


社名 パイン株式会社

本社所在地 大阪市天王寺区生玉寺町１番５号

電話番号 ０６－６７７１－８１０３
ＦＡＸ番号 ０６－６７７１－８１０２
工場・営業所 滋賀工場、東京・大阪支店、札幌・中部・福岡営業所、

仙台・新潟、広島、四国、鹿児島出張所

代表者 上田 豊
資本金 ２，８００万円
設立 昭和26年3月3日
従業員 １００名
製造品目 キャンディ（糖菓）
主要取引先 全国菓子問屋
取引銀行 三菱東京UFJ ・りそな・三井住友銀行
所属団体 全国飴菓子工業協同組合
主力商品名 パインアメ、どんぐりガム、あわだま

こだわりの逸品～

経営者は語る～

「　　　　　　　　　　　」

琵琶湖畔  草津市 滋賀工場 周辺情報

http://www.pine.co.jp

パイン株式会社

　　　　　　　社長

社長PHOTO

○商いの心は、お客様との共生にある

   近江商人の師言に「三方よし：売手よし、買手よし、世間によし」という
   言葉があります。
   お客様の喜びと満足をめざして、世間のお役に立つことが、企業活動の
   根本であり、このことが大切な社会貢献につながります。
   世間のお役に立ち、お互いに感謝し合える関係を築くことが、信頼される
   企業につながり、この＜商いの心＞こそが企業活動の原点といえます。

草津市 滋賀工場

大阪市 本社

パインアメ

○滋賀県南東部に位置する草津市。
   当社の滋賀工場は、草津宿本陣（国指定史跡）や文化施設も充実している草津市の追分町にあります。
   草津市は、東部に緑あふれる山手丘陵地帯、西部に美しい湖岸田園地帯が広がり、琵琶湖越しには湖
   西の山々を臨む、すぐれた自然環境と景勝に恵まれた地域です。このすばらしい環境は、人々を誘い、
   生活の糧をもたらし、心豊かな風土を育むと共に、交通の要衝として街道文化の花を咲かせながら行き
   交う旅人の心を癒してきました。

昭和26年にパインアメ第一号が完成しました。気になる当時の価格ですが、
瓶詰めにして１粒１円でした。
パインアメを開発していた当時の日本は、戦後の傷跡が残っており、生のパ
イナップルはもちろん缶詰でさえも高級食品でした。
そんな時"このパイン缶の美味しさをみんなが手軽に味わうことができたらど
んなにすばらしいだろう"との思いからパインアメが誕生したのです。
今でこそパインアメのトレードマークになっている真ん中の穴。第一号にはこ
の穴はありませんでした。第一号誕生当時は穴を開ける技術はなく、扁平な
飴に輪切りのパイナップルの模様を型押ししただけのパイナップルアメでした。



社名
　かぶしきがいしゃ　はないかだ

　株式会社　　　　花筏

所在地
　〒315-0073

　茨城県かすみがうら市西野寺６５９－１

連絡先
TEL： 0299-36-0871

FAX： 0299-36-0872

代表者
　　　　　たかぎ　　ひでゆき

　　　　　高木　　秀行

資本金 　1,000万円

従業員数 　26名

製造品目 　米菓製造 （弊社敷地内にて）

飽きのこない食感．．．
　それが揚げ餅専業の花筏の基本と考えています。

『良質の国産米を１００％使用し
　　昔ながらの風味と食感を出すため、
　　　　　　　　丸米を蒸しての製法です。』

揚げもちの彩りは、手作業です。

　お客様へお届けするのは『安心・安全』です。

　　　一つ一つ手作業で包装することは、今の時代後れていると
　　　思われるかもしれません。
　　　しかし、崩れやすい揚げもちの安心・安全を確認し、また
　　　お客様の信頼を頂くためには手作業が一番と考えています。

　あられかきもちの原料は糯米（もちごめ）・・・旨みの深い味わいが出ます。
　おせんべいの原料は粳米（うるちまい）・・・比較的サッパリした味わいが出ます。

　　この他、うまかっぺ・あま辛おかき等があります。



社名 ハマダコンフェクト株式会社

本社所在地 〒１０１－００３２
兵庫県姫路市飾磨区阿成１２６０

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

ハマダコンフェクト株式会社

http://www.hamadaconfect.com/

http://www.hamadaconfect.com/


社名 　株式会社　浜名食品
　カブシキガイシャ　ハマナショクヒン

本社所在地 　〒431-0203
　静岡県浜松市西区馬郡町3762-61

電話番号 　053-449-3311
ＦＡＸ番号 　053-449-3017
e-mail 　info@hamanasyokuhin.com
工場・営業所 　本社に同じ
代表者 　代表取締役社長　加藤　威
資本金 　2,000万円
設立 　昭和45年（創業昭和34年）
従業員 　45名
製造品目 　ゼリー、水ようかん、ポリドリンク、ケーキ、

　スナック、甘納豆、おかゆ
主要取引先 　全国の菓子卸ルート
取引銀行 　静岡銀行篠原支店、遠州信用金庫舞阪支店
所属団体 　全国菓子工業組合連合会

　全国清涼飲料工業会 

　本社事務所
こだわりの逸品～「しっとり甘納豆」

経営者は語る～お客様の満足のために

　少子高齢化とともに、菓子業界も成熟し大きな増大は見込めません。その
ような中で、我々中小企業は少量でも良いものを求める「ニッチ」の市場に展
開するために、新商品を開発していかねばなりません。
　甘納豆では、表面の蜜の乾燥を押さえ、しっとりした食感のまま包装を行っ
た、「しっとり甘納豆」が当てはまります。
　ゼリー、ポリドリンクでは、果汁含有率の高いもの（果汁100％含有のゼ
リー・ドリンク）、他社の真似しにくいもの（水ようかん、わらび餅、チョココー
ヒードリンクなど）、その他使用原料の産地にこだわった商品群（ケーキやお
かゆ）を提供し、お客様のニーズに答えていくことが我々の使命と考えており
ます。

我が風土　お国自慢～静岡県浜松市

　浜松市は東京と大阪のほぼ中間にあたる静岡県西部に位置し、遠州灘、浜名湖、
天竜川、北遠の山々など豊かな自然と温暖な気候に恵まれた都市です。平成１７年７
月の12市町村の合併により、静岡県最大の約８２万人の人口を有する都市となり、平
成１９年４月１日に政令指定都市へ移行しました。面積は１５１１.１７平方キロメートル
と全国第２位の広さを誇り、ものづくり産業が活発で、楽器・繊維・オートバイをはじ
め、近年では光技術・電子技術関連などの先端技術への取り組みでも、世界的に注
目されるようになりました。

http://www.hamanasyokuhin.com

株式会社　浜名食品

工場写真

　弊社は、ゼリー、ポリドリンクメーカーとして皆様にご愛顧いただいておりま
すが、こだわりの逸品として「しっとり甘納豆」をご紹介いたします。弊社の
甘納豆は、第19回全国菓子大博覧会において大臣賞を受賞しております。
そのしっとりした食感は長く保たれ、大臣賞受賞の名に恥じない出来上がり
です。
詰合せ（しっとり美人、進物用）等各種取り揃えております。また品質の保持
のため発売期間を限っております。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

本社工場全景

ゼリー＆水ようかん詰合せ

のどか（新発売）

甘納豆盛付例

http://www.hamanasyokuhin.com/�
mailto:info@hamanasyokuhin.com�


社名 平塚製菓株式会社
ヒラツカセイカカブシキガイシャ

本社所在地 〒３４０－０００６
埼玉県草加市八幡町６２８

電話番号 ０４８―９３１－５５６６
ＦＡＸ番号 ０４８―９３１－５５７０
ＭＡＩＬ choco@hiratsuka-seika.co.jp
代表者 代表取締役　平塚正幸
資本金 ６０００万円
設立 昭和２３年２月１日（創業明治３４年）
従業員 １２０名
製造品目 チョコレート、焼き菓子、ウェハース、
主要取引先 菓子卸、菓子メーカー、菓子専門店、
取引銀行 みずほ銀行千束町支店、

　　　　　　　　中小企業金融公庫大手町支店
所属団体 日本チョコレート工業協同組合、

　　　　　　　　　　　日本チョコレートココア協会

こだわりの逸品～

経営者は語る～

　「お菓子を仲立ちとした愛あふれる平和な社会を築き上げよう」のビジョンに向かって 経営
理念「お菓子　幸せなひと時の創造」を掲げ、品質力・開発力・対応力により「お菓子のお役
立ち業」として多くのお客様とのお取引をさせて頂いております。

http://www.hiratsuka-seika.co.jp/

平塚製菓株式会社

　創業１９０１年の当社は、安全、健康、環境に配慮し、法令を遵守した公正な行動を心が
け、拡大より継続に力点を置き、その為にたゆまぬ革新を続ける事によりお客様、仕入先
様、社員の皆様をはじめ関わりのあるすべての皆様の幸せを創造いたしております。

　同業異業にかかわらず焼菓子、チョコレート、ウェハースなどの洋菓子の開発・生産を承ります。

http://www.hiratsuka-seika.co.jp/�


社名 株式会社　　双　　葉
カブシキガイシャ　フタバ

本社所在地 栃木県宇都宮市峰４－１７－１０

電話番号 028-661-6754
ＦＡＸ番号 028-664-0453
工場・営業所 宇都宮市（本社と同住所）

代表者 代表取締役社長　石川栄一
資本金 １０００万円
設立 昭和３２年４月
従業員 ３０人
製造品目 落花生　木の実　チョコレート菓子
主要取引先 菓子卸ルート　珍味販売ルート
取引銀行 足利銀行　峰町支店　　栃木銀行陽東桜ケ丘
所属団体
主力商品名 バタピー　カシューナッツ　ゴールデンスター

餃子の実　しおさいミックス　

　 当社のある宇都宮は餃子の町として全国的にも有名です。
餃子と木の実を組み合わせることが形状のにているカシュー
ナッツを餃子味に仕上げることでした。宇都宮独特のガーリッ
ク味を強くし、もち粉で包み、サックリ仕上げました。

こだわりの逸品～ 「　餃子の実　」

経営者は語る～

　社訓は誠実は信用の基、健康は幸福の基、努力は発展の基、質素は安定の基、反省は向
上の基としております。社会にいかに必要とされる企業となるため日々努力し、そして日々感
謝する心をつねに持ち続ける人間になりたい。

わが宇都宮

　宇都宮市は北関東の中心にあり、江戸時代の小説では、つり天井で有名になりました。近年は１人
当たりの餃子の購入量が日本一になり、餃子の町として有名になりました。宇都宮＝餃子の公式がな
りたち、休日は餃子を食するための列がたえません。
当社は豆菓子の加工をお客様のご提案にもとずいたものを作成し、完成させる小回りのきく会社にな
れますよう日々努力しております。

株式会社　　双　　　葉
企業ロゴなど

工場写真

商品写真など

本社　工場

　組織として社会にいかに貢献できるか、また、必要とされるか、を日々追求し続けることに
より、その貢献の価値が社会から会社もたされる。
　もう限界と思う心に再度の挑戦を合言葉に可能的発想集団になれることが
当社としての目標です。



社名　　 フルタ製菓株式会社

本社所在地 〒544‐0023

大阪市生野区林寺6丁目7番22号

電話 06‐6719‐6161（代表）

FAX 06‐6719‐3201

代表者 代表取締役　　古田　鶴彦

設立 1952年8月1日

資本金 8,000万円

従業員数 280名

製造品目 チョコレート、クッキー、パイ、ゼリー

ラムネ、ガム、キャンデー

工場 本社工場（本社と同じ）

美原工場（〒587‐0002　大阪府堺市美原黒山663）

物流センター 美原物流センター（〒587-0022　大阪府堺市美原区平尾1009-2）

支店、出張所 支店（東京支店ほか全国16ヶ所）

関係会社 株式会社フルタフーズ

フルタ産業株式会社

株式会社ルリエ

スローガン 「おいしさと夢と健康を」

主力商品～ 「エアロンチョコレート」

経営者は語る～

　弊社は2007年に創業55周年を迎え、着実に成長を遂げてまいりました。
成果として今年は新プラントの増設と物流センター竣工を致しました。
増設により、チョコレートの生産量が年間2,000tのアップになり
国内総生産の約６％のシェアになります。また物流センター稼働により
安心・安全を第一とした物流が可能になり、スピードアップにも繋がります。
創業以来のフロンティア精神を胸に今後も皆様のご期待に沿える企業として
努力と研鑽を重ねてまいります。

http://www.furuta.co.jp

フルタ製菓株式会社

代表取締役社長　古田鶴彦

美原工場

　2007年下期の主力商品に位置付している商品。
エアロンはチョコレートにエアーをいれたふんわり軽い食感
が特長です。食べ易く老若男女を問わず楽しんでいただけます。
同商品は新プラントの完成により飛躍的に生産量がアップ。
1分間に２０００個のチョコが作れるのは世界でもトップクラスです。

http://www.furuta.co.jp/�


株式会社ブルボン

http://www.bourbon.co.jp/


http://www.bourbon.co.jp/


トータルマーケティングカンパニーを目指す

当社グループでは、従来の「生産型企業」から、製品の開発製造・営業・宣伝活動までの
全てを包括するマーケティング活動に特化した「マーケティング型企業」への転換に邁進、
グループの成長を加速させてまいりました。
よりよい商品を、より多くの方々へお届けできるよう、グループ一丸となって成長し続けます。 

タブレット・健康食品メーカースナック総合メーカー

１）常に安心できる商品を提供し、地球環境、人々の健康、社会的貢献を心掛ける。 
２）独創的で心の満足度の高い商品、サービスを提供する。 
３）独自のブランド戦略の元に、ロングセラー商品を育成していく。 
４）時代に先がけ、変革のスピードを上げ、新しい経営形態を実現する。
　　　　（マーケティング、販売チャネル、生産システム、組織） 
５）世界的視野にたった企業になる。 
６）従業員の物心両面の満足を追求する、と同時に関係会社・取引先の経営に適正に貢献する。 

企業理念

社名　　　　　　株式会社　フレンテ
本社所在地 　東京都板橋区成増５－９－７
電話番号　　　０３（３９７９）２１１５　　グループ代表
ＦＡＸ番号　　　０３（２９７９）５３７０
　　　　　　　　　グループ企業の戦略立案、新ビジネス
　　　　　　　　　モデル開発、グループ企業の採用・教育

代表者　　　　　代表取締役社長　小池　孝
資本金　　　　　４０１４９万円
設立　　　　　　 １９７７年１月
従業員　　　　　３８６名（グループ正社員数）
取引銀行　　　 みずほ銀行、りそな銀行
所属団体　　　 日本スナックシリアルフーズ協会
　　　　　　　　　 全国流通菓子卸共同組合
　　　　　　　　　 全国菓子卸商業組合連合会

会社概要 http://frente.co.jp

トータルビジネスサポート



社名　　　　　株式会社　フレンテ・インターナショナル 
本社所在地　　東京都板橋区成増５－９－７
電話番号　　　０３（３９７９）２１１５　　グループ代表
ＦＡＸ番号　　０３（２９７９）５３７０
工場・営業所　北海道、東北、新潟、長野、北関東、
　　　　　　　東関東、広域、東京、特販、南関東、
　　　　　　　静岡、名古屋、大阪、北陸、中国、
　　　　　　　四国、九州
　　　　　　　神奈川工場、京都工場

代表者　　　代表取締役社長　小池　孝
資本金　　　２６０００万円
設立　　　　２００２年６月
従業員　　　３８６名（グループ正社員数）
製品品目　　タブレット・健康食品の製造販売
主要取引先　全国の菓子卸ルート
取引銀行　　みずほ銀行

未来型の食品開発を目指して

絶えず変化しつづける消費者ニーズを敏感にキャッチ。
健康や機能性へのニーズの高まりを的確に見据え、次世代製品を開発してまいります。

会社概要

1997年発売のフルーツミントタブレット。
何ケースかに１つ入っている「ハート型のピンキー」は
幸せを呼ぶラッキーアイテムとして女子高生を中心に
大ヒット。キャラクター「ピンキーモンキー」
「フレッシュモンキー」も大人気。タブレット市場を
代表するブランドへと成長いたしました。

世界で初めてプロバイオティクスを口腔内の
健康に応用。東海大学医学部　古賀泰裕教
授との共同開発により、乳酸菌ＬＳ１（エル・
エス・ワン）を配合したタブレットを開発。

新しいカテゴリーへの挑戦

フルーツミントの代表ブランド

乳酸菌ＬＳ１の開発

タブレット市場に留まることなく、
新しいカテゴリーの製品開発に
邁進してまいります。

乳酸菌ＬＳ１

http://frente-int.co.jp



会社概要

より良い商品をより多くの消費者に

国内初のポテトチップス量産化に成功
当初は、おいしいポテトチップスを作るためのノウハウがなく、
揚がりが良かったり悪かったり品質が安定せず、試行錯誤の連続でした。
しかし、原料、生産方法、味付け等あらゆる方向から
研究・開発をすすめ、昭和37年、ついに日本人の味覚にマッチした
オリジナルのポテトチップスである「コイケヤポテトチップスのり塩」が
完成、量産化に成功したのです。

独創的でユニークなブランドを創造する

辛いものの代名詞にもなっている「カラムーチョ」をはじめ、
スコーン、ポリンキー、ドンタコスといったブランドを開発し、世に送り出してきました。
今後もスナックの新しいカテゴリーの開発に邁進します。

社名　　　　　株式会社湖池屋
本社所在地　　東京都板橋区成増５－９－７
電話番号　　　０３（３９７９）２１１５ グループ代表
ＦＡＸ番号　　０３（２９７９）５３７０
工場・営業所　北海道、東北、新潟、長野、北関東、
　　　　　　　東関東、広域、東京、特販、南関東、
　　　　　　　静岡、名古屋、大阪、北陸、中国、
　　　　　　　四国、九州
　　　　　　　関東工場、関東第二工場、京都工場

代表者　　　代表取締役社長　田子　忠
資本金　　　３０００万円
設立　　　　１９５８年
従業員　　　３８６名（グループ正社員数）
製品品目　　スナック菓子製造販売
主要取引先　全国の菓子卸ルート
取引銀行　　みずほ銀行、りそな銀行

http://koikeya.co.jp



こだわりの逸品～ 『味処シリーズ』

株式会社 北 越

我が風土　お国自慢～

経営者は語る～

　3尺1本、こだわりの味処シリーズ　水と米の国 越中富山

社　　　名 株式会社　北越
カブシキガイシャ　ホクエツ
〒939-1315
富山県砺波市太田1891-2
0763-33-4488
0763-33-1035
〒939-1315 富山県砺波市太田1891-2
〒939-1732 富山県南砺市荒木1500
代表取締役社長　片山 和行
3000万円
昭和32年5月4日
220名
米菓（おかき、かきもち、あられ）
菓子卸ルート 他
北陸銀行　福光支店
全国米菓工業組合
味処シリーズ、富山おかきシリーズ
黒糖サラダアーモンド、ロングサラダ

本社所在地

電 話 番 号
ＦＡＸ番号
工場所在地

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

　我々は独創的で卓越した商品造りを通じ、顧客に夢とおいしさと満足を
　提供し、常に社員の幸福と企業と社会の繁栄を考えて行動する人間集団
　を目指す。

三方を北アルプス連峰などの急峻な山岳地帯に囲まれ、中央には実り豊かな平野が広がり、富山湾、

日本海へと開けている富山県。植生自然度本州一が示すように美しく豊かな自然環境に恵まれ、四季

の移り変わりが鮮明で、多種多様な動植物が見られます。弊社砺波工場は、庄川の流域に開けた扇状

地、砺波平野。名水が潤す豊穣の大地は強靭な増山杉、黄金色の稲穂、色鮮やかなチューリップを育

み、日本の原風景を彷彿とさせてくれます。砺波平野（散居村）はたっぷりと水を張った田植えの季

節は、田園に散らばる民家が海に浮かぶ島々のようにも見え、春から夏は萌える緑、秋は黄金、冬は

銀白のじゅうたんと、四季折々美しい田園風景を見せてくれます。

　　　　　　　　　　　　コモディ(どこでもあり誰もが知っている実用品)ではなくスペシャリテ
　ィ(専門商品、特徴ある商品)に集中し、このことを強みとし、お客様と喜びを共存し、高品質と
　価値の創造を通じて更なる形成にチャレンジし続けます。

本社・営業本部

されどづくりに集中（感動商品を創ろう）

《企業理念》

　おかき、あられ、せんべいを豊富に品揃えして
　お客様に多彩な味わいをお届けします。

代表取締役社長



社名 ホンダ製菓株式会社
ホンダセイカ　カブシキガイシャ

本社所在地 〒350-0831　
埼玉県川越市府川1313-2

電話番号 049-224-2611
ＦＡＸ番号 049-223-1045
工場・営業所 川越市（本社と同住所）

代表者 代表取締役社長　誉田　稔
資本金 3000万円
設立 昭和29年6月
従業員 290名
製造品目 せんべい・あられ
主要取引先 全国の菓子卸ルート
取引銀行 みずほ銀行川越駅前支店
所属団体 全国米菓工業組合
主力商品名 海老の華、さっぱり塩味、

二度焼きしょうゆ、焼ソース

本社・工
場

こだわりの逸品～

経営者は語る～

「　海老の華　」

我が街　「小江戸」川越～

埼玉県川越市は武蔵野台地の最も東北端に位置し、多くの川に囲まれ
た歴史ある街です。かつては城下町として栄え、川をとおして江戸と
の交流が盛んだったことから「小江戸」とも呼ばれ、歴史ある多くの
寺院を今に残しています。明治時代以降は商業都市として発展し、蔵
造りの店舗が多く造られました。今では貴重となった蔵造りの街並み
では、昔懐かしい飴や煎餅が売られており、週末には多くの観光客で
賑わいます。ホンダ製菓のせんべい・あられはそんな水と緑豊かな武
蔵野台地で誕生します。「たわわな稲穂一粒一粒」への味付けは社員
の心と豊かな技術の結晶です。

   http://www.honda-seika.co.jp

ホンダ製菓株式会社

工場写真

社長PHOTO

時代の流れと共に私たちのライフスタイルも大きく変化をしてま
いりました。私どもホンダ製菓は米菓一筋に研究を重ね、その時
代のニーズを模索しながら商品造りを行い５０有余年を迎える事
ができました。これもひとえに弊社商品をご愛顧頂きましたお客
様各位の賜物と忠心より感謝申し上げます。時代はいかに変わろ
うとも、伝統の味を現代に生かしつつ、お客様においしく、安心
してお召し上がり頂ける商品を造り続けてまいります。
                                                      代表取締役社長 誉田

船上凍結された新鮮な甘海老を、そのまま丸ごとミンチに
して生地に練り込みました。やわらかな食感にこだわり、
お米を細かく挽き、植物油でさっくりと揚げ、旨みのある
赤穂の天塩で飽きの来ない塩味に仕上げております。海老
の香りとさっくりとした食感は年齢を問わずお召し上がり
いただけます。本商品は発売より１６年以上経った今で
も、お客様にはおやつ、お茶請けとしてご愛顧頂いている
商品です。



社 名 　ぼんち株式会社
　ボンチ　カブシキカイシャ

本社所在地  大阪市 淀川区 三津屋中２丁目１５番４１号

電話番号   06-6302-4641[代表]

ＦＡＸ番号   06-6308-3833

東京支店  埼玉県 越谷市 南荻島８３２番地

電話番号  048-974-7711[代表]

ＦＡＸ番号  048-977-5949

代表者  代表取締役社長　竹馬　勇

資本金  １億６千万円

設 立  １９５２年(昭和２７年)７月

従業員  ２３２名(含パート・嘱託社員／平成１９年４月現在)

製造品目  米菓(あられ・せんべい)・スナック菓子

主要取引先  全国菓子卸企業

取引銀行  みずほ銀行堂島支店・三井住友銀行十三支店

　　神戸工場全景

所属団体
 全日本菓子協会・全日本菓子工業協同組合連
合会・全国米菓工業組合

主力商品名
 ぼんち揚・ぼんち焼・味かるた・辛子明太子大型
揚せん・ピーナツあげ・がんこ餅・綱揚・ポンスケ

こだわりの逸品～

経営者は語る～

「　味かるた　」

　ぼんちの社是「創る」。
これは単に、新しいお菓子を創造していく姿勢をあらわすだけのもの
ではありません。美味しさを、笑顔を、創ろう。　幸せな時間を、食の
文化を、創ろう。美味しさを創ることによって心と暮らしに豊かさを創り
たい。優れた人材を育てて社会に貢献し、社員をはじめ、「ぼんち」に
係わるすべての人々の豊かな人生も創ろう。
こんな気持ちの表現なのです。　｢創る｣のこころを大切に、ぼんちは
美味しさと品質にこだわった味をつくり続けます。

我が風土～「 淀 川 」

　淀川は、大阪の「母なる川」とされ大阪の風土・歴史・文化を語るに欠かせぬ存在です。
琵琶湖に発し､京都・枚方・江口など各地を経て淀川水系をなし、大阪湾に達する延長７９kmの大河で
す。近世の大阪は｢天下の台所｣といわれ、瀬戸内から淀川筋の諸川船に依存する物資の流通に於ける
重要な交通手段としての主役を果たし、そして近代以降の淀川は、昔からの農業用水に加えて飲料水・
発電用水・工業用水などの水源として役割を担い､明治以降の大阪を中心とする沿岸の工業化・都市化
の発展を支える基となりました。　更に、沿岸の広大なオープンスペースを活用し、河川公園が整備され
るなど大阪市民のレクリエーシヨンや憩いの場としての利用も広まり、時代の変遷に対応した機能を発
揮する“母なる川”として愛されています。

http://www.bonchicorp.co.jp

竹馬社長

　大型の揚げせん｢味かるた｣は、１９８７年に｢味歌留多」の
ネーミングで発売されました。みのり豊かなお米の生地に、あ
かしあ蜂蜜と厳選した醤油で味付けの“味かるた”。一枚いち
まい「挟み揚げ製法｣で丁寧に揚げた、程よい食感と特製タレ
の奥行きのある甘味が忘れられない美味しさです。
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