
食品関係 [広島県商工会ビジネスマッチングフェア 2012] 

 

農事生産法人 有田園芸農場 
出展 

コーナー 食 品 業務内容 耕種農業 

住所 〒739-2401 東広島市安芸津町木谷 4820 代 表 者 有田 隆則 担当者 有田 隆則 

TEL 0846-28-0179 FAX 0846-28-0580 URL http://www3.kyosai.or.jp/~arita/ 

自社 

ＰＲ 

瀬戸内の恵まれた地形・気候でじゃがいもや野菜の生産をしています。

排水の良いサラサラとした赤土で栽培した、ホクホク感と甘味のあるじ

ゃがいもを使い、加工食品を開発しました。 

  

出展 

品目 

『赤土じゃがいもコロッケ（冷凍）』 

ホクホク感・甘味・のど越しの良さが好評です。 

『じゃがいも農家が創ったカレー』 

大きなじゃがいもが入っています。スパイシーなレトルトカレー。 

『じゃがいも農家が創ったソース』 

原料にじゃがいもを使用したソース。じゃがいもの甘さとピリッと

したスパイスが効いています。 

商談ポイント 販路拡大 商談希望業種 小売店・こだわりスーパー・デパート・百貨店 

 

有限会社 入江豊三郎本店 
出展 

コーナー 食 品 業務内容 保命酒・みりん醸造 

住所 〒720-0201 福山市鞆町 534 代 表 者 入江 孝子 担当者 内川 裕彦 

TEL 084-982-2013 FAX 084-982-2015 URL http://www.iriehonten.jp/ 

自社 

ＰＲ 

江戸時代より伝わる昔ながらの醸造方法で味りん・保命酒を製造してお

ります。 

 

出展 

品目 

『十六味 保命酒』 

 １６種類のハーブを漬けた健康酒です。 

『トモエ印 本味りん』 

 上品な甘みの秘訣は、三年熟成させた味りんをブレンドしている

ためです。 

『保命酒の花』 

 甘酒・大人のお茶受け・スイーツ作りに。 

商談ポイント 販路拡大 商談希望業種 小売店・飲食店・問屋 

 

いわた屋 
出展 

コーナー 食 品 業務内容 食品製造販売 

住所 〒722-1701 世羅郡世羅町小国 4666-1 代 表 者 岩田 健 担当者 岩田 健 

TEL 0847-37-1054 FAX 0847-37-2241 URL http://iwataya44.web.fc2.com/ 

自社 

ＰＲ 

いわた屋は、肉のプロとして本物の肉にこだわり、県北の猟師と契約し

て野生猪・鹿等の肉を加工したこだわりの燻製を製造販売しています。 

 

出展 

品目 

『猪燻製』 

 桜のチップで丹念にスモークした自家製こだわりの燻製です。 

『鹿燻製』 

 桜のチップで丹念にスモークした自家製こだわりの燻製です。 

『赤かしわスモーク』 

 桜のチップで丹念にスモークした自家製こだわりの燻製です。 

商談ポイント 販路拡大 商談希望業種 百貨店・高級スーパー・特産品販売店・ギフト関連 

 

http://www3.kyosai.or.jp/~arita/
http://www.iriehonten.jp/
http://iwataya44.web.fc2.com/


食品関係 [広島県商工会ビジネスマッチングフェア 2012] 

 

株式会社 植田商店 
出展 

コーナー 食 品 業務内容 
食肉及び食肉加工品販売 

業務用食品小売販売 

住所 〒736-0011 安芸郡海田町寺迫 2-3-35 代 表 者 植田 賢治 担当者 田村 行雄 

TEL 082-822-2702 FAX 082-823-8129 URL http://www.e-ueda.info 

自社 

ＰＲ 

創業明治 10年の老舗にて、県内の販売ネットを利用した営業を展開し、

「誠実・信頼・正確・迅速」を心がけ、業務に取り組んでいます。 

 

出展 

品目 

『プリプリかきホルモン』 

 地元のかきとホルモン、当社独自の「たれ」をコラボ 

『プリプリかきホルモン焼きそば』 

 地元のかきとホルモンにキャベツとそばを加え、当社独自のソー 

スで焼き上げた焼きそば 

『倉橋ちりめんコロッケ じゃこ丸』 

 地元のちりめんじゃこを入れたコロッケ 

商談ポイント 販路拡大 商談希望業種 物流販売業者 

 

岡本農園 
出展 

コーナー 食 品 業務内容 農業 

住所 〒729-4222 三次市吉舎町丸田 504 代 表 者 岡本 明憲 担当者 岡本 久美 

TEL 0824-43-3262 FAX 0824-43-3262 URL  

自社 

ＰＲ 

アスパラガス・さつま芋に関しては、エコファーマー認証を取得。有機

肥料を中心に、減農薬で栽培した「安心・安全」な野菜達です。栽培は

大変ですが、「物づくり」の楽しさがわたし達の原動力です。 

 

出展 

品目 

『アスパラガス』 

全てハウス栽培。3月下旬～10月末まで収穫。 

『さつま芋（べにはるか）』 

九州生まれの品種で、糖度が高くしっとり系。10月より出荷。 

『さつま芋（紫芋）』 

糖度は低いが、紫色が濃く加工用に向く。10月より出荷。 

商談ポイント 販路拡大 商談希望業種 飲食・加工・卸売業 

 

小
お

 倉
ぐら

 園
えん

 
出展 

コーナー 食 品 業務内容 お茶製造・加工販売 

住所 〒729-3421 府中市上下町深江 504 代 表 者 秋山 健 担当者 秋山 剛 

TEL 0847-62-2594 FAX 0847-62-3955 URL  

自社 

ＰＲ 

農薬を使用せず栽培したお茶を製造・販売しています。最近では、従来か

らの緑茶製造に加え、緑茶の品種を使った紅茶製造にも取り組んでいま

す。 

 

出展 

品目 

『お茶全般』 

 緑茶（煎茶～番茶）、紅茶、特別栽培のお茶 

商談ポイント 販路拡大 商談希望業種 販売店・個人 

 

http://www.e-ueda.info/


食品関係 [広島県商工会ビジネスマッチングフェア 2012] 

 

お好み焼き 俺ん家 
出展 

コーナー 食 品 業務内容 飲食業（お好み焼き） 

住所 〒731-0102 広島市安佐南区川内 5-21-44 代 表 者 島本とみえ 担当者  

TEL 082-870-0667 FAX 082-831-2110 URL http://orenti.jimbo.com/ 

自社 

ＰＲ 

お好み焼き・鉄板焼きの店ですが、地域に根ざしたお店づくりのために、

地元特産の広島菜を使用した、おやきを開発しました。 

 

出展 

品目 

『広島おやき』 

 地元 川内の広島菜漬けを豚肉と一緒におやきにしました。 

商談ポイント 販路拡大 商談希望業種 スーパー・デパート等 催事 

 

カキ殻ナノパウダープロジェクト 
（呉広域商工会青年部ブランド委員会） 

出展 

コーナー 食 品 業務内容 経済団体 

住所 〒737-2603 呉市川尻町西 1丁目 1-1 代 表 者 堀尾 周佑 担当者 佐々木隆司 

TEL 0823-70-5660 FAX 0823-87-3318 URL http://www.hint.or.jp/kure-kouiki/ 

自社 

ＰＲ 

特徴は、平均粒径をナノレベルまで加工、未焼成牡蠣殻の素材（炭酸カ

ルシウム）ふりかけや調味料として、昆布・椎茸・カキパウダー・カキ

殻パウダー・レモン・藻塩・いりこを配合した機能性食品です。 

 

出展 

品目 

『瀬戸内ミネラル 瀬戸のカキ塩』 

 ふりかけや調味料として、昆布・椎茸・カキパウダー・カキ殻パ

ウダー・レモン・藻塩・いりこを配合した機能性食品です。 

商談ポイント 販路拡大・マーケティング調査 商談希望業種 食品・エンドユーザー・化粧品・消臭剤ほか 

 

菓子工房 とむ 
出展 

コーナー 食 品 業務内容 菓子製造業 

住所 〒728-0002 三次市西河内町 518-3 代 表 者 松田トミエ 担当者 松田 

TEL 0824-64-3220 FAX 0824-64-3220 URL ― 

自社 

ＰＲ 

菓子工房とむは「自然の美と味」にこだわり、独自の技法により真心を

こめて一枚一枚丁寧に手づくりのお菓子を提供しており、栽培を含味し

た自然の豊かさをご賞味ください。 

 

出展 

品目 

『三次のこっこちゃん』 

 大仙牧場（布野）の牛乳、山口さん家（君田）の卵、光源寺養蜂

園（三次）のはちみつを素材にした、昔なつかしいたまごせんべ

いです。 

『焼かりんとう』 

 保存料・着色料などを使用せず、自然の色を生かした焼きかりん

とうです。 

商談ポイント 販路拡大 商談希望業種 広島市内のデパート・広島県物産展 

 

http://orenti.jimbo.com/
http://www.hint.or.jp/kure-kouiki/


食品関係 [広島県商工会ビジネスマッチングフェア 2012] 

 

有限会社 カスターニャ 
出展 

コーナー 食 品 業務内容 菓子製造販売業 

住所 〒732-0029 広島市東区福田 4丁目 4018-2 代 表 者 竹村 茂 担当者 竹村 茂 

TEL 082-883-0960 FAX 082-883-0961 URL http://www.castagna.co.jp 

自社 

ＰＲ 

当社は自動機械化による製法ではなく、スタッフが手作業で混ぜて焼

く、手作りの洋菓子等の製造販売業者です。機械化が難しいケーキ等ス

イーツを製造して『オリジナリティ』に磨きをかけたスイーツを造って

います。 

 

出展 

品目 

『フルーツ・チーズケーキ 6種セット』 

瀬戸田レモン・世羅梨・三次ピオーネ・大崎上島ブルーベリー・高

野りんご・広島産苺など、広島県産のフルーツをミキサーにかけ、

チーズケーキとブレンドした果肉たっぷりのチーズケーキ。 

『広島レモンチーズケーキ』 

瀬戸田レモンを果皮まですり込んでブレンドした逸品。底台のクッ

キー生地との食感をお楽しみください。 

『三次・赤ワインチーズケーキ・世羅・白ワインチーズケーキ』 

広島産ワインとチーズの響感を味わいください。 

商談ポイント 販路拡大 商談希望業種 デパート・通信販売・ギフト関係 

 

亀田農園 株式会社 
出展 

コーナー 食 品 業務内容  

住所 〒725-0301 豊田郡大崎上島町中野 3518-8 代 表 者 亀田 英荘 担当者  

TEL 0846-67-5015 FAX  URL http://www.kamedanouen.com/ 

自社 

ＰＲ 
 

無し 
出展 

品目 

『のむとまと酢』 

  

『トマト』 

   

商談ポイント  商談希望業種 ― 

 

川中醤油 株式会社 
出展 

コーナー 食 品 業務内容 食品製造業 

住所 〒733-3161 広島市安佐南区沼田町伴 5006 代 表 者 川中 敬三 担当者 森 勇人 

TEL 082-848-0008 FAX 082-848-0168 URL http://www.kawanaka-shouyu.co.jp 

自社 

ＰＲ 

歴史に培われた伝統技法と、高度だし抽出技術による物造りを行ってい

ます。 

 

出展 

品目 

『汁なし担々麺のタレ』 

 鰹と昆布だしが利いた芳醇天然かけ醤油をベースに、本場中国四川省

のピーシェン豆板醤の凝縮された旨味と赤唐辛子の辛み、生山椒と花

山椒が放つ香り高い刺激が融合した商品です。 

『柚子かつお佃煮』 

 一番だしを取った鰹の厚削り節と、搾汁後の柚子皮をじっくり手間暇

かけて炊き上げた、柚子香る鰹の佃煮です。 

『柚子と大根のお漬物（べったら風）』 

 川根柚子と川根でとれた大根と広島県産の米ぬかから造ったやさし

い甘みのある糖液で柚子香るべったら漬け風のお漬物を造りました。 

商談ポイント 販路拡大・仕入先開拓 商談希望業種 食品取扱い取引先 

 

http://www.castagna.co.jp/
http://www.kamedanouen.com/
http://www.kawanaka-shouyu.co.jp/

