種魚肉のブレンドバランスにより、さつま揚本来の美味しさを
追求しました。 食するたびに味わえる、魚のもつ本来の美味しさ
が特徴です。

水産物・加工品

揚かまぼこ
（昔のままのさつま揚、
昔のままの野菜天）
オリジナルの揚かまぼこを作りませんか？
化学調味料、保存料、全卵を使用しない製品です。 
卵アレルギーが気になる人や学校給食などで利用
出来ます。

数種の魚肉すり身を組み合せて練り上げたさつま揚げです。
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マルブン食品㈱
〒985-0001 宮城県塩竃市新浜町3-16-15　
TEL: 022-365-3125　FAX: 022-365-3115
e-mail: info@marubun-s.com

URL: http://www.marubun-s.com

化学調味料を使用していない時代を再現した商品です。
数種魚肉のブレンドバランスにより、さつま揚本来の美味しさを
追求しました。 食するたびに味わえる、魚のもつ本来の美味しさ
が特徴です。

水産物水産物水産物水産物 加加工・加工・加工品品品

揚かまぼこ
（昔のままのさつま揚、
昔のままの野菜天）
オリジナルの揚かまぼこを作りませんか？
化学調味料、保存料、全卵を使用しない製品です。 
卵アレルギーが気になる人や学校給食などで利用
出来ます。

数種の魚肉すり身を組み合せて練り上げたさつま揚げです。数種の魚肉すり身数種数種の魚肉すり身をを組み合せて練身をを組み組み合み合せ合せてて練て練り上げたさつま揚り上げたげたささつま揚げです揚げでげですです。す。
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お弁当の万年屋（㈲こうじや）
〒311-1301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町3666-2　
TEL: 029-267-5104　FAX: 029-267-5916
e-mail: info@o-bento.co.jp

URL: http://www.o-bento.co.jp/

大洗産ホッキ貝を100％使用した商品です。ホッキ貝の旨み成分
を使用、また濃縮して使用しており、様々な料理に合う商品になっ
ています。
「ホッキ味噌」は、大洗町漁業協同組合との農商工連携事業によ
る共同開発商品で、磯の風味とホッキ貝のしこしこした食感で、お
酒のつまみやご飯のお供によく合います。賞味期限は、製造より
3ヵ月で常温保存が可能です

水産物・加工品

大洗産ホッキ貝を100％使用した味噌です。
ホッキ貝の旨みを存分に味わうことができる商品です。

ホッキ味噌、ホッキ貝を
使用した万能ソース
大洗産ホッキ貝を100％使用した商品
ホッキ貝を使用した味噌、万能ソース。ホッキ味噌
は、ホッキの旨みを手軽に味わうことができる商品
です。ホッキ貝の旨みを濃縮したエキスを使用した
万能ソースは、トマトベース・バジルのオイル漬けな
どを開発中であり、パスタや調味料に使用できます。

お弁当の万年屋（㈲こうじや）
〒311-1301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町3666-2　
TEL: 029-267-5104　FAX: 029-267-5916
e-mail: info@o-bento.co.jp

URL: http://www.o-bento.co.jp/

大洗産ホッキ貝を100％使用した商品です。ホッキ貝の旨み成分
を使用、また濃縮して使用しており、様々な料理に合う商品になっ
ています。
「ホッキ味噌」は、大洗町漁業協同組合との農商工連携事業によ
る共同開発商品で、磯の風味とホッキ貝のしこしこした食感で、お
酒のつまみやご飯のお供によく合います。賞味期限は、製造より
3ヵ月で常温保存が可能です

水産物水産物水産物 加工・加工・加工品品品

大洗産ホッキ貝を100％使用した味噌です。
ホッキ貝の旨みを存分に味わうことができる商品です。

ホッキ味噌、ホッキ貝を
使用した万能ソース
大洗産ホッキ貝を100％使用した商品
ホッキ貝を使用した味噌、万能ソース。ホッキ味噌
は、ホッキの旨みを手軽に味わうことができる商品
です。ホッキ貝の旨みを濃縮したエキスを使用した
万能ソースは、トマトベース・バジルのオイル漬けな
どを開発中であり、パスタや調味料に使用できます。
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㈱島田商店
〒300-0123 　茨城県かすみがうら市牛渡2623-1　
TEL: 029-897-1618　FAX: 029-897-0911
e-mail: shimada@jct.co.jp

ご家庭のつくる煮魚のような手作りの優しい味が特徴です。

水産物・加工品

ギュッとかすみがうらシリーズ
おふくろの味をお届けします。

原料の下処理と味付けに手間を掛けた自社独自に
よる「佃煮・甘露煮製法」により、魚をおいしく味付け
しています。

かすみがらの佃煮屋が作るおふくろの味をお楽しみください。

㈱島田商店
〒300-0123 　茨城県かすみがうら市牛渡2623-1　
TEL: 029-897-1618　FAX: 029-897-0911
e-mail: shimada@jct.co.jp

ご家庭のつくる煮魚のような手作りの優しい味が特徴です。

水産物水産物水産物水産物 加加工・加工・加工品品品

ギュッとかすみがうらシリーズ
おふくろの味をお届けします。

原料の下処理と味付けに手間を掛けた自社独自に
よる「佃煮・甘露煮製法」により、魚をおいしく味付け
しています。

かすみがらの佃煮屋が作るおふくろの味をお楽しみください。かすみがらの佃煮屋が作るおふくろの味をお楽かすみががらの佃の佃佃煮屋煮屋が作が作る作るおふおふくろくろの味を味をおお楽しみくださししみくだささださいい。。い。
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㈲マグリーフ
〒501-3821 岐阜県関市平賀町5-21　　
TEL: 0575-25-1253　FAX: 0575-24-6333
e-mail: konoha@magleaf.co.jp

URL: http://haluca.magleaf.co.jp

葉流香は火や油を使用せず、熱い空気だけで加工しました。原材
料も国産の小鮎と食塩のみ。丸ごと食べられる小鮎は、お酒のお
つまみや、お子様のおやつにも最適です。

水産物・加工品

お酒のおつまみにぴったり。

＜葉流香＞　鮎空煎（あゆくいる）、
熟成鮎、燻り鮎
空気で煎った国産の小鮎です
熱い空気だけで加工した葉流香は、余分な脂も落と
しているので、とてもヘルシーです。添加物なども一
切使用していません。頭からしっぽまで食べられて、
カルシウムもたっぷりです。
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㈲マグリーフ
〒501-3821 岐阜県関市平賀町5-21　
TEL: 0575-25-1253　FAX: 0575-24-6333
e-mail: konoha@magleaf.co.jp

URL: http://haluca.magleaf.co.jp

葉流香は火や油を使用せず、熱い空気だけで加工しました。原材
料も国産の小鮎と食塩のみ。丸ごと食べられる小鮎は、お酒のお
つまみや、お子様のおやつにも最適です。

水産物水産物水産物 加工・加工・加工品品品

お酒のおつまみにぴったり。

＜葉流香＞ 鮎空煎（あゆくいる）、
熟成鮎、燻り鮎
空気で煎った国産の小鮎です
熱い空気だけで加工した葉流香は、余分な脂も落と
しているので、とてもヘルシーです。添加物なども一
切使用していません。頭からしっぽまで食べられて、
カルシウムもたっぷりです。
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（資）高福
〒421-3214 静岡県静岡市清水区蒲原堰沢389-1　
TEL: 054-385-4141　FAX: 054-385-4124
e-mail: takafuku1@air.ocn.ne.jp

URL: http://takafuku.ocnk.net/

カツオ、イワシ、サバ等各種魚類の削り節をはじめ昆布、煮干し、
素干し小えび等の乾物類の製造・販売を行っております。削り節
はお客様のご要望の味に合わせた混合割合、削り形状をご提案
致します。「９０年の歴史を持つ技術」、お気軽にお問い合わせく
ださい。

水産物・加工品

良質な国産いわしを熟練の技術で削り上げました。
トッピングや出汁に幅広くご使用頂けます。
良質な国産いわしを熟練の技術で削り上げました。
トッピングや出汁に幅広くご使用頂けます。

造り手のこだわったいわし削り節
３つのこだわりで美味しさ際立つ
【造り手のこだわったいわし削り節】味付の濃い料理へトッピン
グすることでイワシの旨味を上乗せし、より一層味を際立たせ
ます。【３つのこだわり】①九州で水揚げされた良質ないわしの
み選定し使用します。②いわし煮干しの頭を一匹ずつ取り、油
分の多い魚体を選別して取り除き、いわし独特の臭味を抜くた
め一度高い温度で表面をあぶり臭味を飛ばして有ります。③経
験１０年以上の職人が均等な厚さに揃えて削り上げます。

555

静
岡
県

（資）高福
〒421-3214 静岡県静岡市清水区蒲原堰沢389-1　
TEL: 054-385-4141　FAX: 054-385-4124
e-mail: takafuku1@air.ocn.ne.jp

URL: http://takafuku.ocnk.net/

カツオ、イワシ、サバ等各種魚類の削り節をはじめ昆布、煮干し、
素干し小えび等の乾物類の製造・販売を行っております。削り節
はお客様のご要望の味に合わせた混合割合、削り形状をご提案
致します。「９０年の歴史を持つ技術」、お気軽にお問い合わせく
ださい。

水産物水産物水産物水産物 加加工・加工・加工品品品

トッピングや出汁に幅広くご使用頂けます。
。。たしたましげま上げり上削り削削で術で術術良質な国産いわしを熟練の技術良質な国産いわしを熟練の技良質な国産いわしを熟練の技術良質な国産いわしを熟良良質な国産いわいわしをしを熟練熟練の技術術で削り上げました。術で削り上げました術で削り上げました。術で削り上げました技術でで削り上げげましたた。

。けます。使用頂けくご使汁に幅広く広グトッピングや出汁トッピングや出汁トッピンピングングやグや出汁に幅広くご使用汁に幅広くご使用幅広汁に幅広くご使用汁に幅広くご使使汁に幅広幅広くご使ご使用使用頂けま頂けまけまます頂けますすす。。す。

造り手のこだわったいわし削り節
３つのこだわりで美味しさ際立つ
【造り手のこだわったいわし削り節】味付の濃い料理へトッピン
グすることでイワシの旨味を上乗せし、より一層味を際立たせ
ます。【３つのこだわり】①九州で水揚げされた良質ないわしの
み選定し使用します。②いわし煮干しの頭を一匹ずつ取り、油
分の多い魚体を選別して取り除き、いわし独特の臭味を抜くた
め一度高い温度で表面をあぶり臭味を飛ばして有ります。③経
験１０年以上の職人が均等な厚さに揃えて削り上げます。
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丸徳海苔㈱ 
〒733-0833 広島県広島市西区商工センター7丁目1-40
TEL: 082-277-3838　FAX: 082-277-3845
e-mail: n-oohashi@e-marutoku.com

URL: http://marutokunori.jp/

広島かき味のり=広島かきの煮汁をブレンドした「ザ・広島ブラン
ド」認定商品。かき飯の素=特殊製法を駆使した牡蠣パウダーと
牡蠣調味液でしっかりとした風味を実現。カレー専用広島オイス
ターソース=マル秘スパイスを加え、カレー専用に拘ったオイス
ターソース。ぶち旨広島カレールゥ=広島牡蠣の煮汁を使い、一
晩寝かせたカレーの旨味を実現。

水産物・加工品

広島かき味のり、かき飯の素、
カレー専用広島オイスターソース、
ぶち旨広島カレールゥ、牡蠣のコンフィ
着色料・保存料・化学調味料不使用
広島かき味のり=海苔本来の旨味に、広島かきの豊かなコクを加えまし
た。瀬戸内海の旨味を凝縮した味わいをお届けします。かき飯の素=瞬間
高温高圧焼成加工により焼き上げて粉末化した「牡蠣パウダー」で味付け。

「ザ・広島ブランド」認定商品

丸徳海苔㈱ 
〒733-0833 広島県広島市西区商工センター7丁目1-40
TEL: 082-277-3838　FAX: 082-277-3845
e-mail: n-oohashi@e-marutoku.com

URL: http://marutokunori.jp/

広島かき味のり=広島かきの煮汁をブレンドした「ザ・広島ブラン
ド」認定商品。かき飯の素=特殊製法を駆使した牡蠣パウダーと
牡蠣調味液でしっかりとした風味を実現。カレー専用広島オイス
ターソース=マル秘スパイスを加え、カレー専用に拘ったオイス
ターソース。ぶち旨広島カレールゥ=広島牡蠣の煮汁を使い、一
晩寝かせたカレーの旨味を実現。

水産物水産物水産物 加工・加工・加工品品品

広島かき味のり、かき飯の素、
カレー専用広島オイスターソース、
ぶち旨広島カレールゥ、牡蠣のコンフィ
着色料・保存料・化学調味料不使用
広島かき味のり=海苔本来の旨味に、広島かきの豊かなコクを加えまし
た。瀬戸内海の旨味を凝縮した味わいをお届けします。かき飯の素=瞬間
高温高圧焼成加工により焼き上げて粉末化した「牡蠣パウダー」で味付け。

「ザ・広島ブランド」認定商品
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マル幸商事㈱
〒750-0093 山口県下関市彦島西山町4丁目13-48
TEL: 083-267-3727　FAX: 083-267-8642
e-mail: masuda@marukou-inc.co.jp

こだわりの美味、おつまみに最適！
かつて捕鯨基地として栄えた”下関”で鯨問屋・マル幸商事㈱が鯨
本来のおいしさにこだわり、伝統の旨味と新しい技術で作り上げ
た絶品です。なつかしくて新しい《鯨ならではの美味しさ》をぜひ
ご賞味ください。

水産物・加工品

「くじらジャーキー」「ふく焼きほぐし」
「うるめいわし醤油糀煮」
常温品のため販売チャネルが拡大します。
「くじらジャーキー」：食品衛生法上鯨製品の常温販
売はレトルト殺菌法を駆使した製品のみ販売が許
されて無いので法律上問題が起こらない「レトルト
殺菌法」を使用して製品化しました。

噛めば噛むほど、美味しさひろがる！

マル幸商事㈱
〒750-0093 山口県下関市彦島西山町4丁目13-48
TEL: 083-267-3727　FAX: 083-267-8642
e-mail: masuda@marukou-inc.co.jp

こだわりの美味、おつまみに最適！
かつて捕鯨基地として栄えた”下関”で鯨問屋・マル幸商事㈱が鯨
本来のおいしさにこだわり、伝統の旨味と新しい技術で作り上げ
た絶品です。なつかしくて新しい《鯨ならではの美味しさ》をぜひ
ご賞味ください。

水産物水産物水産物水産物 加加工・加工・加工品品品

「くじ「「 らジャジジ ーキー」ー「ふ「「 く焼きほぐし」
「うるめいわし醤油糀煮」
常温品のため販売チャネルが拡大します。
「くじらジャーキー」：食品衛生法上鯨製品の常温販
売はレトルト殺菌法を駆使した製品のみ販売が許
されて無いので法律上問題が起こらない「レトルト
殺菌法」を使用して製品化しました。

噛めば噛むほど、美味しさひろがる！噛めばば噛むほど、美味しさひろがど、ど、美味しさしささひろひろがるるがる！！
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㈱イーエム
〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉2-20-14
TEL: 092-291-0231　FAX: 092-281-1141
e-mail: info@hakata-izumi.com

URL: http://www.hakata-izumi.com/

ふぐの旨みが凝縮されたふぐのコンフィ。
ごはんやお酒のお供に、パスタやサラダ等の具材に。加えるだけ
でひと手間かけた味わいになります。

水産物・加工品

ふぐのオイル漬け「コンフ」
ふぐの旨みとコクを堪能できる逸品

蒸したふぐの身を手でほぐし、オイルに漬け込み、
低温で蒸し上げています。

888

福
岡
県

㈱イーエム
〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉2-20-14
TEL: 092-291-0231　FAX: 092-281-1141
e-mail: info@hakata-izumi.com

URL: http://www.hakata-izumi.com/

ふぐの旨みが凝縮されたふぐのコンフィ。
ごはんやお酒のお供に、パスタやサラダ等の具材に。加えるだけ
でひと手間かけた味わいになります。

水産物水産物水産物 加工・加工・加工品品品

ふぐのオイル漬け「コンフ」
ふぐの旨みとコクを堪能できる逸品

蒸したふぐの身を手でほぐし、オイルに漬け込み、
低温で蒸し上げています。
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ＭＡＮＡＭＩオリジナル
〒853-2301 長崎県南松浦郡新上五島町若松郷877-1
TEL: 0959-46-2578　FAX: 0959-46-2575
e-mail: wakamatu_stone@yahoo.co.jp

URL: http://stone.wamamatu-stone.com/pg109.html

長崎県新上五島町では、平成20年から本マグロの養殖が盛んにな
り、マグロの胃袋が沢山取れるようになったので、このマグロの胃
袋を使った商品を開発していく中、カレーとの相性が良いので製品
化致しました。
「漁師まかないカレー」は第46回長崎県特産品新作展の優秀賞受
賞、「五島牛カレー」は去年長崎県の推奨商品に、「飛魚醤油の素」
は第55回全国推奨観光土産品審査会で推奨品に選出、平成25年
度むらおこし特産品コンテストで審査員特別賞を受賞致しました。

水産物・加工品

漁師まかないカレーをライスに掛けた写真です。漁師まかないカレーをライスに掛けた写真です。

漁師まかないカレー、
五島牛カレー、飛魚醤油の素、
漁師まかない茶漬け
五島列島の安心、安全な食材を世界に
本来、マグロ漁師しか口に出来なかった希少価値の
マグロ胃袋を特殊製法で柔らかくしてカレーの具材
に使いました。

888

長
崎
県

ＭＡＮＡＭＩオリジナル
〒853-2301 長崎県南松浦郡新上五島町若松郷877-1
TEL: 0959-46-2578　FAX: 0959-46-2575
e-mail: wakamatu_stone@yahoo.co.jp

URL: http://stone.wamamatu-stone.com/pg109.html

長崎県新上五島町では、平成20年から本マグロの養殖が盛んにな
り、マグロの胃袋が沢山取れるようになったので、このマグロの胃
袋を使った商品を開発していく中、カレーとの相性が良いので製品
化致しました。
「漁師まかないカレー」は第46回長崎県特産品新作展の優秀賞受
賞、「五島牛カレー」は去年長崎県の推奨商品に、「飛魚醤油の素」
は第55回全国推奨観光土産品審査会で推奨品に選出、平成25年
度むらおこし特産品コンテストで審査員特別賞を受賞致しました。

水産物水産物水産物水産物 加加工・加工・加工品品品

。す。真です真で真写真た写たけた掛け掛掛にイスに掛ス漁師まかないカレーをライ漁師まかないカレーを漁師まかないカレーをライスに掛けた写真ライスに掛けた写真ライスイスに掛けた写真ですですですです。。す。

漁師まかないカレー、
五島牛カレー、飛魚醤油の素、
漁師まかない茶漬け
五島列島の安心、安全な食材を世界に
本来、マグロ漁師しか口に出来なかった希少価値の
マグロ胃袋を特殊製法で柔らかくしてカレーの具材
に使いました。
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㈱水永水産
〒889-0611 宮崎県東臼杵郡門川町尾末9083-1
TEL: 0982-63-1032　FAX: 0982-63-5775
e-mail: s-kai@maruboshi.jp

URL: http://www.maruboshi.jp/

弊社は昭和24年の創業以来、お客様に満足していただける商品
づくりに邁進して参りました。お客様のご要望に対応しながら、新
しい商品、より良い商品を提供できるよう社員一丸となり、加工技
術の向上に努力しております。

水産物・加工品

ひむか麹仕立て
（焼酎もろみ漬け）
野菜と一緒にフライパンで炒めて下さい。
宮崎県唯一の地域資源である、ひむか麹（宮崎焼酎
もろみ）に漬け込んで熟成した骨無し商品です。レン
ジでも簡単調理できるオンリーワンの商品です。ふっ
くらとした柔らかさを付加した新食感が特徴です。

フルーティーな香りと、まろやかな味！

㈱水永水産
〒889-0611 宮崎県東臼杵郡門川町尾末9083-1
TEL: 0982-63-1032　FAX: 0982-63-5775
e-mail: s-kai@maruboshi.jp

URL: http://www.maruboshi.jp/

弊社は昭和24年の創業以来、お客様に満足していただける商品
づくりに邁進して参りました。お客様のご要望に対応しながら、新
しい商品、より良い商品を提供できるよう社員一丸となり、加工技
術の向上に努力しております。

水産物水産物水産物 加工・加工・加工品品品

ひむか麹仕立て
（焼酎もろみ漬け）
野菜と一緒にフライパンで炒めて下さい。
宮崎県唯一の地域資源である、ひむか麹（宮崎焼酎
もろみ）に漬け込んで熟成した骨無し商品です。レン
ジでも簡単調理できるオンリーワンの商品です。ふっ
くらとした柔らかさを付加した新食感が特徴です。

フルーティーな香りと、まろやかな味！フルフルーティティーな香りと、まろまろやかな味味！！

1
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㈱丸豆岡田製麺

元祖マメさんラーメン（塩・醤油）、
函館塩ラーメン
マメさんラーメン開業当時の味を再現

〒041-1133 北海道亀田郡七飯町字中島13-1　
TEL: 0138-65-8811　FAX: 0138-65-8892

URL: http://www.marumame.co.jp

創業以来90余年の伝統と技術で食の安全安心に取
り組み、お客様に喜んで頂ける商品を、道南駒ケ岳、
横津連山の伏流水（地下150ｍ）を練り込んで製麺し
ております。

昭和40年代、函館で人気を博していたマメさんラーメンを当
時のレシピを基に再現。 熟成卵麺に、あっさりとしているが
しっかりとコクと旨みのある懐かし感のあるスープは、特製背
脂入りです。

パン・麺類・パスタ

あっさりしていてコクがある、懐かしさの感じるラーメン。

㈱丸豆岡田製麺

元祖マメさんラーメン（塩・醤油）、
函館塩ラーメン
マメさんラーメン開業当時の味を再現

〒041-1133 北海道亀田郡七飯町字中島13-1　
TEL: 0138-65-8811　FAX: 0138-65-8892

URL: http://www.marumame.co.jp

創業以来90余年の伝統と技術で食の安全安心に取
り組み、お客様に喜んで頂ける商品を、道南駒ケ岳、
横津連山の伏流水（地下150ｍ）を練り込んで製麺し
ております。

昭和40年代、函館で人気を博していたマメさんラーメンを当
時のレシピを基に再現。 熟成卵麺に、あっさりとしているが
しっかりとコクと旨みのある懐かし感のあるスープは、特製背
脂入りです。

パパンパン・パン・麺類麺類麺類・麺類・パ タパスタパスタパスタ

あっさりしていてコクがある、懐かしさの感じるラーメン。あ さ クがあ 懐か さ 感 メ
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増田煉瓦㈱
〒371-0841 群馬県前橋市石倉町4丁目18-11　
TEL: 027-251-5824　FAX: 027-251-4185
e-mail: info@masudarenga.co.jp

URL: http://www.masudarenga.co.jp/bebrick/

グルテンの弱さなどから作るのは難しいと言われている国産小
麦100％のパンですが、石窯の特徴である輻射熱を活かして添
加物をほとんど使用しなくてもふっくらと焼き上げることがで
き、3種類のドライフルーツを活かした香り高いパンに焼き上げ
ました。

パン・麺類・パスタ

群馬県産小麦とドライフルーツを練り込んだカンパーニュ

群馬県産小麦を100％使用した、
新しい石窯パン
小麦の香りが忘れられない熱のアート
群馬県産小麦粉を100％使用し、香り付けに群馬県
産のドライフルーツを活用した新しいパンです。石
窯を知り尽くした弊社だからできる体にやさしいパ
ンをご提案いたします。

33
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増田煉瓦㈱
〒371-0841 群馬県前橋市石倉町4丁目18-11　
TEL: 027-251-5824　FAX: 027-251-4185
e-mail: info@masudarenga.co.jp

URL: http://www.masudarenga.co.jp/bebrick/

グルテンの弱さなどから作るのは難しいと言われている国産小
麦100％のパンですが、石窯の特徴である輻射熱を活かして添
加物をほとんど使用しなくてもふっくらと焼き上げることがで
き、3種類のドライフルーツを活かした香り高いパンに焼き上げ
ました。

パンパン・パン・麺類麺類・麺類・パスタパスタパスタ

群馬県産小麦とドライフルーツを練り込んだカンパーニュ

群馬県産小麦を100％使用した、
新しい石窯パン
小麦の香りが忘れられない熱のアート
群馬県産小麦粉を100％使用し、香り付けに群馬県
産のドライフルーツを活用した新しいパンです。石
窯を知り尽くした弊社だからできる体にやさしいパ
ンをご提案いたします。
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沼田製粉㈱
〒932-0115 富山県小矢部市津沢３７２
TEL: 0766-61-2025　FAX: 0766-61-3746
e-mail: info＠numada-seifun.com

URL: http://www.numada-seifun.com

全国初の新商品です。製造に困難だった「湘南しらす」を弊社の
技術で加工に成功しました。
手作り商品でゆで伸びしにくく麺通におすすめです。また、鍋料
理に最適です。

パン・麺類・パスタ

しらすうどん、はと麦うどん
手作り商品　麺のコシが違います
手延べしらすうどんは、湘南茅ケ崎で漁獲された、鮮度が命の「しらす」を
素早く粉末加工。自社製粉の小麦粉とを丹念に練り込み、熟成を重ねなが
ら手延べ製法にて仕上げました。麺のコシが強く、ツルツルとした食感、ほ
んのりとしたシラスの風味が楽しめます。はと麦うどんは、富山県産「ハトム
ギ」を使用。自社で製粉した特殊小麦粉に、極めて加工が難しい渋皮を含
め、独自に開発した製法にて仕上げました。美味しさをもちろん、ハトムギ
の持つ効能から健康と美容を追求する方に、特にお奨めしたい逸品です。
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沼田製粉㈱
〒932-0115 富山県小矢部市津沢３７２
TEL: 0766-61-2025　FAX: 0766-61-3746
e-mail: info＠numada-seifun.com

URL: http://www.numada-seifun.com

全国初の新商品です。製造に困難だった「湘南しらす」を弊社の
技術で加工に成功しました。
手作り商品でゆで伸びしにくく麺通におすすめです。また、鍋料
理に最適です。

パパンパン・パン・麺類麺類麺類・麺類・パパスタパスタパスタ

しらすうどん、はと麦うどん
手作り商品　麺のコシが違います
手延べしらすうどんは、湘南茅ケ崎で漁獲された、鮮度が命の「しらす」を
素早く粉末加工。自社製粉の小麦粉とを丹念に練り込み、熟成を重ねなが
ら手延べ製法にて仕上げました。麺のコシが強く、ツルツルとした食感、ほ
んのりとしたシラスの風味が楽しめます。はと麦うどんは、富山県産「ハトム
ギ」を使用。自社で製粉した特殊小麦粉に、極めて加工が難しい渋皮を含
め、独自に開発した製法にて仕上げました。美味しさをもちろん、ハトムギ
の持つ効能から健康と美容を追求する方に、特にお奨めしたい逸品です。
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㈱ワールドコーヒー商会
〒921-8163 石川県金沢市横川6-14
TEL: 076-243-6677　FAX: 076-243-4641
e-mail: mizukami@worldcoffee.co.jp

URL: http://worldcoffee.bizcom-web.com/

当社は、カレーやチーズ、麺類等の惣菜を、直径20mm～60mm
長さ50mm～330mmのスティック状に包餡し、焼成後冷凍したス
ティック状パン製品を専門に製造しています。又、小ロット製造
パッケージ入り企画品の受託も行っています。

パン・麺類・パスタ

金沢かれいぱん、カレーうどんパン、
焼きそばスティックパン、
極細スティックカレーパン
何でもスティック、ワンハンド食品
殆ど例がない麺類と餡を包餡したスティック状のパ
ン製品、例えばカレーうどんパンや焼きそばスティッ
クパン、パスタ入り等。当社製品とパッケージを一体
化させ、トータルでご提案できる企画製品。

野菜生地や竹炭＆黒胡椒等、各種フレーバーもございます。

㈱ワールドコーヒー商会
〒921-8163 石川県金沢市横川6-14
TEL: 076-243-6677　FAX: 076-243-4641
e-mail: mizukami@worldcoffee.co.jp

URL: http://worldcoffee.bizcom-web.com/

当社は、カレーやチーズ、麺類等の惣菜を、直径20mm～60mm
長さ50mm～330mmのスティック状に包餡し、焼成後冷凍したス
ティック状パン製品を専門に製造しています。又、小ロット製造
パッケージ入り企画品の受託も行っています。

パンパン・パン・麺類麺類・麺類・パスタパスタパスタ

金沢かれいぱん、カレーうどんパン、
焼きそばスティックパン、
極細スティックカレーパン
何でもスティック、ワンハンド食品
殆ど例がない麺類と餡を包餡したスティック状のパ
ン製品、例えばカレーうどんパンや焼きそばスティッ
クパン、パスタ入り等。当社製品とパッケージを一体
化させ、トータルでご提案できる企画製品。

野菜生地や竹炭＆黒胡椒等、各種フレーバーもございます。野菜菜生地や竹炭＆黒胡椒等 各種フレ バ もございます
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小笠原製粉㈱

キリンラーメン
愛知県西三河地方のご当地ラーメン

〒447-0887 愛知県碧南市汐田町3-33
TEL: 0566-41-0480　FAX: 0566-42-6969
e-mail: info@ogasawara-seifun.jp

URL: http://ogasawara-seifun.jp

「キリンラーメン」とは、国産主原料（小麦・大豆・米）
１００％にこだわり、発売当初から変わらぬ懐かし
くて優しい味、レトロなパッケージが人気の商品で
す。平成7年に一時生産を中止するも、地元の熱い
要望により復活を遂げました。

「キリンラーメン」では、様々な施設や、地域の特産・地域のキャラ
クターとのコラボレーションも可能です。オリジナルパッケージ・
味のご相談をご提案いたします。自社工場にて生産しているた
め、小ロットからの制作も可能なので、ぜひ一度ご相談ください！

パン・麺類・パスタ

昭和40年に発売した
愛知県西三河地方で発売されたご当地ラーメン。

4

小笠原製粉㈱

キリンラーメン
愛知県西三河地方のご当地ラーメン

〒447-0887 愛知県碧南市汐田町3-33
TEL: 0566-41-0480　FAX: 0566-42-6969
e-mail: info@ogasawara-seifun.jp

URL: http://ogasawara-seifun.jp

「キリンラーメン」とは、国産主原料（小麦・大豆・米）
１００％にこだわり、発売当初から変わらぬ懐かし
くて優しい味、レトロなパッケージが人気の商品で
す。平成7年に一時生産を中止するも、地元の熱い
要望により復活を遂げました。

「キリンラーメン」では、様々な施設や、地域の特産・地域のキャラ
クターとのコラボレーションも可能です。オリジナルパッケージ・
味のご相談をご提案いたします。自社工場にて生産しているた
め、小ロットからの制作も可能なので、ぜひ一度ご相談ください！

パパンパン・パン・麺類麺類麺類・麺類・パ タパスタパスタパスタ

昭和40年に発売した
愛知県西三河地方で発売されたご当地ラーメン。
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㈱共栄食糧
〒761-4103 香川県小豆郡土庄町甲5570-2　　
TEL: 0879-62-5826　FAX: 0879-62-2826
e-mail: kyouei0127@vp.tiki.ne.jp

URL: http://www.seto-s.com/

手延べパスタ世界初製法特許取得のオリーブパスタ。
茹で時間も３分と超早ゆでパスタです。 

パン・麺類・パスタ

オリーブパスタ
生麺の様な食感

麺生地にオリーブオイルを煉りこみモチモチとした
食感の麺に仕上りました。
麺表面に凹凸が付いているため色々なソースが良
く絡みます。

2013年かがわ県産品コンクール優秀賞を受賞しました。
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㈱共栄食糧
〒761-4103 香川県小豆郡土庄町甲5570-2　　
TEL: 0879-62-5826　FAX: 0879-62-2826
e-mail: kyouei0127@vp.tiki.ne.jp

URL: http://www.seto-s.com/

手延べパスタ世界初製法特許取得のオリーブパスタ。
茹で時間も３分と超早ゆでパスタです。 

パンパン・パン・麺類麺類・麺類・パスタパスタパスタ

オリーブパスタ
生麺の様な食感

麺生地にオリーブオイルを煉りこみモチモチとした
食感の麺に仕上りました。
麺表面に凹凸が付いているため色々なソースが良
く絡みます。

2013年かがわ県産品コンクール優秀賞を受賞しました。
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ポラリスカンパニー㈱
〒854-0053 長崎県諫早市小川町595-35
TEL: 0957-46-7665　FAX: 0957-22-6828
e-mail: info@jigemonshop.com

URL: http://jigemonshop.com/

「五島手延うどん五島美人」日本三大うどんの一つで最高級の逸
品。椿油１００％でコーティングされ、麺は独特なコシとハリの
ある弾力。麺の味だけで十分美味しく、あご出汁・タマゴ出汁との
相性が抜群 長崎県の五島列島では地獄炊きという、鍋ごとテー
ブルに置いて、茹でたての麺を食べる釜揚げスタイルです 6分～
8分ほど茹で上げた麺をすくい棒で鍋から取り、あご（トビウオ）出
汁・タマゴ出汁につけていただきます。

パン・麺類・パスタ

五島手延うどん　
五島美人
最高級五島手延うどん 長崎県産の素材のみ
日本のうどんの発祥の地とも言われている「五島手
延うどん」 その中でも、最高級品としてすべて長崎県
産の素材で製造されています。伝統と麺匠たちの技
術が織りなす「五島美人」をどうぞお楽しみください。

モンドセレクション金賞受賞！
五島手延うどん　五島美人200ｇ
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ポラリスカンパニー㈱
〒854-0053 長崎県諫早市小川町595-35
TEL: 0957-46-7665　FAX: 0957-22-6828
e-mail: info@jigemonshop.com

URL: http://jigemonshop.com/

「五島手延うどん五島美人」日本三大うどんの一つで最高級の逸
品。椿油１００％でコーティングされ、麺は独特なコシとハリの
ある弾力。麺の味だけで十分美味しく、あご出汁・タマゴ出汁との
相性が抜群 長崎県の五島列島では地獄炊きという、鍋ごとテー
ブルに置いて、茹でたての麺を食べる釜揚げスタイルです 6分～
8分ほど茹で上げた麺をすくい棒で鍋から取り、あご（トビウオ）出
汁・タマゴ出汁につけていただきます。

パパンパン・パン・麺類麺類麺類・麺類・パパスタパスタパスタ

五島手延うどん　
五島美人
最高級五島手延うどん 長崎県産の素材のみ
日本のうどんの発祥の地とも言われている「五島手
延うどん」 その中でも、最高級品としてすべて長崎県
産の素材で製造されています。伝統と麺匠たちの技
術が織りなす「五島美人」をどうぞお楽しみください。

モンドセレクション金賞受賞！
五島手延うどん　五島美人200ｇ
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㈱石渡商店
〒988-0141 宮城県気仙沼市松崎柳沢228-107
TEL: 0226-22-1893　FAX: 0226-23-8636
e-mail: dai.909@ishiwatashoten.co.jp

URL: http://www.ishiwatashoten.co.jp/

宮城気仙沼の唐桑湾で立派に育った完熟牡蠣。その滋養豊富な
牡蠣を原料とし、濃厚な味に仕上げました。化学調味料不使用の
安心・安全な万能調味料。

調味料・香辛料・原料・素材

気仙沼完熟牡蠣の
オイスターソース
化学調味料不使用の安全な万能調味料
3月から5月の最も味が濃厚で美味しい時期に採取
された完熟牡蠣を原料としてオイスターソースを作
りました。

野菜炒めや焼肉料理に、パスタや湯豆腐などに

㈱石渡商店
〒988-0141 宮城県気仙沼市松崎柳沢228-107
TEL: 0226-22-1893　FAX: 0226-23-8636
e-mail: dai.909@ishiwatashoten.co.jp

URL: http://www.ishiwatashoten.co.jp/

宮城気仙沼の唐桑湾で立派に育った完熟牡蠣。その滋養豊富な
牡蠣を原料とし、濃厚な味に仕上げました。化学調味料不使用の
安心・安全な万能調味料。

調味料・香辛料・原料・素材

気仙沼完熟牡蠣の
オイスターソース
化学調味料不使用の安全な万能調味料
3月から5月の最も味が濃厚で美味しい時期に採取
された完熟牡蠣を原料としてオイスターソースを作
りました。

野菜炒めや焼肉料理に、パスタや湯豆腐などに
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㈱浅利佐助商店
〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字観音堂27番地3
TEL: 0186-23-3127　FAX: 0186-23-2720
e-mail: info@fukuzyu.com

URL: http://www.fukuzyu.com

永年培ってきた技術と伝統を大事にしながらも新しい商品開発
にも注力し、地場産品である比内地鶏やあきたこまち米を原材料
に使用した商品の開発、販売にも力を入れております。地場産品
を使用した商品に関しては「安心・安全・美味しい」は当たり前、プ
ラス比内地鶏等の付加価値をつけたこだわり商品です。

調味料・香辛料・原料・素材

比内地鶏スープ
深みのあるコクと味が比内地鶏の旨さです

比内地鶏スープは「地域資源活用事業」にも認定さ
れ、景気の低迷と共に出荷量が減少している比内地
鶏から「新製法」によりダシを抽出し、従来以上に多
種多様な比内地鶏スープを製造、販売出来るように
なりました。

秋田名物きりたんぽ鍋にかかせない
濃縮８倍の化学調味料無添加比内地鶏スープ

㈱浅利佐助商店
〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字観音堂27番地3
TEL: 0186-23-3127　FAX: 0186-23-2720
e-mail: info@fukuzyu.com

URL: http://www.fukuzyu.com

永年培ってきた技術と伝統を大事にしながらも新しい商品開発
にも注力し、地場産品である比内地鶏やあきたこまち米を原材料
に使用した商品の開発、販売にも力を入れております。地場産品
を使用した商品に関しては「安心・安全・美味しい」は当たり前、プ
ラス比内地鶏等の付加価値をつけたこだわり商品です。

調味料・香辛料・原料・素材

比内地鶏スープ
深みのあるコクと味が比内地鶏の旨さです

比内地鶏スープは「地域資源活用事業」にも認定さ
れ、景気の低迷と共に出荷量が減少している比内地
鶏から「新製法」によりダシを抽出し、従来以上に多
種多様な比内地鶏スープを製造、販売出来るように
なりました。

秋田名物きりたんぽ鍋にかかせない
濃縮８倍の化学調味料無添加比内地鶏スープ
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日南工業㈱
〒018-0411 秋田県にかほ市院内字此木沢6
TEL: 0184-36-2111　FAX: 0184-36-2113
e-mail: info@kikkonan.co.jp

URL: http://www.kikkonan.co.jp

従来の製法とは異なり、仕込み時から初期の腐敗抑制方法として
魚が分解していない段階での均一混合を実施している。また、分解
反応の速度を速める触媒となる酵素を使う酵素法を用いた工程
により熟成が早くなり、かつ旨味成分量も多い。他の魚醤は１～３
年を要するものもあるが、本法によりおおむね１８０日で完成す
る製造工程となる。

調味料・香辛料・原料・素材

うわてん
和、洋、中問わず使える万能調味料です。

旨味成分が強く、一般的な魚醤に比べて臭みが少な
いので和食・洋食・エスニック料理等幅広く料理に
使えます。真鱈と食塩だけで作った無添加万能調味
料です。

フリップアップキャップを採用しているので簡単に使用量の調整ができ、
お好みに応じて一滴からお使いいただけます。
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日南工業㈱
〒018-0411 秋田県にかほ市院内字此木沢6
TEL: 0184-36-2111　FAX: 0184-36-2113
e-mail: info@kikkonan.co.jp

URL: http://www.kikkonan.co.jp

従来の製法とは異なり、仕込み時から初期の腐敗抑制方法として
魚が分解していない段階での均一混合を実施している。また、分解
反応の速度を速める触媒となる酵素を使う酵素法を用いた工程
により熟成が早くなり、かつ旨味成分量も多い。他の魚醤は１～３
年を要するものもあるが、本法によりおおむね１８０日で完成す
る製造工程となる。

調味料・香辛料・原料・素材

うわてん
和、洋、中問わず使える万能調味料です。

旨味成分が強く、一般的な魚醤に比べて臭みが少な
いので和食・洋食・エスニック料理等幅広く料理に
使えます。真鱈と食塩だけで作った無添加万能調味
料です。

フリップアップキャップを採用しているので簡単に使用量の調整ができ、リップアップキャップを採用しているので簡単に使用量の調整が
お好みに応じて一滴からお使いいただけます。好みに応じて 滴からお使いいただけます
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新栄水産㈲
〒998-0838 　山形県酒田市山居町二丁目14-22
TEL: 0234-21-2755　FAX: 0234-21-2766
e-mail: maruken@shinei-suisan.com

URL: http://www.shinei-suisan.com/

北前船により伝えられ、庄内浜の伝統保存食品となった「秘伝の
たれ」を庄内浜で水揚げされる「こあみ（あみえび）」で造りまし
た。「こあみ（あみえび）」で造られた日本で唯一の発酵食品です。 
今までの魚醤では出せない旨味が凝縮され、アミノ酸やＧＡＢ
Ａ・タウリンが豊富に含まれ体にも優しい無添加商品です。

調味料・香辛料・原料・素材

あみえび醤油
無添加水産加工品
旨味を熟成するために発酵に適した環境で一年以上の時間
をかけてじっくり熟成した商品です。ほんの少し加えるだけ
で、素材の旨味を引き出します。　スープやパスタ、焼肉の味
付けをはじめ様々な料理の隠し味としてお使いいただけま
す。極々少量加えることで風味とコクが増し、しっかりとした
料理人の味に仕上げます。 あみえび醤油は「やまがたふるさ
と食品コンクール」で「おいしい山形賞」を受賞しております。

あみえび醤油あみえび醤油
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新栄水産㈲
〒998-0838 　山形県酒田市山居町二丁目14-22
TEL: 0234-21-2755　FAX: 0234-21-2766
e-mail: maruken@shinei-suisan.com

URL: http://www.shinei-suisan.com/

北前船により伝えられ、庄内浜の伝統保存食品となった「秘伝の
たれ」を庄内浜で水揚げされる「こあみ（あみえび）」で造りまし
た。「こあみ（あみえび）」で造られた日本で唯一の発酵食品です。
今までの魚醤では出せない旨味が凝縮され、アミノ酸やＧＡＢ
Ａ・タウリンが豊富に含まれ体にも優しい無添加商品です。

調味料・香辛料・原料・素材

あみえび醤油
無添加水産加工品
旨味を熟成するために発酵に適した環境で一年以上の時間
をかけてじっくり熟成した商品です。ほんの少し加えるだけ
で、素材の旨味を引き出します。　スープやパスタ、焼肉の味
付けをはじめ様々な料理の隠し味としてお使いいただけま
す。極々少量加えることで風味とコクが増し、しっかりとした
料理人の味に仕上げます。 あみえび醤油は「やまがたふるさ
と食品コンクール」で「おいしい山形賞」を受賞しております。

あみえび醤油油あみえび醤油あみえび醤油あみえみえびえび醤び醤油
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うれし野ラボ㈱
〒515-2314 三重県松阪市嬉野新屋庄町565-1
TEL: 0598-48-0036　FAX: 0598-48-0037
e-mail: info@ureshino-lab.jp

URL: http://www.ureshino-lab.jp

レモンとオレンジの自然交雑によって誕生したまろやかな酸味と
やや甘い香りが特徴の三重県産マイヤーレモンと高知県産ゆず、
徳島県産すだちの3つの果汁をたっぷり使いました。三重県産無
臭黒にんにくを加えることで、さわやかな果汁の風味だけではな
く、コクと旨味のある深い味わいとなっています。手作りのおいし
さを表現するため、保存料・化学調味料・合成着色料・人工甘味
料は一切使わず、食材にこだわって作りました。

調味料・香辛料・原料・素材 

黒にんにくぽん酢
三重県産無臭にんにくを使用
２０１４年度みえセレクションに選ばれた「黒にんにく
ぽん酢」です、三重県立相可高校調理クラブの生徒さんと
共同開発した黒にんにくドレッシングです。三重県産無臭
黒にんにくの深いコクと旨みに高知県産のゆずの風味を
合わせ、さっぱりと仕上げた醤油ベースの和風ドレッシン
グです。手作りのおいしさを表現するため、保存料・化学
調味料は一切使わず、食材にこだわって作りました。

夏！！冷や奴にあっさりと
まろやかぽん酢でうまさ倍増♪

うれし野ラボ㈱
〒515-2314 三重県松阪市嬉野新屋庄町565-1
TEL: 0598-48-0036　FAX: 0598-48-0037
e-mail: info@ureshino-lab.jp

URL: http://www.ureshino-lab.jp

レモンとオレンジの自然交雑によって誕生したまろやかな酸味と
やや甘い香りが特徴の三重県産マイヤーレモンと高知県産ゆず、
徳島県産すだちの3つの果汁をたっぷり使いました。三重県産無
臭黒にんにくを加えることで、さわやかな果汁の風味だけではな
く、コクと旨味のある深い味わいとなっています。手作りのおいし
さを表現するため、保存料・化学調味料・合成着色料・人工甘味
料は一切使わず、食材にこだわって作りました。

調味料・香辛料・原料・素材 

黒にんにくぽん酢
三重県産無臭にんにくを使用
２０１４年度みえセレクションに選ばれた「黒にんにく
ぽん酢」です、三重県立相可高校調理クラブの生徒さんと
共同開発した黒にんにくドレッシングです。三重県産無臭
黒にんにくの深いコクと旨みに高知県産のゆずの風味を
合わせ、さっぱりと仕上げた醤油ベースの和風ドレッシン
グです。手作りのおいしさを表現するため、保存料・化学
調味料は一切使わず、食材にこだわって作りました。

夏！！冷や奴にあっさりと夏！！冷や冷や奴にあっさりと
まろやかぽん酢でうまさ倍増♪まろまろやかぽん酢でうまさぽんぽんん酢ででうまさ倍倍増さ倍増倍増♪♪
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㈱マナ
〒569-0836 大阪府高槻市唐崎西2-22-1
TEL: 072-677-3939　FAX: 072-677-7600
e-mail: naoto-ii@e-manna.co.jp

URL: http://e-manna.co.jp

家庭用・業務用のぽん酢、焼肉のたれ、ドレッシング、各種惣菜た
れ等の開発と製造についての案内と、各商品群の自社製品をサ
ンプル展示します。

調味料・香辛料・原料・素材

ぽん酢・ドレッシング・
焼肉のたれ等のPB・OEM開発・製造
愛ある食品創りに翔くマナ
家庭用のぽん酢・ドレッシングについては化学調味
料・保存料・着色料不使用で仕上げております。PB・
OEM製品の製造については、200L程度の小ロット
から1000L・2000L程度のロットまで製造可能です。

㈱マナ
〒569-0836 大阪府高槻市唐崎西2-22-1
TEL: 072-677-3939　FAX: 072-677-7600
e-mail: naoto-ii@e-manna.co.jp

URL: http://e-manna.co.jp

家庭用・業務用のぽん酢、焼肉のたれ、ドレッシング、各種惣菜た
れ等の開発と製造についての案内と、各商品群の自社製品をサ
ンプル展示します。

調味料・香辛料・原料・素材

ぽん酢・ドレッシング・
焼肉のたれ等のPB・OEM開発・製造
愛ある食品創りに翔くマナ
家庭用のぽん酢・ドレッシングについては化学調味
料・保存料・着色料不使用で仕上げております。PB・
OEM製品の製造については、200L程度の小ロット
から1000L・2000L程度のロットまで製造可能です。
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㈱ますやみそ
〒737-0811 広島県呉市西中央3-7-40　
TEL: 0823-21-6633　　FAX: 0823-21-6636
e-mail: honsya@masuyamiso.co.jp

URL: http://www.masuyamiso.net

みそ、調味食品、甘酒など麹を使用した加工食品の製造・販売を
しております。

調味料・香辛料・原料・素材

芳醇無添加合わせみそ
無添加みそ

モンドセレクション金賞受賞した淡色味噌。
国産大麦・国産米と農薬を使っていない大豆を使用
し、低温でじっくりと熟成させた、無添加合わせ味噌
です。

麦と米の麹をたっぷりと使用した、合わせみそです。

999

広
島
県

㈱ますやみそ
〒737-0811 広島県呉市西中央3-7-40　
TEL: 0823-21-6633　　FAX: 0823-21-6636
e-mail: honsya@masuyamiso.co.jp

URL: http://www.masuyamiso.net

みそ、調味食品、甘酒など麹を使用した加工食品の製造・販売を
しております。

調味料・香辛料・原料・素材

芳醇無添加合わせみそ
無添加みそ

モンドセレクション金賞受賞した淡色味噌。
国産大麦・国産米と農薬を使っていない大豆を使用
し、低温でじっくりと熟成させた、無添加合わせ味噌
です。

麦と米の麹をたっぷりと使用した、合わせみそです。
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㈲進藤重晴商店
〒799-0431 愛媛県四国中央市寒川町3797-1
TEL: 0896-25-0313　FAX: 0896-25-2620
e-mail: info@p-l.jp

URL: http://miyone.com

果物等の植物の細胞壁の構造成分として、セルロース等他の成
分と結合して、植物細胞をつなぎ合わせる働きをしている天然の
多糖類です。人間の消化酵素では分解されないため、食物繊維と
して機能します。また、食後血糖値の低下や正常なコレステロー
ル値の維持に関する報告もあります。マルド～レは、そのペクチ
ンを多く使ったドレッシングです。

調味料・香辛料・原料・素材

マルド～レ
低カロリー・食物繊維を食べるドレッシング

柑橘の皮と内側の内果皮（ペクチンが多く含まれる
柑橘の実の部分を包んでいるじょうのう膜）を使い、
柑橘の成分を凝縮したペースト状のドレッシングで
す。

酸味と柑橘の爽やかな香りが、野菜を引き立てます。
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㈲進藤重晴商店
〒799-0431 愛媛県四国中央市寒川町3797-1
TEL: 0896-25-0313　FAX: 0896-25-2620
e-mail: info@p-l.jp

URL: http://miyone.com

果物等の植物の細胞壁の構造成分として、セルロース等他の成
分と結合して、植物細胞をつなぎ合わせる働きをしている天然の
多糖類です。人間の消化酵素では分解されないため、食物繊維と
して機能します。また、食後血糖値の低下や正常なコレステロー
ル値の維持に関する報告もあります。マルド～レは、そのペクチ
ンを多く使ったドレッシングです。

調味料・香辛料・原料・素材

マルド～レ
低カロリー・食物繊維を食べるドレッシング

柑橘の皮と内側の内果皮（ペクチンが多く含まれる
柑橘の実の部分を包んでいるじょうのう膜）を使い、
柑橘の成分を凝縮したペースト状のドレッシングで
す。

酸味と柑橘の爽やかな香りが、野菜を引き立てます。
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㈱ほんま
〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東2条3丁目2-1　
TEL: 011-851-1264　FAX: 011-854-9034
e-mail: takashima@e-honma.co.jp

URL: http://www.e-honma.co.jp/

明治三十九年の創業以来、100年以上北海道産の原材料にこだ
わり、素材の味を引き出す「まっすぐで正直なお菓子作り」を企業
理念にお菓子の製造をしております。「ほんま」は地元・月寒の皆
様からの、息の長いご支持をいただいた結果、おかげさまで1世
紀を迎えることができました。今後も北海道の皆様のご愛顧を礎
に、日本全国の皆様に喜んでいただけるお菓子を作り続けて参り
ます。

菓子・デザート

月寒あんぱん
100年以上愛され続けるロングセラー商品

北海道産小豆こしあんを使用し、薄皮で包んで焼き
上げた「月寒あんぱん」の他、50年以上作り続ける
「月寒ドーナツ」、砕いたクルミをこしあんに練り込
み焼き上げた「月寒まんじゅう」等の製造をしており
ます。

北海道産小豆100％のこしあんを薄皮で包んだ和菓子です。

㈱ほんま
〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東2条3丁目2-1　
TEL: 011-851-1264　FAX: 011-854-9034
e-mail: takashima@e-honma.co.jp

URL: http://www.e-honma.co.jp/

明治三十九年の創業以来、100年以上北海道産の原材料にこだ
わり、素材の味を引き出す「まっすぐで正直なお菓子作り」を企業
理念にお菓子の製造をしております。「ほんま」は地元・月寒の皆
様からの、息の長いご支持をいただいた結果、おかげさまで1世
紀を迎えることができました。今後も北海道の皆様のご愛顧を礎
に、日本全国の皆様に喜んでいただけるお菓子を作り続けて参り
ます。

菓子・デザート

月寒あんぱん
100年以上愛され続けるロングセラー商品

北海道産小豆こしあんを使用し、薄皮で包んで焼き
上げた「月寒あんぱん」の他、50年以上作り続ける
「月寒ドーナツ」、砕いたクルミをこしあんに練り込
み焼き上げた「月寒まんじゅう」等の製造をしており
ます。

北海道産小豆100％のこしあんを薄皮で包んだ和菓子です。
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㈲すがた
〒027-0021 岩手県宮古市藤原3丁目4番11号
TEL: 0193-71-2205　FAX: 0193-71-2206
e-mail: ikasenbei@gmail.com

URL: http://sugata-ikasenbei.com

陸中海岸の景観美しい、岩手県宮古市にて古くから愛されている
おせんべいです。地元三陸産のスルメイカを独自の製法で加工、
こだわりの味に焼き上げました。甘さの中から香る烏賊の風味
は、噛めば噛むほど味わいを増し、病み付きになる美味しさです。
宮古銘菓『いかせんべい』、ぜひご賞味ください。

菓子・デザート

元祖いかせんべい
陸中海岸・明治より続く伝統の味。

明治14年の創業以来、変わらぬ手焼製法。 三陸のス
ルメイカを自社加工により原料として使用。旨み成
分を抽出して焼き上げています。

元祖いかせんべい

㈲すがた
〒027-0021 岩手県宮古市藤原3丁目4番11号
TEL: 0193-71-2205　FAX: 0193-71-2206
e-mail: ikasenbei@gmail.com

URL: http://sugata-ikasenbei.com

陸中海岸の景観美しい、岩手県宮古市にて古くから愛されている
おせんべいです。地元三陸産のスルメイカを独自の製法で加工、
こだわりの味に焼き上げました。甘さの中から香る烏賊の風味
は、噛めば噛むほど味わいを増し、病み付きになる美味しさです。
宮古銘菓『いかせんべい』、ぜひご賞味ください。

菓子・デザート

元祖いかせんべい
陸中海岸・明治より続く伝統の味。

明治14年の創業以来、変わらぬ手焼製法。 三陸のス
ルメイカを自社加工により原料として使用。旨み成
分を抽出して焼き上げています。

元祖いかせんべい元祖元祖いかせいかせんんべせんべんべいい
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東北エンジニアリング㈱ 
〒020-0613 岩手県滝沢市大石渡2015番地
TEL: 019-688-6310　FAX: 019-688-5617
e-mail: nakazawa-a@te109.co.jp

URL: http://ringocchi.com

雪国岩手で育った健康な作物を原料として、からだに優しい自然
に沿った食品をお届けします。保存料などの添加物を使用してい
ない安心安全なドライフルーツ。他の例の無いしっとりとした食
感。砂糖などの甘味料を加えていない、無添加健康食品です。

菓子・デザート

人気のセミドライりんご「林檎っち」

セミドライリンゴ“林檎っち”，
黒ニンニク，ニンニクピクルス
人気の無添加・新食感の林檎ドライフルーツ
売り上げ全国1位を記録。子供から大人まで皆大好き
な無添加ドライフルーツ「林檎っち」。健康と美容を守
る「黒にんにく」。新発売の元気モリモリ「にんにくピク
ルス」。思わず手にとってみたくなる魅力の商品です！
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東北エンジニアリング㈱
〒020-0613 岩手県滝沢市大石渡2015番地
TEL: 019-688-6310　FAX: 019-688-5617
e-mail: nakazawa-a@te109.co.jp

URL: http://ringocchi.com

雪国岩手で育った健康な作物を原料として、からだに優しい自然
に沿った食品をお届けします。保存料などの添加物を使用してい
ない安心安全なドライフルーツ。他の例の無いしっとりとした食
感。砂糖などの甘味料を加えていない、無添加健康食品です。

菓子・デザート

人気のセミドライりんご「林檎っち」

セミドライリンゴ“林檎っち”，
黒ニンニク，ニンニクピクルス
人気の無添加・新食感の林檎ドライフルーツ
売り上げ全国1位を記録。子供から大人まで皆大好き
な無添加ドライフルーツ「林檎っち」。健康と美容を守
る「黒にんにく」。新発売の元気モリモリ「にんにくピク
ルス」。思わず手にとってみたくなる魅力の商品です！
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㈱ゆう幸
〒014-0801 秋田県大仙市戸地谷字赤関56
TEL: 0187-86-3088　FAX: 0187-86-3066
e-mail: sasakiyukioi0819@gmail.com

URL: http://kurakichi.jp/office/yukou

大粒な国産栗として知られている西明寺栗の中でも、そのルーツ
と言われている善兵衛種の善兵衛栗を使用したマロングラッセ
です。こだわりのギフト商品としてご提案いたしております。その
他、善兵衛栗を使用した商品として、渋皮煮、栗かのこ、パウンド
ケーキ、プリン等、使用シーンに合わせた商品をお楽しみいただ
けます。

菓子・デザート

善兵衛栗マロングラッセ
こだわりの和栗マロングラッセ

化学肥料不使用、燻蒸消毒処理を実施しないなど、
こだわりの栽培方法による善兵衛栗（西明寺栗）を
使用した高付加価値な栗菓子。一次加工からすべて
自社加工にて行うため、新鮮な状態で加工していま
す。

大粒国産栗を使用したマロングラッセ大粒国産栗を使用したマロングラッセ

11
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㈱ゆう幸
〒014-0801 秋田県大仙市戸地谷字赤関56
TEL: 0187-86-3088　FAX: 0187-86-3066
e-mail: sasakiyukioi0819@gmail.com

URL: http://kurakichi.jp/office/yukou

大粒な国産栗として知られている西明寺栗の中でも、そのルーツ
と言われている善兵衛種の善兵衛栗を使用したマロングラッセ
です。こだわりのギフト商品としてご提案いたしております。その
他、善兵衛栗を使用した商品として、渋皮煮、栗かのこ、パウンド
ケーキ、プリン等、使用シーンに合わせた商品をお楽しみいただ
けます。

菓子・デザート

善兵衛栗マロングラッセ
こだわりの和栗マロングラッセ

化学肥料不使用、燻蒸消毒処理を実施しないなど、
こだわりの栽培方法による善兵衛栗（西明寺栗）を
使用した高付加価値な栗菓子。一次加工からすべて
自社加工にて行うため、新鮮な状態で加工していま
す。

グラッセッング大粒国産栗を使用したマロング大粒国産栗を使用したマロン大粒大粒国産栗を栗をを使用使用したた グラグラマロングラッセマロングラッセマロングングラグラッセ
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（同）ミセスフリーズホームメイドアイスクリーム
〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町1-6-12  寿ビル1F  E号
TEL: 0467-23-1577　FAX: 0467-23-1577
e-mail: shigeuchino@mrsfreeze.com

URL: http://www.mrsfreeze.com

2003年ロサンゼルスにて創業し、2005年ロサンゼルス市主催カ
ウンティーフェアー乳製品コンテスト、ジェラート部門にて金賞受
賞！出品した5品目全てが金賞を受賞致しました。2010年より日本
にて営業開始致しました。

菓子・デザート

低糖、低脂肪、卵不使用　
身体に優しいホームメイドアイスクリーム　
及び低糖、低脂肪、なめらかプリンの素
ひと時の幸せをお届け致します。
ジェラートとプレミアムアイスクリームの優れた特徴
を両立させたアイスクリーム

ひと時の幸せをお届けいたします...

（同）ミセスフリーズホームメイドアイスクリーム
〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町1-6-12  寿ビル1F  E号
TEL: 0467-23-1577　FAX: 0467-23-1577
e-mail: shigeuchino@mrsfreeze.com

URL: http://www.mrsfreeze.com

2003年ロサンゼルスにて創業し、2005年ロサンゼルス市主催カ
ウンティーフェアー乳製品コンテスト、ジェラート部門にて金賞受
賞！出品した5品目全てが金賞を受賞致しました。2010年より日本
にて営業開始致しました。

菓子・デザート

低糖、低脂肪、卵不使用　
身体に優しいホームメイドアイスクリーム　
及び低糖、低脂肪、なめらかプリンの素
ひと時の幸せをお届け致します。
ジェラートとプレミアムアイスクリームの優れた特徴
を両立させたアイスクリーム

ひと時の幸せをお届けいたします...
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㈱穂高観光食品
〒399-8190 長野県安曇野市三郷温2824
TEL: 0263-77-2192　FAX: 0263-77-6320
e-mail: info@hks-ganko.co.jp

URL: http://www.hks-ganko.co.jp

日本古来の甘味料「米飴」と「百花蜜」を使用し、ふんわりときめ
細かく甘さ控えめのカステラに仕上げました。昔ながらの木枠を
用い、丁寧に窯で焼き上げ、1本1本に金箔をまぶした優雅な逸
品です。

菓子・デザート

善光寺金箔カステラ
7年に一度の御開帳記念プレミアムカステラ

七年に一度の、「信州善光寺・御開帳記念商品」とし
て認可を受けました。しっとりと柔らかな窯焼きカス
テラの上に、贅沢にも金箔をまぶしたリッチで上品
な味わいのプレミアムカステラです。

華やかな純金をモチーフにしたデザインは高級感を漂わせます

㈱穂高観光食品
〒399-8190 長野県安曇野市三郷温2824
TEL: 0263-77-2192　FAX: 0263-77-6320
e-mail: info@hks-ganko.co.jp

URL: http://www.hks-ganko.co.jp

日本古来の甘味料「米飴」と「百花蜜」を使用し、ふんわりときめ
細かく甘さ控えめのカステラに仕上げました。昔ながらの木枠を
用い、丁寧に窯で焼き上げ、1本1本に金箔をまぶした優雅な逸
品です。

菓子・デザート

善光寺金箔カステラ
7年に一度の御開帳記念プレミアムカステラ

七年に一度の、「信州善光寺・御開帳記念商品」とし
て認可を受けました。しっとりと柔らかな窯焼きカス
テラの上に、贅沢にも金箔をまぶしたリッチで上品
な味わいのプレミアムカステラです。

華やかな純金をモチーフにしたデザインは高級感を漂わせます



36

97

8B20-

高
知
県

9

8B20

高
知
県

㈲菱田ベーカリー 
〒788-0052 高知県宿毛市宿毛市和田340-1
TEL: 0880-62-0278　FAX: 0880-63-0005
e-mail: info@hishidapan.co.jp

                URL: http://hishidapan.co.jp

当社は高知県西南地域の学校給食をしており、学校とのかかわり
が多く、学校行事にも携わることが多いです。子供たちの為に安
心できる備えをと思い、当社で保存缶ラスクの開発に着手いたし
ました。台風銀座といわれるところだからこそ、防災への強い気持
ちがあり、当社としても取り組むこととなりました。地元高知県西
部の片島地区では、防災倉庫にこのラスクを保存しています。

菓子・デザート

自家製塩麹らすく
高知の素材をつかった保存食のらすく

素材には、土佐の完全天日塩と室戸海洋深層水を
使った自家製塩麹を練り込み、ほんのりと甘く仕上
げました。また、災害時の不足しがちな栄養素とし
て、カルシウムも強化しています。

子供たちの安全な未来のために備えを
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㈲菱田ベーカリー 
〒788-0052 高知県宿毛市宿毛市和田340-1
TEL: 0880-62-0278　FAX: 0880-63-0005
e-mail: info@hishidapan.co.jp

 URL: http://hishidapan.co.jp               

当社は高知県西南地域の学校給食をしており、学校とのかかわり
が多く、学校行事にも携わることが多いです。子供たちの為に安
心できる備えをと思い、当社で保存缶ラスクの開発に着手いたし
ました。台風銀座といわれるところだからこそ、防災への強い気持
ちがあり、当社としても取り組むこととなりました。地元高知県西
部の片島地区では、防災倉庫にこのラスクを保存しています。

菓子・デザート

自家製塩麹らすく
高知の素材をつかった保存食のらすく

素材には、土佐の完全天日塩と室戸海洋深層水を
使った自家製塩麹を練り込み、ほんのりと甘く仕上
げました。また、災害時の不足しがちな栄養素とし
て、カルシウムも強化しています。

子供たちの安全な未来のために備えを
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㈱梅月堂
〒859-0403 長崎県諫早市多良見町市布1530
TEL: 0957-43-5061　FAX: 0957-43-4502
e-mail: ba-gaisyo@ab.auone-net.jp

URL: http://www.baigetsudo.com/

クール便にて全国へお届けいたします。
梅月堂は、明治二十七年に長崎で創業。今年121年を迎えるお菓
子づくり専門の老舗です。今回長崎のソウルスィーツ「シースク
リーム」を紹介します。

菓子・デザート

シースクリーム
長崎で初めて販売された生クリーム入ケーキ

しっとりとした生地にカスタードクリームをサンド
し、北海道産の生クリームをのせて黄桃とパイン
アップルをトッピングした、昔懐かしいシンプルな味
わいのケーキです。

シースクリーム

99

長
崎
県

㈱梅月堂
〒859-0403 長崎県諫早市多良見町市布1530
TEL: 0957-43-5061　FAX: 0957-43-4502
e-mail: ba-gaisyo@ab.auone-net.jp

URL: http://www.baigetsudo.com/

クール便にて全国へお届けいたします。
梅月堂は、明治二十七年に長崎で創業。今年121年を迎えるお菓
子づくり専門の老舗です。今回長崎のソウルスィーツ「シースク
リーム」を紹介します。

菓子・デザート

シースクリーム
長崎で初めて販売された生クリーム入ケーキ

しっとりとした生地にカスタードクリームをサンド
し、北海道産の生クリームをのせて黄桃とパイン
アップルをトッピングした、昔懐かしいシンプルな味
わいのケーキです。

シースクリームシーースククリームスクリーム



37

6

8B20-

北
海
道

㈱谷口農場
〒078-8340 北海道旭川市東旭川町共栄255
TEL: 0166-34-6699　FAX: 0166-33-3048
e-mail: koseki@taniguchifarm.co.jp

URL: http://www.taniguchifarm.co.jp

谷口農場産有機栽培トマト100％のジュースです。甘味と酸味の
バランスのとれた自然なトマトジュースです。
谷口農場と富良野・美瑛などの近郊農家でとれた北海道産野菜
を濃縮還元ではなく、野菜をしぼったままの「ストレート果汁」で
仕上げた飲みやすい野菜ジュースです。

コーヒー・茶・飲料原料

14種類の北海道産
ストレート野菜ジュース、 
有機栽培トマトジュース
野菜そのままストレート果汁です。
北海道産100％の野菜ジュースです。トマト、スイカ、ビート、赤
ピーマン、ニンジン、カボチャ、メロン、とうもろこし、レモン、アス
パラ、りんご、野沢菜、小松菜、ケール、セロリが入っています。

㈱谷口農場
〒078-8340 北海道旭川市東旭川町共栄255
TEL: 0166-34-6699　FAX: 0166-33-3048
e-mail: koseki@taniguchifarm.co.jp

URL: http://www.taniguchifarm.co.jp

谷口農場産有機栽培トマト100％のジュースです。甘味と酸味の
バランスのとれた自然なトマトジュースです。
谷口農場と富良野・美瑛などの近郊農家でとれた北海道産野菜
を濃縮還元ではなく、野菜をしぼったままの「ストレート果汁」で
仕上げた飲みやすい野菜ジュースです。

コーヒー・茶・飲料原料

14種類の北海道産
ストレート野菜ジュース、 
有機栽培トマトジュース
野菜そのままストレート果汁です。
北海道産100％の野菜ジュースです。トマト、スイカ、ビート、赤
ピーマン、ニンジン、カボチャ、メロン、とうもろこし、レモン、アス
パラ、りんご、野沢菜、小松菜、ケール、セロリが入っています。
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㈱中郷屋
〒963-8025 福島県郡山市桑野3-20-15
TEL: 024-922-0888　FAX: 024-922-0889
e-mail: ito@nakagoya.com

URL: http://www.nakagoya.com/

花粉症は、杉花粉以外にも、それぞれの草木がその季節に引き起こす
もの。年間を通して花粉に悩む人が多くいます。花粉対策茶は、花粉を
使用せず、抗原（花粉）を作り出す草木の葉や茎を製茶して、お茶として、
その花粉が飛ぶ季節に体に取り込む積極的体質改善を目指す製品。
抹茶入玄米茶は、福島県郡山市一等米『あさか舞』を使用しています。こ
の高品質米の良さを存分に引き出すため、じっくりとふっくらに焙煎し、
滋味深い静岡の高級二番茶と香り豊かな抹茶を郡山の匠がブレンドし
ました。

コーヒー・茶・飲料原料

 

花粉対策茶 

花粉対策茶・ご当地米で作る
抹茶入り玄米茶
体にお茶を取り込もう・辛い時が飲み時
国内唯一、花粉対策茶。世界三大花粉症から複合花粉
症まで、年間を通した様々な花粉に悩む人に、それぞれ 
対応する１８種類の対策茶を開発製造。欧米で主流の
治療法の減感作療法の考えを基に、積極的にお茶を体
に取り込んで 花粉に馴染む体質に改善しましょう。

㈱中郷屋
〒963-8025 福島県郡山市桑野3-20-15
TEL: 024-922-0888　FAX: 024-922-0889
e-mail: ito@nakagoya.com

URL: http://www.nakagoya.com/

花粉症は、杉花粉以外にも、それぞれの草木がその季節に引き起こす
もの。年間を通して花粉に悩む人が多くいます。花粉対策茶は、花粉を
使用せず、抗原（花粉）を作り出す草木の葉や茎を製茶して、お茶として、
その花粉が飛ぶ季節に体に取り込む積極的体質改善を目指す製品。
抹茶入玄米茶は、福島県郡山市一等米『あさか舞』を使用しています。こ
の高品質米の良さを存分に引き出すため、じっくりとふっくらに焙煎し、
滋味深い静岡の高級二番茶と香り豊かな抹茶を郡山の匠がブレンドし
ました。

コーヒー・茶・飲料原料

花粉対策茶 

花粉対策茶・ご当地米で作る
抹茶入り玄米茶
体にお茶を取り込もう・辛い時が飲み時
国内唯一、花粉対策茶。世界三大花粉症から複合花粉
症まで、年間を通した様々な花粉に悩む人に、それぞれ 
対応する１８種類の対策茶を開発製造。欧米で主流の
治療法の減感作療法の考えを基に、積極的にお茶を体
に取り込んで 花粉に馴染む体質に改善しましょう。
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㈱吉田屋
〒311-1301  茨城県東茨城郡大洗町磯浜町546
TEL: 029-267-2069　FAX: 029-266-3217
e-mail: ume@kk-yoshidaya.co.jp

URL: http://www.kk-yoshidaya.co.jp

梅栽培面積全国3位の茨城から、これまで存在しなかった奇跡の
紅色新品種「露茜」を使用した梅シロップと、茨城県でしか栽培さ
れていないプレミアム品種「加賀地蔵」の梅干しをぜひお試しく
ださい。

コーヒー・茶・飲料原料

希少品種露茜を使用した、無添加無着色の赤い梅シロップ。
加賀地蔵は茨城県でしか栽培していない希少品種。

常陸乃梅シロップPureSweet露茜、
常陸乃梅「加賀地蔵」梅干
茨城の梅を観る梅から食す梅に！
梅シロップPureSweet露茜は無添加無着色でお子様で
も安心な健康的な梅シロップで、他の梅にはないアント
シアニンの成分が含まれています。加賀地蔵梅干しは、在
来品種ならではの深い梅の味わいが特徴の品種です。
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㈱吉田屋
〒311-1301  茨城県東茨城郡大洗町磯浜町546
TEL: 029-267-2069　FAX: 029-266-3217
e-mail: ume@kk-yoshidaya.co.jp

URL: http://www.kk-yoshidaya.co.jp

梅栽培面積全国3位の茨城から、これまで存在しなかった奇跡の
紅色新品種「露茜」を使用した梅シロップと、茨城県でしか栽培さ
れていないプレミアム品種「加賀地蔵」の梅干しをぜひお試しく
ださい。

コーヒー・茶・飲料原料

希少品種露茜を使用した、無添加無着色の赤い梅シロップ。
加賀地蔵は茨城県でしか栽培していない希少品種。加賀地蔵は茨城県でしか栽培していない希少品種。

常陸乃梅シロップPureSweet露茜、
常陸乃梅「加賀地蔵」梅干
茨城の梅を観る梅から食す梅に！
梅シロップPureSweet露茜は無添加無着色でお子様で
も安心な健康的な梅シロップで、他の梅にはないアント
シアニンの成分が含まれています。加賀地蔵梅干しは、在
来品種ならではの深い梅の味わいが特徴の品種です。
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㈱川内美登子・植物代替療法研究所 
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-1　紙パルプ会館11Ｆ
TEL: 03-3546-0591　FAX: 03-3546-0592
e-mail: info@shinriandherbschool-belle.com

URL: http://www.shinriandherbschool-belle.com/

弊社は銀座でハーブ教室を開設して今年で10年目、1,200名余の
修了生を輩出しております。 また、オリジナルブレンドハーブ
ティーを制作販売して4年目になります。 その製品の品質は国内・
海外を問わず高評価を得ております。 昨年から国産のハーブを
使用して、地域振興・活性化のため新しいブレンドハーブティー
の開発に力を入れています。

コーヒー・茶・飲料原料

国産のサフランを使ったオリジナルブレンドハーブティー、
サフランブレンドティーとサフランローズティーの2種類のパッケージです。

47都道府県地域資源活用
オリジナルブレンドハーブティー
ALL Japan,ハーブの中心は日本！
日本47都道府県の地域資源、いわゆる日本国産のハーブ
材料活用して特徴あるブレンドハーブティーを制作して
います。 そのハーブを使って、ブライダル仕様、贈答品仕
様のパッケージ（中身はティーバッグ）を制作致しました。
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LJA JAPAN㈱
〒220-0074 神奈川県横浜市西区南浅間町8-22　河本ビル203
TEL: 045-334-7657　FAX: 045-330-7695
e-mail: info@ljajapan.com

URL: http://www.kopi-luwak.jp

ギフトとしてのお引き合いを多くいただいております製品です。
「最高の何か」をお探しのお客様にピッタリの逸品です。
また、コピルアックを利用したオリジナル製品のご提案もさせて
いただきます。現在「バームクーヘン」、「チョコレート」での実績
がございます。お手持ちの商品に、付加価値をお付けになりたい
お客様からのお問合せをお待ちしております。

コーヒー・茶・飲料原料

コピルアックコーヒー、
またの名をジャコウネココーヒー
最高級コーヒーをインドネシアからの皆様へ
日本ではまだ珍しいインドネシアの特産品、コピル
アックを展示しております。コピルアックの関連製品
として、お手頃タイプのドリップ式、リキュール、アイ
スコーヒー等も展示しております。

コピルアックを使用した日本酒ベースのリキュールです。

LJA JAPAN㈱
〒220-0074 神奈川県横浜市西区南浅間町8-22　河本ビル203
TEL: 045-334-7657　FAX: 045-330-7695
e-mail: info@ljajapan.com

URL: http://www.kopi-luwak.jp

ギフトとしてのお引き合いを多くいただいております製品です。
「最高の何か」をお探しのお客様にピッタリの逸品です。
また、コピルアックを利用したオリジナル製品のご提案もさせて
いただきます。現在「バームクーヘン」、「チョコレート」での実績
がございます。お手持ちの商品に、付加価値をお付けになりたい
お客様からのお問合せをお待ちしております。

コーヒー・茶・飲料原料

コピルアックコーヒー、
またの名をジャコウネココーヒー
最高級コーヒーをインドネシアからの皆様へ
日本ではまだ珍しいインドネシアの特産品、コピル
アックを展示しております。コピルアックの関連製品
として、お手頃タイプのドリップ式、リキュール、アイ
スコーヒー等も展示しております。

コピルアックを使用した日本酒ベースのリキュールです。ピルア クを使コピルピルアルアックッククをを使用使用したた日本酒酒ベースのリキュール本酒ベ酒ベーースのリキュールでですルですです。。す。

65

8B20-

京
都
府

㈱西出製茶場
〒610-0201 京都府綴喜郡宇治田原町禅定寺東奥谷59番地
TEL: 0774-88-2200　FAX: 0774-88-5289
e-mail: nishide@kagoya.net

URL: http://www.nishide.com/

京ふか冠茶は、大切なお客様へのおもてなしにご使用いただけ
る最上級宇治茶です。濃厚な甘みとこく、芳醇かつ新鮮な香りに
よって、贅沢なくつろぎの時間をご提供します。またポットのお湯
で数十秒、冷水でも数分あれば、濃厚でまろやかな本格的な宇治
茶を、すぐさまお客様にお出しすることができます。

コーヒー・茶・飲料原料

京ふか冠茶
宇治のもてなし深蒸し茶
京ふか冠茶は、被覆日数が管理された茶園で栽培さ
れた茶葉のみを使用し、深蒸し製法で製造されてい
ます。その結果、玉露のようなうま味の深いお茶の味
と、鮮やかな緑色のお茶の色を実現しました。さらに
遠赤外線の直火による焙煎を１葉1葉に直接当てる
ことができる新技術によって、かぶせ茶独自のコクと
うまみを引き出し、香ばしい香りを付け加えています。

京都産茶葉100％使用の新ブランド宇治茶です。

㈱西出製茶場
〒610-0201 京都府綴喜郡宇治田原町禅定寺東奥谷59番地
TEL: 0774-88-2200　FAX: 0774-88-5289
e-mail: nishide@kagoya.net

URL: http://www.nishide.com/
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で数十秒、冷水でも数分あれば、濃厚でまろやかな本格的な宇治
茶を、すぐさまお客様にお出しすることができます。

コーヒー・茶・飲料原料

京ふか冠茶
宇治のもてなし深蒸し茶
京ふか冠茶は、被覆日数が管理された茶園で栽培さ
れた茶葉のみを使用し、深蒸し製法で製造されてい
ます。その結果、玉露のようなうま味の深いお茶の味
と、鮮やかな緑色のお茶の色を実現しました。さらに
遠赤外線の直火による焙煎を１葉1葉に直接当てる
ことができる新技術によって、かぶせ茶独自のコクと
うまみを引き出し、香ばしい香りを付け加えています。

京都産茶葉100％使用の新ブランド宇治茶です。
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㈱ゼンヤクノー
〒680-0905 鳥取県鳥取市賀露町4001
TEL: 0857-28-2521　FAX: 0857-28-4688
e-mail: info@8930.co.jp

URL: http://www.zenyakuno.jp

鳥取県産のハトムギを100％使用した「鳥取はとむぎ茶」。北海道
産のチコリを珈琲風味に仕上げた「ちこりコーヒー」。鳥取県のナ
タマメを使用した香ばしい風味の「なたまめ茶」。岡山県産の黒
大豆を使用したほのかな甘い香りの「作州黒豆茶」。国内で自生
するドクダミをお使用し美味しく焙煎した「どくだみ茶」。
国内で栽培されたハトムギ、黒大豆など五種類の穀物を使用して
まろやかな風味に仕上げた「五穀かおり茶」。ゼンヤクノーは身体
にやさしい健康茶をご提案します。

コーヒー・茶・飲料原料

鳥取はとむぎ茶
鳥取県産ハトムギを100％使用

生産者と直接に契約栽培を行い、原料の仕入れから
製品の製造まで自社工場で行なっています。
ISO22000を認証取得した工場で生産し、安全衛生
の管理向上に努めています。

鳥取県で栽培されたハトムギを100％使用した｢はとむぎ茶｣です。
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まろやかな風味に仕上げた「五穀かおり茶」。ゼンヤクノーは身体
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鳥取はとむぎ茶
鳥取県産ハトムギを100％使用

生産者と直接に契約栽培を行い、原料の仕入れから
製品の製造まで自社工場で行なっています。
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㈱スカルパ
〒852-8106 長崎県長崎市岩川町2-3　池田ビル5階　　
TEL: 095-844-0338　FAX: 095-844-0348
e-mail: nagasaki.yume@scarpa.co.jp

長崎の茂木びわの種と葉のみを使用した、ノンカフェインのお茶
です。発酵させない独自のダブル焙煎工法で製造し、香ばしい香
りの中に感じる甘い味わいが特徴です。脂っこいお食事との相性
もピッタリです。

コーヒー・茶・飲料原料

長崎ゆめびわ種茶
長崎生まれ、おいしい休息。

秘訣は「ダブル焙煎工法」にあり！上品な甘みと香ば
しさ、豊かな風味とまろやかさの、調和した美味しさ
が生まれます。

コーヒー・茶・飲料原料

URL: http://biwa-cha.com
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㈱福山物産
〒899-6405 鹿児島県霧島市溝辺町崎森2770-3
EL: 0995-58-2905　FAX: 0995-58-3744
e-mail: info@kurozuya.co.jp

URL: http://www.kurozuya.co.jp

黒酢のふる里、鹿児島県福山町の地で先祖代々200年受け継が
れてきた伝統製法「かめ壷仕込み」によって製造された純玄米黒
酢です。福山町の温暖な気候と風土を利用し、一年半以上もの長
い時間を掛けて発酵熟成させることにより、まろやかな味わいが
生まれます。

コーヒー・茶・飲料原料

純玄米黒酢
かめ壷仕込み製法で製造した純玄米黒酢

玄米と地下水だけを原料とし、かめ壷の中で一年半
以上も長い間自然静置発酵させた純玄米黒酢は、ア
ミノ酸、有機酸、ミネラルを豊富に含んでおり、まろ
やかな酸味が特徴です。

鹿児島県福山町のかめ壷畑

㈱福山物産
〒899-6405 鹿児島県霧島市溝辺町崎森2770-3
EL: 0995-58-2905　FAX: 0995-58-3744
e-mail: info@kurozuya.co.jp

URL: http://www.kurozuya.co.jp
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い時間を掛けて発酵熟成させることにより、まろやかな味わいが
生まれます。

コーヒー・茶・飲料原料
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かめ壷仕込み製法で製造した純玄米黒酢

玄米と地下水だけを原料とし、かめ壷の中で一年半
以上も長い間自然静置発酵させた純玄米黒酢は、ア
ミノ酸、有機酸、ミネラルを豊富に含んでおり、まろ
やかな酸味が特徴です。

鹿児島県福山町のかめ壷畑鹿鹿児島県福県福山町のかめ壷畑山町のかめ壷畑畑
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㈱バイオアグリたかす
〒071-1202 北海道上川郡鷹栖町南2条2丁目1番地
TEL: 0166-87-5032　FAX: 0166-87-5041
e-mail: baio.aguri@dream.com

製造期間はトマトが最高の条件で熟する7月中旬から9月下旬ま
でのわずか2ヶ月半のシーズンパック。ジュースになるために育て
られ、酸味と甘みのバランスが絶妙なトマト。使用原料は完熟の
みを使用しています。手作業で厳選しているのため、手間がかか
り大量生産ができません。数量に限りがあります。健康第一を考
えた私たちのこだわりと心意気のトマトジュースを存分に味わっ
てください。

ソフトドリンク・水

大雪山トマトジュース
北海道はうまい
「食材王国北海道」からの提案！このトマトジュースは大雪山系か
らのミネラルをたくさん含んだ水源の恩恵を受けた、栄養豊富な
土壌から誕生しました。赤色系トマト『RS13』という大変希少価値
の高い品種のみで製造しており余分な水分がなくなるまで煮詰
めて濃厚なジュースに仕上げています。「トマトが嫌いな方・トマ
トジュースが苦手な人」でも受け入れてもらえる商品です。

北海道の大地で育った、自然の恵み

㈱バイオアグリたかす
〒071-1202 北海道上川郡鷹栖町南2条2丁目1番地
TEL: 0166-87-5032　FAX: 0166-87-5041
e-mail: baio.aguri@dream.com
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られ、酸味と甘みのバランスが絶妙なトマト。使用原料は完熟の
みを使用しています。手作業で厳選しているのため、手間がかか
り大量生産ができません。数量に限りがあります。健康第一を考
えた私たちのこだわりと心意気のトマトジュースを存分に味わっ
てください。

ソフトドリンク・水

大雪山トマトジュース
北海道はうまい
「食材王国北海道」からの提案！このトマトジュースは大雪山系か
らのミネラルをたくさん含んだ水源の恩恵を受けた、栄養豊富な
土壌から誕生しました。赤色系トマト『RS13』という大変希少価値
の高い品種のみで製造しており余分な水分がなくなるまで煮詰
めて濃厚なジュースに仕上げています。「トマトが嫌いな方・トマ
トジュースが苦手な人」でも受け入れてもらえる商品です。

北海道の大地で育った、自然の恵み北海北海道道の大地で育った、自然の恵み海道の大地大地で地で育で育った、自然の恵み恵み
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赤武酒造㈱
〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡1-8-60
TEL: 019-681-8895　FAX: 019-681-8897
e-mail: hide3650@gmail.com

URL: http://www.akabu1.com/

地元の素材にとことんこだわった商品造りをしております。アル
コール感が極めて少なく、素材の魅力を引き出す独自の製法で
製造したリキュールです。氷を入れたり、お湯で割ったり、カクテ
ルにしたりと、飲み方はお好みでどうぞ。食後のデザートにぴった
りな楽しいお酒です！

アルコール飲料

Liqueur Sweets　
いわて山ぶどう
デザート感覚で楽しめるリキュールです！
ポリフェノールや鉄分が豊富に含まれた山ぶどうの
果汁をたっぷりと使用。岩手の誇る山ぶどうの風味
をいかした自然の香りとさわやかな口あたりの甘
酸っぱいスイーツリキュールです。

山ぶどうの自然の甘さと風味が楽しめるリキュールです。
寒い日は温めて、レモンや蜂蜜を入れてお楽しみください。
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Liqueur Sweets　
いわて山ぶどう
デザート感覚で楽しめるリキュールです！
ポリフェノールや鉄分が豊富に含まれた山ぶどうの
果汁をたっぷりと使用。岩手の誇る山ぶどうの風味
をいかした自然の香りとさわやかな口あたりの甘
酸っぱいスイーツリキュールです。

山ぶどうの自然の甘さと風味が楽しめるリキュールです。
寒い日は温めて、レモンや蜂蜜を入れてお楽しみください。
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佐々木酒造㈱
〒602-8152 京都府京都市上京区日暮通椹木町下ル北伊勢屋町727　
TEL: 075-841-8106　FAX: 075-801-2582
e-mail: ishida@jurakudai.com

URL: http://jurakudai.com/

平成26年度全国新酒鑑評会にて金賞、2013IWC(SAKE部門純米
吟醸・純米大吟醸の部)にてGOLD受賞など国内外からご評価頂
いております。小さな蔵元だからこそできる手間暇をかけた至極
の日本酒をぜひ一度ご賞味下さい。

アルコール飲料

白い銀明水
手軽に栄養補給！米から作る清涼飲料
日本酒造りの四段仕込みなどの際に用いる麹糖化
技術を活用した従来の甘酒とは一線を画した清涼
飲料水です。酵母によるアルコール醗酵を除き、精
米から日本酒と同じ工程で製造しています。梅のエ
キスを加えることで甘酸っぱくさっぱりとした口あた
りに仕上げました。

66
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佐々木酒造㈱
〒602-8152 京都府京都市上京区日暮通椹木町下ル北伊勢屋町727　
TEL: 075-841-8106　FAX: 075-801-2582
e-mail: ishida@jurakudai.com

URL: http://jurakudai.com/

平成26年度全国新酒鑑評会にて金賞、2013IWC(SAKE部門純米
吟醸・純米大吟醸の部)にてGOLD受賞など国内外からご評価頂
いております。小さな蔵元だからこそできる手間暇をかけた至極
の日本酒をぜひ一度ご賞味下さい。

アルコアルコアルコ 飲ル飲ール飲ール飲料料料料

白い銀明水
手軽に栄養補給！米から作る清涼飲料
日本酒造りの四段仕込みなどの際に用いる麹糖化
技術を活用した従来の甘酒とは一線を画した清涼
飲料水です。酵母によるアルコール醗酵を除き、精
米から日本酒と同じ工程で製造しています。梅のエ
キスを加えることで甘酸っぱくさっぱりとした口あた
りに仕上げました。
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菊水酒造㈱
〒784-0004 高知県安芸市本町4丁目6-25
TEL: 0887-35-3501　FAX: 0887-35-3503
e-mail: kikusui@tosa-kikusui.co.jp

URL: http://www.tosa-kikusui.co.jp

日本に数社しかないラム製造メーカーです。本土（沖縄や奄美地
方など島嶼地域を除いた日本）では初めてのラム酒です。甘い香
りと味わい、すっきりとした飲み口が特徴で、 ロックがお勧めで
す。一般的なラム酒とも、黒糖焼酎とも異なる甘く深い味わいが
楽しめます。

アルコール飲料

ジャパニーズラム　龍馬
【高知県産】自社畑さとうきびの熟成ラム酒
江戸時代、日本酒の蔵元として創業以来、全国初の
低温醸造・貯蔵設備を考案する等、革新の精神を企
業理念として、今日に至っています。現在では、清酒
醸造で培った高い技術力・設備を、焼酎・リキュー
ル・果実酒等の製造にも応用し、「オンリーワン商
品」の開発、お客様のニーズに合わせた商品開発を
行っております。

【国産】高知さとうきび畑で作った香り高いラム【2年熟成】

菊水酒造㈱
〒784-0004 高知県安芸市本町4丁目6-25
TEL: 0887-35-3501　FAX: 0887-35-3503
e-mail: kikusui@tosa-kikusui.co.jp

URL: http://www.tosa-kikusui.co.jp

日本に数社しかないラム製造メーカーです。本土（沖縄や奄美地
方など島嶼地域を除いた日本）では初めてのラム酒です。甘い香
りと味わい、すっきりとした飲み口が特徴で、 ロックがお勧めで
す。一般的なラム酒とも、黒糖焼酎とも異なる甘く深い味わいが
楽しめます。

アルコアルコアルコ ル飲ール飲ール飲料料料

ジャパニーズラム　龍馬
【高知県産】自社畑さとうきびの熟成ラム酒
江戸時代、日本酒の蔵元として創業以来、全国初の
低温醸造・貯蔵設備を考案する等、革新の精神を企
業理念として、今日に至っています。現在では、清酒
醸造で培った高い技術力・設備を、焼酎・リキュー
ル・果実酒等の製造にも応用し、「オンリーワン商
品」の開発、お客様のニーズに合わせた商品開発を
行っております。

【国産】高知さとうきび畑で作った香り高いラム【2年熟成】
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白神手づくり工房㈲
〒016-0825 秋田県能代市柳町4番28号　
TEL: 0185-54-5405　FAX: 0185-54-5404
e-mail: s-sasara@shirakamai-sasara.co.jp

URL: http://www.shirakami-sasara.co.jp

世界自然遺産白神山地で発見された乳酸菌「白神ささら」は、自
然由来の素材としてGABAという成分をつくり出すなどの機能性
もあり、各方面から注目されています。 当社ではいち早く研究開
発に着手し、 乳酸菌甘酒「白神ささら」を完成させました。

機能性食品・健康志向食品

乳酸菌甘酒「白神ささら」
日本の伝統、発酵のちから
世界自然遺産白神山地から生まれた乳酸菌「白神さ
さら」と、秋田県産「あきたこまちの米糀」を「白神山
水」で仕込みました。 甘酸っぱくてフルーティーな乳
酸発酵飲料です。１本当たりGABA（γ-アミノ酪酸）
を、５１ｍｇ含有しております。（１日の必要量は１
０－５０ｍｇです。）

白神手づくり工房㈲
〒016-0825 秋田県能代市柳町4番28号　
TEL: 0185-54-5405　FAX: 0185-54-5404
e-mail: s-sasara@shirakamai-sasara.co.jp

URL: http://www.shirakami-sasara.co.jp

世界自然遺産白神山地で発見された乳酸菌「白神ささら」は、自
然由来の素材としてGABAという成分をつくり出すなどの機能性
もあり、各方面から注目されています。 当社ではいち早く研究開
発に着手し、 乳酸菌甘酒「白神ささら」を完成させました。

機能性食品・健康志向食品

乳酸菌甘酒「白神ささら」
日本の伝統、発酵のちから
世界自然遺産白神山地から生まれた乳酸菌「白神さ
さら」と、秋田県産「あきたこまちの米糀」を「白神山
水」で仕込みました。 甘酸っぱくてフルーティーな乳
酸発酵飲料です。１本当たりGABA（γ-アミノ酪酸）
を、５１ｍｇ含有しております。（１日の必要量は１
０－５０ｍｇです。）
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㈱さくら工房
〒225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町1161-11　B1-C
TEL: 045-482-9848　FAX: 045-482-9849
e-mail: info@sakura-factory.jp

URL: http://www.sakura-factory.jp

「惣菜そぼろ」「米粉シフォンケーキ」「スープゼリー」はどれも機
能性を重視し、極力添加物を使っておりません。ま（豆）・ご（ご
ま）・は（わかめ・海草）・や（野菜）・さ（魚）・しい（しいたけ・茸類）
をとりいれたそぼろや、旬の果物や野菜を入れた米粉100%のシ
フォンケーキや、低カロリーで温めて食べるスープゼリーなど、機
能性かつ美味しさを求めた製品群です。

機能性食品・健康志向食品

惣菜そぼろ、米粉シフォンケーキ、
スープゼリー
パパッと時短食材＆機能性スイーツ
子育て中のお母さん、一人暮らしの方、シニアの方、何かと忙しくちゃんとご飯を作り
たいけどなかなか時間がとれない。そんな方々へ、そのままでも美味しく・混ぜるだ
け・和えるだけで栄養満点の１品が作れてしまう「惣菜そぼろ」、そして、お子様やお年
寄りの方々にも安心して召し上がっていただける、機能性と味を追求したスイーツ「米
粉シフォンケーキ」と「スープゼリー」で愉しい食卓をご提供させていただきます。

パパッと食べれる食材

333
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㈱さくら工房
〒225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町1161-11　B1-C
TEL: 045-482-9848　FAX: 045-482-9849
e-mail: info@sakura-factory.jp

URL: http://www.sakura-factory.jp

「惣菜そぼろ」「米粉シフォンケーキ」「スープゼリー」はどれも機
能性を重視し、極力添加物を使っておりません。ま（豆）・ご（ご
ま）・は（わかめ・海草）・や（野菜）・さ（魚）・しい（しいたけ・茸類）
をとりいれたそぼろや、旬の果物や野菜を入れた米粉100%のシ
フォンケーキや、低カロリーで温めて食べるスープゼリーなど、機
能性かつ美味しさを求めた製品群です。

機能性機能性機能性食品食品・食品・健康志健康志健康志向食品向食品向食品

惣菜そぼろ、米粉シフォンケーキ、
スープゼリー
パパッと時短食材＆機能性スイーツ
子育て中のお母さん、一人暮らしの方、シニアの方、何かと忙しくちゃんとご飯を作り
たいけどなかなか時間がとれない。そんな方々へ、そのままでも美味しく・混ぜるだ
け・和えるだけで栄養満点の１品が作れてしまう「惣菜そぼろ」、そして、お子様やお年
寄りの方々にも安心して召し上がっていただける、機能性と味を追求したスイーツ「米
粉シフォンケーキ」と「スープゼリー」で愉しい食卓をご提供させていただきます。

パパッと食べれる食材
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㈱芝寿し
〒921-8052 石川県金沢市保古3-183-2
TEL: 076-240-4567　FAX: 076-240-7754
e-mail: ooshima@shibazushi.jp

URL: http://www.shibazushi.jp/

作り立ての味を再現するために研究開発し実現した冷凍技術に
て好きな時に手軽に召し上がることができる商品です。
使用しているお米は“農家の顔が見える”安全・安心のお米です。
(平成25年度　農商工連携認定事業です)

機能性食品・健康志向食品

笹蒸し寿し、小袖棒寿し
温めて楽しむズワイ蟹の寿司
「笹蒸し寿し」は電子レンジで簡単調理！短時間でア
ツアツの“お・も・て・な・し”!!　新タイプの冷凍蒸し寿
しです。（牛しぐれ煮、ぶり照焼き、ずわい蟹・・・など）
「小袖棒寿し」は自然解凍で、だれでも手軽で手間要
らず！冷凍とは感じさせない、作り立ての美味しさを
再現した冷凍寿しです。（タラバ蟹、ずわい蟹、甘え
び、あなご・・・など）

奥から笹蒸し寿し（ずわい蟹）、小袖棒寿し（甘えび、タラバ蟹）

55
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㈱芝寿し
〒921-8052 石川県金沢市保古3-183-2
TEL: 076-240-4567　FAX: 076-240-7754
e-mail: ooshima@shibazushi.jp

URL: http://www.shibazushi.jp/

作り立ての味を再現するために研究開発し実現した冷凍技術に
て好きな時に手軽に召し上がることができる商品です。
使用しているお米は“農家の顔が見える”安全・安心のお米です。
(平成25年度　農商工連携認定事業です)

機能性機能性機能性機能性食食品食品・食品・健康志健康志健康志健康志向食向食品向食品向食品

笹蒸し寿し、小袖棒寿し
温めて楽しむズワイ蟹の寿司
「笹蒸し寿し」は電子レンジで簡単調理！短時間でア
ツアツの“お・も・て・な・し”!!　新タイプの冷凍蒸し寿
しです。（牛しぐれ煮、ぶり照焼き、ずわい蟹・・・など）
「小袖棒寿し」は自然解凍で、だれでも手軽で手間要
らず！冷凍とは感じさせない、作り立ての美味しさを
再現した冷凍寿しです。（タラバ蟹、ずわい蟹、甘え
び、あなご・・・など）

奥から笹蒸し寿し（ずわい蟹）、小袖棒寿し（甘えび、タラバ蟹）奥から笹蒸し寿 ずわい蟹 小袖棒寿 甘え奥から笹蒸し寿し寿し（ずわずわい蟹）、小袖小袖棒棒寿し（甘え甘えびび、タラバ蟹）えびび、タラバ蟹バ蟹））
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ABS㈱
〒476-0011 愛知県東海市富木島町山中70-1
TEL: 052-603-2172　FAX: 052-603-3505
e-mail: info@abskonnyaku.com

URL: http://www.abskonnyaku.com

糖質制限　ABS乾燥コンニャクは、国際特許取得製品です。カロ
リー、糖質を抑えるのはもちろんの事、食感等を改善し、従来のこ
んにゃくでは不可能だった様々な加工特性を改良することによっ
て、様々な食品に幅広く応用できます。

機能性食品・健康志向食品

糖質制限食品
（ご飯、パン、麺類、他） 
糖質制限食品
糖質制限食品です。
低糖質の食材から最終商品まで幅広くご提案しま
す。

簡単に出来る、究極の糖質制限パン用ミックス粉

ABS㈱
〒476-0011 愛知県東海市富木島町山中70-1
TEL: 052-603-2172　FAX: 052-603-3505
e-mail: info@abskonnyaku.com

URL: http://www.abskonnyaku.com

糖質制限　ABS乾燥コンニャクは、国際特許取得製品です。カロ
リー、糖質を抑えるのはもちろんの事、食感等を改善し、従来のこ
んにゃくでは不可能だった様々な加工特性を改良することによっ
て、様々な食品に幅広く応用できます。

機能性機能性機能性食品食品・食品・健康志健康志健康志向食品向食品向食品

糖質制限食品
（ご飯、パン、麺類、他） 
糖質制限食品
糖質制限食品です。
低糖質の食材から最終商品まで幅広くご提案しま
す。

簡単に出来る、究極の糖質制限パン用ミックス粉
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㈲牧野商店
〒519-2144 三重県松阪市八太町480　
TEL: 0598-29-2206　FAX: 0598-29-1303
e-mail: makinosh@poplar.ocn.ne.jp

URL: http://www.makino-sh.com/

出展製品の中で一押しである、伊勢志摩あおさのりこんにゃくは、
「ばた練り製法」「釜炊きあく抜き製法」を用い、こだわりの製法で
柔らか食感に仕上げています。また、従来の粉末あおのりを使用
しているものとは異なり、あおさのりをそのまま使用しているの
で、磯の風味も程よく、外観からもあおさのりがたっぷり入ってい
るのがよくわかります。水洗いのみでそのまま使用できます。

機能性食品・健康志向食品

伊勢志摩産あおさのり、伊勢ひじき、伊勢いもをそのまま練り込み、
優しい食感に仕上げたこんにゃくです。

伊勢志摩あおさのり・伊勢ひじき・
伊勢いもこんにゃく、米粉仕込み蒟蒻うどん
伊勢路の名産を活用したヘルシーこんにゃく
伊勢志摩あおさのり、伊勢ひじき、伊勢いも、米粉を活用し
たこんにゃく。こんにゃく特有の臭みが無く、味のしみ込みと
食感がよいので、和洋中問わず様々な調理に活用できま
す。全て水洗いのみでそのまま使用できます。小売用、業務
用、ギフト用など様々なニーズに合わせて御提案出来ます。

㈲牧野商店
〒519-2144 三重県松阪市八太町480　
TEL: 0598-29-2206　FAX: 0598-29-1303
e-mail: makinosh@poplar.ocn.ne.jp

URL: http://www.makino-sh.com/

出展製品の中で一押しである、伊勢志摩あおさのりこんにゃくは、
「ばた練り製法」「釜炊きあく抜き製法」を用い、こだわりの製法で
柔らか食感に仕上げています。また、従来の粉末あおのりを使用
しているものとは異なり、あおさのりをそのまま使用しているの
で、磯の風味も程よく、外観からもあおさのりがたっぷり入ってい
るのがよくわかります。水洗いのみでそのまま使用できます。

機能性機能性機能性機能性食食品食品・食品・健康志健康志健康志健康志向食向食品向食品向食品

伊勢志摩産あおさのり、伊勢ひじき、伊勢いもをそのまま練り込み、伊勢志摩産あおさのり、伊勢ひじき、伊勢いもをそのまま練り込み伊勢志摩産あおさのり 伊勢ひじき 伊勢いもをそのまま練り込伊勢伊勢志勢志志摩産摩産あおさのり、伊勢伊勢ひ勢ひじきき、伊勢伊勢いもをもををそのまま練り込み込み、
優しい食感に仕上げたこんにゃくです。優しい食食感食感に仕上げたこんに上げたげたここんにゃくですゃくでくですです。。す。

伊勢志摩あおさのり・伊勢ひじき・
伊勢いもこんにゃく、米粉仕込み蒟蒻うどん
伊勢路の名産を活用したヘルシーこんにゃく
伊勢志摩あおさのり、伊勢ひじき、伊勢いも、米粉を活用し
たこんにゃく。こんにゃく特有の臭みが無く、味のしみ込みと
食感がよいので、和洋中問わず様々な調理に活用できま
す。全て水洗いのみでそのまま使用できます。小売用、業務
用、ギフト用など様々なニーズに合わせて御提案出来ます。
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小川食品工業㈱
〒617-0833 京都府長岡京市神足四反田13　
TEL: 075-951-4381　FAX: 075-953-1517
e-mail: kondou@takenoko.co.jp

URL: http://www.takenoko.co.jp

お陰様で創業88年を迎えることができました。京たけのこの栽培から、水
煮缶詰・佃煮・惣菜そして冷凍製品まで本物にこだわり、国産にこだわり続
けてきました。そして、今注目の健康油と呼ばれる(栄養価の高い）こめ油と
米油ドレッシングは国産にこだわり、今では幅広くご利用頂いております。
200年以上継続されている伝統栽培方法で育てられ、柔らかくて旨みのあ
る「京たけのこ」に国産のちりめんと山椒で炊合せたベストミックスの佃煮
です。弊社の一番人気の商品で、 混ぜご飯にしても美味しくお手軽に召し
上がって頂けます。こめ油は国産原料を使用してます。

機能性食品・健康志向食品

竹の子水煮、佃煮、惣菜、
こめ油、こめ油ドレッシング
柔らかくて美味しい　京都産たけのこ使用

「京たけのこ」の栽培から、竹の子水煮・佃煮・惣菜・
冷凍までと、今注目の栄養価抜群のこめ油・米油ド
レッシングです。是非ご賞味の程、お試しください。

京たけのこにちりめんと山椒を炊き合わせた
ベストミックスの佃煮です。混ぜご飯にも広くご利用されています。
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小川食品工業㈱
〒617-0833 京都府長岡京市神足四反田13　
TEL: 075-951-4381　FAX: 075-953-1517
e-mail: kondou@takenoko.co.jp

URL: http://www.takenoko.co.jp

お陰様で創業88年を迎えることができました。京たけのこの栽培から、水
煮缶詰・佃煮・惣菜そして冷凍製品まで本物にこだわり、国産にこだわり続
けてきました。そして、今注目の健康油と呼ばれる(栄養価の高い）こめ油と
米油ドレッシングは国産にこだわり、今では幅広くご利用頂いております。
200年以上継続されている伝統栽培方法で育てられ、柔らかくて旨みのあ
る「京たけのこ」に国産のちりめんと山椒で炊合せたベストミックスの佃煮
です。弊社の一番人気の商品で、 混ぜご飯にしても美味しくお手軽に召し
上がって頂けます。こめ油は国産原料を使用してます。

機能性機能性機能性食品食品・食品・健康志健康志健康志向食品向食品向食品

竹の子水煮、佃煮、惣菜、
こめ油、こめ油ドレッシング
柔らかくて美味しい　京都産たけのこ使用

「京たけのこ」の栽培から、竹の子水煮・佃煮・惣菜・
冷凍までと、今注目の栄養価抜群のこめ油・米油ド
レッシングです。是非ご賞味の程、お試しください。

京たけのこにちりめんと山椒を炊き合わせた
ベストミックスの佃煮です。混ぜご飯にも広くご利用されています。
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グリーンリバース
〒402-0228 山梨県南都留郡道志村長又１２６１１－１
TEL: 0555-52-2769
e-mail: log@logcabin.jp

"PureeWine"の可能性は無限です。例えば醤油、ごま油、味醂、砂
糖、生姜、大蒜にピュレワインを添加すると各素材の臭みが消え、
焼肉のタレに成ります。生地に使用するとワイン香り、色の強いパ
ン、パスタなどが作れます。

環境配慮型食品・有機（オーガニック）食品

ピュレワイン
ワイン副産物を安価な食品原料にしました
世界初(特許ベース)ワイン残さをペースト化した食品原料
"PureeWine"です。使用方法は無限。チョコレート、餡、醤油
等の相性は良く、生地に混ざり、ソース原料や漬けダレでワ
インミート、ワインサーモンの製造が可能です。 (特許済一
件、審査請求一件、商標出願１件)地域資源認定から７年、
発売致します。ご興味のある事業者様、研究機関、行政、団体
の皆様、連携いただける方、ワイン生産者様を募集します。

PureeWine"利用商品一例。ワインジャム。
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グリーンリバース
〒402-0228 山梨県南都留郡道志村長又１２６１１－１
TEL: 0555-52-2769
e-mail: log@logcabin.jp

"PureeWine"の可能性は無限です。例えば醤油、ごま油、味醂、砂
糖、生姜、大蒜にピュレワインを添加すると各素材の臭みが消え、
焼肉のタレに成ります。生地に使用するとワイン香り、色の強いパ
ン、パスタなどが作れます。

環境配慮型食品・有機（オーガニック）食品

ピュレワイン
ワイン副産物を安価な食品原料にしました
世界初(特許ベース)ワイン残さをペースト化した食品原料
"PureeWine"です。使用方法は無限。チョコレート、餡、醤油
等の相性は良く、生地に混ざり、ソース原料や漬けダレでワ
インミート、ワインサーモンの製造が可能です。 (特許済一
件、審査請求一件、商標出願１件)地域資源認定から７年、
発売致します。ご興味のある事業者様、研究機関、行政、団体
の皆様、連携いただける方、ワイン生産者様を募集します。

PureeWine"利用商品一例。ワインジャム。PurereeWeWine"利用商品一例用商品一一例。ワインジ。ワイワインジンジャャムジャム。ム。



かにみそ（自然解凍）、かにみそ甲羅
焼（自然解凍、オーブン）、蟹しゅうま
い（揚げ、蒸し、レンジ）、かに焼グラタ
ン（レンジ）。

Kani Miso (serve naturally thawed), 
Shell-Cooked Kani Miso (serve 
naturally thawed or oven-cooked), 
Steamed Crab Dumpling (serve 
fried, steamed, or microwaved), 
Crab au Gratin (serve microwaved).

かにみそ、かにみそ甲羅焼、蟹しゅうまい、かに焼グラタン

紅ズワイガニ入の
冷めても美味しい冷凍食品

Kanimiso shell grilled

Frozen foods with Red Snow Crab that taste great hot or cold
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㈱越河
〒683-0845 鳥取県米子市旗ヶ崎2035　TEL: 0859-35-0533　FAX: 0859-22-5352　e-mail: sasao@k-chef.jp

URL: http://www.k-chef.jp

かにみそ甲羅焼をしちりんにのせた調理例
An example of Shell-Cooked Kani Miso being cooked over a clay charcoal stove

全てにおいて、難しい調理は必要ありません。レンジ・解凍・揚げるなど簡単に、又冷めても美味しくお召し上がり頂けます。

水産物・加工品

KOSHIKAWA CO., Ltd
2035, Hatagasaki, Yonago-shi, Tottori 　
TEL: +81-859-35-0533　FAX: +81-859-22-5352　e-mail: sasao@ke-chef.jp 

URL: http://www.k-chef.jp

None of the food products require difficult preparation techniques. They can be enjoyed deliciously cold, or prepared simply 
by serving them microwaved, thawed, deep-fried, or other such effortless means.

Seafood 鳥取県 Tottori
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旅行の友

生誕100周年の
ロングセラー商品

Ryokonotomo(Fish power Rice seasoning )

Selling trusted products for a century

大正初期より瀬戸内海の自然の素材を主原料に作ら
れた田中食品の「旅行の友」は、小魚とごまと海苔と
玉子の自然の味を大切にした本物の味です。素材の
美味しさを生かし、カルシウムも豊富、食卓で愛され
続ける伝統の味です。●小魚のふりかけ●1食分(約
2.5g)で牛乳40cc分、いりこ3～4匹分のカルシウム

"Ryokonotomo" by Tanaka Foods has been 
primarily made with natural ingredients from the 
Seto In land Sea s ince  the ear ly  Ta isho Era  
(*1912-1926). It delivers an authentic flavor that 
places importance on the natural flavors of small 
fish, sesame, dried seaweed (nori), and egg.  It 
features a traditional flavor that continues to be a 
customer favorite at dinner tables everywhere, is 
packed with calcium, and takes advantage of the 
delicious natural flavor of its ingredients. ● 
Furikake (rice seasoning) made of small fish  ● One 
serving portion (approx. 2.5 g) contains 40 cc of 
milk, and 3 to 4 sardine's worth of calcium.
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小魚粉末を主原料にした、カルシウムたっぷりのふりかけです。
The furikake is packed with calcium and made primarily from powered small fish.

水産物・加工品
Seafood

田中食品㈱
〒733-0032 広島県広島市西区東観音町3-22　TEL: 082-232-1348　FAX: 082-231-7521　e-mail: zheng@tanaka-foods.co.jp

URL: http://www.tanaka-foods.co.jp

こだわり続けて110余年のふりかけ専門メーカーです。大正初期、ふりかけ食品の先駆者として”旅行の友”を開発、発売しました。弊
社のふりかけは、「子を想う親心が生んだ、愛情に満ちあふれた食品」であり、本物の素材を使い、味付けには決して妥協せず、愛情
と細心の注意をもって、ご家庭で安心して食べられる暖かい食品を作り続けています。

TANAKAFOODS CO.,LTD.
3-22 Higashikanon-machi Nishi-ku Hiroshima-city　
TEL: +81-82-232-1348　FAX: +81-82-231-7521　e-mail: zheng@tanaka-foods.co.jp

URL: http://www.tanaka-foods.co.jp

Tanaka Foods is a committed producer that has specialized in furikake for 110 years. "Ryokonotomo" was developed and 
launched in the early Taisho Era as a pioneer of furikake food products. Our furikake is, "A food product filled with love and 
born from a parental love of children." Genuine ingredients are used to make it, and the flavor is never compromised by adding 
flavor. This heartfelt food continues to be made with love and meticulous care so that it can be enjoyed safely by families.

広島県 Hiroshima
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弊社のグルテンフリーヌードルは簡
単調理出来ます。3分～4分茹でるだ
けです。また、電子レンジでも調理出
来ます。

Our gluten free noodles can be 
prepared effortlessly by boiling 
them for just 3 to 4 minutes, or 
even just heating them up in the 
microwave.

グルテンフリーヌードル　フェットチーネ

低カロリー、低脂質

Gluten free noodle Fettuccine

low calorie, low fat

54
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小林生麺㈱
〒500-8172 岐阜県岐阜市白山町2丁目23番地の5　TEL: 058-262-9374　FAX: 058-267-3268　e-mail: info@kobayashiseimen.jp

URL: http://www.kobayashiseimen.jp/

グルテンフリーヌードル　フェットチーネ（白米）
Gluten free noodle Fettuccine(white rice)

弊社のグルテンフリーヌードルは小麦由来の成分は一切使用していない「グルテンフリー食品」です。主原料のお米は国産100％です。
食物アレルゲン表示義務/推奨27品目を一切含まない原材料を使用し、米粉専用工場で製造しております。

パン・麺類・パスタ

Kobayashi Noodle Co.,Ltd
2-23 Hakusan-cho, Gifu-city, Gifu-pref, 500-8172, Japan　
TEL: +81-58-262-9374　FAX: +81-58-267-3268　e-mail: info@kobayashiseimen.jp

URL: http://www.kobayashiseimen.jp/

Absolutely no ingredients derived from wheat are used in the making of our Gluten Free Noodles, offering a completely 
gluten-free product. The main ingredient consists of 100% Japanese domestic rice.
Our products are manufactured only using ingredients free from 27 materials obligatory or recommended for food allergen 
labeling in a factory designated for rice powder products.

Bakery Products, Noodles & Pasta 岐阜県 Gifu
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もっちもちの生パスタ

驚異的な速さと美味さ！

Frozen Fresh Pasta

Amazing Noodles!

セモリナ粉のみを使用した冷凍ゆで生パスタは、セモリナ粉
本来のもっちりとした食感とコシ、豊かな風味持つ画期的な
製品です。冷凍のまま、お湯で5秒、又は電子レジで1分で提
供可能という、驚異的な速さが特長です。また、調理後ソース
と和え、冷蔵したのちにレンジで温めると全く品質が変わら
ずお召し上がり頂けますので、食品スーパーの総菜等でも広
く販売されております。 商品は冷凍で1年間保存可能です。

Our frozen fresh pasta is made exclusively with semolina 
flour. This revolutionary food product is rich in flavor and 
delivers the perfect amount of suppleness in texture and 
body that are the natural result of using seminole. A 
distinctive characteristic of the pasta is its surprisingly 
fast preparation time ‒ from frozen it can be served up 
unbelievably quickly by boiling for just 5 seconds, or 
microwaving for 1 minute. Even after cooking, adding 
the sauce and dressings, and refrigerating, it can be 
enjoyed with absolutely no loss in quality by warming it 
up in the microwave, which is why it is widely sold in 
settings such as supermarket delis. The product can be 
stored frozen for up to one year.
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ボイル5秒、又はレンジ1分で本格的生パスタが完成！セモリナ粉100％の薫りも高くもちもちの食感をぜひ
Serve up authentic pasta in just 5 seconds in boiled water or one minute in the microwave! 

Savor the supple texture and fragrance of 100% semolina flour.

パン・麺類・パスタ
Bakery Products, Noodles & Pasta

神戸瑞穂本舗㈱
〒651-2111 兵庫県神戸市西区池上1丁目14-8 2Ｆ　TEL: 078-978-1137　FAX: 078-978-1139　e-mail: info@kobe-mizho.co.jp

URL: http://www.kobe-mizho.co.jp

弊社製品は他メーカ－には真似のできない独自の製法によりオンリーワン製品です。 製造効率の良い切り出し製法でデュラムセ
モリナ粉100％の生パスタは日本でも弊社のみです。調理時間も凍ったまま沸騰したお湯に約5秒で完了、電子レンジでも約1分と
驚異的な時間短縮を可能にいたしました。また調理後10時間以上経過してもくっつかないという特長があります。

Kobe Mizho Honpo Inc.
2f 1-14-8 Ikegami, Nishi-ku, Kobe, Hyogo, 651-2111 Japan　
TEL: +81-78-978-1137　FAX: +81-78-978-1139　 e-mail: info@kobe-mizho.co.jp 

URL: http://www.kobe-mizho.co.jp/en

This completely unique product is made through a proprietary process that other makers are unable to reproduce. Even in 
Japan our company is the only one that produces 100% durum semolina flour-based fresh pasta using a highly efficient 
extraction process. The pasta can be cooked from frozen without thawing in just 5 seconds in boiling water or 1 minute in a 
microwave, making it possible to shorten preparation time to an unprecedented level. The pasta also has the distinctive trait 
of not sticking together even more than 10 hours after being cooked.

兵庫県 Hyogo

50



厳選された小麦を使用し、ノンオイル
製法で仕上げた吉野葛入り麺です。

Oil free method, hand-stretched 
nood les  w i th  Yosh ino-kudzu
(arrowroot)starch

一筋縄　半生うどん,一筋縄　半生そうめん,　乾麺,　その他関連商品　

吉野葛入りノンオイル製法

Hitosujinawa Udon & So-men, Dry noodle, others

Oil free process
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㈱三輪山勝製麺
〒633-0011 奈良県桜井市黒崎702　TEL: 0744-44-2533　FAX: 0744-42-5740　e-mail: teramoto@miwayamakatsu.jp

URL: http://www.miwayamakatsu.asia/

厳選された小麦を使用し、ノンオイル製法で仕上げた吉野葛入り麺です。
Oil free method, hand-stretched noodles with kudzu

油不使用にこだわり、たどりついたノンオイル製法です。手延べ製法では麺のくっつきと乾燥を防ぐため、油の使用は不可欠でし
た。しかし、どんな上質な油を使っても酸化して麺に油の臭いが付きました。一筋縄は油を使わないかわりに、葛粉を用いることで
酸化臭と決別しました。また、葛粉の光沢ある透明感と喉越しをお楽しみ頂けます。

パン・麺類・パスタ

Miwayamakatsu Seimen Co., Ltd.
702 Kurosaki, Sakurai-shi, Nara-ken, 633-0011 Japan 　
TEL: +81-744-44-2533　FAX: +81-744-42-5740　e-mail: teramoto@miwayamakatsu.jp

URL: http://www.miwayakatsu.asia/ 

This non-oil product is produced from our commitment to avoid using any oil in its making. Oil used to be essential in 
making noodles through hand-stretching in order to keep them from drying out. However, no matter how high a quality of 
oil is used in this process, oxidation will still cause the noodles to have an oil smell. Our method uses kudzu starch in place of 
oil to break free from oxidizing odors. This product features the shimmering luster of kudzu starch and can be savored by 
anyone for its superior smooth texture.

Bakery Products, Noodles & Pasta 奈良県 Nara
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有機玄米味噌　赤、白

醸造は芸術なり

Organic Brown rice MISO  Red  and White

Brewing is Art

本商品は旨み調味料や食品添加物は
一切使用しておりません。また加熱殺
菌していない生味噌ですので、酵母
や酵素が生きています。遺伝子組家
大豆は一切使用しておりません。

This products are not used MSG 
and food additives ,and without 
being heated or sterilized.so Yeast 
and  enzyme are  l i v ing  in  the  
m i s o . G e n e t i c a l l y  m o d i fi e d  
soybeans are not used.

有機玄米味噌　赤粒　300ｇ入り
Organic Brown rice MISO 300g

㈱マルモ青木味噌醤油醸造場
〒381-0023 長野県長野市風間下河原2180-1　TEL: 026-221-3868　FAX: 026-221-3656　e-mail: info@aokimiso.co.jp

URL: http://www.aokimiso.co.jp/

有機JAS、NOP、EUに認定された有機大豆、有機玄米という自然の土壌の中で育てられた安心、安全で品種、産地が明確な原料を使
用し、味噌本来の香味を追及した本物志向、健康志向の方々に喜んで貰っております。

MARUMO AOKI MISO CO.,LTD
2180-1 Shimogawara, Kazama, Nagano-city, Nagano.381-0023 Japan
TEL: +81-26-221-3868　FAX: +81-26-221-3656　 e-mail: keikichi_aoki@aokimiso.co.jp 

URL: http://www.aokimiso.co.jp/

This products is Oganic Brown rice miso certified by JAS and NOP, using soybean and brown-rice which of seeds and field is 
100% clear and is certified by the JAS, the NOP and the EU standrard.
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調味料・香辛料・原料・素材

Seasonings, Spices and Other Ingredients 長野県 Nagano
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素材の持ち味を引き立てながら自然な甘さ、コク
を付与しツヤ良く仕上げます。これは砂糖や糖類
を添加した本みりんとは違う、お米100%のキレの
良い甘さがあるからこそ。マクロビオティックのお
料理やスイーツにも最適です。 また、みりんは古く
から甘い酒として飲まれてきた歴史があり、三河
みりんは“もち米のリキュール”としてもお楽しみい
ただける”飲めるほど美味しいみりん”です。

This mirin blends a natural sweetness and richness 
accentuated with the inherent flavor of its raw 
ingredients, all topped off with a savory sheen. It 
excels over regular mirin, which uses added sugar 
and sweeteners, and features a brisk sweetness 
from its 100% pure rice. It goes perfectly with 
macrobiotic dishes and even sweets. Mirin has a 
long-held history of being drunk as sweet sake, 
and Sanshu Mirin can also be enjoyed as a 
rice-based liqueur - since it is so exquisite-tasting 
that it can be savored just as it is.

三州三河みりん　1.8L

米一升、みりん一升の本場三河の味

Sanshu Mikawa Mirin 1.8L

Authentic Mirin
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三州三河みりん㈱角谷文治郎商店
〒447-0843 愛知県碧南市西浜町6-3　TEL: 0566-41-0748　FAX: 0566-42-3931　e-mail: sumiya@mikawamirin.com

URL: http://www.mikawamirin.com/

一流料理人が愛用するこのみりんは、和食だけではなく、中華やイタリアン・フレンチにも使われています。
This Mirin is professional use.

もち米のおいしさを「醸造」という日本古来の伝統技術で引き出した三州三河みりん。明治４３年創業以来「米一升、みりん一升」と
いう本場三河の伝統製法を受け継ぎ、お米のうまみがたっぷりの本格みりんを造り続けています。キレの良い上品な甘さと濃醇な
味わいが素材をおいしく引き立てます。もち米、米麹、自家製焼酎のみで醸した自然なおいしさは、お料理はもちろん、お菓子作りに
いたるまで幅広くお使いいただけます。

調味料・香辛料・原料・素材

Sumiya Bunjiro Brewery Co.,Ltd.
6-3, Nishihama-cho, Hekinan, Aichi, 447-0843 Japan 　
TEL: +81-566-41-0748　FAX: +81-566-42-3931　e-mail: sumiya@mikawamirin.com 

URL: http://http://www.mikawamirin.com/en/ 

Sanshu Mikawa Mirin is authentic mirin with the good taste of glutinous rice extracted only by "brewing," a traditional 
technique from ancient Japan.

Seasonings, Spices and Other Ingredients 愛知県 Aichi
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国産ごま七味

旨味と辛みが楽しめます。

JAPAN SHICHIMI : Seven spices

rich flavour

日本国内で手間をかけて生産された
原料を、絶妙なバランスで配合したス
パイスです。決してマニュアルをもっ
て作れない一品です。

This  sp ice  exquis i te ly  b lends  
ingredients produced in Japan 
through a complex labor-intensive 
process. It is the kind of product 
that cannot be made simply by 
following a manual.

旨味と辛みそして芳醇な香りの七味唐辛子です。
Good smell and rich flavour.

調味料・香辛料・原料・素材
Seasonings, Spices and Other Ingredients

㈱和田萬商店
〒530-0046 大阪府大阪市北区菅原町9-5　TEL: 06-6364-4387　FAX: 06-6364-7380　e-mail: wada@wadaman.com

URL: http://www.wadaman.com/

国産原料のみで作った七味唐辛子です。旨味と芳醇な香りを醸し出しています。

WADAMAN CO.,LTD.
9-5, Sugaharacho, Kita-ku, Osaka, 530-0046 Japan 　
TEL: +81-6-6364-4387　FAX: +81-6-6364-7380　e-mail: wada@wadaman.com

URL: http://www.wadaman.com/

Mixed seven spices ,traditional Japanese spices. All JAPAN origin. Good smell and rich flavour.
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ミツワお好みソース、ミツワゆずソー
ス他ソース類各種、焼き肉のたれ、冷
凍(冷蔵)お好み焼「お好み村」各種。 
わが社は創業99周年を迎える広島市
の老舗企業です。

Mitsuwa products include a variety of 
sauces such as Mitsuwa Okonomi 
Sauce,  Mitsuwa Yuzu Sauce,  and 
Yakiniku (gri l led meat) Sauce.  In 
addition, we offer a selection of frozen 
and fridge-ready Okonomiyaki foods 
in our 'Okonomi Mura' line. Mitsuwa is 
a long-established company based in 
Hiroshima that is approaching its 99th 
year of business.

ミツワお好みソース、ミツワゆずソース、冷凍お好み焼「お好み村」他

広島名物ミツワお好みソースと
お好み焼

MITSUWA OKONOMI SAUCE, YUZU SAUCE,OKONOMIYAKI

Hirosima's nice food
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サンフーズ㈱
〒734-0013 広島市南区出島1丁目26番1号　TEL: 082-250-2511　FAX: 082-250-2512　e-mail: info@sunfoods.net

URL: http://www.sunfoods.net

ミツワ焼肉のたれ、ミツワお好みソース、ミツワゆずソース、冷凍お好み焼お好み村
MITSUWA BARBECUE SAUCE, MITSUWA OKONOMI SAUCE,

MITSUWA YUZU SAUCE,FROZEN OKONOMIYAKI OKONOMIMURA

広島名物お好み焼のフードテーマパークとして全国的に有名な「お好み村」の 26店舗全店で使用しているミツワお好みソースと1枚
1枚手焼きにこだわった冷凍(冷蔵)お好み焼「お好み村。広島市選定ザ・広島ブランド認定アイテムです。お好み焼は電子レンジ3分
で簡単に調理できます。ミツワお好みソースは お好み焼だけでは無くフライや生野菜、とんかつ、卵料理、焼そば、野菜炒め等色ん
なお料理にご利用下さい。

調味料・香辛料・原料・素材

SUNFOODS Co.,Ltd.
1-26-1, Dejima, Minami-ku, Hiroshima City, 7354-0013 Japan　
TEL: +81-82-250-2511　FAX: +81-82-250-2512　e-mail:  info@sunfoods.net

URL: http://www.sunfoods.net/

'Okonomiyaki Mura', (literally, 'Okonomiyaki Village'), features Mitsuwa Okonomi Sauce, and frozen and fridge-ready Okonomiyaki 
selections that have been meticulously hand cooked one-by-one. These foods are enjoyed at all 26 of the Okonomi Mura 
specialty eateries, which are famously known nationwide as food theme parks where Hiroshima's famous Okonomiyaki is served. 
These products have been recognized as items in “The Hiroshima Brand,”as selected by the city of Hiroshima. Our Okonomiyaki 
can be prepared effortlessly in just three minutes in a microwave. But Mitsuwa Okonomiyaki Sauce is not just for Okonomiyaki - 
feel free to enjoy it on a wide array of foods, ranging from deep-fried foods and raw vegetables to tonkatsu, egg dishes, yakisoba, 
stir fried vegetables, and more.

Seasonings, Spices and Other Ingredients 広島県 Hiroshima
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こじゃんといっぱい人参ドレッシング

「野菜で野菜を食べる
  ドレッシング」

CARROT DRESSING

A vegetable dressing for eating vegetables

高知県野菜を使用して「野菜で野菜を
食べる」というコンセプトで約４０％
の含有量を誇るドレッシングです。小
さいお子さんでも、気にならない味わ
いになっており、野菜が不足している
現代人へのほんの少しのお手伝いを
している商品です。

Based  on  the  idea  o f  us ing  Koch i  
P re fec tu re  vege tab le s  to  make  a  
vegetable dressing for eating vegetables, 
this  dressing boasts  an impressive 
vegetable content of roughly 40%. The 
product gives people today that little 
boost of vegetable that's needed, and 
has a subtle enough flavor that it can 
even be enjoyed by children.

なんだかなつかしいカゴの中には使用している野菜を載せています。
Vegetables used in the dressing are shown here in the nostalgic-looking basket.

調味料・香辛料・原料・素材
Seasonings, Spices and Other Ingredients

㈱グラッツェミーレ
〒781-0245 高知県高知市長浜蒔絵台2丁目5-5　TEL: 088-854-8399　FAX: 088-855-3630　e-mail: a.kawahara@graziemille.co.jp

URL: http://www.graziemille.info

同展示商品のパパイヤドレッシング、生姜ドレッシングには「おーい」「はーい」「はいはい」などと家族が家族を呼ぶ声を表現してお
り、サブタイトルでもある『家族の健康と笑顔は食卓から』があり、言葉のキャッチボール表現している商品でもあります。

graziemille co.,ltd.
2-5-5, Nagahama Makiedai, Kochi-city, Kochi 781-0245, Japan 
TEL: +81-88-854-8399　FAX: +81-88-855-3630　e-mail: a.kawahara@graziemille.co.jp

URL: http://www.graziemille.info

Other products to be showcased at the same exhibition are Papaya Dressing and Ginger Dressing. They depict phrases often 
heard when family members call to one another, such as "Hey," "Okay," "Alright, alright." These products express a sort of 
verbal game of catch that reflects the subtitle, which reads: “Family health and happiness starts at the dinner table.”

98

8B20-
 高知県 Kochi

56



お菓子に物語性を持たせ、当店とお客
様が、あるいは菓子を贈った側と贈られ
た側がお菓子を通してコミュニケーショ
ンできるよう工夫して商品開発し、全国、
また海外へと販路を増やしております。

We come up with creative ideas to 
developing sweets that become 
conversation topics ‒ they promote 
communication between our shop 
and its customers, and between the 
individuals who send and receive 
them. Efforts are also currently being 
poured into expanding sales channels 
both domestically and abroad.

山ぶどうチーズケーキ

解凍時間によって
3つの食感が楽しめます。

Yamabudou Cheese Cake

Savor three different textures depending how thawed you prefer it
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㈲沢菊
〒028-0065 岩手県久慈市十八日町2-1　TEL: 0194-55-2206　FAX: 0194-55-2200　e-mail: info@sawagiku.jp

URL: http://www.sawagiku.jp

白樺林で蛍が乱舞する様子を表現
Representing fireflies dancing among white birch trees

山ぶどう生産量日本一の特性を生かし、山ぶどうのピューレ化、またパウダー化、ソース等広く商品開発し、食の安全、安心を基本
に、お客様に喜んでいただけるお菓子作りを目指しております。

菓子・デザート

Sawagiku Co.,Ltd
2-1 Juhachinichi-machi, Kuji city, Iwate, 028-0065 Japan 　
TEL: +81-194-55-2206　FAX: +81-194-55-2200　e-mail: info@sawagiku.jp

URL: http://www.sawagiku.jp

We take advantage of our distinctness of being Japan's largest producer of mountain grapes to develop a wide array of 
products. With them, we make purées, powders, sauces, and even incorporate them into delicious sweets.

Confectionery & Desserts 岩手県 Iwate
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姫路揚菓こすくらん

姫路を代表する油菓子
是非一度ご賞味あれ

Coscoran

Give Himeji's quintessential fried pastries a try!

小麦粉を程よく捏ね発酵させた生地を
４連釜で色合、食感、風味のバランスを
崩す事なく仕上げた素揚生地に独自の
黒蜜を絡ませた香ばしく歯応えのある
逸品ですので先ずはご賞味下さい。

This product begins with wel l  
kneaded and fermented dough 
that is  worked into a deep-fry 
dough that resists falling apart via 
four successive kettles to add tint, 
texture, and perfectly balance the 
flavor. To this,  our unique dark 
molasses is blended in to create a 
swee t  sme l l i ng  and  c runchy  
masterpiece. Don't pass up the 
chance to give them a try!
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一口サイズでまた欲しくなる、香ばしい一品です。
In a bite size, roast flavor pastry, making you want more

菓子・デザート
Confectionery & Desserts

常盤堂製菓㈱
〒679-2101 兵庫県姫路市船津町1788　TEL: 079-232-0682　FAX: 079-232-5835　e-mail: karinto@tokiwa-do.co.jp
独自の堅こね製法にこだわり、生地がしっかり詰まった歯応えのある商品です。かめばかむ程に口の中に旨味・風味が広がり、とて
も香ばしい一品です。他にも菜種油でよく浮かせた気泡の詰まった棒かりんとう等、多くの商品を造っております。総じて甘過ぎな
い、二度三度と手が伸びてしまう素朴な味が特徴です。

Tokiwadou Seika co., ltd
1788, Funatu, Himeji-shi, Hiyougo, 679-2101 Japan
TEL: +81-79-232-0682　FAX: +81-79-232-5835　e-mail: karinto@tokiwa-do.co.jp
Made with our unique kneading method, resulting in tint and crunchy texture. The more you chew, the more taste and 
flavor spread into your month. We also offer stick type Karinto with full of bubbles fried in canola oil and others. Generally, 
our products are not too sweet with simple taste, making you want to eat more.

兵庫県 Hyogo

URL: http://tokiwa-do.co.jp

URL: http://tokiwa-do.co.jp
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南国土佐は日本一の柑橘王国。その生産量日
本一を誇る土佐のゆずだけを使用したこだわ
りのシャーベットです。さわやかな香りとさっぱ
りとした味を楽しめます。ゆずドリンクは高知
県産のゆず果汁と北海道産の甜菜糖のみを使
用したさっぱりと喉ごしのよいドリンクです。

Nangoku Tosa (Kochi Prefecture) is the 
number one citrus fruit growing region in 
Japan.  YUZU sherbet is  made with a 
commitment to using only yuzu from Tosa, 
wh ich  boas t s  the  top  spot  in  yuzu  
production in Japan. The product lets 
people enjoy an invigorating fragrance 
and refreshing flavor. YUZU Drink is a 
refreshing and smooth-drinking beverage 
that exclusively uses yuzu juice from Kochi 
Prefecture and beet sugar from Hokkaido.

ゆずシャーベット

高知県産のゆず果汁のみを
使用しています。

Yuzu Sherbet

yuzu in Kochi
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㈲高知アイス
〒781-2332 高知県吾川郡いの町下八川乙683　TEL: 088-850-5288　FAX: 088-850-5481　e-mail: mail@kochi-ice.com

URL: http://www.kochi-ice.com

高知県産のゆず果汁を使用した、さっぱりとしたゆずの香りと程よい酸味のシャーベットです。
The sherbet is made from yuzu juice from Kochi Prefecture and incorporates 
the refreshing fragrance of yuzu with just the right amount of sourness.

私たち高知アイスは『made in土佐』をコンセプトに商品づくりをしています。高知県は自然環境に恵まれ柑橘をはじめ山、畑、海と
たくさんの素材に恵まれています。その中でももっともおいしいものを選び、商品に加工します。生産者の思いや苦労も、商品の中
に詰まっています。そんな思いを込めた商品を多くの人に食べて欲しいと願い、日々商品づくりに励んでいます。

菓子・デザート

Kochi ice Co., Ltd.
683, Shimoyakawa Otsu, Ino-cho, Agawa-gun, Kochi-ken, 781-2332, Japan　
TEL: +81-88-850-5288　FAX: +81-88-850-5481　e-mail: mail@kochi-ice.com

URL: http://www.kochi-ice.com

Based on the concept of 'made in Tosa', Kochi prefecture is rich in natural environment and produces variety of ingredients 
including oranges in the mountains, fields and sea. this food product exclusively uses ingredients harvested in Kochi 
Prefecture as its main ingredients, and is made with a commitment to upholding the food's safety and peace of mind by 
personally knowing the growers.

Confectionery & Desserts 高知県 Kochi
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有機栽培茶（煎茶・番茶・ほうじ茶・玄米茶・抹茶） 有機栽培茶ティーバッグ

効率よりも
自然に正直な茶作りを！

Organic Green Tea.Organic Green Tea Bags

Honest tea making is about nature, not efficiency

効率ではなく、自然に正直に作られた
お茶です。昔ながらのほっとする味が
楽しめます。 低価格で美味しい有機
栽培茶とティーバッグです。

Tea honesty made in a natural  
method rather than seeking for 
efficiency. Gives traditional and 
relaxing flavor. It's low-price and is 
good organic
grown green tea and tea bag. 
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有機栽培茶・有機栽培茶ティーバッグ
Organic Green Tea.Organic Green Tea Bags

コーヒー・茶・飲料原料
Coffee, Tea & Drink Ingredients

㈱浜佐商店
〒420-0011 静岡県静岡市葵区安西3-11　TEL: 054-251-1515　FAX: 054-252-1199　e-mail: info@hamasashoten.com

URL: http://organic-greentea.com/

毎年大量に良質な茶を生産することが義務付けられている我国の茶業では、農薬や化学肥料に頼った効率重視の生産が成されて
います。私たちは、人間の意図をできるだけ入れずに自然に正直なお茶作りを目指しています。2000年有機JAS認定を取得。EU諸
国、ＵＳＡには同等性に基づき、ORGANIC(ユーロリーフマーク・ＵＳＤＡマーク付き)表示での輸出が可能です。

HAMASA SHOTEN CO.,LTD
3-11 Anzai, Aoi-ku, Shizuoka City, 420-0011, Japan　
TEL: +81-54-251-1515　FAX: +81-54-252-1199　e-mail: info@hamasashoten.com

URL: http://organic-greentea.com/

We are growing Green Tea by traditional organic agriculture Organic JAS authorization was acquired in 2000.

静岡県 Shizuoka
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業務用から通常抹茶等を使用した製
品作りを特徴にしています。

A distinctive characteristic of the 
product is the use of ingredients 
such as regular Matcha in contrast 
to commercial Matcha, which is 
more commonly used.

宇治抹茶2g

和の心を世界に届けます。

Uji powdered green tea

Conveying Japan's cultural concept of harmony to the world
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㈲藤二商会
〒615-8162 京都府京都市西京区樫原上の町5番地　TEL: 075-381-3338　FAX: 075-391-6931　e-mail: kaka2525@biglobe.ne.jp

URL: http://fujini.com/

宇治抹茶を個包装しているので、簡単に飲めます。
Uji 'Matcha' green tea is packaged into single servings, making it easy to enjoy.

来場者の方には試飲をして頂けます。

コーヒー・茶・飲料原料

FUJINI SYOKAI Co., Ltd.
5 Uenomachi Katagihara Nishikyo-ku Kyoto-shi Kyoto 615-8162 Jp 　
TEL: +81-75-381-3338　FAX: +81-75-391-6931　e-mail: kaka2525@biglobe.ne.jp

URL: http://fujini.com/

Visitors are welcome to try a sample.

Coffee, Tea & Drink Ingredients 京都府 Kyoto
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カフェインレスコーヒー

おしゃれに、手軽に
コーヒータイムを

Caffeineless Coffee

Fashionable&Casually

カフェインを約98％カットしたカフェ
インレスコーヒーで、お好みの味を4種
類から選べる楽しさ・嬉しさから、どな
たでも気軽に手に取って見て頂きやす
いようパッケージにもこだわった商品
です。

C a ff e i n e l e s s  C o ff e e  i s  a  
decaffeinated coffee with roughly 
90% of caffeine removed. Coffee 
drinkers can delight in selecting 
their preferred flavor from the four 
available flavors. Special attention 
has gone into the packaging, which 
i s  d e s i g n e d  t o  b e  c a s u a l l y  
accessible to everyone.

誰でも気軽にコーヒータイムをお楽しみ頂きたいという思いでつくったカフェインレスコーヒー。

Caffeineless Coffee was created from the wish to offer a decaf 
coffee-time break that anyone can enjoy effortlessly.

コーヒー・茶・飲料原料
Coffee, Tea & Drink Ingredients

㈱澤井珈琲
〒684-0046 鳥取県境港市竹内団地278-6　TEL: 0859-47-5381　FAX: 0859-47-5385　e-mail: info@sawaicoffee.co.jp

URL: http://www.sawaicoffee.co.jp

焙煎・ドリップ加工のすべてを自社で行なっています。安全で新鮮な商品をお届けし、コーヒー本来の甘味や酸味、コクの味わいを
感じて頂きたいという思いから、砂糖やミルクなしで飲める「マイルドな味わい」をコンセプトに、またその反面で、移りゆく時代の
ニーズに応えられる商品開発を目指しています。

SAWAICOFFEE CO., LTD
278-6, Takenouchidanchi, Sakaiminato-shi, Tottori, 684-0046 Japan　
TEL: +81-859-47-5381　FAX: +81-859-47-5385　e-mail: info@sawaicoffee.co.jp

URL: http://www.sawaicoffee.co.jp

All roasting and drip preparation is handled in-house. The product was born from the wish to provide coffee drinkers with 
the sweetness, acidity, and richness of authentic coffee, delivered as a safe and fresh product. It is conceptualized as mild 
flavored coffee that can be enjoyed without needing milk or sugar, that is also intended to meet the needs of today's 
fast-paced lifestyles.

76

8B20-
鳥取県 Tottori

62



1853年創業の清酒メーカーで「清洲城信長鬼こ
ろし」を主力銘柄に主に紙パック詰め商品の販
売を行っています。日本酒の他に焼酎、リキュー
ル、ワイン、スピリッツを製造。伝統の技術に加
え、最新の設備で品質第一をモットーにお客様
のニーズに添ったお酒造りに取り組んでいます。

As a refined sake maker founded in 1853, we 
sell our flagship brand "Kiyosujo Nobunaga 
Onikoroshi," primarily packaged in cartons. 
In addition to producing Japanese sake, we 
also make shochu, l iqueurs, wines and 
spirits. We are engaged in producing sake 
that meets customer needs through our 
company creed to put quality foremost, and 
by incorporating leading-edge equipment 
together with time-honored traditional skills.

純米吟醸　清須

やわらかな吟醸香が香る
やや辛口純米吟醸

Junmaiginjo Kiyosu

A slightly dry Junmai-Ginjo with a hint of Ginjo incense scent.
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清洲桜醸造㈱
〒452-0942 愛知県清須市清洲1692　TEL: 052-409-2121　FAX: 052-409-6678　e-mail: info@onikoroshi.co.jp

URL: http://www.onikoroshi.co.jp/

果実のようなフルーティーでやさしい香りの飲みやすい純米吟醸酒です。
Easy to drink Junmai-Ginjo with fruity and mild flavor

品質第一のモットーに基づき、品質は良く、コストパフォーマンスに優れた商品をご提供できます。主に瓶商品を出展していますが
紙パック詰め商品も様々な容量の商品があります。

アルコール飲料

Kiyosuzakura Brewery Corp.
1692 Kiyosu, Kiyosu City, Aichi Pref 452-0942, Japan
TEL: +81-52-409-2121　FAX: +81-52-409-6678　e-mail: info@onikoroshi.co.jp

URL: http://www.onikoroshi.co.jp/

We offer products of outstanding quality that also provide excellent value, based on our company creed to put quality 
foremost.  We mainly exhibit bottled items here but can offer a variety of products including paper packed in different sizes.

Alcoholic Beverages 愛知県 Aichi
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こんにゃくヤキソバ

こんにゃくで出来た
低カロリー麺

Konnyaku Yakisoba

Low-calorie noodles made from Konnyaku

こんにゃくで出来た、100gあたりわず
か20kcalの健康的な麺です。
細麺で味が絡みやすいため、食べや
すくなっております。また、小麦粉は使
用しておりません。糖質もなくダイ
エットに最適です。

H e a l t h y  n o o d l e s  t h a t  a r e  
approximately 20 calories per 100g 
made from Konnyaku. Thin noodle 
easily covered with flavor. Free 
from flour. Perfect low-calorie food 
with low sugar.

こんにゃくで出来た低カロリー麺
Low-calorie noodles made from Konnyaku

機能性食品・健康志向食品
Functional Foods / Health-oriented Foods

㈱北毛久呂保
〒0379-1206 群馬県利根郡昭和村橡久保588　TEL: 0278-24-1101　FAX: 0278-22-7061　e-mail: info@kuroho.com

URL: http://www.kuroho.com

当社では、こんにゃくを使い様々な独自な製品を製造しております。

Hokumou Kuroho,Ltd
588 Totikubo Syouwa-mura Tone-gun Gunma Japan　
TEL: +81-278-24-1101　FAX: +81-278-22-7061　e-mail: info@kuroho.com

URL: http://www.kuroho.com

Our company uses Konnyaku to produce a wide range of unique products.
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群馬県 Gunma
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創作こんにゃく“ゆばこん”は吟味した
国産原料を独自の製法で作った当社
独自の商品です。他に高い技術を持っ
て作ったデザート用こんにゃくと雑味
のないこんにゃく麺を紹介します。

We continue to seach for the best 
element to develop Konnyaku 
p r o du c t s  t h a t  w i l l  s u i t  o u r  
customers'wishes and needs.

ゆばこん、白玉こんにゃくデザート、こんにゃく麺豆乳

こんにゃくの新しい可能性を
追求します

Yubakon, Konnyaku Dezart,Konnyaku Noodl

New style Konnyaku
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㈱みゆきやフジモト
〒702-8002 岡山県岡山市中区桑野709-8　TEL: 086-276-1176　FAX: 086-276-4722　e-mail: k.fujimoto@miyukiya.jp

URL: http://miyukiya.jp

豆乳を練りこんだ創作こんにゃくゆばこんです。のど越しの良さが自慢です。
MIYUKIYA's Creative Konnaku YUBAKON.

原料を吟味し、技術を磨き、こんにゃくの新しい可能性を追求します。
幅広く時代に対応したユニークで美味しいこんにゃく製品をご提案いたします。

機能性食品・健康志向食品

MIYUKIYA FUJIMOTO CO.,LTD
709-8kuwano, Nakaku, Okayama City, Okyama, 702-8002 Japan　
TEL: +81-86-276-1176　FAX: +81-86-276-4722　e-mail: k.fujimoto@miyukiya.jp

URL: http://miyukiya.jp

Our mission and challenge is to make new,createive and high quality Konnyaku products using the best quality ingredients 
and crafitsmanship.

Functional Foods / Health-oriented Foods 岡山県  Okayama
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オーガニック宇治茶ハーブブレンド

お洒落に
NEO日本茶文化をご提案！

Organic Ujicha Herb Blend

We provide trendy and timely modern Japan tea and tea culture 

本品は2015年 春以降に販売予定の
新商品オーガニック飲料です。日本で
も大変目面しい高級ボトル飲料「宇治
茶ハーブブレンドティー」です。

This new organic beverage is slated 
to launch sometime after spring 
2015. Ujicha Herb Blend, to be 
offered in a premium bottle, is sure 
to become an uncommon sight 
among beverages, even in Japan.
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現在のデザインは、デザイン案です。完成品（品名、デザイン）は、多少異なります。予めご了承下さいませ。
This current design is the proposed design concept. 

Please note that the finished product (product name/design) may differ slightly.

環境配慮型食品・有機（オーガニック）食品
Environment-conscious Foods / Organic Foods

㈱カネ七畠山製茶 
〒612-8111 京都府京都市伏見区向島橋詰町786　TEL: 075-611-0330　FAX: 075-603-2013　e-mail: tea@7noshin.com

URL: http://www.7noshin.com

飲料は２種類作製。①宇治茶とレモングラス、レモンバーム、スペアミント、レモンバーバーベナ、ペパーミントを混ぜ合わせた「スッキリとし
た飲み口」の飲料と、②宇治茶とカモミール、レモンバーベナ、アップルミント、エルダーフラワーを混ぜ合わせた「まろやかな飲み口」の飲料
です。本品は高級オーガニック飲料ですので富裕層の方々、高級ホテル、高級レストラン、百貨店などでの販売・ご使用をオススメ致します。

Kane7 Hatakeyama Seicha Co.,Ltd.
786 Hashidhme, Mukaijima, Fushimi-ku, Kyoto-city, Kyoto, Japan 　
TEL: +08-75-611-0330　FAX: +08-75-603-2013　e-mail: tea@7noshin.com

URL: http://www.7noshin.com

Two types of beverages are slated for production. ① Refreshing beverage that blends Ujicha with lemongrass, lemon balm, 
spearmint, lemon verbena, and peppermint; and ② a mild beverage that blends Ujicha with chamomile, lemon verbena, 
apple mint, and elderflower. Since this product is a premium organic beverage, it is recommended for sale or use by affluent 
individuals, luxury hotels, upscale restaurants, department stores, and the like.

京都府 Kyoto
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Buyer’s GUIDE

The 40th International Food and Beverage Exhibition

March 3 (Tue) - 6 (Fri), 2015 Makuhari Messe (Halls 8)10:00-17:00 (10:00-16:30/last day)
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Highly Selected 100 Japan
                  -Favored companies
Highly Selected 100 Japan
                  -Favored companies

Available 
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文


