


株式会社　アオバ bananamuseum japan

http://www.bananamuseum.co.jp

社名 株式会社　アオバ

カブシキガイシャ　アオバ

本社所在地 〒537-0001　大阪市東成区深江北1-1-6

電話番号 072-884-2591

FAX番号 072-884-7687

工場・営業所 〒571-0006　大阪府門真市上馬伏427-1

代表者 代表取締役　岡根　良助

資本金 2550万円

設立 昭和40年4月

従業員 35名

製造品目 焼き菓子（半生菓子）

主要取引先 パンメーカー・菓子問屋

取引銀行 尼崎信用金庫

所属団体 大阪府焼菓子工業協同組合

こだわりの逸品～　「ブロンズ金型～素材原料」

安らぎのある”和菓子”を目指して

アオバ（バナナミュージアムジャパン）が提供している
バナナカステラは、昔懐かしい型焼きカステラ饅頭で
す。最新の技術の結晶ではありませんが、今まで日本で
伝統的に培われてきた蓄熱性の良いブロンズ金型を使っ
た焼き上げ技術や、たまご、粉、上白糖で作られた生地
を損なわずに充填するチャッキリ充填技術を尊重しつ
つ、自然のサプリメントと言われるドライフルーツのバ
ナナを配合するなど、更に磨きをかけて目的の追求に全
力を注いで来ました。

「衣食」は足り、「住」も十分とは言えないものの、それなりのものを手に入れた一
方で、安らぎ、潤いといったものをどこかに置き忘れてしまってはいないでしょう
か。 忙しい生活の中でも、美味しいおやつを愛でる余裕は、はやり欲しいものです。
最近は暮らしの中を彩る新しい菓子やスナックが増えてきました。しかし、身体への
影響を考え安心して食することのできる菓子を求めておられる方々も多く見受けられ
ます。このような皆様のご要望に応え、アオバ（バナナミュージアムジャパン）では
美味しく楽しく安心して召し上がって頂ける菓子の提供を目指して努力を重ねており
ます。

今では和菓子の持つヘル
シーさとバナナ練りこみ餡
の美味しさ、生産技術の安
全性が信頼され、生活に潤
いを与えるものとして、全
国でご評価いただくように
なりました。今後もこのご
評価に安住することなく、
食品生産人としての使命と
責任を果たすべく、より一
層の努力を致します。

http://www.bananamuseum.co.jp/�


社名 株式会社旭製菓

本社所在地 〒202-0011
東京都西東京市泉町６丁目１０番地２２

電話番号 042-421-4156
ＦＡＸ番号 042-423-5689
本社工場 東京都西東京市泉町６丁目１０番地２２
花園工場 埼玉県深谷市小前田５０９-２
代表者 代表取締役社長　守下武彦
資本金 １０００万円
設立 昭和27年8月26日
従業員 ９４名
製造品目 かりん糖、ドーナツ
主要取引先 全国の菓子卸ルート
取引銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行　保谷支店
所属団体 全国油菓工業協同組合
主力商品名 ごま大学・こゆきかりんとう

天然酵母かりんとう・野菜カリント４連吊下げ

こだわりの逸品～

経営者は語る～

「ごま大学」「こゆきかりんとう」

自分の生きる道・・・・・
「それは、かりん糖に命を賭ける！」と言っても過言ではありません。
美味しいかりん糖を造るには、何と言っても良い原材料を探す事。
原材料に、とことん拘って造った商品は、単価が少し高いかもしれませ
んが、商品には、自信があります。

たゆまぬ挑戦を続けます～

大正１３年に産声を上げた弊社は、７０有余年の歴史に培われた伝統の味に加え、天然の素材に拘り古来の伝
統製法を守り続けて参ります。
昭和４０年に荻窪の地より保谷市へ移転しましたが、平成１３年１月２１日に東京都の保谷市と田無市が合併し
「西東京市」が誕生しました。４０有余年現在の地で創業しておりましたが、たくさんのお客様からご支持により現
在の工場が手狭となり、平成１６年５月に第二工場を花園の地に設立をさせていただきました。これからもお客
様のお声を大切にし、安全で美味しいお菓子を造り続けて参りますので一層のご愛顧をお願い致します。

http://www.asahi‐seika.co.jp

株式会社　旭製菓

工場写真

守屋武彦社長

社長PHOTO

「たかがかりん糖、されどかりん糖」この気持ちを一生忘れずに、かりん
糖造りを一生の生きる道と決めている、「かりん糖バカ！」の自分です。

「ごま大学」【平成10年第23回全国菓子博覧会で名誉総裁賞を受賞】
国内産小麦粉100％使用に胡麻を練り込み、天然酵母を用いて木樽で自然
発酵させました。赤穂の天塩で味を付け、胡麻の風味とあっさり塩味が、後
を引く逸品です。150ｇ×12入
「こゆきかりんとう」【平成14年24回全国菓子博覧会で名誉総裁賞を受賞】
口どけの良い生地に上品な甘さのザラメをまぶしました、新食感のかりんと
うです。175g×10入

本社・工場

花園工場

http://www.asahi-seika.co.jp/�


http://www.asahi-fh.com


社名 旭松食品株式会社

本社所在地 〒５３２－００２７
大阪府大阪市淀川区田川３－７－３

電話番号
ＦＡＸ番号
工場・営業所

代表者
資本金
設立
従業員
製造品目
主要取引先
取引銀行
所属団体
主力商品名

旭松食品株式会社

http://www.asahimatsu.co.jp/

http://www.asahimatsu.co.jp/


社名 足立産業株式会社

本社所在地

工場・営業所

主力商品名

〒５０９－０１４１
岐阜県各務原市鵜沼各務原町５－２５１－１

電話番号
ＦＡＸ番号

代表者
資本金
設立
従業員
製造品目
主要取引先
取引銀行
所属団体

足立産業株式会社

http://www.adachisangyo.co.jp/

http://www.adachisangyo.co.jp/


地

先

名

安部製菓株式会社 安部製菓株式会社

http:/www.abeseika.co.jp/

社名 安部製菓株式会社
アベセイカカブシキカイシャ

本社所在 〒451-0051　愛知県名古屋市西区則武新町2-2-19
電話番号 052-551-6216
ＦＡＸ番号 052-582-0398
工場 名古屋市（本社と同住所）
代表者 代表取締役社長　　安部　彰二
資本金 １．０００万円
設立 昭和４４年１月
従業員 ４０名
製造品目 ラムネ　キャラメル、ソフトキャンディー
主要取引 全国菓子卸ルート、ＯＥＭ、観光卸ルート
取引銀行 みずほ銀行名古屋駅前支店
主力商品 塩キャラメル、ミルクキャラメル、１０連くだものラムネ 本社、工場

こだわりの逸品～ 「塩キャラメル」

瀬戸内で生まれたミネラルたっぷりの藻塩（もしお）を使用し
塩をイメージする白色のキャラメル生地をソフトに仕上げた
逸品です。 ケース入り数　１1０ｇ×１２

経営者は語る～

企業理念
世界中の多くの人達に

夢と感動を味わっていただける商品を創り続ける。

当社は、何事にも常に挑戦し
最大よりも最良の企業を目指しております。

代表取締役　安部彰二

会社アピール～

当社は、創業大正５年で、今年で９２年目を迎えました。（平成１９年）
創業依頼、無借金経営　及び黒字経営を続けております。
ラムネ、キャラメル、ソフトキャンディーと多種多様な商品作りだけではなく、
常に前向き進み、歴史から生まれた商品作りのノウハウを生かし、新しい
商品作りにチャレンジしております。

http://www.abeseika.co.jp


株式会社　天乃屋

カブシキガイシャ　アマノヤ

〒208-0023　東京都武蔵村山市伊奈平2-17-2

042-560-6661

042-560-6773

東京工場／岩手工場・岩手生地工場／福島工場／大阪営業所

代表取締役社長　齊藤 孝喜

1億1407万5千円

1953年（昭和28年）7月30日

270名

米菓

株式会社サンエス・株式会社高山・コンフェックス株式会社

全国米菓工業組合・東京都米菓工業組合・日本菓子ＢＢ協会

こだわりの逸品

　歌舞伎といえば、日本の伝統的な古典演劇であり、その昔
日本で「芝居」といえば「歌舞伎」のことでした。
　そこで弊社では、せんべいの包装袋に歌舞伎で使用されて
おります定式幕(萌葱･柿･黒の三色で硬性されている一番
代表的な幕)の模様を取入れ、せんべいの一枚一枚にも歌舞伎の
家紋をデザインしたものを刻印し『歌舞伎揚』と命名致しました。
現在の歌舞伎揚は、ソフトに仕上げるようになり、特徴である
家紋のデザインがはっきりと見えにくくなっておりますが、
以前は堅めに仕上げていたため、家紋のデザインがはっきりと
みえておりました。
　弊社でも、これからも日本古来の伝統と味をしっかりと守り、
皆様に親しまれるおいしいおせんべいをお届けする様、
努力してまいります。

経営者は語る

　ご存知のように当社は「天乃屋の歌舞伎揚」をはじめとするせんべい、あられ、おかきなど米菓の
専業メーカーです。
　「歌舞伎揚」はおかげさまで多くの方々に「おいしい」とご好評をいただきましたが、当初は一斗缶で
出荷し店頭でバラ売りしていたものを、袋に入れ変え、やがてお客様のご要望に合わせ、現在のような
食べ易い個包装タイプへと変化してまいりました。
　小さなお子さまにお菓子をあげると、笑顔を振りまきながらとても嬉しそうに頬張りますね。
私は大人に方にもこういうシーンを、いつまでも楽しんで頂くためのお手伝いをしたいと考えています。
　仕事の合間に、家事の合間に、あるいは団欒の時間に、お一人でお友達とご家族とご一緒に美味しい
お菓子を食べる時間がとても楽しみで、思わず笑顔がこぼれる、そんな美味しく、楽しく、そして安心して
お召し上がりいただける商品を提供するために、天乃屋はこれからもお客さまとともに歩んでまいります。

商品へのこだわり

　◎永年の経験と確かな技術
米菓は米でん粉の性質を利用して膨らますため、米質はもちろん製粉の仕方、蒸かし方や乾燥の
仕方によって全く違う生地になります。焼き方や揚げ方も含め、永年の経験に基づいた技術を
高いレベルでマニュアル化することにより、常に安定した商品を供給できる体制を整えています。

　◎安全・安心のために
小さなお子さまからお年寄りの方までが口にするものです。常に安全に留意した管理体制のもと、
安心して召し上がっていただける商品を提供することは、私たち食品メーカーに課された社会的
事務であると考えます。
当社では、異物の混入防止対策や不良品の発生防止、適切な表示の実施など、安全のための
さまざまな対応策を取入れています。従業員一人一人がこの意識を強く持ちながら、常に安全・

　12枚パック歌舞伎揚／15枚古代米煎餅

代表者

資本金

電話番号

所属団体

設立

従業員

製造品目

主要取引先

ＦＡＸ番号

http://www.e-amanoya.co.jp/

（岩手工場）

～【歌舞伎揚の由来】～

（東京工場・直売店）

社名

本社所在地

工場・営業所

安心な商品づくりを心がけています。



株式会社　いこい

社名 株式会社　いこい 本社工場

本社所在地 〒452-0802
愛知県名古屋市西区比良3丁目468番

電話番号 052-503-7888
ＦＡＸ番号 052-502-9812
本社工場 愛知県名古屋市西区比良3丁目468番
小牧工場 愛知県小牧市小木東2丁目195番地
代表者 代表取締役社長　長谷川　万希子
資本金 ２０００万円 小牧工場

設立 1999年3月1日
従業員 31名
製造品目 豆菓子
主要取引先 全国菓子卸ルート
取引銀行 三菱東京UFJ銀行　小田井支店
主力商品名 柿の種ピーナツ６パック

粒あられピーナッツ６パック

こだわりの逸品～「６パックシリーズ」

<柿の種ピーナッツ6パック> <粒あられピーナッツ6パック> <わさび柿の種ピーナッツ6パック>

アルミ蒸着フィルムの個包装入りで、フレッシュな風味をお楽しみ戴ける
６パックシリーズ。

憩いの友の豆菓子として～

憩いのひと時、弾む会話、何気なく手が伸びるその先に・・・・<いこいの豆菓子>。
そんなさりげない存在感のある豆菓子造り。それが私たちのモットーです。

お茶うけに、お酒のお供に、家族団欒のお供に、常にお客様から御愛顧戴ける
商品造りを、これからも続けて参ります。



社名 株式会社一色屋
カブシキガイシャイッシキヤ

本社所在地 〒443-0033
愛知県蒲郡市松原町4－21

電話番号
ＦＡＸ番号
工場・営業所

代表者
資本金
設立
従業員
製造品目
主要取引先
取引銀行
所属団体
主力商品名

株式会社　一色屋

http://www.isshikiya.co.jp/�


社名

本社所在地
田端ASUKAタ
ワ 8階

電話番号 03-5814-4641
ＦＡＸ番号 03-5814-4666
工場・営業所 第一工場・第二工場::茨城県小美玉市

名古屋、大阪、広島、福岡
代表者
資本金 3億6,075万円
設立 1952年8月12日
従業員 296名
製造品目
主要取引先
取引銀行

三菱東京UFJ銀
行池袋支店 みず

所属団体
主力商品名

イトウ製菓株式会社
イトウセイカカブシキガイシャ
〒114-0014　東京都北区田端6-1-1田端

バタ－クッキ－・チョコチップクッキ－・バタ－サブレ
全日本菓子協会、全国ビスケット協会

全国菓子卸売、量販店

営業所:札幌、仙台、上信越、東京、西東京

クッキー･ビスケット類の製造･販売

代表取締役会長　伊藤　明　代表取締役社長　伊藤　雄夫

　 発売から四半世紀を経てもなお、おいしいクッキ－の代名詞として
多くの消費者から支持をいただく商品です。良質なバタ－をぜいたくに
使用した風味の良さ、そしてさっくりとした食感が特徴です。

チョコチップクッキ－(写真手前)15枚入
バタ－サブレ(写真中央)18枚入
バタ－クッキ－(写真奥)15枚入

こだわりの逸品～

経営者は語る～

「　　バタ－3品　　」

経営理念=活人・活物
　人にも物にもそれぞれ固有の命があり、それを十二分に活かすこと
が、経営の基本理念です

我が風土　お国自慢～

　2006年3月27日に東茨城郡小川町、美野里町、新治郡玉里村が合併して、小美玉市が誕生しまし
た。命名にあたっては、｢小川町｣｢美野里町｣｢玉里村｣の頭一文字をとって｢小美玉市｣となり、｢小川の
流れや美しい自然とともに、玉のように輝き飛躍する市｣｢小さな美しい宝物、あるいは小さな美しい心
を持つふるさとになるように｣｢小さな玉が美しく磨かれていく、そんな夢の持てる市になるように｣など、
さまざまな思いが込められています。小美玉市の位置は、関東平野の一角にあり、霞ヶ浦に面する。
玉里地区から眺める筑波山は一番美しいと定評があります。
　

　

工場写真

商品写真など

　　　　　　　伊藤雄夫社長

　『活人』とは、当社に関わるすべての方々が、その力を余すことなく
発揮し、生き生きと生活できる活気ある企業であること。働く人が生き
生きとしていることこそ、企業の活気に結びつく大切なことです。
　『活物』とは、豊かな自然の恵みである良質の小麦粉・鶏卵・砂糖・
バターなどを使い、真心をこめて手をかけ、クッキー・ビスケットという
新しい命あるものとして、多くのお客様にお届けすることです。

http://www.mr-ito.jp/

第一工場:茨城県小美玉市

本社:田端ASUKAタワ－8F



社名 井村屋製菓株式会社
イムラヤセイカ　カブシキガイシャ

本社所在地 〒514-8530
三重県津市高茶屋七丁目1番1号

電話番号 059-234-2131
ＦＡＸ番号 059-234-2130
工場・営業所 （工場）津市　（支店）関東・東海・関西・仙台

北陸・広島・福岡
代表者 代表取締役社長　浅田　剛夫
資本金 22億5,390万円
設立 昭和22年4月
従業員 628名
製造品目 ようかん、カステラ他
主要取引先 全国の卸ルート
取引銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行松阪支店
所属団体
主力商品名 ようかん、水ようかん、カステラ、

あずきバー他
　　　　　　工場・本社

　

　 選りすぐりの原料と長年のカステラ製造技術で、
素材本来の味を損なわないようにじっくりと丁寧に
焼き上げたこだわりの逸品。しっとりとした食感と
豊かな風味が自慢の井村屋カステラを是非ご賞味く
ださい。

こだわりの逸品～

経営者は語る～

「井村屋カステーラ」

　企業理念

　“楽しい商品すぐれたサービス”

　井村屋製菓は、「母と子」の「楽しい味づくり」を
テーマに、素材を厳選し、伝統と先端の技術を融合させ
ることにより、家庭における「食」を通じての手軽な楽
しいひとときを提供してまいります。

井村屋製菓コーポレートマーク

　井村屋製菓のコーポレートマークは、「母と子の楽しいひととき」をヒューマ
ン・タッチに表しています。
そしてコーポレートマークを彩るコーポレートカラーには、井村屋製菓の企業姿
勢を表現。
「赤」は母と子の愛を「青」はすぐれたサービスを提供する誠実さを、「黄」は
楽しい商品を生み出す創造性を象徴しています。

http://www.imuraya .co.jp

井村屋製菓株式会社 企業ロゴなど

工場写真

　

本社写真など

社長PHOTO

http://www.imuraya.co.jp/�


行
合

社名 岩塚製菓株式会社
イワツカセイカカブシキガイシャ

本社所在地 〒９４９－５４９２
新潟県長岡市浦9750番地

電話番号 0258-92-4111
ＦＡＸ番号 0258-92-6060
工場・営業所 飯塚・沢下条・中沢・長岡・千歳(工場)

札幌・仙台・新潟・東京東・東京西・名古屋・大阪・西日本(支店)

代表者 代表取締役社長 槇　春 夫
資本金 16億3,475万円
設立 昭和29年4月27日
従業員 953人
製造品目 米菓
主要取引先 全国主要菓子卸様
取引銀行 株式会社北越銀 株式会社第四銀行
所属団体 全国米菓工業組 新潟県米菓工業組合
主力商品名 岩塚の黒豆せんべい、新潟ぬれおかき、新潟ぬれせんべい

味しらべ、大袖振り豆もち、きなこ餅、新潟ひとつまみ海老黒胡椒
　　　　　　工場・本社

こだわりの逸品～

経営者は語る～

「　新潟ぬれおかき　」

　私たちは、日本の伝統ある食文化を世界に広め、人々に喜びと豊か
さを提供することを使命と考えています。「『お米』のおいしさ創造企業」
を目指して、お客様の笑顔ために「できたて」の商品をお届けしてまい
ります。

IPS方式（岩塚プロダクションシステム）～

　「高品質・鮮度第一主義」を掲げ、「おいしさの原点」を究め続ける私たちは、ＩＰＳ方式（岩塚プロダク
ションシステム）により、販売から製造・物流にいたるまでの仕組みを見直し、在庫の大幅な圧縮を可
能にしました。
　需要の動向をきめ細かく把握し、見込生産から受注生産への取り組みにより、お客様によりいっそう
新鮮な商品をお届けすることができるようになりました。

http://www.iwatsukaseika.co.jp/

岩塚製菓株式会社

工場写真

商品写真など

　　　槇　社長

本社写真など

社長PHOTO

　私たちの夢は、おいしさで№１でありたい、新鮮さで№１でありたい、
おいしさにこだわる私たち自身が№１でありたい、そして世界中の人々
においしさの笑顔をお届けすることです。

　
　新潟ぬれおかきは、お餅のようなもちもちしっとりとした食感
が特徴のおかきです。たまり醤油だれの香ばしさと濃厚な味わ
い。どこか懐かしさの漂う甘口しょうゆ味。
　家族の団欒やお茶請けにぴったりの、上質で和やかな時間を
演出する新潟ぬれおかき。岩塚製菓の自信作です。
　

http://www.iwatsukaseika.co.jp/�


植垣米菓株式会社

http://www.uegaki-beika.co.jp/

　主原料には有機もち米100％使用し、もち米と相性のよい
有機原料を厳選することで有機素材のもつ風味を大切に
した味わいに仕上げました。化学合成添加物は一切使用
せず、遺伝子組換え不使用の有機ＪＡＳ認定米菓です。

社名

本社所在地

電話番号

FAX番号

工場・営業所

代表者

資本金

創業

従業員

製造品目

主要取引先

取引銀行

所属団体

主力商品名

植垣米菓株式会社

〒653-0031

〒675-0103

079-424-5445

079-424-5497

兵庫県加古川市平岡町高畑520-10

植垣清貴

1000万円

明治40年

60名

米菓・もち

全国の菓子卸ルート

SMBC、但馬銀行

全国米菓工業組合

鴬ボール、六甲花吹雪、オリーブの花

神戸市長田区西尻池町３丁目1-3

自然志向～  　　「有機あられ」

経営者は語る～

主力商品　鴬ボール～

　当社は情熱と心のこもった作品（おかき）作りをし、感動を生み出して
いくと言うことを目指しております。感動の中にも「安全、安心、本物の
米菓」を提供していく、ということを忘れてはならない基本として、
HACCPの取得やＪＡＳ有機等の認定を受け、日々努力を積み重ねており
ます。今日では、当社の有機米菓を通じて「個人の安全、安心だけでな
く、子々孫々の健康と地球の未来に配慮する」という考え方に共感して
頂ける多くのお客様に有機米菓を販売させて頂いております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　植垣社長

ウエガキベイカカブシキガイシャ

　鴬ボールは、昭和5年（1930年）に当社で初めて作ったもち米使用の
油菓子で、カリント風味の米菓です。鴬ボールの白い部分はもちで、
外側の茶褐色の部分は小麦粉、独特の形状は油揚げの過程で自然に
できる形です。
化学調味料・保存料・着色料は使用せず、砂糖と食塩で甘辛く味付け
しました。現在、食感をソフトに、形状をミニサイズにした姉妹品
「鴬ボールミニ」もあります。 

大正時代

加古川工場



社名 株式会社エイワ

本社所在地 〒１５６－００５２
東京都世田谷区経堂１－５－４　永和第５ビル

電話番号
ＦＡＸ番号
工場・営業所

代表者
資本金
設立
従業員
製造品目
主要取引先
取引銀行
所属団体
主力商品名

株式会社エイワ

http://www.eiwamm.co.jp/

http://www.eiwamm.co.jp/


江崎グリコ株式会社

〒555－8502

大阪市西淀川区歌島４－６－５
ＴＥＬ　０６　６４７７－８３５１
ＦＡＸ　０６　６４７７－８２５０

詳細については
下記ホームページにアクセスして下さい。

http://www.glico.co.jp/

http://www.glico.co.jp/�


社名 株式会社エースベーカリー

本社所在地 〒485-0075　愛知県小牧市大字三ツ渕字
　　　　　　　　　　　　　　　　　　南播洲　1250-1

電話番号 0568-75-0561
ＦＡＸ番号 0568-72-7503
工場・営業所 小牧市内（三ツ渕、小木、小木西）

代表者 代表取締役　　水谷　彰宏
資本金 4000万円
設立 昭和40年3月
従業員 220名
製造品目 バウムクーヘン、ゼリー、ケーキ、カステラ
主要取引先 国内主要菓子、食品問屋
取引銀行
所属団体
主力商品名 厚切りバウムクーヘン、どうぶつえんゼリー

レモンケーキ

　 ○安心できるおいしさ、ボリューム感、コストパフォーマンスを両
立させること。また、ホームメードのような手作り感。そして、ドイツ
の伝統製法をベースに、サイズ、味のバリエーションも豊かに焼
き上げました。

こだわりの逸品～

経営者は語る～

「バウムクーヘン」

○企業理念
　食品企業として安心・安全を最優先し、お客様に満足していただける
夢のある製品作りを通して、会社も従業員も共に社会に貢献し、喜び
をわかちあえる企業を目指します。
　
○安心安全をモットーとし、いつも皆様に愛されるおいしさとクオリ
ティーを追求し続けてまいりました。これからも、時代のニーズを捉え
ながら、丁寧なものづくりの心を大切にしてまいりたいと思います。

主な製品の特徴

　○バウムクーヘン

　　　　　　１層１層を丁寧に焼き上げる製法のバウムクーヘン。サイズも様々に取り揃えています。

　○ゼリー

　　　　　　ポーションタイプのゼリーを中心に。大きめカップのギフト用もあります。

　○ケーキ＆カステラ

　　　　　　軽やかな食感で素朴な味から、フルーツテイストまでと豊富なバリエーションがあります。

　

http://www.ace-bakery.co.jp

株式会社エースベーカリー

工場写真

本社写真など

社長PHOTO



社名 越後製菓株式会社

本社所在地 〒９４０－８６２２
新潟県長岡市呉服町１－４－５

電話番号
ＦＡＸ番号
工場・営業所

代表者
資本金
設立
従業員
製造品目
主要取引先
取引銀行
所属団体
主力商品名

越後製菓株式会社

http://www.echigoseika.co.jp/

http://www.echigoseika.co.jp/


社名 株式会社大塩するめ

本社所在地 〒７３７－０１４４
広島県呉市広白岳５－３－２２

電話番号
ＦＡＸ番号
工場・営業所

代表者
資本金
設立
従業員
製造品目
主要取引先
取引銀行
所属団体
主力商品名

株式会社大塩するめ

http://www.ooshio.co.jp/

http://www.ooshio.co.jp/�


社名 株式会社大橋製菓

本社所在地 〒３２１－０９８３
栃木県宇都宮市御幸本町４８７０－２７

電話番号
ＦＡＸ番号
工場・営業所

代表者
資本金
設立
従業員
製造品目
主要取引先
取引銀行
所属団体
主力商品名

株式会社大橋製菓

http://www.carume.co.jp/


社名 株式会社お菓子のシアワセドー

本社所在地 〒３９５－０００１
長野県飯田市座光寺６６２８－１６８

電話番号
ＦＡＸ番号
工場・営業所

代表者
資本金
設立
従業員
製造品目
主要取引先
取引銀行
所属団体
主力商品名

株式会社お菓子のシアワセドー

http://www.i-chubu.ne.jp/̃siawased/

http://www.i-chubu.ne.jp/~siawased/�


 日本製乳株式会社  http://www.sm.rim.or.jp/%7Emn01-nsn/ 
おしどり商事株式会社       http://www.osidori.com 

 

社名 日本製乳株式会社 
 ニホンセイニュウ カブシキガイシャ 
工場所在地 〒999‐2176 山形県東置賜郡高畠町大字 
 糠野目字高野壱６９４－１ 
電話番号 ０２３８－５７－４０５０ 
FAX番号 ０２３８－５７－４４２０ 
本社所在地 〒990‐2461 山形県山形市南館５－３－８ 
代表者 代表取締役社長 伊勢 勝太郎 
資本金 1億4,000万円 
設立 大正８年７月１５日 
従業員 １１５人 
製造品目 森永牛乳各種、チーズ類、ミルクケーキ 
主要取引先 森永乳業、東北地方の菓子卸ルート 
取引銀行 山形銀行 本店 
                                            

牛乳の白いお菓子 
新鮮な生乳に砂糖を加え、そのまま固形化した自然食品です。 
育ち盛りのお子さまや、牛乳が苦手な人にも手軽に召し上が 
っていただける、高カルシウムの「食べる牛乳」お菓子です。 
 

 社名 おしどり商事株式会社 
 オシドリショウジ カブシキガイシャ 
所在地 〒134‐0083 東京都江戸川区中葛西  
 ７－２６－１４ 
電話番号 ０３－３６８８－６３７０ 
FAX番号 ０３－３６８８－６４５５ 
代表者 代表取締役社長 山下 正博 
資本金 1,000万円 
設立 昭和４１年１０月２５日 
従業員 7人 
販売品目 ミルクケーキ、ソフトクリーム原料他 
主要取引先 全国の菓子卸ルート、観光牧場など 
取引銀行 UFJ銀行 飯田橋支店 

日本製乳 

http://www.sm.rim.or.jp/%7Emn01-nsn/
http://www.osidori.com


　

スナック菓子・カップラーメン

9,381万円

1948年（昭和23年）9月3日

３４０名

松田　好旦

従業員

株式会社おやつカンパニー
カブシキガイシャオヤツカンパニー

〒515-2592　三重県津市
一志町田尻４２０番地 資本金

設立

株式会社おやつカンパニー

支店・営業所・工場

【支店】　東京・大阪
【営業所】北海道・東北
　　　　　  名古屋・中四国・九州
【工場】　久居・森・井関

社名

本社所在地

電話番号

FAX番号

http://www.oyatsu.co.jp/

企業理念　＝　「たっぷり、たのしい“おやつ”と“夢”の創造」

おやつカンパニーの商品

昭和２３年の創業以来、子供たちのお菓子の思い出と共に歴史を
重ねてきた当社。会社の顔ともなっているベビースターラーメンは、
品質保証の国際規格ISO９００１を取得し、オートメーション化された

最新鋭の工場で日々生産されています。

ベビースターラーメンの他に、ブタメンやえびチップス、
ラーメンおつまみやフランスパン工房など、個性的なお菓子を
製造販売しています。

主要製品

（０５９）２９３－２２３３（代）

（０５９）２９３－５９１１（代）

取引銀行 三重銀行・三菱東京UFJ銀行

代表者

　　　　　日本の食事は1日2食でした。その間の空腹を満たすのが、おやつで、主におにぎりを
　　　　　午後3時頃に食べていました。今日の米菓はその名残です。現代は、朝食・昼食・
　　　　　おやつ・夕食・夜食の「5食時代」と言われ、食事とおやつのボーダーレス化も進んで
　　　　　いると言われています。いつの時代も、空腹を満たすことがおやつの本質であり、
　　　　　おやつの不変の定義だと申しあげたいのです。「たっぷり、たのしい。」の結論です。

個性的なキャラクター達

おやつカンパニーの商品パッケージに描かれているキャラクターたちは
どれもこれも個性的なものばかり。子供たちの間で絶大な人気を誇る
ベイちゃん（左図①）・ビーちゃん（同②）を始め、パンダアザラシ（同③）など
商品の味と同時に、パッケージや名前も強く心に残るよう考えています。

経営者は語る

三重本社

久居工場

① ② ③



オリオン株式会社

こだわりの逸品「ココアシガレット」

社　     名 オリオン株式会社
オリオン　カブシキガイシャ

代表取締役社長　小西　靖介
3,000万円
昭和32年1月10日
40人
ラムネ菓子
全国の菓子卸ルート
みずほ銀行　堂島支店

〒532-0035大阪市淀川区三津屋南2-10-1

〒111-0035東京都台東区西浅草3-25-4

06-6309-2314
06-6302-1245

経営者は語る

我が風土　お国自慢

http://www.orionstar.co.jp/

本社所在地

電 話 番 号

F A X 番 号

東京営業所

代 表 者

資 本 金

設       立

従 業 員

製 造 品 目

取 引 銀 行

主要取引先

本社

戦後なにもなかった時代に、縁側でたばこを吸っているお父さんを見て
子供は大人への憧れを抱きました。子供は大人のまねをしたがるものです。
それならばお菓子で夢を可能にできないものかということで造られたのが
ココアシガレットです。５０年以上たった今も駄菓子の代表として
広くマスコミなどに取り上げられています。

私たちは創業より子供菓子専門メーカーとして新しいおいしさと特徴を
持った商品を開発し、子供に夢を提供することで社会に貢献できる
企業を目指してきました。
これからは子供に限らず、だれがみても楽しい、もらってうれしい、
食べておいしい、もっとほしい
といってもらえるような新しいお菓子の創造に挑戦いたします。
また品質や環境への配慮も怠らず、小さなパッケージに全社員の大きな
夢をのせて、皆様に安心してお買いあげいただける商品を
お届けする所存でございます。

淀川区は大阪を代表する淀川に面しているところです。そのせいもあって、工業関係の工場や、製薬会社食品工場が多く美味しいものもい～～っぱい！
自慢するところがあります。有名な美味しいお店は・・・★ お好み焼きのやまもとのねぎ焼き  ★ 総本家喜八洲のみたらしだんご ★ 「がんこ寿司」
★ 元今里商店街の丹波屋さんのおつけもん  昔はじいちゃんに連れられて「太郎坊寿司」にもよく行きうなぎつり、バナナのたたきうりなどが懐かしく
思い出されます・・・。
淀川区にはお菓子の材料の会社やお菓子会社もあります
★ リボン食品はホットケーキの粉やマーガリンとかを作ってました  ★ ぼんち揚げで有名なぼんちもこの淀川区にあります  大きな工場で日本を代表する
グリコがお隣の町西淀川区に本社があります！また、チョコレートの明治も大きな工場が西淀川区にあります。
製薬会社では田辺製薬、フジサワ、武田薬品が淀川区にはそびえているんです・・・。
そんな有名どころの会社がぞくぞくとあるなんて、凄いと思いませんか？しかし、有名な会社が多くとも、そこでお仕事をする人たちがこよなく愛してるのは
小さな赤提灯の店だったり、おばちゃんのお好み焼きだったり、昔ながらの店先で作るお豆腐屋さんだったりします。伝統と昔ながらの製法、そして１日の
疲れを解きほぐしてくれるような笑顔や笑いが町全体から感じられるところが、下町だと思います。
パソコンやインターネットが普及して、携帯メールでのクーポン券なんかのサービスも素晴らしいと思いますが、やはり私たち下町育ちが求めていることって
相手を思いやる心、笑顔ではないでしょうか？？？いつまでも育った街を誇りに思い、またいつの時か思い出す時。あんな店、こんな会社があったな～なんて
懐かしい思い出がいっぱいいっぱい！おもちゃ箱をひっくり返したような街が、大阪淀川区ではないでしょうか？
私はそんな大阪淀川区がと～～っても自慢のできる街ですよ！

http://www.orionstar.co.jp/
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