


社名 カクダイ製菓株式会社 12ｇ　クッピーラムネ
本社所在地 名古屋市西区名西1-9-38
電話番号 052-531-9281
ＦＡＸ番号 052-531-9284
本社工場 名古屋市西区名西2-3-1
七宝工場 愛知県海部郡七宝町大字遠島字南萱苅島7
電話番号 052-441-6711
ＦＡＸ番号 052-441-6712
代表者 代表取締役社長　大橋　昌義
資本金 1,000万円
設立 昭和25年9月22日 32ｇ　クッピーラムネ
従業員 50名
製造品目 ラムネ菓子
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・みずほ銀行・愛知銀行
所属団体 中日本菓子工業組合
主力商品名 クッピーラムネ各種・ラムネ菓子
関連会社 カクダイ商事株式会社

115ｇラムネ菓子

10連　クッピーラムネ 5連　ハロークッピー

ファミリーパック

　　　　　　工場・本社

こだわりの逸品～ 「クッピーラムネ」

カクダイ製菓株式会社

当社の「クッピーラムネ」は昭和38年の発売以来、たくさんの方に
親しまれているロングセラー商品です。甘酸っぱい口溶けのよいラ
ムネと、ウサギとリスのキャラクターが描かれているパッケージデ
ザインはお子様のみならず大人の方たちにも愛されつづけていま
す。



社名 株式会社香月堂
カブシキガイシャカゲツドウ

本社所在地 〒４４２－０８２７　
愛知県豊川市西島町袖身８番地

電話番号 ０５３３－８４－７４５５（代表）
ＦＡＸ番号 ０５３３－８４－７４５６
工場・営業所 愛知県豊川市西島町袖身８番地

愛知県豊川市穂ノ原２丁目１番地３３
代表者 代表取締役社長　大岩孝彰
資本金 ３，０００万円 　　　　　　　西島工場
設立 昭和４９年７月
従業員 ２１１名
製造品目 バウムクーヘン・プチケーキ・マフィン・マドレーヌ

主要取引先 全国の菓子卸ルート
取引銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行豊橋支店　ほか

穂ノ原工場こだわりの逸品～

経営者は語る～

「バウムクーヘン」

　お客様の食品に対する厳しさが増す中で、お客様に満足していただ
くため、基本を守るとともに変化に柔軟に対応し、安心・安全・おいし
い・お値打ちなお菓子をお届けします。
　

２００７年４月新工場完成～

　２００７年４月、多くの工場が林立する豊川市穂ノ原の地に、鉄骨２階建て延べ床面積約１２，７００㎡
の当社新工場が完成しました。この穂ノ原工場はＨＡＣＣＰ対応工場であることに加え、ＡＩＢ（米国製
パン研究所）の確立した、ＡＩＢフードセーフティ指導・監査システムを取り入れることで、今後ますます
厳しくなるお客様の品質的なニーズにもお応え出来るものとなっております。
　この新工場完成を契機に、当社はお客様に今まで以上の満足を提供できるお菓子作りに邁進して
いく所存でございます。
　

http://www.kagetsu-do.co.jp/index.php

株式会社　香月堂 企業ロゴなど

商品写真など

　

本社写真など

　当社では、社員全員がこの使命を果たすべく、お客様のニーズにす
ばやく対応できる人・環境・品質に妥協のないプロ集団であることを目
指しています。お客様に満足していただくことで、会社とともに社員の
成長とその人生の夢の実現を目指していきます。

　卵を約３０％使用し、しっとり焼き上げたこだわりのバウム
クーヘンです。バウムクーヘン専用の釜で、一層一層丁寧に生
地を巻きながら、職人が焼き上げました。
　ドイツの伝統的焼き菓子を、ご家庭で手軽にお楽しみ下さい。

　

http://www.kagetsu-do.co.jp/index.php�


社名 株式会社かしわ堂

本社所在地 〒９４５－００００
新潟県柏崎市常盤台３－２１

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

株式会社かしわ堂

http://www.kashiwadou.co.jp/

http://www.kashiwadou.co.jp/


http://www.kasugai.co.jp/


社名 金崎製菓株式会社
カネザキセイカ　カブシキガイシャ

本社所在地 東京都板橋区熊野町２２-６
営業本部 埼玉県戸田市新曽南４‐２‐２１
電話番号 ０４８-４４４‐８１６１
ＦＡＸ番号 ０４８-４４４‐８１６２
戸田工場 営業本部と同一
営業所 名古屋・仙台
代表者 代表取締役社長　金崎幸雄
資本金 １，５００万円
設立 昭和３１年５月
従業員 ８０名
製造品目 かりんとう（油菓子）
主要取引先 全国菓子卸ルート
取引銀行 三井住友銀行池袋支店
所属団体 全国油菓工業協同組合
主力商品名 板かりんとう、名横綱かりんとう

　　　　営業本部・戸田工場

こだわりの逸品～　「板かりんとう黒丹尺、ザラメ丹尺」

経営者は語る～

　当社は創業以来『かりんとう』の専業メーカーとしてお客様に安心して食べたいただける美味『かり
んとう』を作り続けてまいりました。伝統の技術を活かしながら商品開発、生産設備の改善に取り組
み、徹底した品質管理と生産環境の管理を行っております。これからも食品安全マネジメントシステ
ムの継続的改善を行い、お客様に食べていただく『かりんとう』の安全を保障して、いつも美味しくま
た安心して食べていただけるよう日々努めることを約束いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長　金﨑幸雄

かりんとう　製造現場～ 

  ●原料・保管・混合
　  小麦粉は低温保存されたサイロより、エアーにて定量輸送され、自動温度管理された仕込
　  水を投入し、完全オートメーションのミキサー機で行っています。
  ●製品の油揚
　   コンピュータ管理の自動釜揚機にて行っております。また、最新の油煙除去装置を採用し、
　   環境などに充分配慮しています。

　  http://www.kanezaki-seika.jp

金崎製菓株式会社

　「板かりんとう黒丹尺」
　板状の生地を米油で揚げ、黒糖蜜をコーティングしたサクサ
クっとした食感のスナックタイプの黒かりんとうです。
　「板かりんとうザラメ丹尺」
板状の生地を米油で揚げ、上白糖・ビート等でつくった白蜜に
ザラメをコーティングしたサクサクっとした食感のスナックタイプ
の白かりんとうとうです。

「かりんとう」それは大地の恵みと、
伝統の技術につちかわれた自然からの贈り物です。



社名 カバヤ食品株式会社
カバヤショクヒンカブシキガイシャ

本社所在地 〒709-2196
岡山県岡山市御津野々口1100番地

電話番号 0867-24-4300
ＦＡＸ番号 0867-24-4301
工場・営業所 本社：岡山　　工場：岡山　関東　大阪

営業所：仙台　東京　大阪　福岡　ほか
代表者 代表取締役社長　野津喬
資本金 １億７０００万円
設立
従業員 ５４０名
製造品目 チョコレート、キャンディ、ビスケット、プレッツェル

 グミ、清涼菓子、ガム、玩具菓子
主要取引先 全国量販店、コンビニエンスストア、菓子問屋
取引銀行 中国銀行（本店）、みずほ銀行（岡山） 岡山本社工場
所属団体 全日本菓子協会　（社）全国ビスケット協会

日本菓子ＢＢ協会　　日本チョコレート・ココア協会
ほか

主力商品名 「さくさくぱんだ」「しっとりクッキー」「ジューＣ」
「ほねほねザウルス」「ジュエルボックス」など

昭和21年12月24日

こだわりの逸品～

経営者は語る～

「しっとりクッキー」

　ものづくりのコンセプトは「夢」。ロゴマークの「Ｋ」には、“夢”を物語る
虹をデザインしています。コミュニケーションカラーであるシグナルレッ
ドは、「挑戦」や「若さ」を、ブライトオレンジは「健康」と「幸せ」をあらわ
しています。

我が風土　お国自慢～

　岡山市は、旭川、吉井川の２大河川を有しており、西部においては隣接する倉敷市を流れる高梁川
の恩恵も受け、水資源に恵まれた岡山平野に発達してきました。春秋は快晴の日が多く、冬は厳しい
季節風を中国山地がさえぎり、夏は本土を襲う台風の影響が比較的少ないなど、非常に恵まれた温
暖な気候で、「晴れの国」と言われています。
　近年は瀬戸大橋、岡山空港、山陽自動車道など広域高速交通網の整備が進んでいます。さらに平
成19年1月には建部町・瀬戸町との合併により、新「岡山市」が誕生、人口約70万人を擁する中四国
地方有数の大都市として、発展を続けています。
　

http://www.kabaya.co.jp

カバヤ食品株式会社

野津　喬　社長

社長PHOTO
　カバヤは創業以来、おいしい夢を、という精神を持ち続け、「品質」に
こだわることでお客様に「おいしさ」や「楽しさ」をお届けしてまいりまし
た。今後もこれまでに培った技術や強みを活かし、そしてお客様との
交流を深め、ブランド価値を育成し、子どもから大人まで笑顔になって
いただけるお菓子を創造する企業でありたいと考えています。本当に
美味しいものを、満足していただけるものを提供できますよう、今後と
も、皆さまに「夢」をお届けする企業として邁進してまいります。
　

　素材にこだわった、しっとりソフトな食感のクッキーです。「しっ
とりクッキージャージー牛乳」は、ジャージー牛乳を練りこんだ
クッキー生地にホワイトチョコチップを入れ、丁寧に焼き上げま
した。コクのあるミルク味のフレッシュな味わいです。「しっとり
クッキー生チョコ」は、クッキー生地に生チョコを練りこみ、チョコ
チップを入れて焼き上げています。チョコレートケーキのような
味わいをお楽しみください。



亀田製菓は日本人の食の基本である「お米」を素材として、お子さ
まからお年寄りまで幅広い層のお客さまに愛される米菓をつくり続
けております。
当社独自の技術開発・商品開発、そして多くのご販売店の皆さまの
お力添えにより、おかげさまで米菓業界のリーディングカンパニー
として発展してまいりました。
厚く御礼申し上げます。

これからもお客さまに愛される「亀田のあられおせ
んべい」をつくり続けてまいる所存でございます。
さらに近年では「お米」「稲」の機能性研究をベースに、
新たな「お米創造」の世界へのチャレンジを続けて
おります。
「お米」という、日本人に最も愛されている食品素材
を通じて社会に貢献していくことが、亀田製菓の願
いであり使命です。
亀田製菓は「おいしさ」と「健康」を創造し、提供
する事業を推進いたします。 本社社屋

事業内容 せんべい、あられ、スナック、ヘルスケア食品等の製造・販売

電話・ＦＡＸ ＴＥＬ：０２５－３８２－２１１１（代）ＦＡＸ：０２５－３８２－７５５６

本社所在地
〒９５０－０１９８

新潟県新潟市江南区亀田工業団地 3丁目 1番 1号

社名 亀田製菓株式会社

主要取引先 全国の菓子卸ルート

所属団体 全日本菓子協会・新潟県米菓工業共同組合　他

取引銀行
第四銀行・みずほ銀行・三井住友銀行・三菱東京ＵＦＪ銀行

新生銀行　他

創業

設立

１９４６年９月

１９５７年８月

資本金 １９億４，６１３万円

代表者
取締役会長　古泉　肇
取締役社長　田中　通奉

社員数 １，９４２名　　（Ｈ１９．３．３１現在）

業績
（２００７年３月期）

　　売上   ６２，８９７百万円 
経常利益     ３，１０３ 百万円 

● 本社ビル          ● 研究開発センター
● 亀田工場工業団地  ● 亀田工場元町
● 水原工場          ● 白根工場

事業所

営業所
東日本支店／北関東支店／東京東支店／東京西支店／
広域支店／中部支店／関西支店／西日本支店
上記８支店の中に３０エリアあります。

亀田製菓グループ

○ 新潟輸送株式会社         ○ アジカル株式会社
○ ケイ・システム株式会社   ○ 株式会社アデマック
○ 株式会社エヌ．エイ．エス ○ とよす株式会社
○ 株式会社日新製菓         ○ 亀田トランスポート株式会社
○ TH FOODS,INC.(米国)      ○ 青島亀田食品有限公司(中国)
○ 天津亀田食品有限公司(中国)

取締役社長　田中　通泰

http://www.kamedaseika.co.jp/



社 名 カルビー株式会社
本 社 所 在 地 〒115-0044　東京都北区赤羽南1-20-1
電 話 番 号 03-3902-1111（代表）
設 立 昭和24年4月30日
代 表 者 代表取締役社長　中田 康雄
資 本 金 27億4,503万円
正 社 員 数 約1,302人
事 業 内 容 菓子・食品の製造・販売
【 工 場 】 千歳、オイシア（宇都宮）、新宇都宮、下妻、各務原、

カルビー湖南（滋賀）、綾部、広島、広島西、鹿児島
【 営 業 拠 点 】 札幌、仙台、宇都宮、東京、名古屋、大阪、広島、福岡等
主 力 商 品 名 ポテトチップス、じゃがりこ、かっぱえびせん

シリアル
取 引 銀 行 みずほ（赤羽）、住友信（東京中央）、広島（東京）
所 属 団 体 全日本菓子協会、日本スナック・シリアルフーズ協会

こだわりの逸品　『堅あげポテト』

経営者は語る

カルビーは、『食』の供給パートナーとしての“農畜漁”に深く関わって
いる企業です。なぜなら、お客様が抱く『食』に対する「安心・安全」の
確保には、“農畜漁”まで遡れるトレーサビリティシステムの構築が不
可欠だからです。さらに、「安心・安全」のみならず、お客様に「感動」を
与えられる企業を目指して、私達は『掘りだそう、自然の力。』という
コーポレートメッセージのもと、自信と誇りを持って企業活動の継続的
な成長を実現してまいります。

『かっぱえびせん』が発売されるまで

昭和29年初頭、政府は米不足を補う目的で小麦粉と澱
粉を混ぜて粒状にした代用米を開発しました。
カルビーはこの代用米の技術を参考に、アメリカからの
配給で豊富にあった小麦粉を使って“あられ”の製造に
成功しました。さらに、昭和30年には当時大ヒットしてい
た漫画「かっぱ天国（清水崑原作）」のキャラクターを
パッケージに使い、『かっぱあられ』の販売を開始しまし
た。これが、その後瀬戸内海で獲れたエビを生地に練り
込み昭和39年に発売する『かっぱえびせん』の原型とな
りました。

http://www.calbee.co.jp/カルビー株式会社

写真_本社

代表取締役社長　中田 康雄

写真_R&DDEセンター

写真_中田社長

厚切りしたじゃがいもを、伝統的な釜揚げ製法でじっくり低温
で揚げることにより、　独特の堅い食感と「噛むほどうまい」美
味しさをお楽しみいただけるポテトチップス。
味付けはじゃがいもの本来の味を活かしたシンプルなうすし
お味と、香り豊かでピリッとした辛さのブラックペッパーです。

写真_堅あげポテト

写真_かっぱあられ 写真_昭和39年発売時

http://www.calbee.co.jp/�


川 口 製 菓 株 式 会 社 
～ 夢 が ひ ろ が る あ め づ く り ～ 

 

沿革 
昭和 3 年 川口商店として菓子問屋設立 
昭和 20 年  終戦時において在庫の飴菓子原料を元に和歌山県有田市にて菓子製造業開始 
昭和 22 年 和歌山市に移転して菓子製造を開始 
昭和 29 年 4 月 13 日川口製菓有限会社を設立登記する。 

資本金 150 万円 代表作品「梅ごよみ」を商標登録する。 
昭和 40 年  手作りの棒付きファッションキャンデーを主体とした製造に転向 
昭和 50 年  県近代化資金にて連続成型機 1 式を購入量産体制をとる 
昭和 55 年  「塩あめ」等の袋キャンデーを発売する。 
昭和 56 年  コンピュータースケール（自動計量袋入れ）を購入 

製造から仕上まで一貫体制をとる 
昭和 57 年  ドイツより成型機 1 式輸入、合理化進める 
平成 2 年  和歌山市岩橋に新工場を建てる 工場用地 653.9 坪、日産 10 トンの操業 
平成 4 年  資本金 1000 万に増資 川口製菓株式会社とする 
平成 6 年  全国菓子博覧会「黄金ごま飴」全菓博栄誉賞受賞 
平成 14 年  全国菓子博覧会「瞳はブルーベリー」「だいこんしょうがのど飴」 

大臣栄誉賞 受賞 

 

会社概要 
会社名  川口製菓株式会社 
本社所在地 〒640-8301 

和歌山県和歌山市岩橋 1556‐2 
電話番号 073-474-6855 
FAX 番号 073-474-6815 
代表者   代表取締役 川口満壽子 
資本金  1000 万円 
設立  昭和 29 年 4 月 
従業員数 49 名(2007 年 6 月 30 日現在) 
事業内容 キャンデー製造業 

会社の現状 
 従来のボリューム感のあるキャンデーから、発芽金胡麻入りのキャンデーや北欧産野生種ブ

ルーベリーを使用したキャンデーをはじめ、素材や健康志向にこだわったアイテムを増やして

います。 
今後も流行の素材や健康にこだわった商品をいち早く商品化し、他社との差別化を図っていき

たいと考えています。 
また、さまざまな企業様の要望に応じ、オリジナル包装紙を包んだ飴の PB 商材も行っており

ます。 

企業理念 
和歌山で創業以来 70 年以上に渡り菓子一筋に携わっ

てきました。企業理念は「夢がひろがるあめづくり」

であり、皆様に喜ばれる商品、商品価値の高い商品を

常に造っていきたいと考えております。 



   落花生・豆菓子メーカー

     　ＵＲＬ:http://www.kawagoeya.com

社名 株式会社　川越屋
カブシキガイシャ　カワゴエヤ

本社所在地 〒164-0012　東京都中野区本町５－１０－７

電話番号 ０３－３３８３－３４２１
ＦＡＸ番号 ０３－３３８３－４９６８
工場・営業所 〒289-1735

千葉県山武郡横芝光町屋形３６６０
代表者 上原　勲
資本金 ５，０００万円
設立 １９６０年（昭和３５年）
従業員 ５０名
製造品目 各種豆菓子製造卸
主要取引先 日本生活協同組合連合会、コプロ㈱、㈱サンエス
取引銀行 三井住友銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行
所属団体 全国落花生協同組合連合会
主力商品名 千葉産素煎ピーナツ、千葉産殻付落花生

こだわりの逸品～「千葉産素煎ピーナツ」

十数種ある千葉産落花生の中で、最も甘み、香りを備えている品種が
半立種です。健康面を考慮し塩分を一切使用せずに丹精込めて煎り
上げました。また、ピーナツの薄皮には赤ワインと同じポリフェノールが
含まれていますので薄皮ごと召し上がることをおすすめします。

経営者は語る～

原料の持ち味を自然のまま活かした落花生、大豆などの豆菓子は、日本の伝統の
中で育てられ、食生活が向上した現在でも「美味しい自然食」植物タンパク質・ビタ
ミンＥを多く含んだ栄養価の高い健康食品として、今日もなお広く皆様に愛されて
います。
創業以来４０年余、全国の皆様方の“美味しい健康食品”というご要望にお答えする
ために、近代設備と優れた技術を駆使し、製品の開発改良に日夜努力してまいりました。
幸い、これまで多くの皆様から“川越屋の豆菓子は美味しい。安心・安全”とのお褒め
の言葉を頂戴しており、意を強くすること、これに勝るものはありません。
　私どもは、これまで培った「川越屋の心と技術」を誇りに、より一層の豆菓子の研究
開発に努める所存です。
　今後とも皆様の川越屋として、末永くご愛顧頂ければ、幸甚に存じます。

http://www.kawagoeya.com


社名 株式会社甘信堂製菓
カブシキカイシャカンシンドウセイカ

本社所在地 〒426-0031　静岡県藤枝市築地663-1

電話番号 054-641-6582
ＦＡＸ番号 054-641-6589
工場・営業所 静岡県藤枝市（本社と同住所）

代表者 代表取締役社長　澤本進太郎
資本金 5000万円
設立 昭和３９年１１月
従業員 ２５名
製造品目 キャンディ
主要取引先 全国の菓子卸ルート
取引銀行 静岡銀行
所属団体 静岡県菓子卸商組合
主力商品名 沖縄黒糖飴、やぶきた茶飴、麦の国げんこつ 　　　　　　工場・本社

やぶきた茶飴 　静岡産のやぶきた茶を使った高級茶飴です。ややほ
ろ　　　　　　　　　　　　苦い味がお茶好きの人にはたまりません。
沖縄黒糖飴　原材料は黒砂糖、砂糖、水飴だけです。だから黒糖の
旨さがはっきりとわかります。もちろん無香料・無着色です。
あめ大福　さくさくとした飴の中に小豆１００％のこしあんを入れ
風味豊かに仕上げました。

こだわりの逸品～

経営者は語る～

「味自慢シリーズ　」

　社訓　人の輪　知恵の輪　会社の輪
　      　チームワークで智恵を結集していつまでも社会の輪の中の一
員として
　　　　　の会社でありたいというそんな願いを込めました。

わが町の歴史と誇り

　藤枝市はサッカーが盛んであり、県立藤枝東高校は古くから強豪です。また多くのJリーガーを輩出
しております。藤枝のサッカーの歴史は古く大正時代に旧制志太中学校（現藤枝東高校）の校技とし
て採用されたことに始まります。藤枝市の職員で構成する藤枝市役所サッカー部は全国大会でも好
成績を残しております。
　歴史的には安倍川と大井川に挟まれた地域の都市であり、江戸時代には田中藩の城下町、東海道
藤枝宿の宿場町であった。田中城は、駿府城の西の守りとしても機能していた。
　

http://www.dokixdoki.jp/kanshindo
/

株式会社　甘信堂製菓
企業ロゴなど

　　　　　　　社長

食の安心･信頼が問われるなかで改めてお客様第一主義を掲げ、メー
カーとしてオープンファクトリーを目指します。お客様の信頼・ご期待に
自信を持ってお答えすることがメーカーの責務と思っております。
　

http://www.dokixdoki.jp/kanshindo/�


社名 合資会社神田製菓本舗

本社所在地 〒４９６－００００
愛知県愛西市善太新田町９－３３

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

合資会社神田製菓本舗



カンロ株式会社

〒１６５－８７７５

東京都中野区新井２－１０－１１
ＴＥＬ　０３-３３８５-８８１１

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.kanro.co.jp/

http://www.kanro.co.jp/�


社名 キッコー製菓株式会社

本社所在地 大阪府八尾市南木の本８丁目６２番地

電話番号 ０７２－９９１－１２００
ＦＡＸ番号 ０７２－９９１－１２０１
工場・営業所 同上

代表者 今井　稔典
資本金 １００００（千）
設立 昭和３４年１月
従業員 ３４名
製造品目 キャンデー・ホットケーキ・餅・ゼリー
主要取引先
取引銀行 三井住友銀行
所属団体 大阪府飴菓子工業協組・全国飴菓子工業協組
主力商品名 カメレオンキャンデー・アメモンスターキャンデー・

よい子わるい子キャンデー・ウメだめしキャンデー 　　　　　　工場・本社

　　　　　名前の通り、色と味が変わるキャンデー。
　　　　外側はコーラ味、内側は４種類のフルーツ味。
　　　　外側の色は同じでも、なめて行く内に内側の色が変わり、
　　　　その色で今週のしあわせ度をチェック出来るカメレオン占
　　　　い付き。遊びながら食べれるキャンデー。
　

こだわりの逸品～

経営者は語る～

「カメレオンキャンデー」

　   　＜経営理念＞
　      ＷＥ　ＡＲＥ　ＤＲＥＡＭ　ＭＡＫＥＲ
        お菓子を通じて、楽しさや、健康、家庭のだんらんなど、一人で
        も多くの

●●●●●●～

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

キッコー製菓株式会社



社名 株式会社　杵松
カブシキガイシャ　キネショウ

本社所在地 〒518-0809
三重県伊賀市西明寺新開2380-1

電話番号 0595-23-1131
ＦＡＸ番号 0595-24-1911
工場・営業所 伊賀市（本社と同住所）

代表者 代表取締役社長　松本欣一
資本金 2250万円
設立 昭和45年10月
従業員 100人
製造品目 米菓　ゼリー
主要取引先 カタログギフト業者、大手生命保険、大手菓子問屋

取引銀行 滋賀銀行上野支店、中小公庫津支店他
所属団体 三重県米菓工業協同組合、三重県菓子工業組合

主力商品名 ゼリー・羊羹各種・米菓ギフト 直売店

　紀州の大梅が丸ごと入った贅沢で風味豊かな一品です。チョーヤの
梅酒（裏面表記）で仕上げた大人のデザートゼリーです。（アルコール
5％未満）
120ｇ×4個

こだわりの逸品～

経営者は語る～

「梅酒ゼリー」

　　『お客様のために、お客様とともに』を経営理念とし、『創意工夫』、
『総力結集』、『即時実行』の基、活動しております。

我が風土　お国自慢～

伊賀市は四方を山々に囲まれた自然豊かな里です。
『伊賀忍者』、『俳聖・松尾芭蕉の郷里』、でも知られる歴史と文化の町でございます。
また伊賀牛、伊賀豚、伊賀米、地酒等、食も盛んな土地柄でございます。
また秋には無形文化財指定を受けています『天神祭り』の鬼が練り歩く『鬼行列』で町全体が賑わい
ます。

株式会社　杵松
企業ロゴなど

商品写真など

　　　　　　　社長

本社工場

『お菓子』には『夢』があります。　『安全、安心、おいしい』はもちろんの
こと、その先の『笑顔』や『感動』を想い、『夢のあるお菓子づくり』に取
り組んでおります。また社員自身も『夢』を持てる職場作りを心がけて
おります。



社名 キャドバリー･ジャパン株式会社
〒141-8656

本社所在地 東京都品川区上大崎２－２４－９　アイケイビル

電話番号 03-5487-5670
ＦＡＸ番号 03-5487-6881
工場・営業所

代表者 井上　ゆかり
資本金 4億5千万円
設立 昭和53年1月10日
従業員 300人
製造品目 ガム･キャンディ
主要取引先

取引銀行
みずほ銀行銀座支店、三井住友銀行錦糸町支
店、三菱東京ＵＦＪ銀行神田支店

所属団体
日本チューインガム協会
全国チューインガム業公正取引協議会
日本食品添加物協会

主力商品名 クロレッツ、リカルデント、バブリシャス、ホールズ
メントス、ホワイティーン　など

経営者は語る～ 　キャドバリー･ジャパンは、世界最大のお菓子会社キャドバリー･シュウエップ
スの日本法人です。キャドバリー･シュウエップスは、1824年創業の英国王室
御用達企業であるキャドバリー社、世界初のガム製品を発明したトーマス・アダ
ムスの流れを組み、伝統と最先端技術を併せもつ世界企業です。

　　　　　http://www.cadbury.jp

キャドバリー･ジャパン株式会社

商品写真など

 キャドバリー･ジャパンでは、世界200カ国に広がるグローバルなネットワークを
活かし、日本人の嗜好・習慣・風土にあわせた商品開発を行っています。皆さ
まに愛されるブランドづくりをモットーに、どこよりも美味しいガム、キャンディ、
チョコレートをお届けするべく、日々努力を重ねています。

「ミントの爽快感、息きれい効果、味長持ち」の3つ特徴が受入れ
られているクロレッツＸＰシリーズ。
特に定評のある「おいしさ長持ち」については、かむたびにおい
しさを放出するマイクロカプセルによって実現しました。
今回はさらにグレードアップ、特にすっきり感・リフレッシュ感を強
化。
キシリトール配合の歯にやさしいシュガーレスガムです。

お菓子売り場の活性化はキャドバリーにお任せ下さい。

世界最大のお菓子メーカー、キャドバリー･シュウエップス社は常にお菓子カテ
ゴリーの成長を目指しています。世界各国のお得意先様とのお取り組み、売り
場の提案・検証を通じ、市場の拡大に努めてまいりました。日本でも、レジ前こ
そ衝動購買率が高いお菓子にとって最も重要な売り場と捉え、いち早く、その
活性化に取り組んでいます。今後も、お菓子市場の拡大のお役に立てる様、
常に「購買者の視点に立った、夢と楽しさにあふれる売り場の提案」を追及し
てまいります。

おいしさ長持ちには定評があります。「クロレッツXPシリーズ」

http://www.cadbury.jp/�


株式会社

社名 株式会社京小町
カブシキガイシャキョウコマチ

本社所在地 〒131-0031　東京都墨田区墨田4-8-12

電話番号 03-3614-1751
ＦＡＸ番号 04-7131-1303
工場・営業所 〒277-0825　千葉県柏市布施590

代表者 代表取締役社長　中山 雅勝
資本金 3000万円
設立 1951年10月
従業員 100名
製造品目 ぬれ餅・おこめ焼　あられ全般
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　東京東信用金庫
所属団体 全国米菓工業組合
主力商品名 ぬれ餅　おこめ焼

                  株式会社

　 ○。「国内産もち米100％」
　　　　「こだわりの天然調味料」「最高級の土浦・柴沼醤油」
　国内産のお米で作った柔らかいお餅。
化学調味料を一切使用せず無添加・無着色に仕上げてます。
更に沖縄産天然海塩から抽出した海水ミネラルを添加しておりま
す。

こだわりの逸品～

経営者は語る～

「国内産もち米100％」

　○。米菓は平安朝時代より1,200年に歴史を有します。日本特有のお
菓子として多くの人々に愛好されていることは、
米菓づくり一筋に生きている私どもにとって何よりよろこばしいことであ
り、心より感謝していることであります。近年、食生活の進歩に伴い消
費者のニーズも大きく変わりました。弊社は、先人が培って来られた
『伝統の味』を現代の食感に活かすことをモットーにしております。
また、新しい時代の食文化を通じて一層の社会貢献をすべく品質本位
に『日本の味』、『純粋の味』を活かして、あられの原点を探求して参り
ます。

　○。
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○。

http://www.arare.co.jp/

株式会社　京小町

工場写真

商品写真など

　　　　　　　社長

社長PHOTO

http://www.arare.co.jp/�


社名 共立食品株式会社

本社所在地 〒１１０－８６１０
東京都台東区東上野1-18-9

電話番号 ０３－３８３１－０６９１
ＦＡＸ番号 ０３－３８３１－０６８２
工場・営業所 東京支店、南関東、札幌、仙台営業所

北関東、大阪、名古屋、福岡営業所
代表者 代表取締役社長　津村周造
資本金 1億円
設立 昭和39年9月1日
従業員 ９８名
製造品目 ナッツ・ドライフルーツ、製菓材料の輸入製造販売

主要取引先 豊田通商株式会社、双日食料株式会社、三菱商事株式会社

全日空商事株式会社、互明商事株式会社、栄光貿易株式会社ほか

取引銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行上野中央支店、みずほ銀行上野支店

　　わが社はナッツ類やフルーツ類のス
ナックからホームメイドクッキングの材料ま
で、食生活に多彩なシーンを提案してきま
した。“食”は時代の鏡。経済や嗜好など多
くのものを反映するテーマです。
“食”を楽しむ時代を支え、“食”の原点を見
つめなおす時代のリーディングカンパニー
へ。
私たちの暮らしに根ざす“食”をテーマに商
品を開発し、さらに食文化の担い手として
の誇りを持って常に努力をしております。

こだわりの逸品～

経営者は語る～

　当社販売の全製品に対し、顧客の方々がより安全に安心して購入し
ていただけるよう努力致します。今後共、顧客の品質要求事項を満た
すよう、継続的な改善をしていきます。

http://www.kyoritsu-foods.co.jp/

共立食品株式会社

津村　周造社長

　業界トップ企業としての自覚を持ち、業界全体が明るい未来を目指
せるよう、責任ある行動をとり、他社の手本となるよう日々努力してい
きたいと思います。

商品群

http://www.kyoritsu-foods.co.jp/�


社名 株式会社きらら

本社所在地 〒４９１－０８２７
愛知県一宮市三ツ井７丁目１番２２号

電話番号 ０５８６－７５－０７０７
ＦＡＸ番号 ０５８６－７５－０７０８
工場・営業所 本社と同住所

代表者 代表取締役社長　市橋晴記
資本金 ２，０００万円
設立 平成14年3月5日
従業員 ２０名
製造品目 チーズのり巻などの米菓
主要取引先 全国の菓子卸ルート
取引銀行 大垣共立銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、名古屋銀行

主力商品名 チーズのり巻、チーズあられ、納豆巻あられ、
品川巻

こだわりの逸品～ 「チーズのり巻」

経営者は語る～

　食品業界は、昨今、食品の安全性や信頼性を脅かす様々な事件、
事故が発生しています。
我が社は２００７年６月に国際規格であるＩＳＯ２２０００「食品安全マネ
ジメントシステム」の認証を取得し、お客様に安全、安心な商品をお届
けし、健やかな社会の実現に貢献することを、我が社の方針にいたし
ました。

株式会社　きらら

　　市橋　社長

きらら工場　本社

　水稲もち米を原料にしたリング状の海苔巻あられに、ク
リーミーなゴーダチーズ、こくがある風味のチェダチーズをブ
レンドし、充填しました。一度にあられとチーズの味を楽しん
でいただけるオードブルタイプの米菓（あられ）です。



「常にお客様に満足していただける製品を造り提供する。」「設備を効率よく使用し我社

独自の品質を低コストで造り出す技術の向上につとめる」「社員の日常の努力が各自の

幸せにつながる経営活動をする」「会社を発展させ、地域社会の発展につくす」「社の内外

で和をもって人に接する」この基本理念の精神にのっとり解決の糸口をつかんでおります。

創業以来、味と品質にこだわり伝統ある煎餅の創造を伝承して参りました。そして,

「独自の製造技術を武器にして、自然の恵みを活かしたお煎餅のおいしさを提供し続け

る企業になります。」を中期ビジョンに掲げ、皆様に満足して頂ける商品を造って躍進

して参ります。

弊社の最も代表的な商品は、1972年に誕生した

「厚焼」です。関東、北陸地方を中心産地とした、

国内産うるち米を使用した、米の風味豊かな

堅焼き煎餅です。また、最近では、ピリっとし

た黒こしょうの辛みをいかした「黒こしょう

煎餅」が大好評となっております。

基本理念

経営者は語る

自慢の商品

■社　　　名　　株式会社金吾堂製菓
　　　　　　　　カブシキカイシャ　キンゴドウセイカ
■本社所在地　　〒164-0013　東京都中野区弥生町４－１４－４
　　　　　　　　電話番号03-3381-7911

　　　　　　　　ホームページ　http://www.kingodo.co.jp
■工　　　場　　栃木工場
　関連子会社　　株式会社岩手金吾堂
■営　業　所　　仙台・名古屋・大阪
■代　表　者　　代表取締役　碓田　幸夫
■資本金� 　　
■設立� 　　
■従業員数�　　
   関連子会社　　
■製造品目　　　
■主要販売先　　
■取引銀行　　　
 　　　　　　　　

■所属団体　　　東京都米菓工業協同組合

３,０００万円
昭和３１年 １月６日
140名
100名（株式会社岩手金吾堂）

全国の菓子卸ルート
三菱東京UFJ銀行　中野支店
みずほ銀行　　中野支店
西武信用金庫　本町通支店

米菓

http://www.kingodo.co.jp


経 営 理 念

経 営 者 は 語 る

代 表 商 品

創業理念は、「真心こめて　食生活に　貢献すること」。経営理念
としては、「３つのＩ」（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ＝国際性、Ｉｎｓｔｒuｃｔｉｖｅ＝教
育性、Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ＝独創性）を掲げます。そして近年掲げる
合言葉が「お菓子に夢を！」。　　　　　　　はお菓子を通して、世
界中の人々に本物の価値と感動をご提供することに挑戦し、ま
た明るく楽しい社会を築くことに貢献していきます。　　　　　　　　

　　　　　　　は、中堅ビスケットメーカーとして、昭和５年の創業以来、独
立自尊の精神を持って、社会に積極的に貢献し、広く国際的な活動
にも取り組みつつ、７７年の歴史を歩み続け、数々のヒット商品を生み
出しながら、菓子業界発展の為にも、リーダー役を果たしてまいりました。
２１世紀はグローバリゼーションが益々本格的に進行するなか、世界に
通じる製品の創造、普及に努め、これからも時代を先取りしていく経営
姿勢を貫いていきたいと心がけています。

「アスパラガスビスケット」、「たべっ子どうぶつ」等、歴史ある２大ブランド
に加えて、近年、含浸製法を活用した新しい商品群「しみチョココーン」
が、第３の柱として成長してきました。パフ生地の中までチョコレートが染
みこんだ新しい食感は、チョコスナック市場に新風を巻き起こしています。
手に付かないというメリットもお客様のご支持をいただいています。味・
形状・包装形態等のバリエーションも充実し、新たなカテゴリーとして業
界の活性化に貢献いたします。

【ホームページアドレス】　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｇｉｎｂｉｓ．ｃｏ．ｊｐ

会 社 概 要

■商 号

■本社所在地

■工 場

■営 業 所

■代 表 者

■資 本 金

■設 立

■従 業 員 数

■製 造 品 目

■主要取引先

■取 引 銀 行

■所 属 団 体 　

【電話番号】　03-3664-0331　　【ＦＡＸ】　03-3664-0336

古河工場（茨城県古河市）

本社、古河、湘南、大阪、仙台、名古屋、広島、福岡、鹿児島

代表取締役社長　宮本　隆司

５，０００万円

昭和５年（1930年）　５月　５日

３５０名

ビスケット、クッキー、クラッカー、スナック、チョコレート類、他

全国の菓子卸ルート

三井住友銀行、常陽銀行、みずほ銀行、東京三菱銀行、他

株式会社　　　　　　　　　（カブシキガイシャ　ギンビス）

〒103-0007　東京都中央区日本橋浜町3-23-3　　

（社）全国ビスケット協会、全日本菓子工業協同組合連合会、全日本菓
子輸出工業協同組合連合会、東京輸出菓子工業協同組合、日本貿易
振興会（JETRO）、東京商工会議所、日本国際貿易促進協会ほか

本社

古河工場

アスパラガス、たべっ子どうぶつの、ビスケット業界の老舗。近年は“含浸製法”でチョコスナック市場に躍進。

株式会社　ギンビス

http://www.ginbis.co.jp/�


社名 株式会社　栗山米菓
カブシキガイシャ　クリヤマベイカ

本社所在地 〒950-3134
新潟県新潟市北区新崎2661番地

電話番号 025-259-2801
ＦＡＸ番号 025-259-4880
工場・営業所 工場／新発田市・胎内市

営業拠点／さいたま市・東大阪市・名古屋市
代表者 代表取締役社長　栗山　敏昭
資本金 86,778,000円 ↓中条工場
設立 昭和24年2月5日
従業員 738名（内パート200名）　※H１９年３月現在
製造品目 米菓（せんべい・あられ・おかき） ↑新発田工場
主要取引先 三菱商事株式会社
取引銀行 第四銀行本店
所属団体 全日本菓子協会、全国米菓協同組合
主力商品名 ばかうけ青のり、星たべよ、渚あられ

生地に青のりをつき込み、秘伝の醤油タレで味付けして焼い
た香ばしいバナナ型のおせんべい。1990年の発売以来言葉
のもつ「インパクト」、さらに商品が文字通り大ヒットを続けて
います。「ばかうけ」ブランドは限定品の発売、雑誌とのコラ
ボレーションを積極的に行い、ばかうけブランドのファンを増
やし続けています。
（ばかうけ青のりしょうゆ味　2枚×10袋入）

こだわりの逸品～

経営者は語る～

「ばかうけ青のり」

栗山米菓グループの願いである「会社に関わる総ての人々が物心
共々豊かで健康に恵まれ、会社も個人も共に社会の為になり喜びを
わかちあえる存在」になるための行動指針として「栗山フィロソフィー」
を制定。社員は勉強会を開き、また日々実践しております。

コミュニケーションおせんべい

　「ばかうけ」「星たべよ」ブランドの活性化を図り、コミュニ
ケーションをキーワードにした新しい経営戦略「コミュニ
ケーションおせんべい」を展開しています。七夕には「お願
いシリーズ」、年末年始と受験シーズンにあわせ「開運シ
リーズ」を実施。「たんざく」「絵馬」を封入した商品で、お客
様と栗山米菓のダイレクトにコミュニケーション。美味しさと
感動を提供する米菓をお届けしています。

http://www.baka.ne.jp

株式会社　栗山米菓

栗山敏昭　社長

2007年に栗山米菓は創業60周年を迎えました。
栗山米菓は100年の夢に向かってグループ会社全体で「栗山フィロソ
フィー」の学習と実践を行っています。この活動を通して社員全員が
成長し、1人ひとり幸せになることが栗山米菓の願いです。

こんなユニークな米菓も！
㈱ケーアンドビー

栗山米菓のグループ会社㈱ケーアンドビーではお土産用商品
や
イベント限定商品等の企画商品を製造・販売しております。
ご当地「ばかうけ」は各地の物産品として多数の限定フレー
バーを
販売しており、全国にばかうけファンを増やしてきました。
中身は運勢!?の「おみくじクッキー」、有名アーティストのコン
サート
限定せんべい、写真もリアルに再現するプリントせんべいなど
多種

http://www.baka.ne.jp/�


社名 株式会社　合食

本社所在地 兵庫県神戸市兵庫区中之島１丁目１番１号

電話番号 078-672-7500
ＦＡＸ番号 078-651-6077
工場・営業所 支店（東京、函館、大阪）

代表者 代表取締役社長　砂川　寿三夫
資本金 9020万円
設立 昭和23年6月
従業員 180名
製造品目 水産原料及び水産加工品の貿易・卸売り
主要取引先 量販店、コンビニエンスストア、その他
取引銀行 三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行

所属団体
主力商品名 [肴名人｣｢フルーティアス」｢呑み旨」

　 ○日本に古くから伝わる伝承的な製法で造り上げた、素材
本来の旨味を十分に活かした海産珍味です。
　３０代から４０代の男性を中心としたお酒とおつまみが好き
な方々をターゲットにし、焼酎や日本酒などの和酒にも相性
ピッタリのおつまみです。

経営者は語る

こだわりの逸品～ 「　肴名人シリーズ　」

　○私たち㈱合食は水産物を中心に食品に関するノウハウを積み重ね
た「食」の総合企業です。
　ライフスタイルが多様化している中で、お客様の幅広いご要望に応えな
がら、「美味しさ」「安全」「健康」という食生活の大事な基本を忘れず、豊
かな食生活文化に貢献して参りました。

本物のおいしさを、お手軽に。

　○大自然にはぐくまれた海の幸、山の幸
をいつでもどこでもお手軽に。最近では女
性やお子様にも喜んでいただけるような商
品づくりにも力を入れています。市場ニー
ズにお応えするだけでなく、ニーズを先取
りした商品も積極的に導入していきます。
　

http://www.goshoku.co.jp

株式会社　合食

砂川　社長

　○高品質な原材料の調達、付加価値の高い食品加工技術、広範な販
売ルート等、永年培ってきた総合力を活かしながら、これからも皆様に
必要とされる「食」のエキスパートを目指していきたいと思っています。

http://www.goshoku.co.jp/�


社名 コリス株式会社

本社所在地 〒５３３－００２１
大阪府大阪市東淀川区下新庄４－４－２５

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

コリス株式会社

http://www.coris.co.jp/

http://www.coris.co.jp/
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