
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 ファイブハウス 
出展 

コーナー 食 品 業務内容 食品販売卸し 

住所 〒733-0832 広島市西区草津港 1-9-1  2F 代 表 者 五反田 義信 担当者  

TEL 082-277-2880 FAX 082-277-3830 URL  

自社 

ＰＲ 
地産地製にこだわった商品を開発している。 

 

出展 

品目 

『生パスタ』 

 イタリアのパスタの法律に従って食塩さえ入っていない本格生パスタ。 

『広島つけ麺』 
 広島の特産品として、添付の唐辛子で 10倍辛まで楽しめます。 

『汁なし坦々麺・坦々麺』 
 人気のラーメン屋のメニューをご家庭で。 

『えごま麺』 
 東広島産のえごま粉を麺に練り込みました。 

商談ポイント 販路拡大 商談希望業種 スーパー、百貨店 

 

フジマルダイ ㈱大前醤油本店 
出展 

コーナー 食 品 業務内容 醤油・ドレッシング製造販売 

住所 〒739-1101 安芸高田市甲田町高田原 1055 代 表 者 大前 直行 担当者 大前貴美子 

TEL 0826-45-2014 FAX 0826-45-4211 URL http://fujimarudai.com 

自社 

ＰＲ 

永年の伝統と技術を活かして、常に美味しさを追求し、本物の味を大切

にしています。 

 

出展 

品目 

『これおいしいよ（しょうゆ加工品）』 

 かけて・つけてよし、万能旨味しょうゆです。 

『生れもんぽん酢』 

 瀬戸田産のれもんを使用し、さわやかな風味と本醸造しょうゆが

ベストマッチング。 

『玉ねぎドレッシング（分離液状ドレッシング）』 

 地元産の炒め玉ねぎをたっぷり使用。ドレッシングや焼魚等何で

もよく合います。 

商談ポイント 販路拡大・仕入先開拓 商談希望業種 スーパー・通販・専門店・百貨店 

 

マチモト 株式会社 
出展 

コーナー 食 品 業務内容 食品製造・販売 

住所 〒720-1262 福山市芦田町下有地 307 代 表 者 町本 義孝 担当者  

TEL 084-958-5511 FAX 084-958-5500 URL  

自社 

ＰＲ 

バラを有機・無農薬で栽培し、朝摘みバラを食品に加工しています。 

「福山薔薇人（ふくやまバラード）で商標登録して販売しています。 

商品に、バラジュース・バラジャム・バラティー・バラ砂糖があります。 

 

出展 

品目 

『バラジュース１００』 

 有機無農薬栽培したバラを加工した商品です。 

『バラジャム』 

有機無農薬栽培したバラを加工した商品です。 

『バラティー＆バラ砂糖』 

有機無農薬栽培したバラを加工した商品です。 

商談ポイント 販路拡大 商談希望業種 デパート・ホテル・専門店 

 

http://fujimarudai.com/
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宮原水産 
出展 

コーナー 
食 品 業務内容 水産加工 

住所 〒737-1377 呉市倉橋町 9694-4 代 表 者 宮原 修治 担当者  

TEL 0823-54-1086 FAX 0823-54-1085 URL  

自社 

ＰＲ 

瀬戸内の豊かで美しい自然に恵まれた倉橋で水揚げされた海産物を独

自の製法で加工し販売しています。 

 
出展 

品目 

『ちりめん』 

 藻塩を使用し、茹で加減にもこだわりをもった一品です。 

『かえり』 

 風味豊かで、魚本来の旨みを引出したまろやかな味です。 

『いりこ』 

 魚の苦みをおさえて、食べやすく仕上げています。 

商談ポイント 販路拡大 商談希望業種  

 

ムツワ味工 株式会社 
出展 

コーナー 食 品 業務内容 漬物製造業 

住所 〒729-1404 三原市大和町福田 1637 代 表 者 古川 公二 担当者  

TEL 0847-33-0238 FAX 0847-33-0240 URL  

自社 

ＰＲ 
大和町で野菜の栽培～漬物加工まで自社で行っています。 

 

出展 

品目 

『三色べったら漬』 

 むらさき大根・うぐいす大根・さくら大根を当社で栽培し、べっ

たら漬けに仕上げました。 

商談ポイント 販路拡大 商談希望業種 スーパー・百貨店 

 

銘撰商店 おそら 
（株式会社 お宙） 

出展 

コーナー 食 品 業務内容 食品販売 

住所 〒730-0065 広島市東区牛田中 2丁目 16-20 代 表 者 清水 早苗 担当者 森園 和美 

TEL 082-511-0340 FAX 082-502-6539 URL http://osora.co.jp 

自社 

ＰＲ 

広島の隠れた逸品を探しています。 

おいしい広島の産物販売店「銘撰商品 おそら」です。 

 

出展 

品目 

『ほんもろこの佃煮とコンフィ』 

 休耕田を活用した高級魚ほんもろこを、あっさり佃煮とオリーブ

オイル漬けにしました。 

『米粉麺』 

 大和町の米を使い、玄米・白米・海苔の 3色の米粉麺に仕立てま

した。 

商談ポイント 販路拡大・その他 商談希望業種 小売店・飲食店 

 

http://osora.co.jp/
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株式会社 モウリ 
出展 

コーナー 食 品 業務内容 菓子食品総合商社 

住所 〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目 13-5 代 表 者 毛利 茂芳 担当者 松尾 篤徳 

TEL 082-555-0888 FAX 082-299-7988 URL http://www.hiroshima-okashi.com 

自社 

ＰＲ 

レンジで加熱するだけでいつでも炊きたての美味しさをご堪能いただ

ける『毛利のかきめし』『毛利のじゃこ菜めし』といった商品を開発し、

県内を中心に販売させていただいております。広島の食材『広島菜』『牡

蠣』を使った郷土あふれるおみやげ物となっております。 

 

出展 

品目 

『毛利のかきめし』 

 広島県産の“牡蠣”と素材の旨味を引き立てる出汁を合わせ、保

存料を使用しない独自の製法で炊き上げた商品です。 

『毛利のじゃこ菜めし』 

 瀬戸内で水揚げされた“ちりめんじゃこ”と郷土の味“広島菜”

に上品な淡口の出汁を合わせ、保存料を使用しない独自の製法で

炊き上げた商品です。 

商談ポイント ― 商談希望業種 販売業者 

 

株式会社 山豊 
出展 

コーナー 食 品 業務内容 漬物製造卸 

住所 〒731-3196 広島市安佐南区沼田町伴 79-2 代 表 者 山本 千曲 担当者 草田 雄治 

TEL 082-848-7778 FAX 082-848-2334 URL http://www.yamatoyo.co.jp 

自社 

ＰＲ 

広島の特産品である広島菜の漬物を中心とした創作漬物メーカーです。 

広島魁の精神で、新商品の開発に取り組んでいます。 

 

出展 

品目 

『広島菜キムチ』 

 農商工連携に認定された商品です。 

『平清盛 広島菜』 

 平清盛が広島菜漬を食べたという伝説があります。 

『広島菜漬詰合せ』 

 歳暮に向けたセットです。 

商談ポイント 販路拡大 商談希望業種 量販店 

 

ゆうき農園 
（大津建設 株式会社） 

出展 

コーナー 食 品 業務内容 建設業・農業生産法人 

住所 〒728-0115 三次市作木町大津 392 代 表 者 熊本 孝司 担当者 熊本 孝司 

TEL 0824-55-2319 FAX 0824-55-3451 URL http://www.otsu-co.jp 

自社 

ＰＲ 
高級「機能性食材」山くらげ（茎レタス）入り食品の紹介 

 

出展 

品目 

『山くらげ入り麺類』 

『山くらげ（茎レタス）入り菓子』 

『山くらげ（茎レタス）入り惣菜』 

 食の安全・安心に加え健康も重要なキーワードですが、山くらげ

（茎レタス）は珍しい食材というだけでなく、食品として色目も

良く、食感もあり、さらにビタミンＣを多く含み、機能性も高い

（肝機能改善効果）食品です。 

商談ポイント 販路拡大・提携先 商談希望業種 ― 

 

http://www.hiroshima-okashi.com/
http://www.yamatoyo.co.jp/
http://www.otsu-co.jp/


食品関係 [広島県商工会ビジネスマッチングフェア 2012] 

 

Ｌｅａｆ 
出展 

コーナー 食 品 業務内容 食品卸売業 

住所 〒729-0104 福山市松永町 4-35-24 代 表 者 大原 敦子 担当者 大原 正教 

TEL 084-934-7409 FAX 084-934-7409 URL  

自社 

ＰＲ 

食品への安全に対する意識も高まっている中、瀬戸内の良質な食材を活か

し、「地産地消」「お客様の満足」を常に意識した食品作りを目指していま

す。 

 

出展 

品目 

『スタミナご飯だれ』 

 食欲そそるにんにくや玉葱、リンゴを入れた焼肉風味の特製ご飯だれで

す。 

『おっ牛肉みそじゃん』 

 広島和牛と八丁味噌に蜂蜜や酒などを加えじっくり練り合わせました。 

『塩こうじ飴』 

 自家製塩麹を使い手作りで仕上げているため粒々感が残っています。 

商談ポイント 販路拡大 商談希望業種 バイヤー・一般 

 


