
①ダイワボウライフサ
ポート株式会社

⑤草竹農園 ⑨株式会社和田萬商
店

⑬山本珈琲株式会社 ⑰株式会社宇治園

②株式会社スカイ・
フード

⑥ナカスジファーム ⑩上野砂糖株式会社 ⑭株式会社向井珍味
堂

⑱有限会社北庄司酒
造店

③GLC Japan 株式会
社

⑦カネ筒農園 ⑪御菓子司 亀屋茂
廣

⑮小倉屋株式会社 ⑲能勢酒造株式会社

④株式会社三上 ⑧株式会社日清精工 ⑫堀内鏡工業株式会
社

⑯山月工房 ⑳株式会社田中家具
製作所

日時：2016年3月17日（木） 14:30～16:30 会場：大阪商工会議所6階「末廣の間」

【出展社一覧】（ブース配置順）

会場入口 会場入口

出展社情報は次のページをチェック!!
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②株式会社スカイ・フード

http://sky-food.jp/

＜取扱商品＞

スカイカルシウム、四季
彩々和風だし、四季彩々
欧風だし、24種の国産野
菜＆果物スムージー、体

内美人青汁粒

スカイカルシウムという植物性のカルシウムの製造・卸
からスタートし、現在は四季彩々だしシリーズを中心に
販売を行っています。
厳選した原材料を使用し、化学調味料無添加で作った
こだわりのだしです。

①ダイワボウライフサポート株式会社

http://www.sollar.co.jp

＜取扱商品＞

お赤飯・おこわ類・そ
の他商品

当社のお赤飯・おこわは手軽で簡単に本格的なおこわ
が炊けます。お米と具材が入っているのでお水を入れ
て炊飯器で炊くだけ。洗米・浸け置きは不要。早炊き炊
飯可能。長期保存可能です。全国の高島屋や阪神百
貨店など、百貨店or高級スーパーに陳列。

商品名：お赤飯
商品ＰＲ：国産米100％・北海道産小豆使用。販売を開
始して36年、今も昔も変わらず当社1番の人気商品で
す。

担当者職氏名：食品・通販事業部 営業課長  山田 孝次

ＴＥＬ：06-6266-3054
メールアドレス：t-yamada@daiwabo.co.jp

商品名：24種の国産野菜＆果物スムージー
商品ＰＲ：日本産の野菜と果物を24種使用したスムー
ジーです。健康に嬉しい乳酸菌・食物繊維・オリゴ糖を
配合しています。

担当者職氏名：元気事業部 課長  羽田野 宗紀
ＴＥＬ：06-6473-7900
メールアドレス：hatano@sky-food.co.jp

③GLC Japan 株式会社

http://www.goldgold.jp/

＜商品写真貼付＞

＜取扱商品＞

皮革製品（財布、名刺
入れ、パスケース等）

皮革業界に40数年携わり、新技術と新商品の開発に情
熱をかたむける職人を擁して、皮革に純金箔を施したＧ
ＬＣ（ゴールドリーフコレクション）シリーズを世界に向け
発信しています。また、実用新案を取得した新商品を
ベースにＯＥＭを積極的に行い、お客様のニーズにお
応えできる企業でありたいと思っています。

④株式会社三上

http://ncosmo.kenko-mikami.com/

＜取扱商品＞

ヘアケア、スキンケ
ア、健康食品

オーガニックのスーパーフード・シアノバクテリアから、
自社でオリジナルのエキスを抽出し、トリートメントを必
要としないシャンプーなど、なりたい髪型にするための
ヘアケアラインを開発。大阪の技術とアートの両面を発
信するブランド。国内で人気が高いブランドです。

商品名：薔薇椿オイル
商品ＰＲ：桜島の驚くほど軽い藪椿油に、ブルガリアの
オーガニックダマスクローズの香り。古来日本からのヘ
アケアと、ブルガリアの香りが合わさった、日本が発案
するヘアオイル。

担当者職氏名：ブランドマネージャー 上林拓也
ＴＥＬ：072-224-0210
メールアドレス：la-tak@shop-oc.jp

商品名 ： GLC名刺カード入れ（純金箔24K貼り）
商品ＰＲ ： 熟練の職人がゴールドレザー（※１）で丹
念に作り上げた豪華絢爛な名刺カード入れ ※１：日本
の伝統工芸である純金箔（９９．９９％）と天然皮革を融
合し、柔軟性と耐久性を両立させた世界で類を見ない
オリジナルレザー

担当者職氏名：代表取締役 山之内 敦
ＴＥＬ：072-741-6341
メールアドレス：info@goldgold.jp
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水なすの特徴である柔らかい皮は風で葉がすれないよ
うに多くの葉を取り除きますが、当農園では葉欠きを最
小限に抑え、樹にストレスをかけることなく健全に育て
ることによって柔らかい品質と収量の安定を図っていま
す。大阪府の農の匠や、阪南市の阪南ブランド１４匠に
も認定されています。

商品名：TUKERU TABERU
商品ＰＲ：ご家庭で漬け込んでいただく商品を開発しま
した。家庭で本物の水なす浅漬けを手軽に味わってい
ただきたい商品。お土産やギフト商品としても使ってい
ただける商品として利用していただきたい。

⑥ナカスジファーム

http://www.js-farm.net/

＜商品写真貼付＞

漢方では胃薬の材料にもされている紅蓼を使った加工
品"BENY"（「しょうがシロップ」「刺身用醤油」「焼き魚用
甘酢」）を３種類を開発。油ものとすごく相性がよく、肉
料理や天ぷらなどに添えて食してもらうと、油臭さが消
え、即材の持っている甘さが強調されます。これら加工
品にて新しい需要を開拓したいと思っています。

商品名：紅醤油（べにしょうゆ）
商品ＰＲ：白醤油をベースに紅たで・わさび・大根と混ぜ
て調合したピンク色の刺身醤油。混ぜる手間を省くだけ
でなく、直接かけることによりカルパッチョ風に使っても
らい、見た目美しく、又デドックス作用で体の中から美し
くなってもらいます。

担当者職氏名：代表  筒井 昭男
ＴＥＬ：072-999-2224
メールアドレス：fwnz5954@zeus.eonet.ne.jp

商品名：おなすときゅうりのピクルス
商品ＰＲ：自社の特産であるナス・きゅうりを自家製ニン
ニクや香辛料を加えて、無添加・無着色・無香料、化学
調味料や余分な添加物を一切使用せず、長期熟成した
ピクルスです。平成27年に「ふるさと特産品」「大阪産
（もん）」として認定されました。

担当者職氏名：販売部・副部長  中筋 優美
ＴＥＬ：0721-33-1248
メールアドレス：marunaka@sea.plala.or.jp

⑦カネ筒農園

http://store.shopping.yahoo.co.jp/kanetutu/

＜取扱商品＞

紅蓼加工品"BENY"
（紅たでシロップ・紅醤

油・紅甘酢）

⑧株式会社 日清精工

http://nissinseikou.com/

＜商品写真貼付＞

＜取扱商品＞

プラスチック金型、ダ
イキャスト金型、自社
商品製作販売、OEM

商品製作

設立以来金型一筋。2010年より自社独自の技術を用い
自社製品を製造販売しております。自社製品第１弾は
ターゲット層のユーザー220名よりアンケートを頂き作り
上げました。各メーカー様で製品づくりの際に一番コス
トの掛かる部分を弊社は担っていますので他社様に無
い物を作り上げる事が可能です。

商品名：つけま＆コンタクトレンズケース
商品ＰＲ：つけまつげとコンタクトレンズを一緒に収納で
きるのは弊社の商品のみです。蓋の表面に高級感ある
モチーフを施しました。

担当者職氏名：部長取締役  右田和代
ＴＥＬ：06-6727-3717
メールアドレス：office@nissinseikou.com

ナカスジファームは、大阪富田林の地で代々ナスや
きゅうりを中心とした野菜を生産する農家です。自然の
恵みを育んだ豊かな農地を守ってきたことで、栄養価
が高く、とてもおいしい野菜を作る事が出来ます。平成
27年「五つの星大賞」を受賞いたしました。

＜取扱商品＞

なす、きゅうり、わさび
菜、かつお菜、エンサ
イ、万願寺とうがらし

等

担当者職氏名：草竹 茂樹
ＴＥＬ：072-472-0148
メールアドレス：kusatakefarm@yahoo.co.jp

＜商品写真貼付＞

⑤草竹農園

http://kusatakefarm.shop-pro.jp/

＜取扱商品＞

泉州特産水なす浅漬
け・ＴＵＫＥＲＵ ＴＡＢ

ＥＲＵ ＫＩＴ
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http://www.cr-horiuchi.co.jp/

＜取扱商品＞

鏡製品

大阪市平野区は鏡の産地ですが、その中で当社は１０
０％MADE IN JAPANで頑張る鏡製品のメーカーです。
当社が開発したナピュアミラーは「人から見た本当の肌
色を映し出す」特許取得の高品質ミラーです。そのミ
ラーを使用した商品シリーズを展開して国内でも高い評
価をいただいています。

全て国産原材料にこだわり、すべて手作りです。

商品名：亀屋茂廣 懐中志る古
商品ＰＲ：大阪産（もん）名品認定商品
   大阪熊野詣の旅人が携帯した御菓子。
   懐中志る古は海外でも人気で空港でよく売れる。

担当者職氏名：三代目  中島正揮
ＴＥＬ：06-6623-1031
メールアドレス：Marki818@yahoo.co.jp

創業明治の胡麻専門店です。他社様にはない加工技
術で胡麻を加工しているこだわりの製造メーカーです。
昨年より世界のスーパーフードの「チアシード」加工にも
手がけています。

商品名：ナピュア・パーフェクトスタイル３WAYミラー
商品ＰＲ：国内特許取得のナピュアミラーを使った3面
鏡。鏡面が360度回転できます。また、高さも約10.5㎝
調整可能です。横顔だけでなく縦使いにすると頭頂部
まではっきり見えてウィッグの装着等に大変便利です。

担当者職氏名：代表取締役  堀之内茂美
ＴＥＬ：06-6702-1987
メールアドレス：horiuchi@cr-horiuchi.co.jp

⑨株式会社和田萬商店

http://www.wadaman.com/

＜取扱商品＞

胡麻製品、チアシード
製品、調味料

⑪御菓子司 亀屋茂廣

http://www.kameya-shigehiro.com/

＜商品写真貼付＞

＜取扱商品＞

菓子類全般

商品名：焙煎チアシード(スティックタイプ)
商品ＰＲ：世界のスーパーフードとして有名なチアシード
を食べやすいスティック形状に致しました。胡麻の加工
技術により「異物」の除去や表面を焙煎する事により滅
菌効果を得るなど、他社様にはマネのできない製品に
なっております。是非ご賞味ください。

担当者職氏名：営業課長  松岡義仁
ＴＥＬ：06-6364-4387
メールアドレス：matsuoka@wadaman.com

⑩上野砂糖株式会社

http://www.osatou.com/

＜取扱商品＞

黒砂糖を主とした砂
糖類

 大正2年の創業依頼、100年以上大阪の地で加工黒
糖をはじめとする砂糖類を長年培った技術で製造。ISO
９００１の認証取得し徹底した品質管理の下で製造され
た製品は、業務用から家庭用まで幅広くご利用頂いて
おります。

商品名：焚黒糖（たきこくとう）
商品ＰＲ：
 沖縄県産黒糖を主とした黒糖と原料糖（精製糖の原
料となる砂糖）を焚き上げた「焚黒糖（たきこくとう）」は
大阪産（もん）名品認定、2011年には農水省のﾌｰﾄﾞ・ｱｸ
ｼｮﾝ・ﾆｯﾎﾟﾝｱﾜｰﾄﾞ優秀賞を受賞。

担当者職氏名：営業部 取締役営業本部長  林 大介

ＴＥＬ：06-6561-3034
メールアドレス：d_hayasi@uenosugar.co.jp

⑫堀内鏡工業株式会社
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商品名： レオパージョン/イヤフォンジャック
商品ＰＲ：大阪のマダムもお気に入りのヒョウ柄を和泉
とんぼ玉 伝統技法を駆使して作り上げた一品です。

向井珍味堂の社名の由来、他にない珍しい美味しい味
のものをつくる会社。きな粉はお客様のご希望に応じて
製造しており約60種類。唐辛子は直接、生産者の所へ
足を運び産地指導を行っています。

http://www.mukai-utc.co.jp/

＜商品写真貼付＞

＜取扱商品＞

きな粉、唐辛子、青の
り粉

⑭株式会社向井珍味堂

商品名：ふりかけとろろ昆布
商品ＰＲ：一般的なとろろ昆布とは違いお酢を使わずに味付け乾燥させているため、昆布が本
来持っているうま味と香りが引き立てられた昆布ふりかけです。食材の上に直接ふりかけてそ
のままお召し上がりいただけます。近年、食材のうま味を引き立て、食物繊維が豊富で健康
効果も期待されている昆布は日本国内で注目されており、ふりかけとろろ昆布はその使い勝
手の幅広さや手軽さそして、風味が好評を得て人気上昇中の商品です。日本国内での販売
数はこの10年間で毎年平均107％の伸び率を示しており10年間の累計販売数は35万袋に達
しました。

担当者職氏名：代表取締役社長  池上 時治郎
ＴＥＬ：06-6211-3266
メールアドレス：md-ikegami@ogurakonbu.co.jp

⑮小倉屋株式会社

http://www.ogurakonbu.co.jp/

＜商品写真貼付＞

＜取扱商品＞

昆布加工品全般

1848年創業の昆布専門店 「和食」、「出し」が世界から
注目。昆布はうま味を素早く簡単に取り出すことができ
る唯一の食品であり栄養面も優れた食品です。昆布を
通じて健康的で豊かな食生活に寄与することを願いま
す。

商品名：手づくり七味
商品ＰＲ：契約栽培している山椒、国産唐辛子をベース
に職人が手づくりで調合しています。日本を代表するス
パイス、厳選された原料を使った七味です。

担当者職氏名：営業部  松村 進一
ＴＥＬ：06-6791-7337
メールアドレス：s-matsumura@mukai-utc.co.jp

担当者職氏名：代表  松田有利子
ＴＥＬ：072-224-2670
メールアドレス：sangetsu@ican.zaq.ne.jp

⑯山月工房

http://izumi-tombodama.com/

＜商品写真貼付＞

＜取扱商品＞

大阪府知事指定 大
阪の伝統工芸品「和
泉蜻蛉玉®」

「和泉蜻蛉玉®」は奈良時代以前に由来を持ち、明治時
代にｶﾞﾗｽ玉技法として確立、昭和後期に先代とその長
女が命名、歴史保存活動を経て、「大阪府知事指定 伝
統工芸品」となった。現在、後継者の長女が国宝ｶﾞﾗｽ
玉復元作業など幅広い活動とともに女性ならではの心
遣いを組み込んだ商品を製作しています。

レギュラーコーヒーの専門会社として『珈琲造り一筋』に
“すべてはおいしいコーヒーのために～”を企業理念の
下、1950年創業から喫茶店や珈琲専門店などの飲食
店に業務用レギュラーコーヒーを製造販売。
2008年にISO9001認証を取得し、家庭用小売商品にも
「こだわりのコーヒー」を提供しています。

商品名：
山本珈琲館ヨーロピアンブレンド ワンドリップカフェ10P
商品ＰＲ：大阪箕面国定公園にある直営の珈琲専門店
「山本珈琲館」をあしらった簡易型レギュラーコーヒー。
1杯10ｇの内容量で珈琲専門店の本格的な美味しさを
再現した、昔懐かしい「まったり」としたコーヒーです。

担当者職氏名：特需部  課長  河本 俊之
ＴＥＬ：06-6541-7575
メールアドレス：t-kawamoto@yamamotocoffee.co.jp

⑬山本珈琲株式会社

http://www.yamamotocoffee.co.jp/

＜取扱商品＞

レギュラーコーヒー製
品、リキッドアイスコー

ヒー製品
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1921年建立の大規模木造蔵2棟を有する、泉佐野市唯
一の日本酒醸造蔵。特定名称酒を中心に、年間生産
量200石の“本物の地酒”を造る。自分たちの手で造り、
自分たちの手で販売する為、自社製品への責任感が
強い。少量多品種生産の為、小ロットの出荷やオリジナ
ル商品の展開が可能。

1869年 日本一の伝統を誇る銘茶の産地京都・宇治に
創業・以来１４０年以上にわたり、品質の良い美味しい
お茶と、お茶を使用した商品を提供。お茶を通じて「お
客様の体の健康と、心の癒し、豊かな暮らしに貢献でき
るように」との想いを込めて商品を開発いたしておりま
す。

⑱有限会社 北庄司酒造店

http://www.kitashouji.jp/

＜取扱商品＞

清酒

⑰株式会社宇治園

http://www.uji-en.co.jp/

＜商品写真貼付＞

＜取扱商品＞

緑茶、茶飲料、抹茶、
お茶を使用したスイー
ツ 及び茶関連商品

商品名・・・荘の郷 大吟醸
商品説明・・・精米歩合35％の山田錦特等米で仕込ん
だ大吟醸。洗米から上槽まで、一貫した手作業で醸し、
南部杜氏伝承の技による軽みとまろみの味わいが特
徴の日本酒の王様。シャンパングラスに注ぎ、落ち着い
た味わいと香りをお楽しみ下さい。

＜取扱商品＞

桜川サイダー、能勢
ソーダ、能勢ジン

ジャーエール、柚子サ
イダー、梅香泡

当社は1712年に清酒製造業で創業しました。昭和40年代
に、ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰを始めとする清涼飲料製造業に業態転
換。炭酸の品質改良に成功し、炭酸水、ｻｲﾀﾞｰ等に注力。
「桜川ｻｲﾀﾞｰ」「柚子ｻｲﾀﾞｰ」は地域に深く浸透し、地域ﾌﾞﾗﾝ
ﾄﾞの向上にも貢献しています。一昨年より、ﾘｷｭｰﾙ販売開
始。「梅香泡」がご好評頂いています。

担当者職氏名：次期四代目  北庄司知之
ＴＥＬ：072-468-0850
メールアドレス：info@kitashouji.jp

玉露をボトリング
「AS GOTAS D NIHONTCHA ESPECIAL(しずく)」
新たな日本茶の楽しみ方として、高級茶葉を急須で淹
れるお茶にかぎりなく近づけた「ボトリングティー」 ワイ
ンで乾杯するシーンにもぴったりの、ヘルシーな日本茶
ノンアルコールドリンクを提案します。

担当者職氏名：代表取締役  重村 勝
ＴＥＬ：06-6252-0631
メールアドレス：m-shigemura@uji-en.co.jp

担当者職氏名：代表取締役  子安丈士
ＴＥＬ：072-735-2222
メールアドレス：t-koyasu@salsa.ocn.ne.jp

商品名：梅香泡
商品ＰＲ：能勢ソーダに紀州産完熟梅酒・ブランデーを
贅沢にブレンドした、濃厚な梅酒ソーダです。アルコー
ル度数4度、飲み心地まろやかでお食事や雰囲気を引
き立てます。

⑲能勢酒造株式会社

http://www.eonet.ne.jp/~nosemizu/

⑳株式会社田中家具製作所

http://hatsune-kagu.com/

＜取扱商品＞

桐たんす、桐製品

桐の丸太から製品になるまで全ての工程を自社で行っ
ています。また桐材にもこだわり、安価で低質な中国産
桐材を使用せず、良質な国内産及びアメリカ産の桐材
だけを用い、創業100年伝統の技術、技法で最高品質
の桐たんす、桐製品を製造しています。

商品名：総桐朱漆塗り蒔絵入り貴重品箪笥
商品ＰＲ：漆を塗り重ねさらに漆芸作家服部峻曻先生の
蒔絵を施し重厚かつ繊細な趣をかもしだす。最高品の
貴重品箪笥です。

担当者職氏名：専務取締役  田中 美志樹
ＴＥＬ：072-443-5691
メールアドレス：tanaka@hatsune-kagu.com
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