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大阪府 白ハト食品工業株式会社
大阪府
守口市

大学芋、干
しいも

さつまいもの洋・和菓子の製造販売、たこ創作料理・たこ焼・
明石焼専門店他
「おいもさんのお店 らぽっぽ」、「らぽっぽベーカリー」、「たこ
家道頓堀くくる」等を展開。
創業22年、おいもやたこ焼など素材からすべてにこだわった
商品を製造しております。

http://www.shirohato.c
om

大阪府 ハタ鉱泉株式会社
大阪市
都島区

ラムネ
ラムネ生産量・日本一
ラムネといえば、やはりハタ鉱泉のラムネ。
創業以来の変わらない味をお試しください。

http://www.hata-
kosen.co.jp

大阪府 アドバンス株式会社
大阪府
堺市

建美鍋（も
つ）

厳選和牛にこだわった「もつ鍋」をインターネットで日本中に提
供する【崔家の健美鍋】、韓国において、家族団欒の時に食
べられる「テッチャン鍋」をヒントに、「大阪名物もつすき鍋」を
考案。防腐剤などの添加物を一切加えず、野菜そのものの味
を楽しめるもつ鍋は、日本各地に熱狂的なファンを持ち、手作
りの安心と安全が、人々の健康をも支えています。

http://www.saikanoken
binabe.com

大阪府 開屋本舗株式会社
大阪府

富田林市
たこ焼せん
べい

低温真空フライヤーを使って新時代の食品を！まだまだ食べ
れるのに、形が悪かったり、小さかったりでたたき売りされたり
出荷されなかったＢ級、Ｃ級のお野菜や食材を加工して長期
保存可能な新食感、新感覚の商品や食材に！お野菜の商品
化第一弾が登場。ポンッ！ＤＥ　Ｏh野菜！(京野菜海老芋）そ
のままでも、お鍋で１分で芋の煮物に、お手軽感満載の商品
です。

http://hirakiyahonpo.co
m

大阪府 はっぴいおかん
大阪府

羽曳野市
イチジク加
工品

大阪の元気なおかん達が「地域を元気に」との思いを胸に地
場大阪産のいちじくを使ったドレッシング、味噌、ジュレ、プリ
ンを開発し、オンリーワンの食品として販売中。大阪産（もん）
を広めようと関西だけではなく東京のイベントにも参加。南大
阪の高校生、大学とコラボレーションで産・官・学の話題を提
供し、メディアにも多く取り上げられています。

http://www.happy-
okan.com/

大阪府 上野砂糖株式会社
大阪市
浪速区

砂糖

大阪産（もん）を受賞した焚黒糖（加工黒糖）は、さとうきびの
栄養が豊富に詰まったお砂糖です。100年培った技術と知識
から生まれた絶妙なブレンドは、白砂糖と同様に使用して頂
け、どんなお料理にも相性ばっちりです。

http://www.osatou.com

大阪府 株式会社せのや
大阪市
中央区

大阪MADE
コレクショ
ン

なにわ名物の商品、新感覚の大阪観光みやげの販売を行っ
ています。他府県の方にはもちろんですが、大阪人にも知っ
て頂きたい商品が多数ございます。「大阪の魅力を発信する」
という企業理念のもと、「おもろいもんからほんまもん」まで、
常時約４，０００種の商品を取り揃えております。

http://www.ichibirian.ne
t

大阪府 御菓子司　亀屋茂廣
大阪市

阿倍野区
懐中志る
古

大阪産（もん）名品　懐中志る古は大阪の熊野古道の茶屋が
発祥でそこより受け継いだ亀屋茂廣が長年にわたり知名度を
あげたものである。懐中志る古はもとは、貝殻につめてふとこ
ろに入れ持ち運ばれていたものを、亀屋茂廣初代が進物とし
て販売した。全国でも知られるしるこのうち、懐中志る古は大
阪の亀屋茂廣が８０年以上の歳月をかけて広めた逸品であ
る。

http://kameya-
shigehiro.com

大阪府 株式会社冨士屋製菓本舗
大阪府

富田林市
豆菓子

弊社が作る豆菓子は、大阪が発祥の地と言われている元祖
「雀の玉子」です。このピーナッツとたまり醤油の豆菓子は、
あきのこないいつまでも忘れられない味だと思います。素材を
生かし、余計なものは入れない、素直で素朴で洗練されたお
菓子です。
雀の玉子を使いました、この秋に新登場のテトラタイプの小ギ
フト、『みっついろまめ』『ななついろまめ』も併せてご紹介させ
て頂きます。

http://rakumameya.co
m

http://www.hata-kosen.co.jp/
http://www.hata-kosen.co.jp/
http://www.saikanokenbinabe.com/
http://www.saikanokenbinabe.com/
http://hirakiyahonpo.com/
http://hirakiyahonpo.com/
http://www.happy-okan.com/
http://www.happy-okan.com/
http://www.osatou.com/
http://www.ichibirian.net/
http://www.ichibirian.net/
http://kameya-shigehiro.com/
http://kameya-shigehiro.com/
http://rakumameya.com/
http://rakumameya.com/


OSAKAビジネスフェア『食展』２０１６　出展企業一覧　（掲載は順不同） ©大阪信用保証協会　　2／5

府県 企業名
会社

所在地
出展

予定品
商品PR URL

大阪府 小金屋食品株式会社
大阪府
大東市

なにわら納
豆

なにわら納豆は昔ながらの製法で、稲わらに自生している天
然の納豆菌のみで発酵・熟成させた納豆です。
ひとつひとつ手作りで丁寧に作られた納豆は濃厚な大豆の味
わいと芳醇な香りが特徴でそのまま召し上げっていただいて
も美味しいですがお塩で召し上げっていただくと、大豆の甘味
をより味わっていただけます。

http://koganeya.biz/ind
ex.html

大阪府 岡部製菓株式会社
大阪市

天王寺区
大阪かりん
と

カラッと仕上がり、酸化しにくい特徴を持つ国産原料100％の
高級こめ油を揚げ油として使用した「大阪老舗岡部のかりん
とう」は厳選素材の風味が活きる上品な味わいです。
大阪産（もん）名品に１３品が認められています。

http://www.okabeseika.
co.jp

大阪府 大醤株式会社
大阪府
堺市

キムチ
ぽんず

化学調味料を使用せず本醸造特選醤油にかつお、昆布等の
旨味と豆板醤、コチュジャンの辛味にたっぷりのゆず果汁を
バランスよく加えたピリ辛のぽん酢です。2013年から3年連続
モンドセレクション金賞を受賞した、大醤で一番人気の商品で
す。ぽん酢として鍋ものに使うのはもちろんのこと、豚の冷
しゃぶのドレッシングとしてや、焼肉のたれや餃子のたれとし
てもご使用いただけます。

http://www.dai-
sho.co.jp

大阪府 株式会社葉乃國
大阪市
北区

コールドプ
レスジュー
ス及び関
連商品

葉乃國はお客様のニーズにお答えする為にオリジナルスイー
ツの企画開発・販売、茶葉の原料配給から加工。仏事事業、
店舗運営にいたるまで品質にこだわるお客様にも納得のいく
商品を提案致します。

http://hanokuni.com

大阪府 株式会社大黒屋
大阪府
枚方市

おいも巻

地域の皆様に愛されて約１８０年。歴史は古いですが、常に
新しい商品・サービス、より美味しさを追及し、召し上がられた
方々の笑顔に支えられております。今後は積極的に野菜を取
り入れた弊社独自の新しいお菓子のジャンルを確立すべく努
力してまいります。

http://www.wagashi-
daikokuya.com

大阪府 株式会社徳谷食品
大阪府
大東市

油揚げ

徳谷食品の手作り「野崎あげ」は、山芋入りでふっくらもちもち
の、こだわりの味。出汁染みが良く、味噌汁、煮物、お鍋はも
ちろん、そのまま焼くだけでも美味しいと、地元の人をはじめ、
野崎参りのお土産としても長年愛され続けています。

http://nozakiage.com

大阪府 南宗味噌株式会社
大阪府

岸和田市

日本の伝
統飲料と
ろーりまろ
やかあま
糀、日本の
伝統飲料
岸和田産
包近の桃
糀

まるでヨーグルトのようなとろみとなめらかな舌ざわり。後を
追って麹の芳醇な香りと甘味がまったりと口に広がります。選
び抜いた棚田米と酒米で仕込む麹はやさしく、まろやか。糖
類を加えずお米だけで作る甘さは、創業１５０年、麹を知りつく
したお味噌屋さんだからこそできるあま麹です。

http://nansoumiso.com
/

大阪府  マルキン食品株式会社
大阪府
八尾市

豆腐、油揚
げ、大豆製
品

「国産充填豆腐」…マイナスイオン製法により、不純物や農薬
を除去し、原材料に国産大豆を100％使用した充填豆腐（四
角400g、300g、丸型200g、160g等）「手造りざる豆腐」…弊社
作りたて豆腐をひとつひとつ丁寧に「ざる」に盛りました。ざる
を通して水分が抜け、「歯ごたえ」と「旨み」が増します。
※弊社の豆腐は、どれも独自の製法により、大豆本来の甘
み、旨味が濃厚に感じられ、お醤油やドレッシングにも、豆腐
の味が負けることなく、一層引き立ちます。
「絞りたて豆乳」…弊社工場で、絞りたての豆乳をパックいた
します。（調理用／豆乳鍋や各種料理の材料に。）「手造り厚
揚げ」…三角厚揚げ、絹揚げ、一口揚げ等。当社工場で手造
りしています。外はパリッと、中は柔らか。焼いても、炊いても
美味しいと評判。

http://marukin102.com
/

大阪府 株式会社吉徳
大阪市
福島区

食品パック
（野菜、惣
菜）

輸入商品からオリジナル商品ブランドまで各種高級珍味を取
り揃えております。また、お客様のご希望にあった商品づくり
からご提案まで真心こめて行います。旅館、ホテル、居酒屋
に至るまで幅広く商品のご提案が出来ます。

http://yositoku.co.jp/
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大阪府 有限会社ボンパルク
大阪市

住之江区
洋菓子（冷
凍ケーキ）

ボンパルクは、フレンチレストラン「ボンシィク」のデザートカ
フェとして１９８７年に東大阪でオープンいたしました。
現在は、本格的な洋菓子の美味しさを冷凍でお届けできるよ
うに日々、開発・製造に取り組んでおります。

http://www.bon-
parc.com

大阪府 株式会社ココウェル
大阪市
西区

バージンコ
コナッツオ
イル、ココ
ナッツシュ
ガー、ココ
ナッツリッ
プクリーム
等

12年目のココナッツ専門ブランド「ココウェル」です。ココナッツ
生産大国フィリピンのココナッツ食品をお届け致します。新タ
イプのバージンココナッツオイルも。

http://www.cocowell.co
.jp

大阪府 株式会社和田萬商店
大阪市
北区

有機胡麻
製品、チア
シード等

有機ごまを１００％使った豊かな風味となめらかさを楽しめる
商品です。和田萬伝統の焙煎技法で加工したあと、石臼方式
で丹念に時間をかけて練り上げていきます。芳醇でなめらか
な味わいが特徴です。いろんな麺類のスープやトッピングなど
にも使えます。

http://www.wadaman.c
om

大阪府 木村アルミ箔株式会社
大阪市
中央区

食べれるう
つわシリー
ズ

創業時からの家訓は「よそとちゃうことせなあかん」。食べれ
るうつわは一品料理・手載せ寿司など新感覚な創作料理を手
軽に提供できます。

http://www.kimura-
alumi.co.jp

大阪府 堺共同漬物株式会社
大阪府
堺市

みずなす
漬、浪速の
伝統工芸
野菜の漬
物、安納ポ
テト

みずなすは皮が薄くてきずつきやすく、非常に扱いが難しい
茄子の為、１個、１個大切に漬け込んでいきます。ムラのない
色鮮やかに仕上げる技術は、弊社自慢のひとつで、みずなす
の持つ甘味、ジューシーさを大切に残し上品な味に仕上げて
おります。

http://www.mizunasu.c
o.jp

島根県 株式会社シーライフ
島根県
浜田市

のどグロ加
工品等

のどぐろ干物専門店シーライフ。島根県浜田の水産ブランド
「どんちっち三魚（のどぐろ・あじ・かれい）」の水産加工品（干
物・みりん干）、当社が開発したオリジナル商品など、旬の美
味しさを全国にお届けします。

http://sealife-
hamada.net/

島根県 キムチ工房りはら
島根県
益田市

ゆず風味ド
レッシング
等

島根県益田市特産のゆず果汁を使用。口に入れた瞬間に広
がるゆずの香りと、甘辛い味付けが後を引く今までにないタイ
プのドレッシング「ゆずっﾋﾟ」や、ゆず風味、ピリ辛風味の唐揚
げのたれなど、食卓が楽しくなるような手造りにこだわったオ
リジナル商品を製造販売しています。

島根県 株式会社伊原本店
島根県
松江市

津田かぶ
漬、大名
漬、もろみ
漬

江戸時代から松江市津田町一帯で栽培され、先が勾玉状を
した紫紅色の根と葉が鮮烈な津田かぶは松江の特産物で、
本来の風味を増すために「はで干し」をして、奥出雲仁多米の
米糖だけを使って昔ながらの製法で漬け込んだ漬物です。
「はで干し」をすることにより、水分を減らし旨みの素の乳酸菌
が程よく発酵します。日数が経つと外皮は色あせるが、発酵
が進んで酸味をまし、味わいも染みて格別の風味をだしま
す。ご飯にはもちろん、お茶漬けやお茶請けにあう漬物です。

http://ibara-
honten.com/

島根県 合資会社森山勇助商店
島根県
松江市

木桶醤油

当店の『木桶の醤油』は、創業当時から100年以上使い続け
ている杉の木桶により、最低でも2夏以上熟成されます。これ
らの木桶は今や当店最大の財産ですが、これも松江のお客
様が味を変えることを認めなかった故なのです。

http://www.kioke.com/

島根県 株式会社原寿園
島根県
出雲市

神在餅出
雲ぜんざ
い、金平糖

明治44年創業、昔から出雲大社に御煎茶を献納している老
舗のお茶屋、原寿園のお茶の間の提案として、厳選した原料
を使用した無添加、無着色の各種金平糖（生姜、柚子、煎
茶、塩など）。ぜんざいは、北海道産の良質な小豆、お餅は島
根県奥出雲仁多米100％の縁起のいい紅白餅を使用してい
ます。

http://www.rakuten.co.j
p/wakanmi/
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島根県 有限会社けんちゃん漬
島根県
出雲市

漬物、魚の
粕漬け

契約農家と土作り・畑作りから取り組み、出雲地方の野菜を
中心に厳選された国産野菜を使用しています。合成保存料、
着色料は使用せず、安心して食べていただける漬物です。

http://kenchanzuke.co
m

島根県
有限会社リープ・エンター
プライズ

島根県
出雲市

神西湖産
大和しじ
み、天然う
なぎ

 当店のうなぎは全て国産活うなぎを使用しております。「国
産」ならではの味、「活」ならではの歯ごたえをご堪能下さい。
たれは、九十有余年守り続けている秘伝のたれです。
しじみは、生より真空冷凍したものが、味も栄養価も高く全国
から支持されています。

http://www.aji-
shun.com

島根県 有限会社渡邊水産
島根県
出雲市

干物（あな
ご、のど
黒、笹カレ
イ等）

渡邊水産は山陰沖で獲れる鮮度抜群の魚を使用して干物を
製造しています。
化学調味料を一切使わず、塩のみで魚の旨みを引き出し、
しっかり干すことで旨みを凝縮させた干物を作っております。

http://www.watasui989
9.net/

島根県
シックス・プロデュース有
限会社

島根県
色智郡

乳製品（ミ
ルク、アイ
ス、ジャム）

全国でも数少ない自然放牧酪農の乳製品ブランドと、世界遺
産石見銀山遺跡の近くにあるこだわりの農場ブランドの２ブラ
ンドを生産販売しております。その他にもこの乳製品を使用し
た生洋菓子や冷凍スイーツなどを生産し、全国へ発送してお
ります。古来日本の酪農法と、伝統的な加工技術を大切にし
ながら、日々新しいことに取組んでおります。大きな工場では
出来ない、自然や人の温かさを感じるモノづくり、心を込めた
モノづくりを大切にしています。

http://www.sixth-
produce.co.jp

島根県 株式会社魚の屋
島根県
大田市

わかめ加
工品

弊社は、明治１０年、当地で「魚野屋」として、水産加工業を開
業して以来、お陰さまで今日に至っています。主にワカメ製品
を取り扱っており、皆様に、ご満足頂ける様、従業員一同、
日々精進して参りました。

http://www.uonoya.co.j
p

島根県 浅利観光株式会社
島根県
江津市

豚肉商品
（まる姫
ポーク）

江津育ちの地元ブランド豚肉「江津まる姫ポーク」を使用した
各種商品を取り扱っており、地域に密着したサービスでお客
様をおもてなししております。

http://www.asari-
g.jp/mainoichi/

島根県 一宮酒造有限会社
島根県
大田市

清酒、リ
キュール他

弊社は明治29年創業の、世界遺産石見銀山遺跡のある島根
県大田市の酒蔵です。特別純米「石見銀山」など熟練の杜氏
による昔ながらの手造りによる酒づくりをしております。

http://www.ichinomiya-
s.jp

秋田県 株式会社唐土庵いさみや
秋田県
仙北市

もろこしクッ
キー桜ほろ
ほろ等

秋田の伝統菓子「もろこし」の主原料、炒りあずき粉を使い、
桜葉のほんのり香る、桜の花びらをかたどったクッキータイプ
のお菓子です。口に含むとほろほろとほどけるような口どけ、
そんな味わいをお楽しみ下さい。

http://www.morokosian.
jp

秋田県
有限責任事業組合
京彩会／京にしき

秋田県
鹿角市

鶏めしの
素、比内地
鶏塩スープ
等

比内地鶏の丸鶏ガラスープで炊き上げる鶏めしは、しっかりと
出汁が効いており、おかずなしでもぺろりと食べられる一品で
す。具材のごぼう、椎茸、人参は全て国産具材化学調味料不
使用のこだわりがあります。

http://www.47club.jp/0
5M-000061xyx

秋田県
農事組合法人立花ファー
ム

秋田県
大館市

切餅（干
支、七福神
等）

1.干支餅　餅にその年の絵を焼き付けております。その年の
干支のご利益が授かりますように。2.七福神餅　餅に七つの
神が焼き付けられています。7つご加護がありますように。3.ブ
ラックベリー餅　白アンにブラックベリージャムを入れたもの
を、生地にブラックベリーを練り込んだもちでくるんだ餅菓子2
個入。4.わさび餅　餅にわさび粉を入れアンは白アンを入れた
餅菓子2個入れ。5.きりもち　餅コメは自家で育て、餅は自家
生産の杵搗きした餅です。

http://kenchanzuke.com/
http://kenchanzuke.com/
http://www.aji-shun.com/
http://www.aji-shun.com/
http://www.watasui9899.net/
http://www.watasui9899.net/
http://www.sixth-produce.co.jp/
http://www.sixth-produce.co.jp/
http://www.uonoya.co.jp/
http://www.uonoya.co.jp/
http://www.asari-g.jp/mainoichi/
http://www.asari-g.jp/mainoichi/
http://www.ichinomiya-s.jp/
http://www.ichinomiya-s.jp/
http://www.morokosian.jp/
http://www.morokosian.jp/
http://www.47club.jp/05M-000061xyx
http://www.47club.jp/05M-000061xyx
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所在地
出展
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和歌山県 株式会社ウメタ
大阪市

東住吉区
梅干、梅関
連商品

紀州産の選りすぐった特選南高梅は勿論、簡便用品や業務
用商品等、梅干し、梅関連品なら何でもご提案できるメーカー
です。

http://www.umeta.co.jp

和歌山県 熊野の里株式会社
和歌山県
田辺市

フローズン
梅、みかん

フローズン・プラム　紀州南高梅を完熟な状態で手取りし独自
の調味液につけ瞬間冷凍しました。生梅なので塩分0％、クエ
ン酸もたっぷり、スイーツとしてどうぞ。
まるごと冷凍梅レモン味　紀州南高梅干をレモンとゆずを使
い漬け込み爽やかな風味のシャーベット状に仕上げました。
適度な塩分で熱中症対策に適しています。

http://www.kumanonos
ato.co.jp

和歌山県 有限会社長生き屋商店
和歌山県
田辺市

梅シャー
ベット、梅
干、調味料
等

梅ところてん（特許申請中）・梅シャーベット（商標登録済み）・
やわらか干し梅・するうめ（商標登録申請中）・かりかり梅と
いった主に春から夏にかけての商品をご用意しました。春・夏
の行楽、レジャー、スポーツ、夏バテ予防等にマッチする商品
でございます。新商品もご用意しました。何卒宜しくお願い申
し上げます。

http://nagaikiya.co.jp

和歌山県 花野食品
和歌山県
有田市

バージンオ
レンジ、
バージンオ
レンジパ
フューム

バージンオレンジ12％、バージンオレンジパフューム40％の
姉妹商品2点。共に香りに特化した有田産温州みかんのリ
キュールです。蒸留を経て抽出した優しい、爽やかなみかん
の香りが印象的なホワイトキュラソー。原料はすべて有田市、
山彦農園生産青みかんを使用しています。

http://www.umaimontei
.com

和歌山県 株式会社不動農園
和歌山県
田辺市

紀州梅干

紀州田辺梅林がある田辺市上芳養地区にて、自社農園での
梅の栽培から梅干の加工までを行っております。「はちみつ
梅」、「こんぶ梅」、「キムチ梅」など、13種類以上の味付けを
幅広く取り揃えています。和歌山県産の果実を使い、果実本
来の風味を生かした「フルーツソース」の販売も始めました。

http://www.fudonoume.
co.jp

和歌山県 株式会社紀州高下水産
和歌山県
和歌山市

紀州備長
炭干し干物

和歌山名産の紀州備長炭の特性である吸水効果・脱臭効果
を利用して干物を仕上げております。臭みが少なく、焼き上が
りがふっくらとし、冷めても固くならないのが特徴です。

和歌山県 有限会社岩谷水産
和歌山県
東牟婁郡

水産加工
品

和歌山県串本町で、南高梅エキスを与え育てた「紀州梅まだ
い」「紀州梅くえ」は、味、身質、鮮度持ちの良さから、多くの料
理人・専門家の方々に「天然に負けない高品質な魚」と認め
ていただいております。梅干しの中に真鯛のほぐし身を詰め
た「紀州梅真鯛梅」や「紀州梅本くえ鍋用パック」等、水産加工
品の製造・販売も行っております。

http://www.iwatani-
suisan.jp

和歌山県 株式会社大覚総本舗
和歌山県
伊都郡

高野山特
産ごま豆腐

大覚総本舗のごま豆腐は貴重な本葛粉、胡麻は厳選された
高級胡麻などを使用し、独自の配合でなめらかでもっちりとし
た食感に仕上げました。香りの良い胡麻を丹念に挽いて搾っ
た胡麻エキスを高野山ならではの昔ながらの製法で作り上げ
た驚くほどなめらかな胡麻豆腐です。

和歌山県 株式会社小南農園
和歌山県
有田郡

みかん
ジュース、
みかんゼ
リー

7代に渡り代々継承された技と畑が小南農園の真骨頂です。
その畑で栽培された「田村みかん」は他園には真似のできな
い「絶妙のうまみ」を有し、東京の高級店で40年に渡り販売下
さっております。本フェアでは当社のみかんを使用したみかん
ジュース、みかんゼリーをご紹介します。

http://www.aridamikan.
com/
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