※平成29年11月14日(火)

【島根県産品商談会
No.

1

事業者名

(有)海士物産

10:00～16:00

『サンライズビル』／東京都中央区日本橋富沢町11-12

出展者一覧】

（No.1～16

当日ＰＲする主要商品を３品
１．出雲生姜入りばあちゃん手造り
天然わかめの佃煮
２．ばあちゃん手造り
天然わかめの佃煮
３．サザエチャンジャ

食品、

No.17～24

調味料、酒類、お茶等）
会社概要

[業種]飲食料製造小売業
[住所]〒690-0877島根県松江市春日町106-1
[TEL]0852-26-1114
[HP]http://www.amabussan.jp

[主な取扱品目]
飛魚関係の調味料、加工品、こじょうゆ味噌、うに加工品、乾物

１．旨塩ちくわ・塩レモンちくわ
２．国産すり身で作るおでん
３．あご入り4本のやき
2

[業種]魚肉練り製品製造
[住所]〒699-0702島根県出雲市大社町杵築北３００４
[TEL]0853-53-2125
[HP]http://www.syokuhin.jp

(株)出雲国大社食品
[主な取扱品目]
あごのやき・天ぷら・蒲鉾・竹輪・おでん

１．黒ごまきなこ 黒豆しぼり
２．いろどり宝石菓
３．出雲抹茶豆
3

[業種]菓子製造
[住所]〒691-0001島根県出雲市平田町2260-24
[TEL]0853-62-2048
[HP]http://hanakuso.jp/

(有)岡伊三郎商店
[主な取扱品目]
豆菓子、半生菓子:ゴリラの鼻くそ、甘納豆、ゼリー系の半生菓子等

１．梅入りわかめふりかけ ５０ｇ
[業種]食品製造業
２．明太子いりひじきふりかけ ４０ｇ [住所]〒699-0904島根県出雲市多伎町口田儀９０８－１
３．和風わかめスープ １００ｇ
[TEL]0853-86-2268
[HP]http://www.kaorime.co.jp
4

(株)香り芽本舗
[主な取扱品目]
ソフトふりかけ（わかめ・芽ひじき）、わかめスープ、わかめごはん（混ぜご飯の素）

１．しいたけピクルス
２．鮎だし醤油
5

[業種]飲食業
[住所]〒699-5301鹿足郡吉賀町柿木村柿木81
[TEL]0856-79-2155
[HP]------

柿の里
[主な取扱品目]
しいたけピクルス、鮎めし、鮎だし醤油

１．甘鯛一夜干し
２．醤油干し 各種
３．ギフトセット 各種
6

[業種]水産加工
[住所]〒691-0003島根県出雲市灘分町1901-11
[TEL]0853-62-9500
[HP]http://e-himonoya.net/

(有)小伊津海旬房
[主な取扱品目]
地元原魚を使用した一夜干し

7

(有)けんちゃん漬

１． 津田 かぶ漬
（浅漬、ぬか漬、千枚漬 ）
２． 出雲 の漬物 フレーク
（津田 かぶ菜、大根 菜）
３． 浅漬 各種

[業種]漬物製造業
[住所]〒699-0731島根県出雲市大社町遙堪403番地
[TEL]0853-21-1034
[HP]http://www.kenchanzuke.com

[主な取扱品目]
津田かぶ漬け等漬物各種、漬物の乾燥フレーク

※平成29年11月14日(火)

【島根県産品商談会
No.

事業者名

10:00～16:00

『サンライズビル』／東京都中央区日本橋富沢町11-12

出展者一覧】

（No.1～16

No.17～24

当日ＰＲする主要商品を３品
１．出雲の國 宍道湖のしじみ
２．健美宣言PREMIUM
（しじみのサプリメント）
３．島根県産干し芋

8

食品、

調味料、酒類、お茶等）
会社概要

[業種]製造業
[住所]〒699-0502島根県出雲市斐川町荘原1255
[TEL]0853-72-3160
[HP]http://www.kokuyo-suisan.jp

(有)コクヨー
[主な取扱品目]
宍道湖産大和しじみ、さつまいも加工品（干し芋やかりんとう等）、たけのこ加工品

１．ケンボロー芙蓉ポーク 肉各種
２．ケンボロー食肉加工品
（ロースハム、ベーコン、荒挽きウィンナー）

３．芙蓉ポーク
9

肉各種

(有)島根ポーク

[業種]養豚業及び食肉加工・販売、精肉販売、レストラ
ン
[住所]〒697-0303島根県浜田市金城町久佐ハ47-5
[TEL]0855-42-2364
[HP]http://www.shimane-pork.jp/

[主な取扱品目]
食肉加工品（ハム、ソーセージ）、精肉（自社農場産豚肉

１．のどぐろ缶詰
２．どんちっち缶詰
３．のどぐろほぐし
10

芙蓉ポーク）

[業種]水産加工業
[住所]〒697-0017島根県浜田市原井町907番地2
[TEL]0855-23-3105
[HP]http://sealife-hamada.net/

(株)シーライフ
[主な取扱品目]
浜田の地魚（のどぐろ、あじ、カレイ、さばなど）を使った干物・味醂干し・燻製、
のどぐろ加工品（のどぐろふりかけ、のどぐろせんべい、のどぐろ炊き込みご飯の素など）、
のどぐろ缶詰（水煮・醤油煮）、のどぐろ漬け魚、のどぐろリエット
１．たなべのたまご
２．森の国たなべのたまごぷりん
３．森の国たなべのたまごぷりん
ムースショコラ

11

[業種]サービス業
[住所]〒690-2701島根県雲南市掛合町掛合２１１２
[TEL]0854-62-0027
[HP]http://www.tanabeco.com/

(株)田部
[主な取扱品目]
平飼い有精卵たなべのたまご

１．出雲八割そば2食
２．出雲八割そば2食つゆ付き
12

[業種]製造・飲食
[住所]〒699-0551島根県出雲市斐川町沖洲1620
[TEL]0853-72-0653
[HP]http://www.sobasho-tamaki.jp/

(有)玉木製麺
[主な取扱品目]
出雲そば、うどん

１．５色餅
２．しゃぶしゃぶ餅
３．丸餅（平餅）
13

[業種]農業
[住所]〒697-0213島根県浜田市金城町小国ハ259
[TEL]0855-44-8006
[HP]http://www.fujiwaka.info/

(株)藤若農産
[主な取扱品目]
お米、お餅、原木乾燥椎茸・切り餅・ぶどう（ピオーネ、シャインマスカット、安芸クイーン、
他）・原木椎茸

14

(株)フロンティア
日原加工部
にちはら山菜加工場

１．島根わさび
２．島根わさび
３．島根わさび

純生おろしわさび
醤油漬
粕漬

[業種]食品加工製造販売、農産物受託生産販売
[住所]〒699-5216島根県鹿足郡津和野町池村1997−8
[TEL]0856-74-1725
[HP]http://www.shimane-wasabi.jp/index.html

[主な取扱品目]
わさび醤油漬(CAS凍結設備を活用し、香料を除いてわさび本来の風味を活かすよう改良)

※平成29年11月14日(火)

【島根県産品商談会
No.

事業者名

10:00～16:00

『サンライズビル』／東京都中央区日本橋富沢町11-12

出展者一覧】

（No.1～16

No.17～24

当日ＰＲする主要商品を３品
１．レトルト雑穀ぜんざい
２．七味とうがらし
３．一味とうがらし

15

食品、

調味料、酒類、お茶等）
会社概要

[業種]農産加工品 製造及び販売他
[住所]〒690-2801島根県雲南市吉田町吉田1047-2
[TEL]0854-74-0500
[HP]http://www.y-furusatomura.co.jp/

(株)吉田ふるさと村
[主な取扱品目]
卵かけご飯専用醤油「おたまはん」、焼肉のたれ、ドレッシング、唐辛子加工品、杵つき餅

１．釜揚げそば（2食・つゆ付）
２．出雲そば（2食・つゆ付）
（出雲市産そば粉使用）
３．ソフトスパゲッティ
16

[業種]製造業（製麺、製粉）、米穀販売
[住所]〒693-0054島根県出雲市浜町209-3
[TEL]0853-21-0720
[HP]http://izumo-yoneman.com/

(有)米山萬商店
[主な取扱品目]
「麺類」:うどん、出雲そば、ラーメン、やきそば、スパゲッティなど
「そば粉」:業務用（国産、外国産、石臼挽き）、「お米」:主に業務用
１．有機国産丸大豆醤油
２．有機ゆずぽん酢
３．国産丸大豆生しょうゆ
（200ml フレッシュボトル）

17

[業種]食品製造業
[住所]〒699-1511島根県仁多郡奥出雲町三成278
[TEL]0854-54-1065
[HP]http://morita-syouyu.com

(有)森田醤油店
[主な取扱品目]
国産大豆・国産小麦・天日塩を原料に熟成させた醤油（こいくち・うすくち・さいしこみ）
国産丸大豆醤油ベースのあわせただし醤油・ぽん酢・ドレッシング
島根県産米を自社で製麹した米麹・倍麹味噌・甘酒生など
１．ゆずゆず
２．純米酒 石見野
３．わさび焼酎 わさび

18

[業種]酒類製造業
[住所]〒698-0011島根県益田市染羽町５番７号
[TEL]0856-22-0127
[HP]http://www.kikuyasaka.co.jp

(株)岡田屋本店
[主な取扱品目]
現在の生産品目は酒類がリキュール・清酒・焼酎乙類。
食品が甘酒。主要ブランドは「菊弥栄」と「無用の用」。

１．宗味佐香錦純米吟醸
２．宗味改良雄町純米大吟醸
３．宗味佐香錦特別純米
19

[業種]清酒製造業
[住所]〒698-0005島根県益田市本町3-30
[TEL]0856-23-0028
[HP]http://migitahonten.jp/

(株)右田本店
[主な取扱品目]
自社製造の日本酒（大吟醸、純米大吟醸、純米吟醸、純米酒、普通酒、にごり酒）

１．純米吟醸酒
２．ウイジンジャー
20

[業種]酒類製造業
[住所]〒699-5605島根県鹿足郡津和野町後田ﾛ196番地
[TEL]0856-72-0048
[HP]http://uijin.net

古橋酒造(株)
[主な取扱品目]
・日本酒（吟醸酒、純米吟醸酒、純米酒など）※代表銘柄『初陣』
・ウイジンジャー
・津和野で育った柚子で造ったお酒
１．はとむぎ珈琲
２．ハトムギチョコレート
３．精白はとむぎ

21

(有)エル珈琲
／ＪＡしまね よい食工房

[業種]珈琲製造販売業
[住所]〒699-0502島根県出雲市斐川町荘原2193-2
[TEL]0853-73-9186
[HP]http://www.ja-hikawa.or.jp/よい食工房new/

[主な取扱品目]
プライベートブランドコーヒー製造卸売Ｒ／Ｃの指定ブレンド製造
ご当地珈琲の製造卸売（ハトムギ入り珈琲、そば入り珈琲、黒豆入り珈琲、もち米玄米入り珈
琲、いちじく茶入り珈琲、やまもも茶入り珈琲、山椒入り珈琲、どんぐり入り珈琲）

※平成29年11月14日(火)

【島根県産品商談会
No.

事業者名

10:00～16:00

『サンライズビル』／東京都中央区日本橋富沢町11-12

出展者一覧】

（No.1～16

当日ＰＲする主要商品を３品
１．クロモジ香味料
２．ソフトいりこ
３．精選ヒノキの炭 食品用脱臭炭
（冷蔵庫・水・米櫃用）

22

食品、

No.17～24

調味料、酒類、お茶等）
会社概要

[業種]製造業
[住所]〒699-0110島根県松江市東出雲町錦新町5-4-22
[TEL]0852-69-1647
[HP]http://lindera.kawai-bibi.net/

風と森と水の国
[主な取扱品目]
クロモジのハーブティー香料・お酒用グッズ品・マドラーなど、塩干製品

１．抹茶カプチーノ
２．ほうじ茶カプチーノ
３．お茶各種
23

[業種]茶製造・卸・小売業
[住所]〒690-8611島根県松江市矢田町250-98
[TEL]0852-24-0700
[HP]http://www.senchasoh.jp/29.html

(株)千茶荘
[主な取扱品目]
〈抹茶入り煎茶〉玉露白折、ゴールド白折、勾玉

１．くろもじ茶
２．葛茶
３．有機さつまいも茶
24

[業種]茶製造業
[住所]〒693-0043島根県出雲市長浜町729-6
[TEL]0853-28-2123
[HP]http://www.chasandai.co.jp

(株)茶三代一
[主な取扱品目]
島根県産有機煎茶、番茶、紅茶、健康茶、八雲白折、八雲ほまれ、出雲ほまれ、五月緑、お抹茶
健康茶

