


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               http://www.masterfoods.co.jp
社名 マスターフーズリミテッド

本社所在地 東京都目黒区下目黒1-8-1アルコタワー9Ｆ

電話番号 03-5434-3311
FAX番号 03-5434-3956
工場・営業所大阪営業所

代表者 デビット・ティーズデイル
資本金 プライベートカンパニーのため非公開
設立 1976年5月
従業員 約300人
製造品目 輸入販売のため、国内該当品目なし
主要取引先 非公開
取引銀行 シティバンク ・三菱東京UFJ銀行
所属団体
主力商品 スニッカーズ ・M&M's　

主力商品

・M&M's
『お口でとろけて、手にとけない』

＜M&M'sの歩み＞

・スニッカーズ
『おなかがすいたらスニッカーズ』

＜スニッカーズの歩み＞

M&M'sは１９４０年の発売以来、今年で６６周年を迎えま
す。これまで、「お口でとろけて、手にとけない」という特徴
と、ユニークなキャラクターで幅広い層の支持を獲得して
きました。現在では、世界２００以上の国や地域で販売さ
れ、時代・国境を越えて愛されています。

スニッカーズは今年で７６周年を迎えます。「おなかがす
いたらスニッカーズ」というキャッチコピーで、様々なス
ポーツの世界にて活躍しています。１９８４年のLAオリン
ピックのスポンサー、１９８８年のフランスワールドカップ、
２００２年にはアメリカのNFLのオフィシャルパートナーを
務めました。世界中で販売されているチョコレートバーで
す。



社名 株式会社　マスヤ
カブシキガイシャ　マスヤ

本社所在地 〒５１９－０５９４　三重県伊勢市小俣町相合１３０６

電話番号 0596-22-0303　（代）
ＦＡＸ番号 0596-22-7008
工場・営業所 伊勢市（本社と同住所）

営業所：東京都杉並区、愛知県西春日井郡、大阪府八尾市、福岡県粕屋郡
代表者 代表取締役　兼　執行役員社長　浜田　吉司
資本金 ２，３４０万円
設立 平成13年10月1日
従業員 １８２名（パート含む）
製造品目 米菓、ようかん
主要取引先 全国の菓子卸ルート
取引銀行 みずほ銀行伊勢支店 / 三菱東京UFJ銀行伊勢支店 / 百五銀行伊勢支店
所属団体 三重県米菓工業協同組合、全国菓子卸商業組合連合会
主力商品名 おにぎりせんべい、ピケ８、杵もち揚、羊羹いろいろ

　　　　　　工場・本社

こだわりの逸品～ 「　おにぎりせんべい　」

我が風土　お国自慢～

　三重県は、豊かな自然や力強い産業に恵まれた地域です。太平洋側気候の温暖な風土は、農産物や森林資源を豊かにし、穏
やかな浅海やリアス式の海は、多種多様な海の幸を育みます。今では、松阪肉、伊勢エビ、桑名蛤などのブランドが知られてい
ますが、他にも多くの地域資源に恵まれています。更に、三重県には伊勢神宮や熊野古道など、古来からの信仰対象があり、伊
勢参りは、幕末の頃には全国民の1/5相当数が訪れた記録も残る、いわば日本史上最大の観光イベントでした。

http://www.masuya.co.jp/

株式会社　マスヤ

　原料の米は厳選した上質米を使用し、ふっくらさくさくの米の生地に「だし」の旨味
にこだわった醤油ダレと、サラダ油を高度にブレンドしての味付け。さらに香り高い
焼き海苔をふりかけたせんべいです。

　「おにぎりせんべい」は1969年7月に誕生したのですが、当時、せんべいと言えば
丸いものか四角いものばかり。そこで、新しくせんべいを作るのに「三角のせんべい
があっても良いじゃないか」と言う訳で今の形になりました。三角形のせんべいと言
う事が決まり、次はネーミングです。お米を原料にしていて形が三角形となれば、連
想するのがやっぱり「おにぎり」です。当時のせんべいはネーミングも極めて単純
で、パッケージも透明袋に黒墨文字で商品名が書いてあるだけと言ったものがほと
んどでした。そこで、ネーミングにも拘り、パッケージにも拘ったという訳です。
　新製品で世に問う商品ですから、華々しくデビューさせたいと言う願いから、日本
古来の伝統を生かし、華々しさを演出できる物として歌舞伎の緞帳が選ばれまし
た。そして当時としては画期的とも言えるパッケージデザインは、おにぎりせんべい
の三角形をそのままに、三角袋（本当は六角形）での発売となりました。

http://www.masuya.co.jp/�


社名 松屋製菓株式会社

本社所在地 〒５１６－０８０２
三重県度会郡御薗村大字新開307-1

電話番号 0596-36-1838
ＦＡＸ番号 0596-36-4629
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

http://www.matsuyanet.co.jp/

松屋製菓株式会社

http://www.matsuyanet.co.jp/�


株 式 会 社　松 屋 総 本 店

社　　名
株式会社　松屋総本店 川崎大師　仲見世　入り口

カブシキガイシャ　　マツヤソウホンテン 株式会社　 松屋総本店　

本社所在地
　〒210-0816　 本店（昭和１０年初詣風景）

神奈川県川崎市川崎区大師町４－３９

電話番号 ０４４－２７７－７７１１（代）

FAX番号 ０４４－２７７－７７１２　　 　

平成13年頃の松屋総本店
代表者名 代表取締役　宮崎　善雄

資本金 １，０００万円

設立 平成７年７月６日設立

従業員 ２５名

平成18年11月22日新店舗落成

製造品目
家傳せき止飴・きなこ飴

とんとこ飴さらし・その他注文飴菓子

主要取引先 全国の菓子卸ル－ト

取引銀行 川崎信用金庫　大師支店

所属団体 全国飴菓子工業協同組合

老舗の技・伝統の逸品
創業明治初年（１８６８年）東京は深川不動尊にて屋号を『松屋の飴』として開業。　昭和１０年に川崎大師に支店を出店す
る。　　戦時中は営業を一時中断し、数年の準備期間を経て昭和３９年に屋号を『松屋総本店』改め営業を再開する。
昭和４６年に現在の川崎大師・仲見世入り口に移転し本店を構える。
同年、個人商店から会社組織として「有限会社宮崎製菓」を設立、屋号は従来からの「松屋総本店」を継承する。
平成７年には株式会社　松屋総本店を設立し卸部門を有限会社宮崎製菓から株式会社　松屋総本店に移行する。
平成１８年には本店を『蔵造りのお店』に全面改築し、川崎大師の景観に相応しい店舗となりました。

代表する商品と致しましては明治初年の創業当初から製造している「家傳せき止飴」「とんとこ飴さらし」「きなこ飴」がござい
ます。　　家傳せき止飴は松屋総本店に代々伝わる“家傳”（家伝）の薬草を５種類混ぜ合わせた大変のどに優しい飴で
す。　　　　　　　　　　　　とんとこ飴さらしは和菓子屋さんなどでは隠し味に使う最高級の新潟産の米飴を主原料として、職
人が直火釜を使い昔から変わらぬ製法で仕上げております。痰きり飴としても知られております。
きなこ飴は黒砂糖から作り上げたコクのある黒蜜と風味の良いきな粉を練り合わせ大変柔らかくしっとりとした
口当たりが自慢の商品です。

かながわの名産百選
かながわの名産１００選に松屋総本店の「家傳せき止飴」　「とんとこ飴」　「きなこ飴」３商品が認定されております。

全国菓子大博覧会

第二十回全国菓子大博覧会に於『家傳せき止飴』
最高位の「名誉総裁賞」を受賞。

第二十四回全国菓子大博覧会に於『開運とんとこ飴』
「名誉総裁賞・技術部門」を受賞。

川崎大師　平間寺
関東の名刹、川崎大師は、もろもろの災厄をことごとく消除する厄除大師として、霊験あらたかなことは、むかしから有名で

あります。
　千葉・成田山新勝寺、東京多摩・高尾山薬王院とともに、関東三山としてその名を知られています。

http://www.tontoko.com
E-mail：info@tontoko.com
URL：

http://www.tontoko.com/�


社名 株式会社マルキン

本社所在地 〒４４１－０１５１
愛知県豊橋市日色野町字藤井３－５

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

株式会社マルキン

http://www.marukin-food.co.jp/

http://www.marukin-food.co.jp/


丸川製菓株式会社         

http://www.marukawagum.com 

 

社名   丸川製菓株式会社 

 マルカワセイカ カブシキガイシャ 

本社所在地 〒451-8571 
名古屋市西区新道一丁目 9番 9号 

電話番号 052-571-4759 

ＦＡＸ番号 052-571-5652 

工場 名古屋工場、小牧工場 

営業所 札幌、東京、名古屋、大阪、広島、
福岡 

代表者   代表取締役 CEO 川島康平 

資本金 7,500 万円 

創業   明治 21 年（1888 年） 

創立   昭和 23 年（1948 年） 

社員数  １７７名 

製造品目  チューインガム 

主要取引先 全国菓子問屋 

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 日本チューインガム協会など 

 

こだわりのマーブルガム 

 職人の技によりコーティングされている丸い形の

マーブルガムは、やわらかでやさしい口あたりが好

評です。 
 
ロングセラー商品と時代に合わせた新商品 
 昭和３４年発売「オレンジマーブルガム」 
 昭和３７年発売「フィリックスガム」など

数々の商品が世代を超えてご愛顧いただい

ております。 
 また、キシリトール商品やアミューズ向け商

品など時代のニーズに合わせた新商品も発

売しております。 
 

売場に応じた商品作り 

多くの売場で販売していただけるよう「あた

り付き商品」だけでなく、詰合せや新しい容

器などさまざまな形態の商品を用意してお

ります。 

http://www.marukawagum.com/


社名 丸京製菓株式会社

マルキョウセイカ カブシキガイシャ
本社所在地 〒683-0845　

鳥取県米子市旗ヶ崎2002-2
電話番号 0859-33-0633
ＦＡＸ番号 0859-33-4543
工場・営業所 旗ヶ崎本社工場　鳥取県米子市旗ヶ崎2002-2

錦町第二工場　鳥取県米子市錦町1-46
東京営業所　東京都大田区羽田1-5-15-101

代表者 代表取締役社長　鷲見浩生
資本金 4,080万円
設立 昭和33年2月28日
従業員 200名
製造品目 和菓子（どらやき・焼まんじゅうなど）
主要取引先 全国SMｽｰﾊﾟｰ、生協、輸出

取引銀行 山陰合同銀行、中小企業金融公庫

所属団体 全日本菓子工業協同組合連合会
全国和菓子協会、全国半生菓子協会

主力商品名 5個栗入りどらやき、18個味の銘作

　 日本で生まれた代表的和菓子のひとつである「どらやき」。
　弊社本社工場は、1日に40万個のどらやきの生産が可能である
　『世界No.1のどらやき工場』です。
　　このHACCP対応の本社工場で氷温技術を使いながら、
　「栗入りどらやき」「ふんわり焼」など、安全安心で、かつできたての
商品をを毎日、日本全国の皆様へ、そして世界各国の皆様へ
　お届けしています。

世界No.1のどらやき工場！！

～経営者は語る～

丸京の心

たったひとりのあなたのために

　　　　　　お客さまにお役に立つ企業を目指します

　　たったひとりのあなたのために　　　　　　　　　　　　　　　　たったひとりのあなたのために
　　心をこめておいしい和菓子をつくりたい。　　　　　　　　　　日本の四季の味を伝えたい。

　　たったひとりのあなたのために　　　　　　　　　　　　　　　　たったひとりのあなたのために
　　笑顔の生まれる健康づくりをお手伝いしたい。　　　　　　  安心できる商品をつくりつづけたい。

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

丸京製菓 株式会社

代表取締役社長　鷲見浩生

「人の心に和菓子文化を育てます」をスローガンに掲げ、2001年に
『丸京ビジョン2010」という中長期ビジョンを打ち出しました。
これは、CI戦略によるブランド確立、明るい売場とできたての商品を
お届けする「丸京ショップ」などの事業戦略を通して、2010年に
年間売上50億円を目指すというものです。
激動するこの世の中で、この『丸京ビジョン2010』を達成するべく、
良き商品をつくり続け、お客様にお届けすることを皆様にお約束致します。

旗ヶ崎本社工場

世界No.1のどらやきライン



社名 丸中製菓株式会社

本社所在地 〒６７５－２１０５
兵庫県加西市下宮木町玉ノ坪５５５－１

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

丸中製菓株式会社

http://www.maybelle.co.jp/

http://www.maybelle.co.jp/


社名 丸彦製菓株式会社

本社所在地 〒３２１－２４０５
栃木県日光市芹沼１９８９－１

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

丸彦製菓株式会社

http://www.okaki.ne.jp/

http://www.okaki.ne.jp/


社名 三河屋製菓株式会社

本社所在地 〒５４５－０００１　大阪府大阪市阿倍野区
　　　　　　　　　　　天王寺町北２－３０－１９

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

三河屋製菓株式会社

http://www.mikawayaseika.co.jp/

http://www.mikawayaseika.co.jp/�


社名 株式会社ミツヤ

本社所在地 〒７３１－０２２３
広島県広島市安佐北区可部南２－１５－３５

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

株式会社ミツヤ

http://www.mitsuya-web.co.jp/

http://www.mitsuya-web.co.jp/�


社名 株式会社港常

本社所在地 〒１１１－００３５
東京都台東区西浅草３－２１－１５

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

株式会社港常



社名 ミナト製薬株式会社
ミナトセイヤクカブシキガイシャ

本社所在地 〒104-0061
東京都中央区銀座1-14-11　

電話番号 ０３－３５６４－３７１０
ＦＡＸ番号 ０３－３５６１－６０６４
那須工場 〒325-0025

栃木県那須塩原市下厚崎264
大阪支店 〒532-0011

大阪府大阪市淀川区西中島7-2-7 
代表者 代表取締役社長　　北崎　登世美
資本金 ５，０００万円
創業 明治２１年（１８８８年）
設立 昭和18年7月14日
従業員 ４０名（平成１９年１月現在）
主要取引先 全国の菓子卸ルート
取引銀行 みずほ銀行銀座支店、足利銀行黒磯支店

商品紹介

ごあいさつ

＜経営理念＞
人々の健康創りを使命とし健やかな生活に役立つ商品開発と供給を
行い社会に貢献する

ミナト製薬㈱の歴史

明治２１年（西暦１８８８年）・湊謙一（創業者）が水性薬剤と油性薬剤を混合した薬を発明、「神液」と命
名。後に「湊液」と改名。現「ミナトシキ液」のルーツとなる。大正１４年・湊病院（兵庫県）に製剤部を設
置。昭和３年・製剤部門の拡大により、病院を閉鎖し湊製薬所として発足。昭和１４年６月・資本金１８万
円をもって㈱湊製薬所を設立し、本格的に製造販売を開始。昭和１８年７月・戦時企業整備により㈱湊
製薬所を解散。兵庫県の統合会社中の一企業としてあらたに資本金１９万８千円をもって殉国製薬㈱
を設立。昭和２１年７月・明石本社工場を新築し製造を再開、社名をミナト製薬㈱に変更した。昭和５２
年１２月・本社を東京都に移転。昭和５３年９月・栃木県那須塩原市に那須工場（医薬品GMP工場）完
成。平成１４年１２月・ISO９００１：２０００取得。平成１６年２月・ミナトオーガニックファーム設立。平成１７
年・那須工場管理棟完成。平成１７年８月・那須工場有機認定取得。平成１８年７月・創業１２０周年を
迎える。

http://www.minato-p.com/

ミナト製薬　株式会社

那須工場管理棟

代表取締役社長　北崎　登世美

＜カリカリの梅酢漬・カリカリのハチミツ漬・スッキリすもも＞
・お買い求め易い価格で１粒単位の個包装にしました。
・小物、駄菓子フェースはもちろん、レジ脇アイテムに適した
商品です。
＜梅ぼしさん干し梅＞
・黒糖、黒酢で漬け込んだ、種抜きの干し梅です。
・ひと口食べたらくせになるおいしい甘酸っぱさ。

カリカリの梅酢漬　    カリカリのハチミツ漬

梅ぼしさん干し梅スッキリすもも

ミナト製薬の使命は健康を創り守るために、安心してご愛顧いただける
製品をお届けする事と考えます。１２０年の間、ご愛顧頂きましたお客
様、ご支援を賜りました多くの企業の方々に感謝申し上げますと共に、
今から出会うお客様との出会いを大切に、ミナト製薬は進化を続けその
使命を果たし続けて参ります。

＜社訓＞　約束を守れ

http://www.minato-p.com/�
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社名 株式会社 美松製菓
カブシキガイシャ　ミマツセイカ

本社所在地 〒131-0033　東京都墨田区向島3-43-10

電話番号 03-3626-5578

ＦＡＸ番号 03-3626-5580

工場・営業所 福島工場：福島県白河市表郷番沢字上大1
関西営業所：奈良県奈良市帝塚山6-9-103

代表者 佐藤　昌司

資本金 1,000万円

設立 昭和38年5月

従業員 84名

製造品目 バウムクーヘン

主要取引先 ㈱木村屋総本店、㈱亀屋万年堂、㈱丸井スズキ

取引銀行 東京三菱ＵＦＪ銀行、東日本銀行

所属団体 東京都菓子工業組合

主力商品名 スイートクーヘン、キャラメルバウム、たまごバウ
福　島　工　場

こだわりの逸品～

ご挨拶

「スイートクーヘン 」

 弊社も昭和38年創業以来菓子製造一筋に打ち込み、今日に至っておりま
す。これも一重に各お得意様のお引立ての賜物と心より御礼申し上げます。
日頃のご恩に報いるべく研鑽を重ねる所存ですので倍旧のお引き立て賜り
ます様心よりお願い申し上げます。　　  　　　　　　　  　代表取締役　佐藤昌

      http://www.tokyo-baumkuchen.co.jp

株式会社 美松製菓

商品写真など

　弊社社是　〔「おいしさ」、「新鮮な原料」、「卓越した技術」を誇りとし、「新商
品開発」を全てに優先し、「お客様の満足」を最大の喜びとして、お菓子作り
を通して社会に貢献する。〕　この社是に恥じることのない様よりよい商品を
作り出すべく日々邁進して参りますので今後とも宜しく御願い申し上げます。

　バウムクーヘン一筋４０年で培ってきた職人の技で、丁寧に
焼き上げ、しっとりソフトに仕上げました。焼成時に凹凸を付け
る加工をしているため、横から見るとランプのようなユニークな
形で、見た目にも楽しめる商品です。（１２個入り／ケース）

株式会社 美松製菓

商品のご紹介

福島新工場完成予想図
平成20年1月稼動予定

豆乳パウダーを加える事でしっと
りと仕上げました。
（12個入/ｹｰｽ）

長らくご好評頂いておりますキャ
ラメル風味のバウムクーヘンで
す。　　　（12個入/ｹｰｽ）

シロップ漬けのりんごが中に入っ
た、しっとりバウムクーヘン。
（6個入/ｹｰｽ）

当社人気No１商品。カスタード風
味のバウムクーヘン。
（12個入/ｹｰｽ）

社員一同

東京バウムクーヘン

http://www.tokyo-baumkuchen.co.jp/�


社名 宮田製菓株式会社
ミヤタセイカカブシキガイシャ

本社所在地 〒509-0141　　岐阜県各務原市鵜沼
各務原町7丁目71番地6

電話番号 058-370-6020
FAX番号 058-385-2474
工場・営業所 （本社と同住所）

代表者 代表取締役社長　宮田　育彦
資本金 3,000万円
設立 昭和２８年　５月
従業員 ５５名
製造品目 ドーナツ、キャラメル
主要取引先 菓子卸ルート、CVS
取引銀行 三菱東京UFJ 　岐阜支店

「美味しい商品を安全な工場から安心して。お客様に喜んで頂ける
商品つ゛くりをめざす。おいしい‥‥が原点です」

　宮田製菓株式会社 宮田製菓株式会

http://www.aaaaaaaaaaa.co.jp/�


社名 株式会社都水産

本社所在地 〒３５１－０１１１
埼玉県和光市大字下新倉２００７－５

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

株式会社都水産



所

社名 ミヤト製菓株式会社
ミヤトセイカ　カブシキガイシャ

本社所在地 〒360-0127　茨城県古河市下片田８４１
電話番号 0280-77-0001
ＦＡＸ番号 0280-77-0002
工場・営業 古河市（本社と同住所）
代表者 代表取締役社長　宮戸　義昭
資本金 8,000万円
設立 昭和40年10月5日
従業員 70人
製造品目 かりんとう、麩菓子、ドーナツ
主要取引先 全国の菓子卸ルート
取引銀行 足利銀行古河店、○○銀行○○支店
所属団体 全国油菓工業組合、全国清涼飲料協同組合

（社）茨城県経営者協会

本社・工場

　 丁寧に仕込んだ生地をじっくり12時間寝かせ、昔ながらの
発酵製法にこだわりました。良質な植物性脂で揚げ、ふっくら
と、しかも風味豊かなうちに黒砂糖の衣でしっかりと包みまし
た。

こだわりの逸品～

経営者は語る～

「本造り」

　 社是＝「社員の幸福」を願い「お取引先」を大切にし、「顧客様に満足」し
ていただき、「地域社会」に感謝しつつ。額に汗し、 身体に汗して、働く人
間でありたい。

　 その結果を頂いた恩恵（利益）は、顧客様からの満足料として承り、自
身にとっての成長の糧と考えます。全員の創造力と努力と利益を育む集
団、それが我が社だと思っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮戸
社長

我が風土　お国自慢～

　平成17年9月12日、古河市、総和町、三和町の1市２町が合併して「古河市」が誕生した。面積は
123.58k㎡。旧古河市は、「万葉集」や「吾妻鏡」に名前が出てくるほど、その歴史は古代にさかの
ぼります。鎌倉時代から120年余にわたる古河公方時代を経て、江戸時代には徳川譜大名の城
下町であった古河は、日光奥州街道の要地として、代々笠原、松平、永井、土井、堀田、本多など
といった、老中格の大名が城主となり、栄えた町でもあります。

http://www.sanwasyo.or.jp/kaiin/miyato/

株式会社　ミヤト製菓

http://www.sanwasyo.or.jp/kaiin/miyato/�


http://www.meisan.co.jp/

会 社 名 明治産業株式会社

メイジサンギョウ カブシキガイシャ

本社所在地 〒382-0054　長野県須坂市高梨288

電 話 番 号 026-246-1122

ＦＡＸ番号 026-248-3015

代 表 者 代表取締役社長　髙橋 浩

営 業 所 東京営業所 東京都墨田区太平

大阪営業所 大阪府大阪市中央区久太郎町

創 立 昭和20年9月1日

資 本 金 5,000万円

従 業 員 数 174名（男子 63名・女子 111名） 本社工場

主要取引先 明治製菓㈱、全国の菓子卸ルート

取 引 銀 行 みずほ銀行長野支店、八十二銀行須坂支店

こだわりの逸品～　　　　　　　『信州 巨峰飴』

　　巨峰の生産高・日本一を誇る地元信州産100％の巨峰果汁をたっぷり使用し、

　丹精こめてつくっております。発売から20年以上の歴史をもつ当社『巨峰飴』

　の製法を活かした、果汁感のある味わいで、飽きのこない美味しさです。

　　ブドウ由来のポリフェノールも加え、心と体にうれしい逸品です。

　　１袋：115ｇ（個装紙込み）

経営者は語る～

　明治産業は、昭和20年創立以来、キャンデーの生産を主力にチョコレート、

グミ、錠菓、健康食品等の分野で、常により良い商品づくりをモットーとし

て、菓子食品事業に携わって参りました。

　昭和62年に新社屋を建設､平成3年には2号館を完成し､最新の設備と高度の

製造技術をベースにしながら、消費者の多様なニーズに対応する体制を整え

ると共に『安全・安心』なモノづくりに努めて参りました。

　これからも『おいしさ』『楽しさ』をお客様に提供できる商品づくりに取

り組んで参ります。

我が風土　お国自慢～

　　明治産業は、北信五岳、菅平高原の山間にある信州須坂に位置し、風光明媚で清涼な水と空気に恵ま

　れ、菓子作りにもっとも適した環境にあります。

　　1954年4月1日、須坂町、日野村、豊洲村が合併し「須坂市」が誕生した。1955年には井上村、高甫村

　を編入、1971年には東村を編入し、現在に至る。面積は 149.84 k㎡。

　　須坂市には「日本のさくら名所100選」に選ばれた臥竜公園があり、ソメイヨシノなど約800本の桜が

　鮮やかに咲き誇る。臥竜公園内にある須坂市動物園のアカカンガルー「ハッチ」は、キックをするカン

　ガルーとしてテレビでもおなじみです。

http://www.meisan.co.jp/�


明治製菓株式会社

◆営業窓口

明治製菓株式会社　首都圏統括支店

〒１３０－００１２
東京都墨田区太平２－９－４

ＴＥＬ　０３－３６２４－７６９１
ＦＡＸ　０３－３６２４－７６９８

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.meiji.co.jp/

http://www.meiji.co.jp/�


社名 明治チューインガム株式会社
メイジチューインガム　カブシキガイシャ

本社所在地 〒452-0064
愛知県清須市西枇杷島町旭3-8

電話番号 052-501-8291
ＦＡＸ番号 052-502-1916
工場・営業所 工場：本社と同じ

東京営業所：東京都足立区谷中4-16-4
代表者 代表取締役社長　野村　和長
資本金 7,500万円
設立 昭和３５年　６月１日
従業員 297人
製造品目 チューインガム、キャンディー
主要取引先 明治製菓株式会社
取引銀行 みずほ銀行　名古屋中央支店
所属団体 日本チューインガム協会　日本菓子ＢＢ協会
主力商品名 　

　 ○。色もカタチも同じ３つのガムに、１つだけとびっきりすっぱい
ガムが隠れている「すっぱいガムにご用心シリーズ」は、友達や
家族と一緒にゲーム感覚で食べられます。また、レモン、梅、ぶ
どう、ラムネなどのバリエーションも豊富です。

こだわりの逸品～

経営者は語る～

「すっぱいガムにご用
心

私たち菓子メーカーが基本とすべきは、常に消費者の皆様に良心的で
納得のいく商品を提供していくことです。それには、安全・安心を保証
する品質管理体制の強化はもちろん皆様が求める品質と美味しさを実
現する原材料を徹底探求すること。その積み重ねの上に新しい商品が

我が風土　お国自慢～

　清須市は、愛知県西部、尾張平野のほぼ中央に位置し、南部は名古屋市に隣接しています。弘治
元年（1555年）戦国武将織田信長が那古野城から清州城へ入城し、慶長年間には城下町一帯が「関
東の巨鎮」と称され文化の中心地として、また尾張の要所として栄えた歴史をもっています。さらに、
関ヶ原の合戦で勝利を収めた徳川家康公が通ったとされ、名古屋と中山道を結ぶ最も重要な道路と
位置づけられていた美濃街道を、吉例街道として、江戸時代には数多くの大名たちが縁起を担いで通
り、家康公の命により開設された青物市場とあわせ、宿場町として大いに栄えた歴史も有しています。
　

http://www.meigum .co.jp

明治チューインガム株式会社
企業ロゴなど

工場写真

商品写真など

　　　　　　　社長

本社・工場

社長PHOTO

今後も新たな領域へチャレンジしていきます。この過程で、常に見失っ
てはならないのが人の心であり、やさしさです。明治チューインガムは
これからも、人にやさしい、地球にやさしい、人を命ある人間として尊重
できる企業であり続けたいと思います。

http://www.meigum.co.jp/�
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http://www.meito-sangyo.co.jp

■社名 名糖産業株式会社 ■名古屋工場

■本社所在地 〒451-8520　愛知県名古屋市西区笹塚町二丁目41番地
（菓子製造主力工場）

■設立 昭和20年2月8日

■資本金 13億1,325万円

■主な事業の
内容

1．医薬品、医薬部外品、医療用具、動物用医薬品、化粧品、その他化成品の製造および販売。

2．菓子、飲料、調味食品、食品添加物、その他食品の製造および販売。

3．ゴルフ場の建設・経営。

4．不動産の賃貸。

5．前各号に関連および付随する一切の事業。 ■枇杷島工場

■売上高 175億9,100万円（2007年3月31日現在） （食品製造主力工場）
■従業員数 341名（2007年3月31日現在）

■株主数 4,589名（2007年3月31日現在）

■主要取引銀
行

三菱東京UFJ銀行、中央三井信託銀行

■事業所 支店　東京、名古屋、大阪、福岡

工場　名古屋、枇杷島、八王子、福岡

■グループ会
社

株式会社エースベーカリ 愛知県小牧市 バウムクーヘン・ゼリーの製造・販売
名糖乳業株式会社 福岡県飯塚市 乳製品の製造・販売
プリンスゴルフ株式会社 福岡県宮若市 パブリックゴルフ場

食品と化成品の関連分野をベースとしておいしさ、たのしさ、健康を追求しお客様に喜ばれる商品を提供します。

１．お客さま重視の経営
２．迅速、確実な仕事とたゆまぬ創意工夫に基づく独自性のある経営

３．人間性を尊重し、能力、意欲を最大限に発揮する活力ある経営

1945年　2月 名古屋市西区笹塚町1丁目7番地に富士製薬(株)として創業。各種の配置家庭薬と肝油製剤の生産を開始。

1950年　4月 ビタミン剤、感冒剤、鎮咳剤、サルファ剤などの薬局、医家向けの医薬品の生産を開始。

1953年　4月 オックス製菓(株)を吸収合併し、社名を現在の名糖産業(株)に改称。名古屋工場内にて、キャンディ類・チョコレート類

の生産を開始。

1954年　2月 我が国で初めての血漿増量剤、「デキストラン」の工業化に成功、生産を開始。

1954年　6月 我が国で初めての粉末飲料、「粉末オレンジジュース」の生産を開始。

1955年　4月 枇杷島工場を新設。キャンディの生産を開始。

1957年　4月 福岡工場を新設し、アイスクリームの生産を開始。

1959年　2月 名古屋証券取引所に株式上場。

1961年　8月 アメリカンチクル社（現キャドバリー・ジャパン）との合弁会社「名糖アダムス(株)」を設立し、チューインガムの生産を開

始。

1961年　10月 東京証券取引所に株式上場。

1967年　11月 名古屋市西区笹塚町2丁目41番地に本社ビルを新設、移転。

1980年　9月 福岡工場内にチョコレートの製造プラントを新設。

1983年　5月 枇杷島工場内に粉末飲料の製造プラントを新設し、「名糖レモンティー」などの生産を開始。

1985年　12月 福岡工場内に粉末飲料の製造プラントを新設。

1987年　10月 名糖販売(株)を吸収合併。

1993年　1月 名古屋工場に新キャンディ工場完成。

2001年　6月 八王子工場において「ISO14001」の認証を取得。

2001年　11月 名古屋工場において「ISO9001」の認証を取得。

2002年　10月 バウムクーヘン・ゼリーを主要製品としている株式会社エースベーカリーの株式を100％取得し子会社化。

2006年　10月 東京都府中市に府中ビルを新設、化成品事業部・営業部、東京支店を移転。

名糖産業　株式会社

http://www.meito-sangyo.co.jp/�


社名 桃太郎製菓株式会社

本社所在地 〒５０９－０１４１
岐阜県各務原市鵜沼各務原町７－６８－２

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

桃太郎製菓株式会社

http://www.momotaro-s.co.jp/

http://www.momotaro-s.co.jp/


社名 森永製菓株式会社
代表者 代表取締役社長　　　矢田　雅之
本社所在地 〒108-8403　東京都港区芝５－３３－１
創業 1899(明治32)年8月15日　森永西洋菓子製造所　創業
会社設立 1910(明治43)年2月23日
資本金 186億1千2百万円
事業内容 菓子･食品･冷菓･健康の製造、仕入れ及び販売を主要な事業としております
主要取引銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行、みずほ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行

企業理念 ●ビジョン(基本理念)
おいしく　たのしく　すこやかに
●ミッション(使命)
私たちは、世界の人々の豊かで安全な食生活の実現と健康の増進に
貢献します。そのために、パイオニアスピリットに溢れた企業活動を通して、
価値と感動のある商品･サービス･情報を提供します。

　【詳細については上記ホームページを参照願います】
『商品サイト一覧』
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