


社名 酒田米菓株式会社
サカタベイカ　カブシキガイシャ

本社所在地 〒998-0832　山形県酒田市両羽町2-24

電話番号 0234-22-9541
ＦＡＸ番号 0234-24-5239
工場・営業所 本社最上川工場　-　本社と同所在地

鳥海山麓工場　-　酒田市北仁田
代表者 代表取締役社長　佐藤　洋
資本金 6,000万円
設立 昭和41年10月1日
従業員 86名
製造品目 米菓・米加工品
主要取引先 全国の菓子卸ルート
取引銀行 山形銀行酒田支店
所属団体 全国米菓工業組合
主力商品名 オランダせんべい・鏡せんべい

　酒田市は、山形県の北西部に位置し、最上川が日本海と出会う古くから開けた港町です。
平成17年11月1日、酒田市、八幡町、平田町が合併し、新「酒田市」として誕生しました。面積は602平方キロ
メートル、人口約11万8千400人の県内第3の都市となり、豊かな自然と長い歴史に刻まれた文化を大切にしつ
つ、重要港湾酒田港を中心とした交流都市として、順調な発展を続けています。また、酒田市は出羽冨士とい
われる鳥海山を背景として庄内平野が広がり、多くの米が収穫されるわが国有数の穀倉地帯です。

「オランダせんべい」は昭和37年の発売以来、東北限定販売
にもかかわらず、今もなお、たくさんの方に愛され続けている
当社の代表商品です。地場産庄内米だけを使用し、伝統の
うす焼技術でわずか2mmのうすさに焼き上げ、こめ油・天然塩
のみで仕上げております。化学調味料を一切使用しないこだわ
りが、せんべい一枚一枚に米本来の風味・旨みを際立たせる
味わい深いおせんべいです。

こだわりの逸品～

経営者は語る～

「　　　　　　　　　　　」

～お米の里　酒田市～

http://www.sakatabeika.jp

酒田米菓株式会社

佐藤　洋　社長

　　　　　　本社最上川工場

　　　　　　鳥海山麓工場

酒田米菓～商品紹介～

　【企業理念】
わたしたち酒田米菓は、庄内の自然の恵みに感謝し、

新しい食文化の創造と発展に貢献します。

我が社は、日本有数の米どころ、この庄内地方で庄内米にこだわった商品づくりをして
きました。私たちは庄内米によって生かされております。更には庄内の自然環境や風土、
また、家族や友人、そして地域社会によって生かされているといってよいでしょう。
わたしたちは、そのような地域社会を含めた庄内の自然環境や風土に感謝し、その恩恵

に報い、貢献していきます。

http://www.sakatabeika.jp/�


社名 佐久間製菓株式会社

本社所在地 東京都豊島区池袋２-５１-１３

電話番号 03-3982-3167
ＦＡＸ番号 03-3980-3259
工場・営業所 工場：東京都八王子市

営業所：大阪
代表者 代表取締役社長　横倉信夫
資本金 ２，９７６万円
設立 昭和２３年１１月
従業員 ９０名
製造品目 ドロップス・キャンデー
主要取引先 全国菓子卸ルート
取引銀行 みずほ銀行池袋支店
所属団体 全日本菓子工業協同組合、全国飴菓子工業協同組合
主力商品名 サクマ式ドロップス、キャンロップ

　　

　

こだわりの逸品～

経営者は語る～

「サクマ式ドロップス」

サクマ式ドロップスが誕生し100周年を迎えました。その間、お菓子に対する人々の意識、価値観、お菓
子を取巻く環境は大きく変化してきたことと思います。豊かな社会に生活していられる今、改めてお菓子
への感謝と敬意を持ちつつ“美味しい”“楽しい”商品造りに努めて参ります。
　

千葉県長生郡の出身で当時和菓子の製造をしてい
た佐久間惣治郎氏が研究を重ね外国製品に負け
ないドロップスとして明治４１年（西暦1908年）に完
成させたサクマ式ドロップス。以来多くのお客様に
親しまれ続けてきたドロップスのロングセラー商品
です。

日本初の果汁入りキャンデーとして昭和33年に発売
されたキャンロップ。キャンキャンキャンロップでお馴
染みのＣＭソングに乗って大ヒット致しました。そして
今、何回ものリニュアルを経て変わらぬ美味しさを保
ち続けています。

「キャンロップ」

本社ビル

八王子工場



沿　革

企業理念

独自の“サクサク感”が人気のクランチタイプ「いちごみるく」、　
“カラカラ”と缶を振るたびに8種類の味を楽しめる「サクマドロップス」
など、サクマ製菓は、これまでも多彩なロングセラー商品を生みだし、
人々の笑顔とともに歩んできました。
これからも、サクマブランドはお客様の笑顔とともに成長していきます。 

　人間にとって空気はなくてはならない存在です。
しかし、私たちは毎日の生活の中で、空気を意識して呼吸している人はほとんどいないはずです。

　そんな空気にも「美味しい空気」、「元気の出る空気」、「楽しくなる空気」、「健康な空気」
・・・があります。一方で、「汚れた空気」、「重い空気」、「苦しくなる空気」・・・もあります。

　我々サクマ製菓社員一同は、皆様方に意識されることがなくても「美味しい、元気の出る、楽しく
なる、そして健康な空気」の様な存在になり、皆様方のおそばに、皆様が意識されなくても自然と
置かれているキャンデーを目指します。

いちごみるく
まぁるくて、ちっちゃくて、さんかく♪
のキャッチコピーでおなじみ、
不動のベストセラーキャンデーです。

れもんこりっと
酸っぱいレモン味とミルクの
爽やかなハーモニーが絶妙な
サクマの定番商品です。

缶ドロップス
ご存知、サクマのスタンダード商品。
8種類の味のドロップスが
楽しめます。

チャオ
チャオ、チャオ、っとなめチャオの
キャッチコピーでおなじみ、
サクマのロングセラー商品です。

会社概要

経営者は語る

浅間工場では品質保証の国際規格「ISO9001」、「ISO9001-HACCP」
の適合認証を取得し、お客様の多様なニーズ、品質への
高度な信頼に応えうる、新たな環境づくりを進めています。

浅間工場

人にやさしい空気のようになりたい

http://www.sakumaseika.com


社名 佐藤製菓株式会社

本社所在地 徳島市国府町南岩延912-1

電話番号 088-642-1237
ＦＡＸ番号 088-642-6020
工場・営業所 徳島市国府町南岩延912-1

代表者 佐藤　照雄
資本金 1000万円
設立 昭和26年3月
従業員 70名
製造品目 栗しぐれ、松露など
主要取引先 ㈱山星屋様、㈱高山様、㈱サンエス様など
取引銀行 阿波銀行
所属団体 無し
主力商品名 栗しぐれ

　　　　　　工場・本社

　 豆の選別から仕上がりまで全て当初工場で行なっております。
　それにより安全で、低価格な商品をご提供しております。

こだわりの逸品～

経営者は語る～

「　栗しぐれ　　　　　」

　お客様に安く、おいしく、安全な商品をご提供出来る事を心がけ、商
品作りの目標としております。
　

●●●●●●～

　○。
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○。

佐藤製菓株式会社

工場写真

商品写真など

　　　　　　　社長

本社写真など

　○。
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○。



社名 三幸製菓株式会社
サンコウセイカ　カブシキガイシャ

本社所在地 〒950-3195 新潟県新潟市北区新崎2-6-1
電話番号 025-259-2139
ＦＡＸ番号 025-259-7657
工場・営業所 工場：新崎工場・荒川工場

営業所・出張所：全国
代表者 代表取締役社長　佐藤裕紀
資本金 3,000万円
設立 昭和37年8月20日
従業員 660名
製造品目 米菓
主要取引先 全国主要スーパー、全国主要卸
取引銀行 北越銀行
所属団体 全国米菓工業組合

こだわりの逸品～ 「　新 潟 柿 の 種　」

　三幸製菓　代表商品

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

　　　　～昔ながらのおいしさにこだわった上質の柿の種～
　　昔ながらの素材と杵つき製法にこだわり、水稲もち米を１００％
　　使用したお米の風味豊かな柿の種です。コク・旨み・香りのある

　　醤油味に仕上げました。

　

24枚　雪の宿

マイルドな甘さ
と塩味が絶妙な
ハーモニー

32枚 新潟仕込み

新潟県のコシヒカ
リ米にこだわった
風味豊かなうす焼
醤油せんべい

12枚 おかき餅

胡麻と青のりをつ
きこみ風味豊かに
焼き上げたおかき

http://www.sanko-seika.co.jp/�


社名 三立製菓株式会社

本社所在地 〒４３０-８６８６
静岡県浜松市中区中央１-１６-１１

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

三立製菓株式会社

http://www.sanritsuseika.co.jp/

http://www.sanritsuseika.co.jp/


社名 清水玩廣株式会社

本社所在地 〒５３４－００００
大阪府大阪市都島区友渕２－１０－１７

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

清水玩廣株式会社



社名 株式会社　志村菓生堂
カブシキガイシャ　シムラカセイドウ

本社所在地 〒171-0032
東京都豊島区雑司が谷３－２３－９

電話番号 ０４８－４７６－１６７１
ＦＡＸ番号 ０４８－４７６－１６７３
工場・営業所 〒353-0002

埼玉県志木市中宗岡１－５－１１
代表者 代表取締役　志村 光正
資本金 1000万円
設立 大正８年
従業員 ２０人
製造品目 マコロン・動物ヨーチ
主要取引先 全国の菓子卸ルート
取引銀行 みずほ銀行池袋支店
所属団体 東京菓子工業組合
主力商品名 マコロン・動物ヨーチ

　　　　　　工場・本社

こだわりの逸品～

経営者は語る～

「ｶｼｭｰﾅｯﾂﾏｺﾛﾝ」

　
　私達は、お客様に味・鮮度・品質・安心・安全を満足していただける
商品を製造するために、整理、整頓、清潔、清掃、躾を心がけます。

我が町自慢～

　
　　本社の隣には、雑司が谷鬼子母神堂があります。
創建は天正６年（1578）もともと鬼子母神はインドの邪悪な神でしたが、釈迦の諌めにより改心し、安
産・子育ての神となりました。今の本堂は寛文６年（1666）の春に、前田利常の三女満姫が天下安全・
子孫繁栄の祈願として造られた宝殿であるといわれ、豊島区内最古の建造物とされています。
毎年１０月１６，１７，１８日と、鬼子母神堂にて鬼子母神御会式（おえしき）大祭（日蓮上人を供養する
行事）が開かれています。

株式会社　志村菓生堂
企業ロゴなど

工場写真

商品写真など

　　　　　　　社長

本社写真など

社長PHOTO

　
　お客様が幸せになり、社員が幸せになり、会社が幸せになる経営を
目指しています。志村社長

　
　現在商品開発の真っ最中！！
カシューナッツを使用してじっくり焼き上げたマコロンは、
フンワリソフトで絶妙な味わいです。
２００８年発売予定。

　



電話番号 0280-92-3211
FAX番号 0280-92-7407
事業所
代表者 代表取締役社長　唐木　利治
資本金 4.9億円

設立年月日 1957年7月　マイクポップコーン有限会社設立
1990年2月　ジャパンフリトレー株式会社社名変更

従業員 219名（2007年8月末現在・パート含む）
製造品目 スナック菓子全般

主要取引先 全国の菓子卸ルート
取引銀行 シティバンク銀行
所属団体 日本菓子BB協会

ジャパンフリトレー　会社概要

　

1961年に設立されたフリトレーは、コーンチップスを製造販売していたThe Frito Company(1932年設立)と
The Lay Company(1932年設立)が合併して誕生しました。
ドリトス、チートス、レイズ、ラッフルなどのグローバルブランドを持ち、アメリカ及び約40ヶ国に製造拠点を
持っています。

ペプシコについて・フリトレーについて

食品・飲料会社としては世界第2位(2006年)の売上規模を持ち、ペプシコの全体の従業員数は
約157,000人、2005年度の売上は320億ドルを超えています。ペプシコの製品はほぼ200の国の
地域で販売されており、小売レベルでは約850億ドルの売上を生み出しています。
主なブランドには、ペプシコーラ、フリトレー、トロピカーナ、ゲータレード、クェーカーなどが
あります。

フリトレーは、食品・飲料会社であるペプシコのスナック部門で、世界最大の
スナック会社としてスナック市場をリードし続けています。

ジャパンフリトレー株式会社は、世界のスナック市場をリードするグローバル企業として海外の
優れた技術力を導入し、日本において本格的なスナック菓子を製造販売しています。
ドリトス・チートス・マイクポップコーン・元祖たこやき亭などの基幹品をはじめ、ユニークな
新商品や話題性のあるコラボレーション商品などを積極的に開発しています。
ジャパンフリトレー株式会社は、1957年に日本で最初のポップコーン製造・販売をする会社として
発足しました。その後、ペプシコと日本企業との合弁会社を経て、1990年2月、ペプシコが
100%株式を有することになり、社名もジャパンフリトレー株式会社に変更し、現在に至ります。

ニューヨークに本社があるペプシコは、飲料会社のペプシコーラと
スナック会社のフリトレーが合併して1965年に設立されました。

工場・・・・1ヵ所、支店・・・・6ヵ所

ジャパンフリトレーカブシキガイシャ
社名

本社所在地
〒306-0213
茨城県古河市北利根14番地2

ジャパンフリトレー株式会社

ペプシコについて

フリトレーについて

マイクポップコーン
バターしょうゆ味

元祖たこやき亭
屋台ソース味

ドリトス
ナチョ・チーズ味

チートス
炭火焼バーベキュー味

チートス
まろやかチーズ味

ドリトス
メキシカン・タコス味

http://www.fritolay.co.jp


社名 株式会社ジョッキ

本社所在地 〒１７７－００４４
東京都練馬区上石神井３－２８－５

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

株式会社ジョッキ

http://jokki.jp/

http://jokki.jp/


社名 株式会社しんこう
カブシキガイシャ　シンコウ

本社所在地 〒800-0215
福岡県北九州市小倉南区上曽根新町１３－３

電話番号 093-473-8123
ＦＡＸ番号 093-473-8130
工場 本社と同住所
営業所
代表者 代表取締役　越野　修司
資本金 5,000万円
設立 昭和29年11月
従業員 80名　2007年11月現在（内正社員　42名）
製造品目 105アイテム
主要取引先 全国菓子卸ルート
取引銀行 西日本シティ銀行他
所属団体 全国油菓工業組合
主力商品名 小さなドーナツ、ひとくちケーキ、どら焼、

あられ菓子、飲料商品など

北関東、東京（２）、名古屋、大阪、広島、福岡

　  　  しんこうのオリジナルブランド　CAFÉ　SWEETS
　　　カフェスウィーツは、デパ地下の人気商品をひとくちサイズに
　　   仕上げた、ちょっとおしゃれな人気商品です。

こだわりの逸品～

経営者は語る～

「　小さくても本格派　」

　　　 経営理念=「おいしさで笑顔を創る」
　　 　私たちはお菓子づくりを通して、我社に関わるすべての人たち
　　　 の幸せな笑顔と安らぎを創ります。

地元九州へのこだわり

　　 　  九州は全国でも屈指の食材の宝庫、その季節ごとの食材（素材）を使用し私たちは
　　　　 九州の食文化をこれからも提供して参ります。
　　　   たとえば、沖縄の自然塩、島とうがらしを使用した揚げせんべい、
　　　　 熊本の阿蘇高原で絞られた牛乳を使用したミルクドーナツなど、今後も発売して参ります。
　

http://www.petit-shinko.co.jp

工場写真

商品写真など

　　　　　　社長

本社・工場

社長PHOTO
　    「おいしさの原点は素材」
　　　時代とともに、人々が求めるおいしさは変化していきます。しかし、
　　　おいしさの原点は、いつの時代もいい素材を選び、その素材と語
　　　り合うことから、人々に喜んでもらえる、上質のおいしさが誕生す
　　　る。お菓子づくりは、おいしさづくり。だからこそ、「自分の子供たち
　　　に安心して食べさせられるお菓子を作る、このあたり前の気持を
　　　忘れずに、今日もおいしさとの出逢いを求め続けています。



社名 株式会社  末広製菓

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ  ｽｴﾋﾛｾｲｶ

本社所在地 〒953-0193 新潟県新潟市西蒲区西長島779番地

ﾆｲｶﾞﾀｹﾝﾆｲｶﾞﾀｼﾆｼｶﾝｸﾆｼﾅｶﾞｼﾏ

電話番号 0256-82-4131

ＦＡＸ番号 0256-82-4258

工場・営業所

代表者 代表取締役社長  木村 鴻一

資本金 1億円 （山崎製パン株式会社100％子会社）

設立 昭和48年 7月

従業員 424人

製造品目 あられ、せんべい、ドーナツ、米飯、調理パン、麺

主要取引先 山崎製パン㈱、㈱デイリーヤマザキ、㈱セーブオン

取引銀行 みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行大手町支店、北越銀行巻支店

所属団体 新潟県米菓工業協同組合 新潟県食品産業協会 等

主力商品名 昆布かき餅・両横綱・柿ピー・サラダせんべい 　　　　　　工場・本社

　 根室産の昆布を練り込んだおかき生地を高周波により芯から
ふっくらと焼きあげました。味付けには、オレイン酸の豊富な菜種
油を使用し、粉末昆布と旨塩で味付しました。サクサクと軽い食感
が特長のおかきです。

こだわりの逸品～

経営者は語る～

「 昆 布 か き 餅 」

　当社の使命＝我が社は、食品の安全衛生管理の徹底を期し、より良い製品と最善
のサービスでお客様に喜ばれ、社会に役立つことを使命とする。

米百俵の精神に基づいて・・・

　戊辰戦争に敗れ焦土と化した長岡藩に、三根山藩（現・西蒲地区）から救援米が送られてきます。そ
の時、藩の大参事 小林虎三郎は、分配を迫り、血の気立つ藩士達に「国が興るのも、滅ぶも、まちが
栄えるのも、衰えるのも、ことごとく人にある。この百俵をもとにして学校を建てたいのだ」と説得し、こ
の救援米を国漢学校設立の資金に当てました。長岡復興の礎となった、この「米百俵」の故事に登場
する三根山の米は、当時の領地であった岩室村（旧・現住所）で収穫されたものといわれています。

http://suehiroseika .co.jp/

株式会社　末広製菓

　我が社は「良品廉価」「顧客本位」の創業の精神に則り、社員一丸となって良品造り
に取組んでおります。お客様に喜ばれ、郷土に愛される、そしてその結果、未来永劫
発展し続ける会社を目指し日夜努力しております。
　

http://suehiroseika.co.jp/�


社名 スギ製菓株式会社

本社所在地 〒４４７－０８５７
愛知県碧南市大浜上町３－８５－１

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

http://www.sugiseika.com/

スギ製菓株式会社

http://www.sugiseika.com/�


社　名
杉本屋製菓 株式会社
スギモトヤセイカ　カブシキガイシャ

本社所在地 〒440-0856
愛知県豊橋市鍵田町４８番地

電話番号 0532-53-6161
ＦＡＸ番号 0532-53-2150

工場・営業所 工場：豊橋市（本社工場、下地工場）
営業拠点：東京（練馬区）、大阪（平野区）、青森

代表者 代表取締役社長　杉原 敏雄
資本金 6,400万円
設　立 昭和24年8月
従業員 150人

製造品目 ゼリー、羊羹、グミキャンデー、進物等
主要取引先 ㈱サンエス、㈱山星屋、㈱高山、㈱種清
取引銀行 みずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行

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
中日本菓子工業協同組合

主力商品名 ハイミックスゼリー、泡寒天（果実、ミルクと珈琲）
厚切り羊羹、まけんグミ

こだわりの逸品～ 　「　新食感　」

経営者は語る～

　          新しい食文化の創造と伝統の味、
                         愛される企業を目指して

ゼリーのふるさと　豊橋

　寒天に、砂糖・水飴を調合し、種々の果汁・香料を加えてオブラートで巻いたり、砂糖をまぶしたいわゆる寒天ゼ
リーは、実は日本生まれ。明治後期、渥美郡田原町（現在の愛知県田原市）で生まれました。今日では豊橋エリ
アで全国総生産量の80％を作っています。
　また、寒天は、第6の栄養素として、昨今評判の「食物繊維(ダイエタリーファイバー)の含有量」が主要食品中で
最高であるとされています。
　大正の初めより90年余のゼリーづくり一筋の伝統と技術に加え、寒天の中でも最高とされる「丹波地方で生産さ
れる糸寒天」を使用した杉本屋の製品は、豊橋ゼリーの中でも最高級品と評価されています。

http://www.sugimotoya.co.jp

杉本屋製菓 株式会社

　ほっと心なごむおいしさ、気持ちが浮き立つ彩を通じて、暮らしに夢と安らぎをお届けしたい。
　私たち杉本屋製菓は、時代の流れを敏感にキャッチし、絶えざる創意工夫と挑戦により、心
に響く味の創造に努めてまいりました。その根底にいつもあるのは、おいしい笑顔を広げたい　と
いう熱い思いです。
　より多くの人々に楽しく豊かな時間を味わっていただくために、心と体にうれしい食文化を広
く、そして未来へ。
　これからも喜びを提供することで、社会に貢献できることを願っています。

　“いままでのゼリーにはない食感を！”をコンセプトに、メレンゲを加え
ることでついに“ふんわり食感”を実現させました。ゼリーの周りに巻いて
あるのはオブラート(でん粉)ですので小さなお子様にも安心してお召し
上がりいただけます。新食感の 『泡寒天』 はお子様から年輩の方まで
おいしく食べられます。家族団らんのひとときに是非ご賞味ください。
　杉本屋は、常においしさを追求し、自然の味を大切にしています。

http://www.sugimotoya.co.jp/�


社名 株式会社　すぐる

本社所在地 広島県呉市広末広一丁目３番３１号

電話番号 （０８２３）７２－９２２５
ＦＡＸ番号 （０８２３）７４－２８８８
工場・営業所 工場：呉市（本社と同じ）　営業所：東京・札幌

仙台・名古屋・大阪・福岡
代表者 代表取締役　大塩　俊
資本金 ４５００万円
設立 昭和59年11月1日
従業員 ６０名
製造品目 海産物を主原料とした菓子、おつまみ
主要取引先 全国菓子卸し、珍味卸しルート
取引銀行 もみじ銀行広中央支店、呉信用金庫広中央支店

関連会社 株式会社スグル食品
主力商品名 ビッグかつ、いかの姿フライ、甘のしイカ

こだわりの逸品～

経営者は語る～

「　カツフライ 」

　当社の社是は　『限りある資源を有効に活用して　食文化の向上につ
とめる』です。食品は美味しくて安全なのは当然ですが、さらに楽しさや
憩いを提供できれば幸いです。

我が風土  お国自慢～

　呉市は戦前に、戦艦大和を建造した東洋一の軍港、海軍工廠の町として繁栄しました。戦艦大和
は、昭和１６年１２月、呉海軍工廠で当時の最先端技術を駆使して建造された世界最大の戦艦でし
た。しかし、戦艦大和は、昭和２０年４月７日、沖縄特攻作戦に向かう途中、米艦載機の攻撃を受けて
沈没し、多くの乗組員が犠牲となりました。現在の呉市は、商工業が栄え、教育・文化の拠点としても
発展しています。その呉市の東部に位置する呉市広町は、広い海湾・広い田野があることから｢広」に
なったといわれています。安芸の国、加茂郡広村と言われていましたが、明治４年の廃藩置県により

加茂郡広村となり、昭和16年から呉市と合併して広島県呉市広町となっています。面積は約36ｋｍ
2
。

http://www.suguru-net.com

株式会社　すぐる

　企業の発展には付加価値の創造が必要であり、その実現には人間
のモチベーションが重要です。昨今の企業不祥事にも人間のモラルが
問われており、あらためて『企業は人なり』を実感しています。

　魚肉すり身といかの粉末をミックスしたシートをベースとし、衣
にソースを混ぜ込んだスパイシーなカツフライで、現在も昔なが
らの製法・味を守り続けています。良質な植物油を使用し、じっく
りと揚げたカツは、外側はカリカリで中はふっくらとした揚げたて
の食感が楽しめます。

http://www.suguru-net.com/�


http://www.tsukeyaki.com

社名 関口醸造株式会社

本社所在地 〒300-4517　茨城県筑西市海老ヶ島1652

電話番号 0296-52-3111

ＦＡＸ番号 0296-52-5211

工場・営業所

代表者 代表取締役　関口 恭史

資本金 1,300万円

設立 昭和28年4月25日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本社工場

従業員 198名

製造品目 醤油、米菓

主要取引先 全国の菓子卸ルート

取引銀行 常陽銀行明野支店

所属団体
主力商品名 お醤油屋さんのつけやき

お醤油屋さんの甘口しっとりせん 　　　　　　　　　　　　　工場脇直売店

こだわりの逸品～

　国内産うるち米を１００％使用したひねり生地を

じっくりと焼き上げ、そこに一年かけて醸熟した生

醤油を二度づけした、風味豊かな焼醤油味のお

煎餅です。１袋１０枚入り お醤油屋さんのつけやき

経営者は語る～

　　　　　　弊社は、地域に密着し地元の米を使用し米菓製造に取組んでおり

　　　　　ます。地元に密着した商品を作る事が大手とは違う付加価値になり、

　　　　　地域貢献に繋がると考えます。地域文化にとけこめば、百年後も地

　　　　　域に求められる会社になれると私は期待しております。　　　　　　　　　　

   関口社長

我が風土　　お国自慢～

　平成１７年３月２８日下館市・関城町・明野町・協和町が合併して「筑西市」が誕生しました。

面積は２０５．３５ｋ㎡。市の西部を鬼怒川、東部を小貝川、市街地を勤行川が南下し、良質の

米を産する肥沃な水田が市域全体に美しく広がる田園都市です。

さらに、特徴ある景観を有した街並み・集落があり、世界に誇れる芸術家を輩出してきた歴史

と伝統のあるまちです。



社名 株式会社扇雀飴本舗
本社所在地 〒542-0066大阪市中央区瓦屋町2-5-2
電話番号 06-6763-0912
ＦＡＸ番号 06-6766-2070
工場・営業所 工場：兵庫県姫路市

営業所：札幌、東京、名古屋、大阪、福岡
代表者 米田　幹郎
資本金 3,000万円
設立 昭和25年1月
従業員 180人
製造品目 飴菓子
主要取引先 全国の菓子卸ルート（コンビニ、スーパー、専門店）

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 全国飴菓子工業協同組合、全国菓子輸出工業協同組合、

全日本菓子工業協同組合連合会、他

主力商品名 はちみつ100％のキャンデー、緑茶のど飴
ジュースキャンデー

こだわりの逸品～ 素材のおいしさと健康を追求しています。

経営者は語る～

　

　　　　一粒一粒に
　　　　　　「おいしさ」、「健康」、「安らぎ」の想いを込めて。

我が風土　お国自慢～

http://www.senjakuame.co.jp

株式会社　扇雀飴本舗

本社

　　　　　　　米田社長

工場

　　　　大正１４年創業以来キャンデー一筋にその「技」を磨き続けてまいりました。
　　　　その間、ひとびとの嗜好も少しずつ変化を遂げておりますが、常に“流れ”を
　　　　先取りしながら如何にして顧客に満足を与え得る製品を送り出すことを重視
　　　　した取組みをしております。

特許製法ではちみつだけを固めたキャンデー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「はちみつ100%のキャンデー」

半年毎にみんなが好きなフルーツ・季節のフルーツを5種類セレクト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ジュースキャンデー」

京都宇治の玉露と抹茶を使用してお茶の豊かな香りと深い味わいを追求
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「緑茶のど飴」

大阪市中央区は1989年2月に旧東区と旧南区が合併して誕生しました。面積は8.88k㎡。
大阪府庁や大阪城があります。
弊社の近くにある高津宮は仁徳天皇を主祭神とし、古典落語に出てくる「高津の冨」や
「高倉狐」などの舞台として知られ古くから大阪文化の中心地でありました。

http://www.senjakuame.co.jp/�


社名 株式会社全珍
カブシキガイシャ　ゼンチン

本社所在地 〒737-0133　広島県呉市広末広一丁目３番２８号
電話番号 0823-72-5550
ＦＡＸ番号 0823-72-7667
工場・営業所 呉市（本社と同住所）
代表者 代表取締役　岡根　恒夫
資本金 5,000万円
設立 昭和50年4月
従業員 163人
主要取引先 ㈱なとり
取引銀行 広島銀行広支店

＜姿フライ製品＞
　姿フライ・姿フライチリ味・マヨネー
　ズ味、ゴマ味、折れ製品

＜カツ製品＞
　アイドルカツ、串カツ、
　スマートカツ、ソースカツ、他

＜駄菓子製品＞
　いかそうめん、タラチップ、
　甘のしたら、他

＜ポット製品＞
　串カツ、串足、串剣先、
　ニュー帆立たら、他

私たち『全珍』は揚げ物製品と駄菓子商品を主体に、
お客様に安心・安全でおいしい商品をお届けできるよ
う、
全社一丸で取り組んでおります。
これからも全珍商品をよろしくお願い致します。

株式会社　全珍

　

○主な商品



社名 株式会社壮関
カブシキガイシャ　ソウカン

本社所在地 〒329-1579
栃木県矢板市こぶし台4-1(矢板南産業団地)

電話番号 0287-48-3301
ＦＡＸ番号 028-686-8019
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.sokan.jp/

株式会社壮関

http://www.sokan.jp/�
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