


社名 株式会社　やおきん

本社所在地 〒130-0003　東京都墨田区横川5-3-2

電話番号 03-3622-8935
ＦＡＸ番号 03-5608-7233
事業所 八潮営業本部

〒340-0834　埼玉県八潮市大曽根1606-1
代表者 代表取締役　角谷昌彦
資本金 1,000万円
創業 昭和35年4月
設立 昭和56年9月
従業員 55名
製造品目 駄菓子、玩具、食料品の企画・販売
主要取引先 全国の菓子卸ルート
取引銀行 東京三菱ＵＦＪ銀行　錦糸町支店
主力商品名 うまい棒、ハートチップル、キャベツ太郎

チョコ大福、ミルクせんべい、餅チョコ　

　遡ること1979年、「うまい棒ソース味」誕生・・・。うまい棒伝説はこの味から始
まりました。以来、「サラミ味」「チーズ味」「めんたい味」など馴染みのある味を
始め、「オムライス味」「梅おにぎり味」「豆リカン味」等のユニークな味まで、数多
くの商品を生み出して参りました。妥協を許さない味への『こだわり』、子供達が
気軽に買うことのできる10円という『価格』設定、いつでもどこでも場所を選ばす
手軽に食べられる『携帯性』、何種類もの味の中から自分の好みに合った組み
合わせを選び・創り出す『楽しさ』が、28年間経った今でも、幅広い年代の多くの
方々にご支持を頂いている理由だと考えています。
　2009年に「うまい棒」は30周年を迎えようとしています。「愛・夢・楽しさ」をモッ
トーにうまい棒ワールドは皆様と共にさらなる飛躍をして参ります。

☆経営者は語る☆

☆こだわりの逸品☆何と言っても「うまい棒」！！

☆駄菓子の過去と未来を担う
☆　 「キャベツ太郎」「蒲焼さん太郎」「ふ菓子」「きなこ棒」「ソース
せん」etc…、なつかしい！昔よく食べた！聞いたことある！とい
う方も多いのではないでしょうか？実は、それらの商品は当社が
販売させて頂いている駄菓子なんです。私達の第一の使命は、
昔なつかしい駄菓子を絶やさず後世に伝えていくことです。同時
に、現代のニーズに合った、今までに無いような新感覚の駄菓
子を創り出していくことも使命としています。一見矛盾しているよ
うに思われるかも知れませんが、子供のときに食べていたもの
が、大人になってもお店に並んでいて、それを見てなつかしいと
感じる。その瞬間に関わり続けていく為には、常に新しいものを
追求していかなければならないのです。
　 駄菓子の歴史の始まりは江戸時代にまで溯ります。私達はこ
の日本が誇るべき駄菓子文化を、親から子、子から孫、過去か
ら未来へと絶やさず繋いでいきたいという願いを込め、駄菓子の
担い手「駄菓子オーソリティー」を目指します。

http://www.yaokin.com/

八潮営業本

社長PHOTO
当社は、手軽なスナック菓子から斬新なアイディアのおもしろ菓子、時代を超えて親し
まれている懐かしい菓子など、遊び感覚あふれる楽しいお菓子の企画から販売まで
をトータルにプロデュースしています。おいしいもの、楽しいことが大好きな子供たちの
夢を育むと信じ、フレッシュで安全な製品を日本全国はもちろん、世界の子供たちへと
届けています。

＜基本理念＞
１．お菓子を通じて子供達をはじめ、多くの人々に夢を与える
２．日本特有の駄菓子という「文化」を、継承者として今後に伝え、真に豊かな社会
　　創造に貢献する
　

角谷社長（肖像画）

当社が販売している駄菓子（ごく一部）です！！

http://www.yaokin.com/�


ヤマザキ・ナビスコ株式会社
ヤマザキ・ナビスコカブシキガイシャ
〒１６３－０５４０
東京都新宿区西新宿１－２６－２　新宿野村ビル４０階

電話番号 ０３－３３４４－６２１１
ＦＡＸ番号 ０３－３３４８－５６２０
お客様相談室 ０３－３３４４－２００１ 　
事業所 茨城県古河市
営業所 浦安市・練馬区・札幌市・名古屋市・大阪府・福岡市他１５ヶ所 本社・新宿野村ビル４０階

代表者 代表取締役社長　飯島　茂彰
資本金 １６億円
設立 昭和４５（１９７０）年１０月 　　　　
従業員数 ９９２人（平成１９年４月現在） 　　　　
製造品目 ビスケット・スナック・チョコレート・キャンディー 　　　　　
主要取引先 双日㈱、三菱商事㈱、山崎製パン㈱
取引銀行 みずほコーポレート銀行、三井住友銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行

（社）全国ビスケット協会、日本スナック・シリアル協会
日本チョコレート・ココア協会他 　　　　　　

主力商品 リッツ・チップスター・オレオ・プレミアム・コーンチップ
      茨城県・古河事業所

所属団体

ヤマザキ・ナビスコ株式会社

http://www.yamazaki-nabisco.co.jp

社名

本社所在地

　～経営者は語る～ 　　　『「価値ある製品の提供」を目指して』

　～こだわりの逸品～ 　　『チップスター』
　
　
　チップスターは日本で初めての成型ポテトチップスとして、１９７６年発売以来時代に対応
した施策を行い、子供から大人まで多くの人に愛され続けているベストセラーブランドです。
　きれいに揃った“大きさとかたち”“パリッとした軽い食感”、そしてポテトの風味をいかした
後を引く美味しさにこだわりました。  うすしお味、コンソメ、
のりしおの３品をメインに、 味のバラエティー化や、 Ｌ・Ｓ・
ミニと様々な食シーンに対応するシリーズ品によって、益々人気
上昇中です。

　　Ｌサイズ   ：１２０ｇ×２４本
　　Ｓサイズ   ：５５ｇ×２４本
　　ミニサイズ：５０ｇ×１０個入り×６箱

　ヤマザキ・ナビスコは、創業当時より、新しい消費者ニーズの「需要喚起」を
基本姿勢に「チップスター」「リッツ」「オレオ」「プレミアム」などのユニークな製
品の開発に務め、「高品質で安全・安心な製品の提供」を実践してまいりまし
た。 さらに、「Ｊリーグヤマザキナビスコカップ」 をはじめとするスポーツ・文化
事業を積極的に展開してまいりました。また、製品包装を地球にやさしいパッ
ケージにするなど地球環境問題にも積極的に取り組んでおります。

http://www.yamazaki-nabisco.co.jp/�


社名 株式会社山三商会

本社所在地 〒470－3412
愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ヶ坪29-1

電話番号 0569－65－0401
ＦＡＸ番号 0569－65－1476
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.chinmi.net/pages/introduction/company/26-yamasan.html

株式会社山三商会

http://www.chinmi.net/pages/introduction/company/26-yamasan.html�


社名 山芳製菓株式会社
ヤマヨシセイカ　カブシキガイシャ

本社所在地 〒174-0071　東京都板橋区常磐台1-52-3

電話番号 03-5994-3311
ＦＡＸ番号 03-3969-3669
工場・営業所 埼玉工場（埼玉県北葛飾郡杉戸町1123）

関西工場（兵庫県朝来市伊由市場528-1）
代表者 代表取締役社長　山崎恭義
資本金 54,000千円
設立 昭和28年9月1日
従業員 200人
製造品目 ポテトチップス、スナック菓子
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　板橋支店
所属団体 日本スナック・シリアルフーズ協会
主力商品名 ポテトチップス「わさビーフ」

こだわりの逸品～ 「ﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟｽ　わさビーフ」

経営者は語る～

経営理念　「人をつくり人につくす」
１．人をつくる。　２．人のお役に立つ。　３．人に尽くす。

http://www.8044.jp

山芳製菓株式会社

埼玉工場写真 　関西工場写真

山﨑恭義　　社長

本社写真

山芳製菓はポテトチップス・スナック菓子を通じて、お客様へ「おいしい」・「楽し
い」という気持ちをお届けし、お客様の笑顔のために取り組んでおります。
お客様の笑顔のためには、山芳製菓社員一人一人の成長が大変重要と考えて
おります。一人一人の個性・能力を最大限に活かし、お客様の喜びに貢献してい
く企業であり続けること。そして、お客様の喜びを通じて、社員一人一人が更に個
性・能力に磨きをかけ成長し続けていくことです。
現在は、品質の安心安全、情報の共有化や判断のスピード化、正直であること
が求められています。
また、顧客本位、社員重視、独自能力、社会との調和といった価値前提の経営も
重要視されて来ております。
その為には、売上や利益といった結果だけを求めるだけではなく、結果を導くプ
ロセスを常に見直し、改善していくことが大切と考えております。
社員一人一人が自主的に考え、発言し、実行し、反省する、そんな社員同士が対
話をすることで新しい価値を創造していく。社員一人一人の成長が、真の意味で
の会社の成長であり、山芳製菓の価値観なのです。
お客様においしいと心から喜んで戴き、楽しく、安心安全なポテトチップス・スナッ
ク菓子をつくり、お客様に喜ばれる企業を目指して参ります。
これからも皆様方からのご指導、ご鞭撻を戴ければ誠に幸いに存じ上げます。

『味わい深いわさびの味』を『ビーフ』と組み合わせた、今までに
ない意外で魅力的な味の組み合わせを表現しています。一度
食べていただければやみつきになるポテトチップスです。
［画像］
中央　「わさビーフ」
上段　「てりマヨビーフ」「唐揚げ」「焼肉カルビ味」（左より）
下段　「北海道リッチバター味」「赤穂の天塩」（左より）

ＣＤ　ＥＤ

http://www.8044.jp/�


社名 ＵＨＡ味覚糖株式会社
ユーハミカクトウ カブシキガイシャ

本社所在地 〒５４０－００１６
大阪市中央区神崎町４番１２号

電話番号 ０６－６７６７－６０００
ＦＡＸ番号 ０６－６７６３－２７２１
工場・営業所 奈良県・福島県（平成２０年４月完成予定）

北海道・宮城県・東京都・愛知県・大阪府
広島県・福岡県

代表者 山田一郎
資本金 １億円
設立 昭和２４年１０月１８日
従業員 ３５５名
製造品目 菓子・食品製造販売
主力商品名 特濃ミルク8.2・ぷっちょ・シゲキックス

ｅ－ｍａのど飴・おさつどきっ 　　　　　　奈良工場

おいしさは、やさしさ

　　　　　　大阪本社
バラエティー豊かに品揃え!!

　　　ぷっちょ 　　　　　　e-ma のど飴　　　　　　　　おさつどきっ　　　　　 特濃ミルク8.2　　　　　　シゲキックス

　　　宇宙人を思わせるキャラクターが私たちのシンボルです。
　　　そのユーモラスなスタイルと大きな目にユニークな発想と
　　　　広い視野で未来を考える私たちの企業姿勢を象徴。
子供から大人まで幅広く親しまれたいという願いも込めています。
　
　　　　　　　　　　　　ＵＨＡは「遊波」
　　　　　　　　　　「ユーハ」と呼んでください。
　
　食の生み出す夢や楽しさを　「遊波」に乗せて広げていきたい。
　　　　　　　そんな思いをこの３文字に託しています。

http://www.uha-mikakuto.co.jp/

企業ロゴなど　



社名 有楽製菓株式会社
ユウラクセイカ　カブシキガイシャ

本社所在地 〒187-0032　　東京都小平市小川町1-94 　　　　本社・小平工場
電話番号 042-341-1811
ＦＡＸ番号 042-345-0601
工場・営業所 小平市（本社と同住所）

豊橋市大岩町字久保田57番地ー2
札幌市厚別区厚別東五条2丁目14番地238
大阪市平野区加美東6-11-30-102(営業所のみ）

代表者 代表取締役　河合伴治
資本金 1,140万円 　　　　　豊橋工場
設立 昭和34年2月18日
従業員 200人
製造品目 チョコレート、チョコレート菓子、焼き菓子
主要取引先
取引銀行 東京都民銀行　久米川支店

三菱東京UFJ銀行　立川支店
みずほ銀行　吉祥寺支店

所属団体 日本チョコレート工業協同組合 　　　　　　　札幌工場
主力商品名 ブラックサンダー・チョコケーキ・チョコチップ

ライトダイジェスティブチョコビスケット

　ブラックココアのほろにがクッキーとミルクチョコ
レートの絶妙なバランスがクセになる「おいしさイ
ナズマ級」のクッキーチョコバーです。
　インターネットブログで多数取り上げられて以
来、若者のあいだで爆発的な人気となりました。
「若い女性に大ヒット中！」のキャッチコピーも話題
となっています。

経営者は語る～

こだわりの逸品～　「ブラックサンダー」

　有楽製菓株式会社は 「菓子作りを通して社会に貢献する」ことを経
営理念としております。
　本当に美味しいと喜んでいただけるお菓子を作るために、ユニーク
な発想と技術で新たな感動と喜びを創造し、常に企業倫理を遵守し
て地球環境の保全に努め社会に貢献しつづけること、また適正な利
益を確保して社員が自己実現を達成しつつ会社の永続的な発展を
はかることを経営の理念とします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河合伴治

本社・小平工場紹介～

　本社・工場のある小平市は東京都多摩地区にあります。南北に玉川上水と野火止の２つの用水路が通ってお
り、用水沿いの遊歩道は緑が豊かで四季折々の自然が楽しめます。本社・工場は、小平市の西部に位置してお
り、周辺の環境と同様に敷地内も樹木の多い落ち着いた景観となっています。
　工場が出来た当初は住宅より畑の方が多いくらいでしたが、この40年で周辺の状況も様変わりしました。現在で
は最寄り駅の西武拝島線東大和市駅前も賑わい、工場周辺には住宅が建ち並んでいます。工場内での騒音や汚
水の防止に努める等こうした環境の変化に柔軟にも対応することで、近隣の皆様との共存をはかっております。

http://www.yurakuseika.co.jp

有楽製菓株式会社
企業ロゴなど

工場写真

　

社長PHOTO

http://www.yurakuseika.co.jp/�


社名 米屋株式会社

本社所在地 千葉県成田市上町５００

電話番号 ０４７６-２２-１２１１
ＦＡＸ番号 ０４７６-２２-１２２０
工場・営業所 工場・千葉県成田市新泉３２

営業所・東京、仙台、札幌、大阪、福岡
代表者 諸岡靖彦
資本金 １億円
設立 明治３２年
従業員 30３ 名
製造品目 羊羹、水羊羹、ゼリー、和菓子
主要取引先 全国の菓子卸ルート
取引銀行 千葉銀行,みずほ銀行､三井住友銀行
所属団体 全日本菓子協会、全国銘産菓子工業共同組合

主力商品名 栗羊羹、栗むし羊羹、ミニ羊羹、どら焼
大福、焼菓子

こだわりの逸品～

経営者は語る～

「どら焼」

わが社の目指すもの
 
食品の事業目的は安心と安全の上に成立するものであり、菓子事業
は「生活のうるおい」と「心のいやし」を価値目標として進めるべきもの
であります。

米屋の羊羹のはじまり～

　成田不動尊の門前町成田で生まれ創業１０８年を数えます。創業以来地元成田市及び千葉県内で
直営の和菓子販売をつづけながら、ようかん、水ようかん､どら焼、大福などわかりやすい和菓子の普
及販売にも力をいれています。

米屋株式会社

社長

　企業は社会的存在として、すべての利害関係者との信頼、信用をい
ただくことによって存在できるものです。

　米屋独自の製餡技術を生かし、上質な粒餡をふっくら
した皮で包みました。

第二工場

成田羊かん記念館



ライオン菓子株式会社

■社名 ライオン菓子株式会社

■企業理念　　 健康貢献

■本社所在地 〒102-0083東京都千代田区麹町２－１０日研麹町ビル

■電話番号 03-3265-8011(代表）

03-3265-8989(お客様相談室)

■ＦＡＸ番号 03-3265-8028

■営業所 北海道・仙台・新潟・名古屋・大阪・福岡

■工場 （二本松工場）福島県二本松市安達ヶ原1-300

■代表者 越智大倫

■資本金 3,000万円

■従業員 150名

■製造品目 キャンディーの製造・販売

■取引銀行 みずほ銀行浜松支店

■グループ会社 日研ザイル株式会社

株式会社ゼンケン

株式会社健康体力研究所

自慢の商品

http://www.kentai.co.jp/

沿革

 http://www.lion-k.co.jp

■主力商品名
きえちゃうキャンディー／ライオネスコーヒーキャンディー/ポンとでてくるフルーツ玉／ゆずのど飴
/ナタデココグミ

http://www.nikkenseil.co.jp/

日本老化制御研究所　http://www.jaica.com/
http://www.zenken-net.co.jp/

明治38年6月　　東京都港区麻布に篠崎商店（水飴の瓶詰卸商）を創
業
昭和10年5月　　日本で初めてバターボールの生産を開始
昭和22年5月　　組織を株式会社に改め篠崎製菓株式会社を設立
昭和39年11月　 ライオネスコーヒーキャンディーを発売
昭和62年4月　　福島県二本松市に二本松工場を新設
平成3年3月　　 きえちゃうキャンディーを発売
平成7年5月　　 社名をライオン菓子株式会社に変更
　　　　　　　 本社を東京都千代田区麹町に移転
平成11年9月　  ボンとでてくるフルーツ玉を発売
平成14年12月　 ゆずのど飴を発売
平成15年3月　　経営権を日研ザイル株式会社が引き継ぐ
平成17年10月　 ＩＳＯ１９００１の認証を取得

本社

二本松工場

明治38年創業以来、味や産地、食感の楽しさにこだわりつ
づける
ライオン菓子のキャンディー。
大人から子供まで、幅広いお客様に愛されています。

●1964年の発売以来、愛され続けている「ライオネスコーヒーキャ
ディー」
●ファンシーキャンディーでダントツの人気を誇る「きえちゃうキャン
ディー」
●ご当地名産フルーツをふんだんに使った「のど飴」や「グルメキャン
ディー」
●クセになる食感が大人気の「ナタデココグミシリーズ」など

http://www.zenken-net.co.jp/�
http://www.kentai.co.jp/�
http://www.nikkenseil.co.jp/�
http://www.jaica.com/�
http://www.lion-k.co.jp
http://www.kentai.co.jp/
http://www.nikkenseil.co.jp/
http://www.jaica.com/
http://www.zenken-net.co.jp/


社名 株式会社ラマン

本社所在地 〒４９０－１１４４
愛知県海部郡大治町大字西條苅屋橋６３－１

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

株式会社ラマン



社名 リスカ株式会社

本社所在地 〒３００－２７２２
茨城県常総市蔵持900

電話番号 0297-43-8111(代)
ＦＡＸ番号 0297-43-8110(代)
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.riska.co.jp/

リスカ株式会社

http://www.riska.co.jp/�


社名 株式会社リボン

本社所在地 〒８４５－００５８
愛知県小牧市小木１－４８

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

株式会社リボン

http://www.ribon-jp.com/

http://www.ribon-jp.com/�


社名 株式会社リマ

本社所在地 〒５７１－０００６
大阪府門真市上馬伏４２７－１

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

株式会社リマ



社名 株式会社ローゼン
本社所在地 〒５６４－００５１

大阪府吹田市豊津町１２-７

電話番号（代表） ０６－６３８０－１４１４
ＦＡＸ番号 ０６－６３３７－１６５５
工場・営業所 江坂工場、能勢工場

東京営業所
代表者 代表取締役　荒木典雅
資本金 １０００万円
設立 １９６８年
従業員 ４００名（パート・アルバイト含む）
製造品目 ベルギーワッフル
主力商品名 ベルギーワッフル、ココアワッフル

宇治抹茶ワッフル、チョコレートワッフル
ホワイトショコラワッフル

　

　 コクのあるしっかりした生地に、ベルギー産「パールシュ
ガー」が入った、ほどよい甘さが特徴の、本場ベルギーの伝統
的な味と形のワッフルです。

マネケンの歴史はベルギーワッフルの歴史

こだわりの逸品～ 「ベルギーワッフル」

　ベルギーの街角で始めてワッフルを口にしたときの感動･･･。
　あの感動を伝えたくて《マネケン》は生まれました。

　マネケンのワッフル作りの原点は、いまもあのベルギーの街角にあります。
　たった１枚のお菓子でも、ときには人の気持ちを和ませ、勇気や生きる力を与
えてくれることがあります。
　マネケンはそう信じて、日々１枚１枚のベルギーワッフルを焼き続けています。
　今日も日本のどこかの街角で、誰かと感動の出逢いがあることを願って･･･。

　

http://www.manneken.co.jp/

株式会社ローゼン

http://www.manneken.co.jp/�


http://www.lotte.co.jp 

 

 

 

 

 

 

身近なところで目にとまる LOTTE のロゴマーク。このロッテという社

名は、ドイツの文豪ゲーテが著した名作「若きウェルテルの悩み」の

中に登場するヒロイン“シャルロッテ”に由来します。 

 

世界中の若者たちの胸に深く残る永遠の恋人“シャルロッテ”をイメ

ージしたキャッチフレーズが“お口の恋人”なのです。 

 

 

 

 

 弊社は 1948 年に会社を設立し、今年で 58 年目を迎えております。

社名は,ドイツの文豪ゲーテの名作「若きウェルテルの悩み」のヒロ

イン「シャルロッテ」にちなんで名づけ主人公同様、誰からも愛され

る会社になれるようにとの願いが込められています。 

 現在では、「お口の恋人ロッテ」として親しまれ、チューインガム

をはじめ、チョコレート、ビスケット等総合菓子メーカーへと成長す

ることができました。これもひとえに皆様のご支援の賜物と感謝申し

上げます。 

 

 また、創業 30 周年を機に、事業の多角化と国際化にも取り組み、

国内ではロッテリア、こ千葉ロッテマリーンズ、ホカロン等多様な産

業分野への多角化を進める一方、アジア、アメリカを中心に事業の国

際化を進め、特に韓国では食品産業をはじめ幅広い分野に着実な成長

を続けております。 

 このように、弊社は国内、国外を含めて 50 社以上のグローバルな

企業グループへと邁進しております。ホームページでは全てを掲載で

きませんが、主要なものについては網羅してありますので、ぜひ弊社

の事業、商品などをご理解いただければ幸いです。 

 ロッテグループは、これからも皆様に愛される企業として、一層の

飛躍を期しております。これまで以上に皆様のご愛顧のほどをお願い

申し上げます。 

http://www.lotte.co.jp


 

 

 株式会社ロッテ 

 LOTTE Co., Ltd., 

 1948 年 6 月 

 代表取締役社長 重光武雄 

 77 億 4,700 万円（ロッテグループ合算） 

 約 3,289 億円 

 約 3,500 名 

 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-20-1 

 菓子食品の製造・販売 

 本社(東京)及び全国支店、工場、中央研究所 

 海外グループ企業 

 

ガム・チョコレート・ビスケット・キャンディ・飲料・アイス



 

 

 

 ロッテはいま、菓子メーカーの枠を超えて、多彩な事業領域を持つ「生活総合企業」（トータル・ラ

イフ・カンパニー）へと大きく躍進しています。 

 

 グループの中核であるロッテを中心に、強力な販売ネットワークを持つロッテ商事、ファーストフー

ドのロッテリア、ホカロンを生み出したロッテ健康産業、アイスクリームのロッテ冷菓など、さまざま

な分野のグループ企業が互いにリンクしながら、ダイナミックなビジネスを展開。それぞれのビジネス

フィールドで、個性豊かなロッテマンが活躍しています。 

 

 また、海外においても、食品、ホテル、建設、プロ野球など幅広い事業を展開する韓国ロッテグルー

プを中心に、ロッテ U.S.A.、タイロッテなど海外８カ国を拠点にしたグローバルネットワークで、世界

中においしさや楽しさの夢を広げています。 

 

(株)ロッテ 1948 年 6 月 
菓子、アイスクリーム、飲料などの 

製造、皆吉台カントリークラブ経営 

ロッテ商事(株) 1959 年 12 月 菓子などの販売 

ロッテ物産(株) 1968 年 7 月 

貿易業務(菓子・農水産物・医薬品・ 

健康食品・その他の食品・機械・雑貨

等) 

 

ガム・チョコレート・ビスケット・キャンディ・飲料・アイ

ス 

▲ページ先頭に戻る

(株)千葉ロッテマリーンズ 

1971 年 1 月 

(社名変更 

1991 年 11 月) 

球団経営 

(1974 年 10 月日本シリーズ優勝、 

2005 年日本シリーズ優勝) 

ロッテ冷菓(株) 

1988 年 3 月 

(1972 年ロッテ

商事(株)にて 

事業開始) 

アイスクリーム、乳製品、菓子、冷凍 

食品などの製造及び販売 

ロッテスノー(株) 2002 年 10 月 アイスクリーム類の製造及び販売 

http://www.marines.co.jp/
http://www.lottesnow.co.jp/
http://www.lotte.co.jp/top.html


社名 若山製菓株式会社

本社所在地 〒４５６－００５５
愛知県名古屋市熱海区南一番町２１－１２

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

若山製菓株式会社



※その他
　約300品目

株式会社ワンダーランド

カブシキガイシャ　ワンダーランド

〒560-0052　大阪府豊中市春日町4-4-11

06-6853-9681

06-6843-4140

〒350-1124　埼玉県川越市新宿町3-20-16

代表取締役社長　森　英男

1,000万円

昭和51年12月3日

14人

キャンディ、クッキー、チョコレート等

サンエス、山星屋、他全国卸

みずほ銀行　十三支店

全国チョコレート業公正取引協議会

豊中商工会議所

ファンシー＆キャラクター菓子

ハロウィン、クリスマス、バレンタイン、

ホワイトデー等のイベント菓子

社名

本社所在地

電話番号

FAX番号

東京営業所

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

http://www.wonder-land.com

　いろいろなお菓子にとって「おいしいお菓子」である事がまず一番
　ですが、同時にお菓子には“二番目の味覚”と言えるものがあると
　思います。それは、日常生活の中における『食文化』の中でお菓子が
　果たしている、楽しさ、憩い、優しさ、幸福感、コミュニケーション
　（対話、会話等）、夢・・・等々に対する《媒介役》としてのとても
　大切な側面です。
　今後、社会や価値観は変化して行くと思いますが、いろいろなお菓子が
　持つ、それらの【文化的側面やロマン】は、これからも変わる事なく、
　世界の人々にひとときの潤いをもたらす心のオアシスとして、大切な
　役割を果たし続けていくものと思います。

ごあいさつ

事業内容

(1)年間のファンシー＆キャラクター菓子
　　楽しくて可愛いキャラクター菓子がいっぱいです。
(2)イベント菓子
　　ハロウィン、クリスマス、バレンタイン、ホワイトデー等のハートウォーミングなアイテムいっぱいです。
(3)お客様のオリジナル菓子
　　全国各地のテーマパークやレジャーランド、観光、行楽地他、いろいろな分野におけるお客様の
　　オリジナル菓子の企画のご相談も承っております。
(4)販促・プレミアム菓子
　　各種イベントの販売促進に、新店や新装オープン祝に、○○周年記念、
　　購買ポイント制の活用に・・・等々、多方面の目的に合わせた販促菓子の企画。
(5)その他
　　お取引、各種お問い合わせ等につきましては、�06-6853-9681・FAX06-6845-1388
　　営業企画部宛にお知らせ下さい。
　　又、メールを頂く場合は、貴社様の住所、会社名、ご担当者名、電話・FAX番号、簡単なお問い
　　合わせ内容などをご記入頂き、下記に送信下さいます様よろしくお願い申し上げます。

　　　　　●メールアドレス　info@wonder-land.com
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