わかやま産品商談会in和歌山 2020 出展者情報リスト
✔ 応募者多数の中から抽選で選ばれた「50社限定」のリアル商談会を開催！
✔ さらに、全応募者70社のイチ押し商品を掲載した特設サイトを開設！（詳細は11ページ）

リアル商談会（11/19開催）＋特設サイト掲載企業
No.1

青木ファーム＆デリ

※五十音順

〔初出展〕

『届けたいのは、本物のフルーツ』をスローガンにし、100年以上続く果樹農家でいちじく、キウイフルーツ、柑橘類を
栽培しています。

できるだけ農薬を使わない栽培を心掛け最高のものをお届けしています。

農園で収穫できたフ

ルーツを使い、ドライフルーツやドライフルーツ関連商品（フォンダンウオーターなど）開発・製造をしています。

【主な出展商品】樹上完熟いちじく、ドライいちじく

No.2

あすの実（社会福祉法人一峰会）

〔初出展〕 〔新商品〕

和歌山の農家や企業等と繋がりながら地元の素材を存分に使用し、ポップコーンを製造することをコンセプトに、2019
年10月より販売を開始しました。素材に使用している濃縮果汁や粉末は自社にて加工している物が多く、作り方にこだ
わっています。「こんなポップコーンは食べたことがない！」と感じていただける商品作りを心掛けています。

【主な出展商品】和歌山満喫！スペシャルMIX、寺尾牧場ミルクキャラメル、ピザポップコーン

No.3

株式会社 伊藤農園

明治の中頃からみかん問屋として創業し、30年以上前からジュースづくりを始めました。みかん本来のおいしさが味わ
えるようみかんの果肉だけを搾る搾汁機を独自で開発しました。さらに加工品は全て食品添加物不使用にこだわってい
ます。そのみかん本来の味が評価され、国内の大手百貨店、フランスの星付きレストラン等にも販路を広げています。

【主な出展商品】100%ピュアジュース、ピュアフルーツ寒天ジュレ、素材そのままマーマレード

No.4

印南屋

〔初出展〕

黒潮の温暖な気候で、自然の恵みいっぱい詰まった小さな町「和歌山県 印南町（いなみちょう）」。
「印南屋」は、印南町の魅力を皆さまにお届けします。

【主な出展商品】トマトジャム、菊芋パン、真妻わさび 金山寺みそ

No.5

株式会社 エフティエンジニアリング 〔初出展〕 〔新商品〕

フォークリフトに関する業務を行う会社として設立し、2015年より和歌山県の土産物を販売する食品関連事業部を立ち
上げました。現在、主に観光施設やネットショップなどで商品を販売しています。2018年頃より、国内外の展示会や商
談会に出展し、徐々にではありますが販路を開拓しています。

【主な出展商品】みかんの蜂蜜、梅本、かきもちキューブ

No.6

太田商店

〔初出展〕 〔新商品〕

創業昭和11年、今年で84年目の鰻屋です。主力商品は、鰻蒲焼（1本売り）や鰻弁当などですが、近年は個食の
商品や冷凍、冷蔵でのお取り寄せ商品にも力を入れております。季節や状態によって日本各地から仕入れる国産
にこだわって販売しています。

【主な出展商品】紀州南高梅ひつまぶし（2食入）、紀州南高梅ひつまぶし（1食入）

No.7

株式会社 オカザキ紀芳庵

〔新商品〕

お土産物・食料品の卸売り及び地元農産物を使用したオリジナル商品の企画開発といった、観光事業を通じて地域に活
力を与える総合卸売企業です。主にお土産物店、ホテル、道の駅、産直市場、SAなどに商品を卸しており、近畿各地に
お客様がいます。また仕入れ先も多く、取扱商品の種類と数の多さは弊社の強みでもあります。

【主な出展商品】よりどりみどり、きなこ豆、スパイスビーンズ
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No.8

〔初出展〕

Café kitchen

平成19年創業。店名のとおり「家庭の台所からお母さんが家族のために作る料理」をコンセプトにしています。店舗で
提供する素材は国産にこだわっています。お店の料理で提供していたごまドレッシングが美味しいと評判を呼び、商品
化。2018年には日本野菜ソムリエ協会主催の『調味料選手権2018』のドレッシング部門にて最優秀賞を受賞させて頂き
ました。ぜひ一度ご賞味下さい。
【主な出展商品】キッチンごまドレッシング、キッチンバジルドレッシング

No.9

〔初出展〕 〔新商品〕

きとら農園

約1200年前に弘法大使空海が開創し、世界から注目を集める高野山の麓、有田川町の標高600mの山内で、ぶどう山椒と
桑の葉茶を栽培しています。園地の一部は化学肥料、農薬不使用で、加工は極力機械に頼らず、自然由来また、昔なが
らの製法で行い、素材の香りを最大限に引き出します。

【主な出展商品】きとら農園

No.10

ぶどう山椒(粉)、ぶどう山椒(実山椒) 冷凍、桑の葉茶

株式会社 紀の国食品

梅干メーカーでは数少ない業務用梅干しを中心に取扱っているメーカーです。大手コンビニから外食向けに商品開発を
行い幅広く展開しております。又、和歌山では唯一紀州産、国産のカリカリ梅を自社で漬込み加工しているメーカーで
す。

【主な出展商品】紀の国梅チップ５

No.11

木下水産物 株式会社

積極的に取引先や顧客ニーズの把握に努めながら、新商品の開発・ＰＲに取り組んでいます。展示会や商談会に積極的
に参加し、弊社の最高級ブランド『もちもちまぐろ』や新商品『ペタロ・ディ・マーレ』をPRしながら、生まぐろの付
加価値と購買力アップのため「冷凍より生」「養殖より天然」「外国産より国内産」という産地の強みをアピールして
います。
【主な出展商品】もちもちまぐろの生ハム、もちもちまぐろ、Petalo di mare～もちもちまぐろの生ハム～

No.12

株式会社 紀乃屋

〔初出展〕

株式会社紀乃屋は1次・2次・３次産業からIT事業までの多種多様な事業を展開。総合商社として「六次化」を目指す企
業です。農林水産省の六次産業化「総合化事業計画」の認定取得。和歌山県日高郡みなべ町を拠点に梅の最高級ブラン
ド「紀州南高梅」の生産・加工・販売事業を担う。

【主な出展商品】「紀州南高梅 王梅」シリーズ -全6種-各種400g

No.13

〔新商品〕

きみのフルーツ

県北部の山間部で日当たりが良好、豊かな土壌で柑橘、ブドウの栽培を行う生産農家です。作物のポテンシャルを最大
限に引き出すため、オリジナルのカツオの有機肥料を施し、とれたての新鮮な本来の果実の味わいをお楽しみいただく
ため、機械ではなく手選別にこだわり、丁寧に箱詰めしてお届けします。農産物の他に、自農園で栽培したフルーツを
使用したジュース、ピール等も販売。
【主な出展商品】ハッサクとブルビチーズのマリネ、ハッサクとチーズのショコラ仕立て、HASSAKUピール

No.14

有限会社 熊野鼓動

～熊野が育む「癒しの食」～

熊野は「癒しの地」として多くの人々が訪れたところ。こうした地域に相応しい商品で

あるように、私たち自身も生産に関わりながら、原材料には地元生産者が環境に負荷をかけずに育ててきたものを中心
に使用しています。また化学合成された添加物はできる限り使用しないで伝統的な製法を用いて作っています。

【主な出展商品】じゃばらぽん酢、熊野本宮 釜餅 よもぎ

No.15

Kumano Berry

〔初出展〕 〔新商品〕

私たちは、和歌山県西牟婁郡上富田町の町木「山桃」を通じて、未来に残せる町づくりを目指しています。「山桃」
は、初夏のほんの数日間しか収穫時期がなく、その間は、メンバーとあちこちで慣れないやまもも収穫の毎日。一つ商
品が売れると「よかったね」と喜びながら活動しています。まだまだこれからの私たちですが、未来につながる事業者
になるように頑張ります。
【主な出展商品】熊野やまももしろっぷ、熊野やまももどろっぷ、熊野やまももじゃむ
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No.16

農事組合法人 黒沢牧場

黒沢牧場は、和歌山の紀伊水道をのぞむ標高500ｍの高原にあり、近畿で唯一、山地酪農を継承する牧場です。乳牛たち
は牧草地で1年中のびのびと放牧飼育されています。アニマルウェルフェア（快適性に配慮した家畜の飼養管理）の理念
に則った「ストレスフリーな飼育」こそが、生乳やスイーツなど「黒沢ブランド」の製品の美味しさと質を支えている
と考えています。
【主な出展商品】やさしい牛乳、アイスクリーム、牛柄ロールケーキ

No.17

株式会社 KCR

〔初出展〕 〔新商品〕

トルコ商材をメインに県内で卸・小売・飲食事業を行っております。他にも和歌山ラーメンや
和歌山ラーメン味のチャーハンの素といった商品や、白浜町の人気飲食店の名物メニューを
冷凍真空パックで詰め合わせた「南紀白浜名店の旅」など、他にはない商品開発を得意と
しております。
【主な出展商品】南紀白浜名店の旅（5店舗6種類セット）、和歌山ラーメン味のチャーハンの素

No.18

Copain de Fromage

和歌山で初めてのナチュラルチーズ専門店。チーズソムリエが多数あるナチュラルチーズの中から選りすぐって販売。
ヨーロッパを中心とした輸入チーズのほか、ふるさと、和歌山の食材を世界に発信したいという想いから地元食材の風
味を加えたオリジナルチーズも取り揃えております。店頭では、チーズに詳しくない方でも試食を通してそれぞれの好
みを探していただけます。
【主な出展商品】Apeきんかんアラモード、Apeトロピカルフルーティ

No.19

〔新商品〕

株式会社 小森梅選堂

当社は、創業当初から梅ゼリーなどに使用する「甘露梅」などを生産・販売しており、梅ジャム・フルーツほし梅や、
梅どら焼きといった「甘い梅」を長年に渡って、手掛けていることから、同業者かららも「甘露の小森」と呼ばれてお
ります。細やかな加工作業も自社工場で丁寧に処理することで、「美しく、艶やかな梅」をお客様に提供させていただ
いてます。
【主な出展商品】あおい恋人、甘露梅15粒トレータイプ、フルーツUME

No.20

株式会社 じゃばらいず北山

〔初出展〕

「じゃばらの本場」である和歌山県北山村役場で行われてきたじゃばら事業を民営化した会社です。かつて和歌山県北
山村にたった1本だけ自生していたじゃばら。それを大事に育て今では約8,000本以上にまでなりました。安心安全･上質
なじゃばらをもっともっと全国に広めたいというのが全員の思いで、村外不出で大事に育ててきたじゃばらのブランド
価値の向上を目指します。
【主な出展商品】じゃばら果汁、じゃばらパウダー、じゃばらウォーター

No.21

一般財団法人 新宮徐福協会

2,200年ほど前、秦の始皇帝の命により不老不死の霊薬を求めて熊野に渡来した徐福を顕彰・研究し、パンフレットの製
作や徐福関連の商品づくりなどで広報活動を行っている。

【主な出展商品】徐福茶（小）、徐福茶（銀）、徐福茶（大）

No.22

株式会社 世界一統

〔新商品〕

和歌山県和歌山市で酒造業を営み135年。創業者の息子で「和歌山の知の巨人」と賞される「南方

熊楠」ゆかりの蔵で

もあります。南方熊楠氏の熱い探究心を受け継ぎ地元和歌山に密着した商品開発を行い、和歌山県産の果実を使用した
リキュール「和歌のめぐみ」を中心に商品展開を行っております。弊社商品を通して「和歌山の魅力」をお伝えしてい
ければと考えております。
【主な出展商品】和歌のめぐみ プレミアムシリーズ（柚子酒、蜜柑酒、桃酒）

No.23

株式会社 早和果樹園

〔新商品〕

弊社は、「おいしいみかん栽培」と「おいしいみかん加工品」の製造にこだわり、生産・加工・販売の各産業を充実さ
せた「有田みかんの6次産業」に取り組む企業です。先進的な栽培法を採り入れ、みかんの可能性を追求した各種加工品
の開発・販売を行っています。また、積極的な地域人材採用・育成を行い、地域のみかん農家と協力し、「持続可能な
みかん産地づくり」にも注力しています。
【主な出展商品】紀州みかんポン酢 みかポン、果樹園のなめらかみかんジャム、飲むみかん酢
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No.24

ダートコーヒー 株式会社

みなさまの長年のご愛顧により、和歌山で創業60年を迎える事が出来ました。地域地元を優先に和歌山本社
をベースに田辺支店、串本支店を配置し、現在、自家焙煎コーヒー、紅茶（茶葉）、香辛料・調味料、業務
用食材（ドライ・チルド・冷凍）、老健施設向け食材、厨房用消耗品、各社コーヒーマシン（給茶機）を取
扱いしております。
【主な出展商品】紀州備長炭焙煎

No.25

紀伊国めぐり

株式会社 たがみ

「地域を見直し・新しい価値を創造し、モノとココロが一緒に流通する」お米を中心に産地とお客様をつなぎ、農業に
参入することにより生産から管理、検査、販売、新商品開発まで手掛けお客様に安心と安全と美味しいお米をお届けし
ます。熊野米プロジェクトの売上の一部は山の環境保全に活用させていただきます。次の目標は『米づくり・人づく
り・町づくり』です。
【主な出展商品】熊野米5kg、熊野米パン

No.26

株式会社 田和農機

〔初出展〕 〔新商品〕

たわわ商店を運営する㈱田和農機は、昭和８年から紀美野町で農機店を営んでいます。「農業をより良くすることを通
じて地域から日本を元気にしたい」を理念に、地域農業を間近で見守ってきた農機店から魅力ある地域の特産品を全国
にお届けしようと企画販売をしています。

【主な出展商品】しびれるきみの山椒シロップ（200ml・500ml）、冷凍生ぶどう山椒

No.27

農事組合法人 ちょういしファーマーズ

ちょういしファーマーズは、2019年4月3日地元8農家が集まり設立した農事組合法人です。柿、桃を中心とした果樹や野
菜、花木の出荷、農産物を使用した加工品の企画開発、製造・販売を行っています。ちょういしファーマーズの活動を
通じて、和歌山のすばらしさと美味しさをお届け出来れば幸いです。果実・加工品に関することはお気軽にお声掛け下
さい。
【主な出展商品】かきりんとう、ちょういしハニー、ちょういしフルーツ

No.28

Tea&Leaf

〔初出展〕 〔新商品〕

平成29年より、香港茶のブランド「OR TEA？」を輸入・販売しています。今回、新たに当店のオリジナル茶のブランド
「Charlie & Tina」シリーズを販売することになりました。京都老舗の製造会社の協力の元で、昨今海外で人気となって
いる抹茶・ほうじ茶を使ったドリンクを再現してみました。成分としては、無添加で、身体のことを思った商品です。

【主な出展商品】Matcha、Yuzu Matcha、Hojicha Latte

No.29

株式会社 とち亀物産

〔初出展〕 〔新商品〕

明治時代から業態を変えながら100年以上続くとち亀物産。2000年にネットショップ事業をスタートさせ、紀州和歌山の
農産品、水産品、加工品などの特産品を中心に取り扱っております。2019年から新工場にて食品の加工・製造を行って
おります。

【主な出展商品】プレミアムジェラート各種

No.30

ともゑ堂

昭和６年創業、田辺市のせんべい製造店です。県内の観光土産店様、観光ホテル様を中心に納入しています。人気のた
まご煎餅をはじめ、県内の素材を使用した、和歌山県産ゆず果汁使用の「柚せんべい」（商品名）、和歌山県産みかん
蜂蜜を使用した蜂蜜入りせんべい「熊野のからす」は、プレミア和歌山（和歌山県推奨品）に認定されています。

【主な出展商品】熊野のからす、柚せんべい、和歌山のせんべい詰め合わせ

No.31

株式会社 ないとう

〔初出展〕 〔新商品〕

昭和7年創業、「熊野川、蓬莱山の良質な水を使った体に優しい（あん、製菓材料）を製造しております。私達の商品は
防腐剤不使用、無添加であり材料そのままの色彩と味を大切にしております。今回、紹介する商品は米麴を使用した三
大アミノ酸入りのゼリーと厳選された北海道産の小豆を使用した餡です。尚、餡について種類豊富です。是非、この機
会にご賞味下さい。
【主な出展商品】ちゅうちゅうぜりー、スパウト付き容器入りてん菜糖あん、北海道産小豆使用こしあん・粒あん5kg入り
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No.32

ナチュラルガーデン

〔初出展〕 〔新商品〕

自然なものを使ったお料理で、元気になってほしい。そんな想いを込めてオープンしたのが、和歌山県の有田川町にあ
る小さなフランス料理店 「ナチュラルガーデン」。 本場フランス三ツ星レストランでの経験や、全国的なベーカリーレ
ストランで総料理長を務めた経歴のあるシェフが作る、和歌山の食材を使った安心安全なフレンチで笑顔の非日常をお
楽しみください。
【主な出展商品】ジビエミートパイ、平飼いたまごのプリン、かんじゃ山椒園こだわりのぶどう山椒を使ったカカオのメレンゲ

No.33

〔新商品〕

梅光園ワールド商会 株式会社

自然からの恵み

そのままの風味を生かし身体に寄り良い商品を生み出しお客様へお届けさせていただきます。お客様

の「美味しい」のひと言。お客様の「笑顔」が私たちの励みです。安心・安全を心がけふる里・母や祖母の味をご提供
いたします。

【主な出展商品】紀州南高梅はちみつ梅 塩分5％、紀州ぶんだら漬

No.34

〔新商品〕

株式会社 日置川みらい館

太平洋を一望できる絶景をもっている道の駅志原海岸「海来館」の商品仕入を行っております。また、それらを活用し
た地域産物の商品開発も。道の駅は、「日置川町商工会アンテナショップ」も兼ねていて、地元産の魚介類・農産物・
お土産物等も販売しています。

【主な出展商品】あゆっこ、イタドリティー、イタドリティーwithレモングラス

No.35

farm & lab

「farm&lab」は「由良早生」が発見された集落「三尾川」から始まりました。農家という特性上柑橘のみならず
様々な果樹、野菜農家から質の高い、加工向きの商材を集め、取り組んでいます。どうしたら食卓に園地の風味
をお届けし、口にしていただけるかを試行錯誤しております。

【主な出展商品】和歌山産 果樹100％ジャム、農家だからできる濃厚バジルソース、スムージーゼリー みかん

No.36

株式会社 ファイブワン

〔初出展〕 〔新商品〕

柑橘じゃばら製品をブランド名「ジャバラ本舗」で13アイテム販売中であり、新製品も発売予定です。じゃばらにつき
ましては、2017年より大阪市立大学との共同研究を行っており、2019年東北大学におきまして、大阪市立大学渡辺一志
教授より「じゃばらは花粉症の症状を緩和し抗酸化力を高める」というタイトルで発表頂きました。

【主な出展商品】柑橘じゃばら飴、柑橘じゃばら入りグミ、じゃばら生活

No.37

株式会社 フーズファイル

じゃばらストレート果汁

〔新商品〕

平成27年度より、本業である水産加工業の実績を活かし、保育園・小学校・介護施設・ホテル旅館・機内食様向けに＜
地産地消食材の納品とメニュー提案>をスタート。現在は水産品だけに留めず、肉や野菜、果物等の地産地消加工品の製
造・販売も積極的に行い、地元和歌山の食材が活躍出来る場の創出、お客様の更なる仕事の合理化と売上UPのお力添え
を考え、日々取組を進めています。
【主な出展商品】和歌山産乾燥カットわかめ(200g入)、和歌山産マグロのサイコロカット(粉付け可)、和歌山産品のフライ商品

No.38

有限会社 フォーティーナイン（くまのきのこラボ）

〔初出展〕〔新商品〕

2020年4月から和歌山県太地町できくらげの栽培を始めました。私たちはきのこの持つありとあらゆる可能性を信じ全て
国産にこだわり生産から出荷まで一貫して行う安心安全のきくらげを栽培しています。

【主な出展商品】熊野七宝きくらげ（生）、くまのしっぽうきくらげ（生）、熊野七宝きくらげ（乾燥ホール）

No.39

株式会社 ふみこ農園

〔新商品〕

～やさしさと安心を食卓へ～
食生活に健康的で夢のあるものを提供する。それが私達に出来る役割だと思っております。その上に少しばかり遊び心
を加味いたしました商品をご提供させて頂いております。

【主な出展商品】フルーティde酢シリーズ（いちじく、ブルーベリー、ゆず）
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No.40

プラム食品 株式会社

プラム食品株式会社は、昭和44年から梅とともに歩んできました。目の前には富田川が流れ、自然の中で商品を作って
います。梅とともに歩み続けて半世紀、幅広い層のお客様に向けて様々な梅製品を製造販売しております。

【主な出展商品】プラムハニップ、ぜんざい、ハニップＣ 金柑とレモン

No.41

株式会社 フリータウン ・ジャパン

セレビティーは和歌山生まれの紅茶ブランドです。インドメーカーと独占販売契約を締結、日本での販売権を得て、
2017年自社ブランド『セレビティー』の販売会社、株式会社フリータウン・ジャパンを設立しました。和歌山県在住の
スタッフで構成され、和歌山のデザイナー、和歌山の工場でパッケージを製作し、文字通り和歌山で生まれた紅茶ブラ
ンドです。
【主な出展商品】紅茶スティック『セレビティー 』シリーズ

No.42

Vege like

〔初出展〕 〔新商品〕

那智勝浦町の山側、那智の滝の水源地の色川という土・水・空気のキレイな場所で無農薬有機栽培で生姜・ミニトマト
などの野菜を栽培しております！手間暇かけた良い物を作る事をモットーに日々野菜作りに向き合ってます！

【主な出展商品】生姜、生姜パウダー、ミニトマト

No.43

まるた酒店

〔初出展〕 〔新商品〕

和歌山県日高町は江戸時代より続いていた『クエ祭』という祭りが開催されていたのを、きっかけに昭和40年後半よ
り、天然クエ料理を提供し続けています。そこでクエ料理に合う酒として、平成3年より『九絵酒』を販売し続けてきた
事業所が廃業をするにあたり、新たに酒販免許を取得し『九絵酒』を扱う唯一の事業所として営業しています。

【主な出展商品】上撰『九絵』、純米酒『九絵』

No.44

〔新商品〕

株式会社 Meat Factory

「和歌山の地産肉を多くのお客様に」をモットーとして、HACCP（危害分析重要管理点）に基づいた衛生管理を厳密に
実践し、安全な食肉製品を安定して提供することにより、お客様からの信頼を得られるように努めております。

【主な出展商品】熊野牛カレー、鹿肉のフランクフルトソーセージ、紀州和華牛ブロック・精肉

No.45

村上養蜂

〔初出展〕 〔新商品〕

和歌山県紀の川市の自然豊な土地で夫婦で養蜂業を営んでおり蜜蜂を飼育しております。蜂蜜は遠心分離機で採蜜し、
粗目、中目、細目の網で不純物が入らないように1斗缶に入れています。天然の生の蜂蜜は冬場など寒くなると白く固ま
りますが、それこそが本物の証としてお客様に説明しております。

【主な出展商品】蜜柑蜂蜜、蜂蜜スティック（百花蜂蜜）、はぜ蜂蜜

No.46

METZGEREI SAKAMOTO

〔初出展〕 〔新商品〕

和歌山県紀北地方で始まるジビエの有効活用。ジビエ肉の魅力を発信しながら、ジビエ肉が好きなすべてのお客様にお
届けします。旬の猪肉鹿肉は、卸・小売りで販売。赤身のお肉はペット用。ドイツの製造技術を使った製造品やペット
フードの製造品も展開していきます。紀北地方では始まるジビエの小規模6次産業。よろしくお願い致します。

【主な出展商品】食肉・ペットフード

No.47

株式会社 ゆらちょう

〔新商品〕

2015年に起業後、イベント企画やホームページデザインなどを軸に、ゆらちょうのPR事業を行っていました。その後、
由良町の名産として「ゆらの生にんにく」があることを知り、2018年に代表が就農し、約60a栽培しています。
また、2019年4月より、「黒宝ゆらにんにく」の名称で、黒にんにくを販売しており、販売累計5000パックを超えまし
た。
【主な出展商品】黒宝ゆらにんにく、ゆらの生にんにく、ゆらにんにくの芽
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No.48

〔初出展〕 〔新商品〕

米もと農園

化学合成農薬や化学合成肥料を使わずにハーブ類を生産しています。自然派の方や健康志向の方にも喜ばれている新鮮
なハーブでお気に入りの香りをみつけて生活でどんどん活用して欲しいなと思っています。

【主な出展商品】ハーブブーケ

No.49

和歌山県漁業協同組合連合会

県内沿海漁協を会員として各種事業を行い、協同して組合員(漁業者)の漁業経営と生活を守り、消費者の皆様に安全安心
な水産物を安定的に供給する使命のもと活動を行っています。また、本会が運営する勝浦市場は日本有数の近海鮪延縄
漁による生まぐろの水揚を誇っており、びんちょう鮪を材料とした自社製品の製造販売により、那智勝浦町、和歌山県
の魅力をPRしています。
【主な出展商品】紀州まぐろ缶、紀州足赤海老、紀州さくらびんちょうまぐろ

No.50

わかやま農業協同組合

〔新商品〕

組合員の経済的・社会的地位の向上を図るとともに、地球的視野に立って環境変化を見通し、組織・事業・経営の革新
を図ります。さらに「共生」「創造」「健全」「信頼」「公正」を念頭に、組合員及び地域の皆様に各事業を通じ総合
農協の強みを最大限に発揮できる事業姿勢を構築することで、より良い地域社会を築き愛され親しまれるＪＡをめざ
し、事業展開を行っております。
【主な出展商品】Wakayama Ginger Aleシリーズ（生姜丸しぼり、じゃばらしみ透る、桃ほのか）

特設サイト掲載企業
No.51

※五十音順

株式会社 いなみの里梅園

〔新商品〕

スイカやサヤエンドウなどで広く知られている印南町で梅園を営んでいます。紀州産南高梅にこだわり、自社梅園での
栽培から自社工場での加工までと、一貫して丹念に納得いく味造りをモットーに日々努力しております。また和歌山県
の梅干製造メ－カ－では初めて「農林水産大臣賞」を受賞し、今後もお客様のニーズにお応えできるよう新しい味を求
めて歩みつづけてまいります。
【主な出展商品】生クリームぱんだシリーズ（青うめ、みかん、ゆず）

No.52

おかし工房桜和

(社会福祉法人一峰会)

「人と、寄り添う」を法人の理念に掲げ、海南海草地域で障がい者福祉事業を行ってまいりました。利用されている
方々と共に本人の希望に寄り添っています。働きたいという希望の方には、パン製造販売や焼洋菓子製造販売、農産加
工製造販売、草刈りなどお困りごと請負、下請け作業など多岐にわたって事業展開をしています。地域の活性なくして
一峰会の繁栄はないと考えています。
【主な出展商品】紀州五色バウム、手剥き有田みかんバウム ひとくちカット

No.53

尾﨑酒造 株式会社

弊社は本州最南端の蔵元で、紀州有田より伊勢松阪市周辺の間でただ一軒だけの地酒メーカーです。魂の蘇りの聖地、
世界遺産・熊野三山の中心に位置しています。酒蔵のすぐ北側が熊野川という好環境に恵まれ、その良質の伏流水と川
面を渡る厳冬の北風が、昔ながらの伝統の酒造りを守り続けております。

【主な出展商品】太平洋 純米酒、那智の滝 純米酒、本格米焼酎 熊野水軍

No.54

紀州甘辛屋

和歌山生姜を加工販売しております。取扱商品は、生姜佃煮、生姜みそ、生姜ジャム、生姜パウダー、生姜糖など。和
歌山は生姜の産地であるにもかかわらず、生姜加工販売する会社が少ないのが現状です。その中において生姜の加工販
売を専門に2014年に創設し「和歌山で生姜が生産されていることを広めたい。美味しく生姜を食ししてもらいたい。」
この思いだけで今日も頑張っています。
【主な出展商品】紀州甘辛物語シリーズ 佃煮編（生姜佃煮）、みそ編（生姜味噌）、ジャム編（生姜ジャム）

No.55

社会福祉法人きびコスモス会 コスモス作業所

〔新商品〕

食品の美味しさ、便利さをお客様の立場にたって常に追求しています。原材料は自社農園、地元産、和歌山産、国産と
こだわりをもち旬の野菜、魚、果物を使用しています。CAS凍結(細胞を壊さず凍結）技術を使った冷凍商品・自然、機
械乾燥をした乾燥商品にし年中いつでも便利で美味しさをお客様にお届けします。

【主な出展商品】フリーズドライフルーツ、コスモスのグァバ茶、和歌山の自然の恵みのグミ
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No.56

紀北川上農業協同組合

ＪＡ紀北かわかみの販売事業の主な農産物は、日本一のたねなし柿生産をはじめ、梅・すもも・桃等の夏果実、標高差
を活かした串柿・高野槇等の栽培が盛んです。「満足を超えた感動をすべての人に」を経営理念とし、地域農業の維
持・発展に総力を挙げて取り組むとともに、事業を通じて全ての人々の生産面に関わり、農業と共に地域社会に貢献し
発展するＪＡを目指しています。
【主な出展商品】あんぽ柿（3P 150g）、あんぽ柿（化粧箱 9個入り）、あんぽ柿（かきたんのあんぽ柿 2個入り）

No.57

社会福祉法人熊野緑会 第二なぎの木園

〔新商品〕

就労支援の一環として菓子製造業を稼働。令和元年7月「利用者の方々がプロの意識を持ち、仕事を成し遂げるその楽し
みを体験する場所」としてサブレ専門工房であるnaginohaが設立されました。商品開発に1年以上をかけて「THIS IS
WAKAYAMASABLE.」が完成しました。日々、高い意識と徹底した衛生管理を心がけ、商品作りに励んでいます。

【主な出展商品】THIS IS WAKAYAMASABLE.（10枚入り、5枚入り）

No.58

穂野果菜おやつとごはん

幸房*空 -kuu-

〔新商品〕

【菓子製造業】店舗は構えず、イベント出店、委託、受注のみで販売。植物性素材で作るアレルギー対応の焼き菓子。
和歌山の素材を使ったこだわりのおやつ。
【飲食店営業】ランチボックスの配達、イベント等でのケータリング（出張料理）を行う。
【レシピ作成、メニュー開発】飲食店やメーカーから依頼を受けてレシピ開発を手掛ける。
【主な出展商品】紀州わかやま「和 -nagomi- 菓子」シリーズ（さぶれ。くろしお。ちゃちゃぼうろ。）

No.59

生姜のカフェモコ

〔新商品〕

当店は生姜の専門店として生姜を使った料理をランチとしてご提供しています、また生姜の特色（香り成分・辛み成
分・身体を温め。新陳代謝を活発にするショウガオールが含まれています）を最大限に生かし、和歌山産の生姜にこだ
わりお菓子等の製造と販売を行っています。

【主な出展商品】しょうがうめ、ジンジャーシロップ、しょうがちっぷす

No.60

株式会社 大覚総本舗

〔新商品〕

ごま豆腐は、和歌山県より高野町・かつらぎ町の２つの地域において地域資源に認定されており、当該地域であるかつ
らぎ町に所在する弊社大覚総本舗は、この特産品の製造を行っています。ごま豆腐発祥の地である高野山に昔から伝わ
る伝統の製法を受け継ぎ、昔ながらの味わいを伝えると共に、さらに最新の技術を取り入れ、弊社独自のごま豆腐をお
届けしております。
【主な出展商品】とろうま辛胡麻豆腐、高野山特産 金ごま入ごま豆腐、和風ブランマンジェ 胡麻ふるり 白胡麻

No.61

株式会社 太陽商会

各メーカー（ロッテ・グリコ・名糖等）と代理店契約をし、一般・業務用・自販機用のアイスクリームの卸。 飲料缶
（コカ・コーラ）の卸。地産地消によるご当地ソフトクリーム・カップアイスクリームの販売。 インターネットによる
販売。

【主な出展商品】生姜丸しぼりWakayama Ginger Ale プレミアムアイス

No.62

築野食品工業 株式会社

弊社主力商品の【こめ油】は、トップクラスのシェアで、高級料亭から一般家庭まで幅広くご使用頂いています。ま
た、山椒香味油は和歌山県産の『ぶどう山椒』と国産の『こめ油』を香味油に仕立てました。フルーティーな香りと山
椒の刺激でいつものお料理をワンランク上の味わいにします。

【主な出展商品】山椒香味油 97g、完熟山椒香味油 97g、山椒香味油 465g

No.63

株式会社TOA

湯浅ワイナリー

〔新商品〕

醸造経験35年の工場長が主となり、ぶどうの美味しさを最大限に引き出した日本ワイン及び、和歌山県産の果実をワイ
ンで包み込んだリキュールの製造・販売を行っております。又、多品種少量生産に強みがある設備を活かして、OEMや
オリジナル商品の開発、製造に力を入れています。

【主な出展商品】勹果（ほうか）シリーズ（紀州南高梅・赤、和歌山じゃばら）
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No.64

有限会社 長生き屋商店

〔新商品〕

和歌山県の紀南地方で紀州産南高梅の農園を所有し、契約農家にも協力いただき、栽培から製造、加工にいたるまで一
貫した工程で梅干を作っております。

【主な出展商品】やわらか干し梅 梅短冊

No.65

株式会社 ナルリッチ

〔新商品〕

弊社独自の技術を持って日本でも「柑橘じゃばら」果皮加工に特化した会社です。

【主な出展商品】じゃばらマーマレード、じゃばらはちみつジュレ、じゃばら果皮ドライフルーツ

No.66

株式会社 八旗農園

〔新商品〕

「事業は人なり」の信念のもと、多くの若者に参加いただき、素晴らしい自然環境の中で、豊かな人間性と確かな技術
を育み、将来の農業を担う人材の育成に努めるとともに、地域の人々の信頼を得ながら、地域農業の発展に貢献してい
きたいと願っております。

【主な出展商品】あら川の桃加熱ピューレ、桃とろり(白鳳)、緑キウイ加熱ピューレ

No.67

花野食品

私共は食品製造、醸造業社として創業以来皆様に愛され続けている味、うまいもん亭和風だしの素を大切な花野食品の
味として受け継ぎ３代目となりました。また、味づくりの情熱、挑戦心を継承し、みかん畑の山々に囲まれたこの有田
の地域性を活かした商品開発に力を注いでいます。農家の方と連携し商品を通して有田を全国に発信しています。

【主な出展商品】PERILLA ROUGE(赤しそ茶)、うまいもん亭 和風だしの素、うまいもん亭 中華スープ

No.68

株式会社 朋久

平成9年より福祉事業を営んでおり、現在は障害者福祉に力を入れています。スタッフ・利用者一丸となって自社商品の
開発も行っております。今日まで防災グッズ「行っトイレ」（平成27年度 和歌山市チャレンジ新商品 認定）、金芽米商
品に関しては、和歌山県産米での金芽米は全国で弊社だけの取り扱いでオンリーワンの商品となっております。また、
新たな商品開発も継続中です。
【主な出展商品】金芽米 2.0kg・4.5kg、和歌山 金芽米おにぎりセット

No.69

株式会社 松尾

弊社は、和歌山県内の契約農家様で収穫された果実を使用し、創業からほとんどの工程を手作業にて製造しておりま
す。大量生産はできませんが、安定した味を追求しておりますので、品質重視の商品づくりを心掛けております。丁寧
な商品だとお客様にお喜び頂いております。

【主な出展商品】きわみ みかんジュース、あら川の桃ドリンク、和歌山県産 富有柿 ドライフルーツ

No.70

まるとも海産

“お客様第一”を心がけ、昔ながらの伝統の製法をまもり、かつ安全で質の高い本物の商品をお届けします。原料となるし
らすは、毎朝水揚げされるしらすの中でも鮮度・色・大きさなどの条件から最良のものを厳選し、素材や製法にもこだ
わっております。食品はすべて無添加・無着色で、異物混入防止・衛星管理において、社員教育を徹底する事に努めて
おります。
【主な出展商品】釜揚げしらす、ちりめん山椒、天日干しちりめん

「わかやま産品商談会 in 和歌山」特設サイト ➢ https://wakayama-products.com/
〔掲載期間〕2020年9月～2021年3月末まで

〔備考〕本サイトは情報掲載サイトです。見積・サンプル依頼等の商談をご希望の方は、
サイト内の問合せフォームに必要事項をご記入ください。
11月19日開催のリアル商談会にお越しの方で、当日に個別商談をご希望の場合も同様に
問合せフォームより申し込みください（面談時間は別途調整いたします）。
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