参加事業者紹介

商談会概要

日時

令和 4 年

9/7（水）

10 時〜 17 時

予定

10:00 〜 12:00
13:00 〜 15:00

の 2 時間制

15:10 〜 17:00
個別に商談スケジュールを組んで実施します

開催

WEB 商談 インターネットでの商談会です

事務局が事前にマッチングした商談相手とリモートで商談を行っていただきます
パソコンが苦手など、WEB 商談に御不安のある方には事務局スタッフがサポートいたします
WEB 商談には Teams を使用する予定です

参加費

対象

無料
事業者
福島県産農林水産業者及び その加工品を取扱う業者など

バイヤー
首都圏を中心とした全国の外食企業等のバイヤー
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農産物

お米の商品企画から炊飯オペレーションのご提案など、お米のことなら何でもご相談ください

公式サイト

①株式会社東北むらせ

https://t-murase.co.jp/
ポイント

【企業の強み】
・東北をはじめとした主要銘柄生産地の米を月産約4,000トン加工し、産地と消費者を
結ぶ。大型販売店の大量受注から、ご注文に応じた多品種小ロットまで迅速にお応えし
ます。SKU自体も福島県を中心に、産地・生産者を限定した商材を多く揃えている。容量
もお客様のご希望に合わせて、
オリジナルの商品規格をご用意することが可能です。
・新製品の開発とご提案：炊飯後の炊きあがりの変化や確認、環境の違いにより生まれ
る状態を検証・研究。数々のデータを基に、新商品開発・ご提案に力を入れております。
【商品の魅力】
・福島オリジナル品種
【天のつぶ】
【里山のつぶ】
をブレンド、程よい粘りとしっかりとした
食感に仕上げました。
・
【福島県産米の更なる拡販】
、
【子ども達への米食文化の継承】
、
【社会貢献】
をテーマ
に、企画しました
・売上金額の一部より、子ども食堂へお米の寄付を実施しております。
【飲食店取り扱いメニュー例】
通常のご飯
（白飯）
・どんぶりもの・炒飯等の炒めごはん
【取り扱い飲食店・外食企業】
株式会社メフォス・株式会社マルベリィ・株式会社ZOT

基本情報

メニュー展開イメージ「つぶらのロールキャベツ」

事業内容

：米殻その他食糧の販売、精米業および米穀類を原料とする
食品加工業
会社所在地：福島県郡山市桑野 3-20-33
連絡先：024-955-6288
担当者名：熊田

QR コードから特設 WEB サイトへアクセス

お米のプロフェッショナル！ 10 種の品種提案からブレンド米のカスタマイズ相談まで！

②御稲プライマル株式会社

公式サイト

https://miine.co.jp/
ポイント

お米：自社農場での生産。品種約10種。JGAP農場取得。
・おすすめ品種はコシヒカリ、
つきあかり。オリジナルブレンド米
（特許取得済：調合製法）
。
・お米の生産だけでなく、食味試験・食感試験・官能試験等の分析を行い、
お米の特徴を
詳細に定量的に把握していることが企業としての強み。
※ワインのように地方の特性に基づきお米を分類。
トレーサビリティはもちろんのこと、
お客様のお好みに合わせてブレンド米のご提案が可能で、安定供給ができることが
強み。
※数値データで管理しているので、
ブレのないクオリティでの提供が可能！

【商品】
約10種の品種から用途や価格に合わせたお米提案を実施
【飲食店取り扱いメニュー例】
リゾット、
ラーメン店、
カレーなど用途に合わせて米をブレンド提案が可能
【取り扱い飲食店】
多様な業態での取り扱い有
基本情報

メニュー展開イメージ「ライスサラダ トマトカップ仕立て」

事業内容：農産物の生産・加工・販売
会社所在地：福島県本宮市青田字寄松 100
連絡先：0243-24-1363
担当者名：後藤
QR コードから特設 WEB サイトへアクセス

4

農産物

米どころ会津、米作りに適した気候で育った品質の高いお米と野菜をお届けします。

③会津よつば農業協同組合

公式サイト

https://aizuyotuba.jp/
ポイント

・会津は古来より米どころとして知られており、寒暖の差が激しいことから甘みのある米
が育つ土壌になっています。食味評価も高く、会津産コシヒカリは９年連続で特Aを取
得しています。
・福島県オリジナル品種
「天のつぶ」
・
「里山のつぶ」
をはじめトップブランドである
「いな
わしろ天のつぶ」
などのお米を始め、
会津エリアで取れた野菜をお届けいたします。
また
「いなわしろ天のつぶ」
は世界８か国に出荷されるなど、輸出実績も豊富です。

【商品】
米：いなわしろ天のつぶ・極上の会津米
（こしひかり・ひとめぼれ・天のつぶ・里山のつぶ）
野菜：アスパラガス・チェリートマト・きゅうりなど 野菜のみの取引も可能。
【飲食店取り扱いメニュー例】
米、季節の野菜
【取り扱い飲食店・外食企業】
神奈川県・千葉県の飲食企業

基本情報

メニュー展開イメージ「福島野菜のテリーヌ」

事業内容：農業協同組合
会社所在地：福島県会津若松市扇町 49-1
連絡先：0242-37-2228
担当者名：五十嵐・門永
QR コードから特設 WEB サイトへアクセス

福島の魅力を伝えたい。産地を愛する飲食店の立場から食材をご提案します。

④株式会社しのや

公式サイト

https://shinoya.co/
ポイント

・地元ふくしまの食文化を発展させたい！福島食材の魅力を発信する飲食店兼食材卸。
・福島県をはじめ魅力ある食材を広め
「美味しい」
という感動を味わっていただきたい。
・飲食店を経営ならではの、野菜や鶏卵・乳製品など産地と飲食店を繋ぐ。
・少量他品種対応可能な食材卸。

【商品】
野菜、
たまご、乳製品など
【飲食店取り扱いメニュー例】
自社店舗にて取り扱い
【取り扱い飲食店・外食企業】
東京都 外食企業、洋食店舗など

基本情報

メニュー展開イメージ「福島野菜のバーニャカウダ」

事業内容：食材の卸、加工販売
会社所在地：福島県郡山市桑野 3-15-6 クローネ郡山 II
連絡先：024-954-8339
担当者名：篠原
QR コードから特設 WEB サイトへアクセス
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農産物

糖度の高いトマトと季節の果樹を栽培するこだわりの農園

公式サイト

⑤アスカル・ラ・マシア

https://azucarlamacia.stores.jp/
ポイント

・トマト
：ポット独立溶液栽培で、高糖度・旨味・品質安定を実現
・果樹園：3.3ha(梨２ha桃１.1haりんご20a)７月後半から桃、8月後半から梨、年末年始
のりんごサンふじまでリレーされていく
・はちみつ：一期一会の天然はちみつ

【商品】
フルーツトマト・フルティカ
桃・梨・りんご・米・はちみつ
【飲食店取り扱いメニュー例】
アヒージョ・セミドライ
【取り扱い飲食店・外食企業】
トマトキッチン・ヤネウラ 四ツ谷haraku-chi

基本情報

メニュー展開イメージ「フルーツトマトのハチミツカプレーゼ」

事業内容：果樹・野菜・米・養蜂業
会社所在地：福島県福島市笹谷字下釜 20-1
連絡先：090-6684-0990
担当者名：佐藤
QR コードから特設 WEB サイトへアクセス

クボタフィルム栽培（アイメック）により栽培された糖度が高いフルーツトマト

⑥堀越農園

公式サイト

https://linkfly.to/402043ZZ6j
ポイント

・クボタフィルム栽培
（アイメック）
により栽培された糖度が高く、高機能要素
（リコピン、
GABA,グルタミン酸・
・）
の高いトマトです。
・私たちは、震災/原発被災から10年を迎えた2021年営農再開、新規作物導入事業
（農林水産省）
としてクボタ様の協力で
「クボタフィルム栽培システム アイメック® 」
に
よるトマト栽培を直接指導頂いております。安心で安全 高糖度、機能性栄養素の高い
トマト栽培に挑戦しています。
栽培面積：ハウス 10a

年間収量：6トン/年

栽培品種：
トマト
（フルティカ）

収穫期間：12月～6月

特徴：クボタフィルム栽培システム アイメック®

糖度：8～15
（自社測定実績）
【商品】
フルーツトマト
（フルティカ：アイメック栽培）
【飲食店取り扱いメニュー例】
冷凍クラッシュ １～３月が時期 サラダ・冷やしトマト・カレー・パスタ
（添える形）

基本情報

メニュー展開イメージ「フルーツトマトのピクルス」

事業内容：農業
会社所在地：福島県田村市船引町笹山字遠馬場 444-4
連絡先：090-5234-2812
担当者名：堀越
QR コードから特設 WEB サイトへアクセス
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農産物

南相馬で安心安全な農産物（ミニトマト・ケール・小葱）を育てる水耕栽培農家

⑦株式会社ひばり菜園

公式サイト

https://gap-fukushima.jp/user/p180014/
ポイント
基本情報

メニュー展開イメージ「カリーノケールのシーザーサラダ」

・通年で小葱、
サンチュ、
ケール、
トマト、
ミニトマトの５品種を水耕栽培で栽培している農家。
・提案商品は小葱、
ケール、
ミニトマト
（サンチュ・トマトは数量少なくて供給が難しい）
。
・約５haの敷地に野菜生産施設をはじめ育苗施設や集出荷施設などを備え、先進的栽
培システムを導入した太陽光利用型大型園芸施設。高品質な野菜の安定供給が可
能。JGAP取得済。
【商品】
・ミニトマト
「プチぷよ」
：皮が薄く、食感も美味しいおやつ感覚で食べられるミニトマト。
地元で直売くらいしかやっていない商品。ヘタでも傷がつくくらい皮が薄いためヘタも
取って出荷している。食感活かすのであればそのまま。ハーフカットとしてサラダとして
使っているお店もある。
・小葱：業務用向け商品で歩留まりが良いのが特徴。50cmではなく60‐70cmと長い。
長いが太くはならないように心掛けている。
・ケール：土耕には価格で負ける時期もあるが、安定供給でき、異物混入等のリスクも回
避できる。
【取り扱い飲食店・外食企業】
大手ファミレスチェーン ⇒ ケール、小葱
※H&Fインターナショナル
（商社）
経由
大手コンビニチェーン ⇒ ケール

事業内容：水耕栽培農家
会社所在地 事務所：南相馬市鹿島区横手字北ノ内 70-1
ひばり菜園：南相馬市鹿島区南海老地区
連絡先：0244-26-5355
E mail：hibarisaien@sakurazaka.jp
QR コードから特設 WEB サイトへアクセス
担当者名：原田

「おいしいなめこ」を作ることをモットーに、すべての作業にこだわり

⑧有限会社加茂農産

公式サイト

http://www.ii-kamo.com/
ポイント

・なめこ栽培一筋40年。加茂農産の
「こだわりなめこ」
は、
「薫り高く味に深みがあり、食べ
ごたえのあるなめこ」
として、地元いわき市を中心に、
お客様に愛され続けています。特
に、大粒で足の太いなめこが、
おいしいと評判です。
・おいしくヘルシーで、更には健康に良い効果がぎっしりと詰まった、
「いいカモくん」
の加
茂農産の｢こだわりなめこ｣を、毎日の食生活に取り入れていただきたいと存じます。

【商品】
キングなめこ・クィーンなめこ・生なめこ
（極小/小/大）
・極鮮氷結なめこ
（小/大）
【飲食店取り扱いメニュー例】
味噌汁、
アヒージョ、鍋、バターソテー、
ホイル焼き、茶わん蒸し、蕎麦、
うどん、パスタ 等
【取り扱い飲食店・外食企業】
(株) 僖成・駒八グループ・分とく山・地元フランス料理店・学校給食 他

基本情報

メニュー展開イメージ「なめこピザ」

事業内容：農産業
会社所在地：福島県いわき市山玉町竹棚 1
連絡先：0246-65-3841
担当者名：加茂
QR コードから特設 WEB サイトへアクセス
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農産物

希少な国産の黒の生きくらげ「極み」、白の生きくらげ

公式サイト

⑨株式会社フーズネット福島

http://foods-net.com/

ポイント

・きくらげにも旬があり、大きさ、厚さ、色、堅さ、元気の良さの全てを兼ね揃えると極上
のきくらげになります。単に重さや大きさで売られている一般のものとは、品質が別格
です
・こだわり①一番元気な大きさと旬で出荷②立つほどの元気なきくらげ③厚みのあるき
くらげ④鮮度重視のスピード出荷
・国産きくらげの日本全国流通量は５％ほど
・1年中、生のきくらげを出荷できる福島県唯一の企業
・生きくらげの食べ方、効能、
メニュー、
レシピ提案も可能
【商品】
・元気な黒の生きくらげ
『極み』
・可憐な白の生きくらげ
【飲食店取り扱いメニュー例】
てんぷら、
しゃぶしゃぶ、
すき焼き、
きくらげ刺身、
パスタなどにも対応可
【取り扱い飲食店・外食企業】
天冨良 いわ井
（銀座）
、
すき焼きしゃぶしゃぶ京香
（福島県）
、
かつ丸チェーン
（福島県）

基本情報

メニュー展開イメージ「生きくらげとアスパラのアーリオ・オーリオ」

事業内容：生きくらげ製造 販売
会社所在地：福島県郡山市舞木町字正神平 115-1
連絡先：024-956-6601
担当者名：渡部（ワタナベ）
QR コードから特設 WEB サイトへアクセス

生産から販売まで一貫して行う福島県産生きくらげ・しいたけの生産者

⑩移ヶ茸（うつしがたけ）

公式サイト

https://www.farmerslunch.com/farmers
ポイント
基本情報

メニュー展開イメージ「生きくらげのゴルゴンゾーラチーズフリット」

・国産きくらげの流通量の少なさに農業の可能性を感じ、2020年より栽培を開始しました。
・きれいな空気と天然水を使用した安心安全で新鮮なきくらげは、乾燥きくらげにはな
い食感を味わうことが出来ます。栽培に使う水は湧水を使用しているので、雑味がなく
限りなく天然物に近いきくらげになります。阿武隈山地の寒暖差を利用した、肉厚でプ
リっとした食感のきくらげとなっておりますので是非ご賞味ください。冬季はしいたけ
栽培を行ってます。
【商品】
・福島県産生きくらげ(あらげきくらげ）
6月中旬～9月下旬
独特のコリコリとした食感と豊富な食物繊維やビタミンD など栄養価も高い。
5ミリ前後の肉厚でプリプリした食感が味わえます。鮮度が特徴です！		
・福島県産しいたけ 9月~3月
【飲食店取り扱いメニュー例】
カフェでオムライスの具として、天ぷら、湯がいてわさび醤油やポン酢で
（きくらげの刺身）
和風ピザやパスタの具として、
きくらげにバニラアイスを包んで
【取り扱い飲食店・外食企業】
県内のカレーチェーン
（きくらげカレー）
、仙台市飲食店
（きくらげカルパッチョ）

事業内容：農業
会社所在地：福島県田村市船引町北移字畦石 475
連絡先：080-5225-6491
担当者名：安田
QR コードから特設 WEB サイトへアクセス
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農産物

日持ちのいい福島県産オーガニック生しいたけ・生きくらげ

公式サイト

⑪農事組合法人ひかり

https://www.agr-hikari.com/
ポイント

・オーガニックの生しいたけ・生きくらげ

・空調管理された屋内で安心安全なオーガニックの菌床生しいたけ・生きくらげを提供。
水分量の調整が可能なため、
日持ちが良い
（出荷から１週間ほど鮮度を保てる）
。
・FGAP取得、
アジアGAP取得 ・有機JAS
（化学肥料一切不使用）

【商品】

・オーガニックふくふく生しいたけ 100g130円
（税抜き）
自社生産の有機JAS菌床から収穫したしいたけです。
パック包装などもある。
もっちりしていてジューシー。

・オーガニックふくふく生きくらげ 100g150円
（税抜き）
自社生産の有機JAS菌床から収穫したきくらげです。

【飲食店取り扱いメニュー例】

しいたけ：天ぷら、煮物、
しいたけステーキ きくらげ：天ぷら、漬物、
サラダ

【取り扱い飲食店・外食企業】

ホテルほか大手小売りチェーン等

メニュー展開イメージ

基本情報

「オーガニック生しいたけのオーブン焼きセゴビア風」

事業内容：きのこ生産（しいたけ・きくらげ）
会社所在地：福島県西白河郡泉崎村泉崎中核工業団地 30-2
連絡先：0248-29-8017
担当者名：天沼
QR コードから特設 WEB サイトへアクセス

水産物

福島県相馬市の底引き網の豊富な活魚が揃う水産卸

⑫中澤水産有限会社

公式サイト

http://www.nakazawa-suisan.com/
ポイント

・近海底引き網漁がメイン 近海船なので鮮度が高いのが特徴
・大型生け簀が9つある 海の目の前の生け簀で活かしの魚種を発送可能
・カレイの魚種が多い地域で水温の変化とともに今まで取れなかった魚種も増えてきて
いる
・アサリが有名な地域
（5月~９月）
【商品】
※シーズンによる
・カレイ ・ヒラメ ・毛ガニ ・きんき ・のどぐろ ・アカムツ ・ブドウ海老1尾100ｇ
・トラフグ
（9月~2月）
漁獲量が増え、安価 ・白魚
（1月~3月） 魚種豊富
・活かしの状態での配送・鮮魚BOXの対応可能
【飲食店取り扱いメニュー例】
開き穴子の白焼き
（真空して冷凍）
アサリ・青のり
【取り扱い飲食店・外食企業】
大手寿司チェーン
大手スーパー

基本情報

メニュー展開イメージ「ヤリイカのリピエーニ トマトソース」

事業内容：水産卸販売
会社所在地：福島県相馬市尾浜字平前 49
連絡先：0244-38-8220
担当者名：中澤
QR コードから特設 WEB サイトへアクセス
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水産物

質の高い魚介類と水産加工品に至る水産物全般の取扱いを有する仲卸

⑬株式会社東心水産

公式サイト

https://www.tohshin-suisan.co.jp/#service
ポイント

・郡山市場：福島で一番大きな市場で交通の便がよく、太平洋・日本海側の魚種も豊富
に揃う
・福島魚種：ヒラメ・フグ・北寄貝・カツオ など魚種が豊富
※鰹の一大産地で初ガツオ：春先 戻りガツオ：秋口
・津本式の熟成認定を受けている為、熟成魚を納品することも可能
※タイ・ヒラメ・シマアジ 1週間以上の熟成魚を出荷ラウンド、
フィレどちらでも出荷可能

【商品】
・魚全般の豊富な品揃えと飲食店の要望に合わせた加工が強み
・市場では生マグロの出荷が8割だが冷凍マグロもカットも納品可能
・魚全般
（活魚・干物・いか人参・塩辛 等）
・冷凍加工品
（サーモン・カレイ・銀だら・貝類）
【取り扱い飲食店・外食企業】
郡山市内飲食店 ・温泉旅館 ・結婚式場
基本情報

メニュー展開イメージ「マグロのレアステーキ 山わさびソース」

事業内容：水産卸販売会社
会社所在地：福島県郡山市大槻町向原 114 郡山総合地方卸売市場内
連絡先：024-966-0666
担当者名：山ノ井
QR コードから特設 WEB サイトへアクセス

サーモンの常識を覆す、極上の身質と最高の鮮度「阿武隈川メイプルサーモン」

⑭株式会社林養魚場

公式サイト

https://www.hayashitrout.com/
ポイント

国内でも最大規模の面積
（約5万平方メートル）
を誇る養殖施設において、卵から親
魚まで一環したサイクルで４年間手塩にかけて育てられた阿武隈川メイプルサーモン
です。国内産サーモンは全体の５％程度のため希少。国内流通している海外産の生鮮
サーモンは、水揚げから1週間程度かかって日本へ到着する流れだが、阿武隈川メイプ
ルサーモンの特徴は、産地直送だからこそ水揚げからすぐのサーモンを食べる体験を
お客様に提供することが可能です。
また、他ブランドとは違い1社で養殖を行っている
ので味のブレがないことも強みです。

【商品】

・用途に応じた処理加工

①ラウンド(血抜きのみ・マル)②セミドレス(エラ・内臓抜き)②トリムC(皮付き・フィーレ)

・価格目安は ラウンドでK2000円が目安。淡水サーモンの為、通年出荷が可能。

【飲食店取り扱いメニュー例】

サーモンヌードル・刺身・フレンチなどではコンフィ
（半生で食す）

鮮度がいいので完全に火を通す料理より生・半生の料理がおすすめ

【取り扱い飲食店・外食企業】

外食チェーン採用実績あり 大手居酒屋チェーン、海鮮酒場チェーン、
フレンチなど

メニュー展開イメージ

基本情報

「阿武隈川メイプルサーモンのミキュイ デュカとタプナードソース」

事業内容：淡水魚養殖及び加工・販売
会社所在地：福島県西白河郡西郷村大字小田倉字後原 66
連絡先：0248-25-2041
E mail：ishida@hayashitrout.com
担当者名：石田

QR コードから特設 WEB サイトへアクセス
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水産物

旨味のある風味豊かな味わいが特徴の「常磐もの」の季節ごとに獲れるタコ

⑮カネセン水産有限会社

公式サイト

http://www.ogenkyo.com/002_kanesen/
ポイント

・創業以来受け継いできたタコとイカの加工技術を核として、新しい商品づくりにチャレ
ンジし、時代の求める商品をお届けします。
＊こだわり＊ 「常磐もの」
の季節ごとに穫れるタコ
「常磐もの」
のタコは、
アワビやカニを主食としているため、
うま味のある風味豊かな味
わいが特徴。
タコの鮮度・種類・大きさによって熟練された微妙な加減で、
「塩の分量・タコもみ機の回
転速度・もみ時間」
を見極めながら、手間と時間をかけて
「塩もみ」
をいう大事な工程を
行う。
加熱方法をタコの種類により使い分け、最後は蒸し・茹であがったタコを５°
C 以下の氷
水で一気に冷やし、
うま味をタコに閉じ込め、身を引き締めて鮮度を維持します。
【商品】
煮タコ・蒸しタコ・味付タコ・酢タコ
【飲食店取り扱いメニュー例】
タコのわさび味噌カルパッチョ・タコ飯・タコのから揚げ・味付けタコの冷製パスタ 等
【取り扱い飲食店・外食企業】
居酒屋にて実績有

基本情報

メニュー展開イメージ「タコのセビーチェ」

事業内容：水産業
会社所在地：福島県いわき市江名字北口 266
連絡先：0246-55-7522
担当者名：坂本
QR コードから特設 WEB サイトへアクセス

福島で江戸時代から伝わる伝統珍味「紅葉漬」と半焼で頂ける「民謡漬」

⑯中央水産株式会社

公式サイト

https://plaza.rakuten.co.jp/chusui/
ポイント

中央水産株式会社は昭和24年設立、福島市内で唯一
「紅葉漬」
を製造している水産加
工会社です。
「福島の美味しさと伝統を創り出す」
を経営理念に掲げ、市内に工場と直
売所を構えています。お取引はグループの福島市公設卸売市場の仲卸
「株式会社丸
鮮」
より対応しますのでスムーズな取引が可能です。

【商品】
・ふくしま伝統の生鮮珍味紅葉漬
（日本百名山“吾妻山”の美しい紅葉のように、厳選さ
れた生鮭を独特の糀につけた生鮮珍味。角切りにしてあるため、お箸で食べやすくそ
のまま召し上がれる熟成漬込珍味。）
・民謡漬
（自社ブランドとして販売。鮭と糀を丹念につけ、郷土豊かな民謡のような風
味。半焼きが香りほどよく召し上がれます。）
・その他、併せて魚の切り身漬等商談可能です！
【飲食店取り扱いメニュー例】
居酒屋でのお通しとして、土鍋ごはんのお供として、
日本酒の肴として、パスタと和えて
【取り扱い飲食店・外食企業】
旅館・ホテル、
バイキングやお膳、
お弁当・仕出し、
お弁当の食材、居酒屋

メニュー展開イメージ

基本情報

「紅葉漬のタブレで味わうブロッコリーのアーリオ・オーリオ」

事業内容：水産加工業
会社所在地：福島県福島市北矢野目字竹の花 33
連絡先：024-553-0001
担当者名：髙橋
QR コードから特設 WEB サイトへアクセス
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水産物

常磐の魚を中心に様々な魚種の加工商品やオリジナル商品の相談可能！

⑰有限会社海幸

公式サイト

http://joban-mono.jp/shop/1023.html
ポイント

・
「海幸」
はいわき市江名に本社工場を持ち、普段は学校給食やJAの食材配達サービス
などに、海産物を加工し卸しております。私達がいま取り組んでいるのが、
いわきの郷
土料理をより多くの人へと広めるための新たな商品開発です。
・地場の魚
（常磐もの）
を中心に、様々な魚種を扱っています。
また加工場を持っているの
で、切身・干物・総菜半製品等を製造していてオペレーション簡素化のため等、
オリジナ
ル商品の開発などもご相談が可能です！

【商品】

・魚種加工品
（ホッケ、
サバの開き、
メヒカリ・ヒラメ・サバの唐揚げ、
あんこう鍋セット等）
・オリジナル商品や魚種加工品のOEM

【飲食店取り扱いメニュー例】

切り方を決めた切り身
（お皿のサイズ等に合わせて調整）
魚漬け
（塩麹、西京味噌、酒粕、
みりん）

飲食店のレシピに合わせて魚を使った商品化が可能
（焼鳥チェーンさんのタレを使用
した焼き魚など）

【取り扱い飲食店・外食企業】

ホテル、
レストラン
（フレンチ、中華、和食等）

基本情報

メニュー展開イメージ「あんこうのエスカベッシュ」

事業内容：水産加工・卸
会社所在地：福島県いわき市江名字江ノ浦 105
連絡先：0246-59-0111
担当者名：多田（タダ）
QR コードから特設 WEB サイトへアクセス

伝統製法 70 年以上継ぎ足し続ける秘伝のタレで付け込んだやわらかく風味ある黒干し

⑱合資会社カネキ商店

公式サイト

http://kaneki-shouten.jp
ポイント

・弊社は,令和３年１月に創業以来７０年以上継ぎ足し続ける秘伝のたれを
「味丸黒干®」
として商標登録いたしました。
「味丸黒干®」
を次世代に継承する事を念頭に置いて、小
名浜発祥伝統製法の秘伝のたれ
「味丸黒干®」
を全国に広め、魚離れの食卓にお魚が
並んで欲しいと願いを込めて、安心安全な干物づくりを心がけております。
・創業以来７０年受け継ぎ培ってきた家宝のタレに漬込んだ漆黒のいわし。
タレは真っ黒
いですが、醤油、みりんを使っておりません。砂糖
（洗双糖）
と塩のみで継ぎ足しており
ます。酸化防止剤、保存料、着色料、化学調味料、
ツヤ出し剤等も一切使用しておりま
せん。自然な色合いとツヤ、優しい甘さが特徴です。

【商品】
黒干いわし・黒干さば・黒干銀たら

真空袋１枚入り

【飲食店取り扱いメニュー例】
そのまま焼く
（・海鮮BBQに使用・チーズを添えて）
・餃子の皮でミニピザにして提供等
【取り扱い飲食店・外食企業】
居酒屋・おにぎり屋にて現在４件首都圏にて実績有
基本情報

メニュー展開イメージ「味丸黒干いわしの香草パン粉焼き」

事業内容：水産業
会社所在地：福島県いわき市小名浜字鳥居北 99-3 グレース小野 101
連絡先：090-1378-7302
担当者名：矢數（ヤカズ）
QR コードから特設 WEB サイトへアクセス
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水産物

高級魚ブランド「常磐もの」を使い、古来からの製法にこだわる絶品干物

⑲丸源水産食品

公式サイト

https://marugen-syoten.com/
ポイント

・高級魚ブランド
「常磐もの」
を使い古来からの製法にこだわる絶品縄文干し。
・新鮮で活きのいい
「常磐の魚」
を、鮮度の良いうちに魚種に合わせて下処理し、独自の
低塩の調味液に一晩漬け込んで、
日陰でじっくり干し上げた干物です。
・グランドメニューで通年供給できるのがサバとメヒカリで季節商品だと30～40種加工。
・独自の製法で解凍してもドリップが出ず再冷凍も可能、美味さがキープできるのが特徴。
金頭
（カナガシラ）
：酒粕に漬け込んで干すので焼きでも天ぷらでもおすすめ

【商品】
サバ半身5枚
（1枚120g前後）
、
メヒカリ5尾
（1尾30g前後）
季節魚種例：キンキ・縞ホッケ・イワシ・柳ガレイ・金華鯖・酒干しイカ軟骨唐揚げ
【飲食店取り扱いメニュー例】
定食、焼きでのおつまみ提供、
メヒカリやサバの縄文干しは唐揚げや揚げ物も相性〇。
干してあるので、
フライヤーの油が跳ねずらいのも特徴。
【取り扱い飲食店・外食企業】
千葉県の老舗有名居酒屋、銀座老舗割烹、沖縄県焼鳥屋
基本情報

メニュー展開イメージ「目光縄文干しのアヒージョ」

事業内容：干物加工会社
会社所在地：福島県いわき市江名字北口 339
連絡先：0246-55-7313
担当者名：佐藤
QR コードから特設 WEB サイトへアクセス

畜産物

450 年以上の歴史を誇る、上質な甘みが特徴の会津地鶏の加工販売

⑳株式会社会津地鶏ネット

公式サイト

http://www.aizujidori.net/
ポイント
基本情報

メニュー展開イメージ「会津地鶏のトマト煮 目玉焼きのせ」

【商品概要・強み・魅力・ポイント】
◆会津地鶏：450年以上の歴史ある品種。ブロイラーの台頭で一時生産量が激減。福
島県の養鶏試験場のバックアップを得て、生産販売をしている。
◆お肉の特徴：赤みが強く、他の地鶏にはない上質な甘みが特徴。胸肉は、
もも肉と間
違えるほどうま味の強いお肉で、唐揚げが向いています。もも肉は、
シンプルに塩焼き
や水炊きなど素材の味わいを活かす料理が向いています。
◆業務用商材
・
１週間に1回チルド品の納品は可能。
・部位ごと
（スライス加工含む）
の受注が可能。
（量により要相談）
・お客様のご要望に合わせた商品開発が可能です。
（カット、
スライス、味付け、各調理：
要相談）
◆鶏卵：
・会津地鶏は野生に近く、2～3日に一回しか産まないので、濃厚な味わいが特徴
・濃厚な味わいを活かしたたまごアイスも販売
（業務用として２Lの大容量商材も）
◆加工品
・鶏の生ハム、炭火焼、
カルパス、
カレー
（レトルト）
などの加工品も豊富に揃う。
【取り扱い飲食店・外食企業】
東京都内居酒屋、焼鳥店

事業内容：会津地鶏の飼育・販売
会社所在地：福島県会津若松市湊町大字赤井字笹山原 3
連絡先：0242-94-2266
担当者名：菅野（カンノ）
QR コードから特設 WEB サイトへアクセス
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畜産物

料理人のこだわりに応え、料理の美味しさを引き出すことができる『伊達鶏』

㉑伊達物産株式会社

公式サイト

http://www.datebussan.co.jp/
ポイント

※イメージ画像

基本情報

メニュー展開イメージ「伊達鶏のソテー マルサラソース」

・料理に合う鶏として開発、旨味・食感のバランスが良い
・赤鶏×赤鶏の掛け合わせという品種も強み
・
１９８５年より生産、
３７年の歴史があり、米処、酒処と呼ばれる阿武隈水系の豊かな地域
（福島・宮城）
の契約農場で育つ
・平飼い
（50羽以下／坪）
での適度な運動環境による、食味・食感の向上
・商品にはロット番号を印字し、生産農場のトレースが可能
【商品】
①中抜きⅢ型 ②もも正肉 ③むね正肉 ④ささみ ⑤手羽元 ⑥手羽先
【飲食店取り扱いメニュー例】
①中抜きはロティサリーチキンや、ぶつ切きりにして水炊きなど ②もも正肉はチキン
ステーキ ③むね正肉は蒸し鶏 ④ささみは鳥わさ ⑤手羽元はカレーなどの煮込
み ⑥手羽先は焼き鳥
【取り扱い飲食店・外食企業】
国産のストーリー性のある、高質な食材を使用したメニュー提供する飲食店様よりご
支持頂いております。

事業内容：養鶏業、食鳥処理業
会社所在地 本社：福島県伊達市梁川町字南町谷川 13
東京営業所：東京都台東区東上野 5-4-19 第一佐藤ビル３階
連絡先：03-6802-7581
担当者名：近藤

QR コードから特設 WEB サイトへアクセス

伊達鶏を使ったクイックメニューが揃う食材加工会社

㉒株式会社信濃屋

公式サイト

http://www.shinanoya.info/
ポイント

・弁当販売・オンラインストアがメイン
・高品質な伊達鶏を急速冷凍かけている。スチームコンベクション、
レンジで温めればす
ぐに提供可能
・応相談でPB商品開発も可能

【商品】
伊達鶏を活用した料理40アイテム。
メインは唐揚げシリーズ
（モモ肉・胸肉・手羽・ささみ）
で唐揚げだけでも40種ある。
【飲食店取り扱いメニュー例】
県内旅館での桃ごはん提供 福島県内の道の駅で販売：PBハバネロの唐揚げ
ホテルでの唐揚げ提供
【取り扱い飲食店・外食企業】
県内旅館 道の駅 ホテル取り扱い実績有

基本情報

メニュー展開イメージ「伊達鶏ささみのザクザク揚げサンド」

事業内容：弁当の製造、販売、福島県産の食材を自社加工した商品販売
会社所在地：福島県福島市鎌田字卸町 5-9
連絡先：024-553-7690
担当者名：河戸
QR コードから特設 WEB サイトへアクセス
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畜産物

生産者から直接買い付けを行う、こだわりの食肉製造販売会社

㉓株式会社ハヤオ

公式サイト

https://www.hayao-029.com/
ポイント

・市場から調達ではなく生産者から市場を通さず仕入れをしている
・生産者に直接要望を出して餌の配合等まで管理するこだわりの精肉卸
【商品】
・豚肉：こだわりの3ブランドを販売
・豚内臓：生産者から直接仕入れしているのでブランドごとに内臓を出荷可能
※フレッシュ・冷凍両方対応可能 数量次第でパーツ対応も可能
・牛肉：2ブランド 奥会津牛・福島牛
・牛内臓：一頭分扱い パーツ対応不可
・馬肉：最終肥育をして食肉センターから買付
※原料が足りていない為、現在販売中止中
【取り扱い飲食店・外食企業】
ホテルのイベントで使用
首都圏の飲食店も取り扱い有
※様々な部位を購入してくれる販路先を中心に開拓している

基本情報

メニュー展開イメージ「健育美味豚のローストポーク」

事業内容：食肉製造販売
会社所在地：福島県会津若松市花春町 6-6
連絡先：0242-27-3361
担当者名：早尾
QR コードから特設 WEB サイトへアクセス

発生率の少ない『うねめ牛』や上質な脂肪と肉質が特徴の『麓山高原豚』取り扱いの肉卸

㉔株式会社オクヤマフード

公式サイト

https://www.fukulabo.net/shop/shop.shtml?s=5353
ポイント

・うねめ牛
（雌牛）
：福島県郡山市で育成。黒毛和牛の雌のみのブランド。A４～５のみ。福
島牛と比べても頭数が少なく、発生率が低く希少価値が高い！

・伊達鶏：希少な銘柄鶏である伊達鶏をチルドで納品することが可能。フランスの鶏肉
を原種鶏として掛け合わせた品種で、固すぎず、柔らかすぎず、
ちょうどよい食感が特
徴。脂の旨味も特徴の一つ。

・麓山高原豚：福島県内の限定された飼育農家で作られた豚。仕上げの60日間に専用
飼料を与えることで、臭みを少なく、食味の向上を図っています。良質な脂肪と肉質を
重視し、
アクの出にくい柔らかな肉質となっています。チャーシューなどのPB商品のご
相談も可能です。

・その他：福島牛小腸味噌ダレ味付けホルモン など福島牛
（福島県産の牛ブランド）
や、福島県内で屠畜した豚の内臓も取り扱いあり豊富な種類で商品提案可能。福島
牛、麓山高原豚との合挽ハンバーグや、様々な加工品のご相談も承ります。

【飲食店取り扱いメニュー例】

ステーキ・焼鳥・ハンバーグ・ホルモン焼き・とんかつ

【取り扱い飲食店・外食企業】

地元ホテル・ラーメンチェーン店・居酒屋・焼肉店 等

基本情報

メニュー展開イメージ「イタリア風ホルモン煮込み」

事業内容：食肉卸売り販売・食肉加工
会社所在地：福島県郡山市富久山町久保田字下河原 92-1
連絡先：024-942-2929
担当者名：奥山
QR コードから特設 WEB サイトへアクセス
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その他

全国の飲食店と取引する会津で百年続く味噌醤油蔵（喜多方ラーメンや国産生七味）

㉕合名会社高砂屋商店

公式サイト

https://aizutakasagoya.jimdofree.com/
ポイント
基本情報

メニュー展開イメージ「生七味と山椒ぽん酢のサラダチキン」

・会津で百年続く味噌醤油蔵です。会津に欠かせない味として、地元を中心に親しまれ
てきました。平成28年には全国醤油品評会にて最高賞の農林水産大臣賞を受賞した
実力派の蔵元です。
・有名喜多方ラーメン店での使用もあり、全国でのお取引先も多いです。
また、生七味に
ついては全国でも好評を頂いて、料理の付け合わせなどで全国チェーンさんでのお取
り扱い実績もございます。
【商品】
醤油
（商品名：道楽極）
味噌
（商品名：味噌蔵勇右衛門膳）
ぽん酢しょうゆ
（商品名：山椒ぽん酢、会津高田梅みぞれぽん酢）
スパイス
（商品名：まるごと国産生七味）
たれ
（商品名：餃子よろこぶ辛し味噌だれ）
【飲食店取り扱いメニュー例】
前沢牛のステーキ生七味添え、鶏肉のグリル生七味添え、
かつおのたたきや鍋に山椒
ぽん酢かけ、餃子に喜ぶ辛し味噌だれ、
つけ・かけ用に道楽極
【取り扱い飲食店・外食企業】
東京食材卸JEM
（生七味）
、
ホテル、居酒屋チェーン、持ち帰り餃子店、料亭
全国のラーメン店やチェーン、
そば店、上場外食企業での取り扱い実績あり

事業内容：醤油製造業、味噌製造業、漬物製造業
会社所在地：福島県河沼郡会津坂下町古市乙 141
連絡先：0242-83-2032
担当者名：桑原
QR コードから特設 WEB サイトへアクセス

福島の餃子の名店でも使用されている老舗醤油蔵元（OEM 相談可）

㉖安齋醸造有限会社

公式サイト

http://www.anzaijozo.com/
ポイント

当社は、1963年の創業以来、桑折町の老舗醤油醸造元として
「安全・安心・おいしい」
を
モットーに
「味」
を守りつつ、新たな商品も提供しております。

国産原料にこだわり、先代より大事に引き継いできた味をベースに作られただし醤油
「伊達の味」
。

地元のスーパー等でも販売してなく希少な商品。本かつおの一番だしと良質のみりん
をベースに塩分を控えた、
プレミアムなだし入り醤油です。
さらっとした口当たりで後に
ひろがる醤油の香りと味わいある旨味が素材の味を引き立て、料理に深みを持たせて
くれます。塩分を気にされる方にも好評で、遠方よりお取り寄せいただくリピーターのお
客様も多くいらっしゃいます。

【商品】

伊達の味各種、焼き肉のたれ王林
（王林林檎とあかつき桃を使用）
、伊達ポン 、熟ソー
ス、無添加醤油

【飲食店取り扱いメニュー例】

寿司の醤油
（店舗ごとのオリジナル）
、
そば、割烹、
とんかつ業態

【取り扱い飲食店・外食企業】

基本情報

メニュー展開イメージ「熟ソースでいただくハンバーグステーキ」

福島市の名店
「餃子 照井」
餃子やラーメンのタレのOEM、東京都日野市
「弘前軒」
ラー
メンのタレ。OEMの商品は200L～の相談が可能です。

事業内容：みそ しょうゆ タレ等 製造販売
会社所在地：福島県伊達郡桑折町沢 22
連絡先：024-582-3214
担当者名：安齋
QR コードから特設 WEB サイトへアクセス

16

その他

米粉麺の OEM、福島県産のおいしいお米で作ったグルテンフリー対応の「う米めん」

㉗アルファ電子株式会社

食品事業部

公式サイト

https://umaimen.net/

ポイント
基本情報

メニュー展開イメージ「う米めんボロネーゼ」

・う米めんは、
グルテンフリーなので小麦アレルギーの方に。ダイエット、
ファスティング、
体調不良時の回復食として、
また生活習慣病予防に、
またアウトドアでもお召し上がり
いただけます。和風
（なべ焼きうどん風）
、
洋風
（ナポリタン）
、
中華
（あんかけ焼きそば）
、
アジアン
（フォー）
など様々な調理パターンが楽しめます。
・白米：科学的根拠にもとづき、美味しいを追求してつくられた“うどん風”の麺です。製
麺特性の良いお米、
福島県須賀川産天のつぶを使用しています。
・玄米：ほんのり香ばしい香りの“パスタ風”の麺です。製麺特性の良いお米、
福島県只見
産コシヒカリを使用しています。特許取得製法でつくられる、
これまでにないもちもちし
た食感が特徴です。小麦アレルギーの方にも安心して食べていただけます。白米麺は
うどんのような3㎜角の形、
玄米麺は7㎜のフィットチーネのような平たい形状。
【商品】
・う米めん
（白米）
（玄米）
1㎏1,350円前後
・OEM 120g160円～180円 試作は5キロ～ ロットは50キロから可
【飲食店との取引実績】
定食の付け合わせやカフェで玄米麺をパスタで提供。和食屋コースの〆の麺でうどん
のような形で使用されている。
【取り扱い飲食店・外食企業】
カフェ業態でのパスタ、
とり一
（有楽町）
〆の麺で
小麦アレルギー、
グルテンフリーの方や、
健康志向・ヘルシー志向のターゲットのお店に
おすすめです。

事業内容：+ αの価値を提供しお客様に感動を与えるものづくりサービス業
会社所在地：福島県岩瀬郡天栄村飯豊字向原 60-2
連絡先：0120-400-106
担当者名：樽川
QR コードから特設 WEB サイトへアクセス

地域団体商標「なみえ焼そば」の唯一の認定工場

㉘合資会社旭屋

公式サイト

http://asahiyamen.com/
ポイント

・
「麺、
もやし、
バラ肉」
の3種の材料を炒め、濃厚ソースを絡めて作るだけなので、手の込
んだ事は一切不要。
・通常の約3倍もの太さがあるモチモチとしてコシのある極太麺に
濃厚でスパイシーなオリジナルソースと伝わる浪江の焼そばにしかない味わいです。
・
１００％国産小麦使用の焼きそば専用麺
福島県産 雪力
（南相馬産）
、
きぬあずま小麦使用
・冷めても美味しい、麺が太いので水気が保てる、汁気が残る→テイクアウト・デリバ
リーにも最適・オリジナル麺作成 対応可能 １００キロ
（要相談）

【飲食店取り扱いメニュー例】
ラーメン・冷やしラーメン・冷やし中華・なみえや
【取り扱い飲食店・外食企業】
県内飲食店・学校給食にて実績有

基本情報

メニュー展開イメージ「なみえ極太カルボナーラ」

事業内容：製麺業
会社所在地：福島県双葉郡浪江町大字権現堂字上柳町 11
連絡先：0244-32-1631
担当者名：鈴木
QR コードから特設 WEB サイトへアクセス

17

その他

福島県奥会津の日本で２か所しかボトリングできない天然の炭酸水

公式サイト

㉙株式会社ハーベス

https://aizu-tansansui.com/
ポイント

・福島県・奥会津金山に明治時代より湧き出す天然の炭酸の水です。

・国産の天然炭酸水がボトリングされているのは2か所しかなく、希少性の高い商品です。
・天然炭酸ならではの自然な風味をそのままお届けするため、密封性の高いガラスビン
にボトリングしています。

・日本国内で開催されるサミットや、国際会議の際のテーブルウォーターとして選ばれて
います。
・海外産水や炭酸水の代用として国産の天然水として使用して頂いています。

【商品】

・奥会津金山 天然炭酸の水
（330㎖、500㎖、720㎖）

メニュー展開イメージ「ハーバルジンリッキー」

・奥会津金山 天然水
（330㎖、500㎖、720㎖）

【取り扱い例】

・チェイサーやテーブルウォーター、
日本酒の和らぎ水として
・チャーシューの仕込み炭酸水として

【取り扱い飲食店】

・分とく山、
レフェルヴェソンス、草喰なかひがし
（京都）
、銀座スイス等

基本情報
事業内容：潤滑剤事業、コーティング剤事業、天然水事業等
会社所在地：埼玉県さいたま市浦和区常盤 9-21-14 パークサイドガクヤビル 7 階
連絡先：048-824-2850
担当者名：石村
QR コードから特設 WEB サイトへアクセス

福島県白河市で大正から愛される日本酒

㉚千駒酒造株式会社

千駒

公式サイト

http://senkoma-shuzou.co.jp
ポイント

・創立は大正12年。良い水、良い米、丁寧な酒造りで造る小さな蔵です。

・千駒のある白河市は、福島県の南部に位置し、西に高くそびえる那須連峰を臨む自然
豊かな城下町です。千駒酒造では、酒造りに丁度適した那須山系からの豊富な伏流水
が得られ、長い歴史の中で一度も枯れる事の無かった蔵の井戸からくみ上げられる命
の水は、洗米から仕込みまで使われます。雑味の無い優しい味わいはこの澄んだ中軟
水の水から生まれます。どの商品もお米の味や旨味がしっかり味わえるようなお酒造
りをモットーにしています。

【商品】

・純米吟醸酒 蘇芳
（すおう）

・福島県産の酒米を100％使用した福島県白河生まれのお酒。
・上品な香りがひろがり、米本来の豊かな風味が味わえます。
メニュー展開イメージ「プレミアム梅酒のオレンジモヒート」

・精米歩合…50％ アルコール分…15度

【飲食店取り扱いメニュー例】

お米の風味が豊かで飲みやすいのでお肉やスイーツにも相性が良いです。

【取り扱い飲食店・外食企業】

しらかわ千駒は白河市内でほぼ飲める地元酒、首都圏日本料理グループ企業

基本情報
事業内容：酒類製造販売 清酒・焼酎・リキュール
会社所在地：福島県白河市年貢町 15-1
連絡先：0248-23-3057
担当者名：久保田
QR コードから特設 WEB サイトへアクセス
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その他

Memo
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ふくしまプライド。

マッチング商談会
公式サイト

商談会に参加している事業者情報など
公開中
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