
平成３１年１月１５日（火）
記 者 発 表

和歌山県内の農水産物・加工食品の販路拡大を促進し、事業者の商談力向上を図るこ

とを目的に、大阪市内で産品商談会を開催します。

本年は和歌山の水産物にスポットをあて、生鮮食品・加工食品・お酒・スイーツなど

が集結し、来場されるバイヤーに「おいしい！健康わかやま」をテーマに、「和歌山の

食」の魅力をPRします。

１．日 時 平成３１年２月４日（月）13：00 ～ 17：00

（12：30 開場）

２．場 所 大阪マーチャンダイズ・マート２階 Cホール

（大阪市中央区大手前1-7-31） 個別商談会 Dホール

３．産品商談会の概要

■出展事業者数 ７８社 （うち 新規出展事業者 ２２社）

■予想来場者数 5５0人（百貨店・スーパー・コンビニ・食品卸・外食産業 など）

■前回の実績 出展事業者数 ７８社／来場者数 5０３人

４．「おいしい！健康わかやま」をテーマに県産食材・加工品の魅力をご紹介

○ 和歌山県の水産物 PRコーナー

まぐろ・養殖あわび・養殖なまずなど多くの県産水産加工業者が出展！！

○わかやまジビエ PRコーナー

わかやまジビエの安全性・美味しさを紹介するＰＲコーナー

○大手食品メーカーとのコラボ商品 PRコーナー

アサヒ飲料㈱「三ツ矢梅」、カゴメ㈱「野菜生活１００有田みかん」、

(株)伊藤園「瞬間パック和歌山みかん」のPR    

○世界農業遺産（GIAHS)紹介コーナー

○「プレミア和歌山」ＰＲコーナー

○和歌山県食品衛生管理認定制度・生鮮食品生産衛生管理システム認証制度ＰＲコーナー

お問い合わせ先 和歌山県 農林水産部 食品流通課 生産者支援班 担当 仮谷、鳥居

TEL 073-441-2820 ／ FAX 073-432-4161 ／ E-mail e0717001@pref.wakayama.lg.jp







「第1３回 わかやま産品商談会 in 大阪」 出展事業者一覧 2019.1.7現在

新規 所在地 会　社　名 主な出展商品
プレミア

認定事業者

1 和歌山市 社会福祉法人一麦会 冷凍コロッケ、ドライフルーツ、ジュース、ゼリー

2 和歌山市 （株）きたかわ商店 和歌山ロール、あんこ屋さんのアイスキャンデー、和歌山のアイスキャンデー、くずカフェ、あんこ屋さんのあんこ、手作り最中 ○

3 和歌山市 生姜のカフェモコ しょうがちっぷす、ジンジャーシロップ、ジンジャーポップコーン、しょうが紅茶 ○

4 和歌山市 （株）勝僖梅 さくら仕立て（梅干）、梅おもひ、紀州梅梅肉、燻し梅ピューレ ○

5 和歌山市 ダイナミック食品(株) 焼肉・ホルモンのタレ、紀州ぽん酢、じゃばらぽん酢、生ハムドレッシング

6 和歌山市 （株）太陽商会 生姜丸しぼりWakayama Ginger Aleプレミアムアイス

7 ○ 和歌山市 東洋ライス（株） 金芽米、金芽米ロウカット玄米

8 和歌山市 呑多呂商店 ひやしあめ、スーパージンジャー、メモリーズオブジンジャー ○

9 和歌山市 梅光園ワールド商会（株） 紀州南高梅、梅関連商品（お菓子、漬物、ドレッシング）

10 和歌山市 （株）フーズファイル 和歌山県産たちうお、足赤えび

11 ○ 和歌山市 (株)フリータウン・ジャパン 紅茶スティック

12 ○ 和歌山市 (株)松尾 きわみﾐｶﾝｼﾞｭｰｽ、無花果ドリンク、ドライフルーツ、ソルベ

13 和歌山市 （株）Meat Factory ジビエソーセージ猪、鹿　ジビエカレー、熊野牛カレー ○

14 和歌山市 和歌山県漁業協同組合連合会 生さくらびんちょうまぐろ、紀州きはだまぐろ、まぐろ缶（加工品） ○

15 和歌山市 わかやま農業協同組合 Wakayama Ginger Ale、生姜 ○

16 ○ 海南市 青木ファーム＆デリ ドライいちじく、ドライキウイフルーツ、ドライみかん

17 海南市 おかし工房桜和 紀州五色バウム、有田みかんバウムひとくちカット、キノネンリン礎（プレーン）

18 海南市 農事組合法人黒沢牧場 ミルクロール、ミルクバーム、ミルクプリン、やさしい牛乳 ○

19 海南市 中野ＢＣ（株） 紀伊国屋文左衛門、槙kozue、香雪kayuki、富士白チュウハイの素 ○

20 ○ 海南市 （株）野田商店 ひじきシフォンケーキ、わかめパウンドケーキ、かつおぶしクラッカー、焼き菓子セット

21 ○ 紀の川市 社会福祉法人山水会　三幸園 防災備蓄パン

22 紀の川市 （株）八旗農園 桃加熱ピューレ、桃とろり、桃ソース、桃コンポート、桃シロップ漬け

23 紀の川市 （有）麺彩工房ふる里 和歌山ラーメン、フルーツジュレ大福、柿アイス、よもぎうどん

24 紀の川市 （株）ヨシムラファーム にんにく（桃山ホワイト）

25 橋本市 紀北川上農業協同組合 あんぽ柿、スカッと柿酢、米 ○

26 橋本市 （株）みしま 柿の葉すし、紀の川めはり寿司、紀の川巻き

27 かつらぎ町 （有）新岡農園 ジャバラ果汁、ピール、ジャバレード、ジャバラハニー、果皮粉末、生果実 ○

28 かつらぎ町 （株）大覚総本舗 ごま豆腐、和風ブラマンジュ胡麻ふるり、粉末ごま豆腐 ○

29 ○ 九度山町 柿の葉すし　九和楽 柿の葉すし（鯖・鮭・椎茸・鯛）

30 九度山町 （有）南横手商店 柿ドレッシング、柿カレー、柿あめちゃん、熊野牛カレー ○

31 有田市 有田食品（株） 紀の国仕立てカレー、紀の国仕立てハヤシ ○

32 有田市 （株）伊藤農園 100％ピュアジュース、ピュアフルーツ寒天ジュレ、有田みかんサイダー、ドライフルーツ ○

33 有田市 農業生産法人（株）早和果樹園 みかんジュース、みかんゼリー、みかんジャム、みかんポン酢 ○

34 有田市 花野食品 みかんワイン、リキュール ○

35 湯浅町 あみ清数見商店 紀州金山寺味噌、香味金山寺味噌、醤油、糀製品 ○

36 湯浅町 まるとも海産 釜揚げしらす、天日干ししらす、ちりめん山椒、しらす佃煮、いかなご釘煮 ○

37 湯浅町 湯浅醤油（有） 湯浅醤油、金山寺味噌、くるみ醤油もち、湯浅醤油ラーメン ○

38 ○ 湯浅町 湯浅町漁業生産組合 和歌山県産紀州アワビ【紀和味】

39 広川町 （株）カワ NBブランドミニカップアイス「一六一八」 ○

40 ○ 有田川町 きとら農園 桑の葉茶 ○

41 有田川町 (株)たかがきサービスステーション 温州みかん、はっさく、七味唐辛子、山椒たれ

42 有田川町 （株）ふみこ農園 フルーツコンポート、梅塩ちゅあぶる、梅グラッセ、フルーツ甘酒 ○

43 ○ 有田川町 まつさか農園 木熟り八朔

44 御坊市 匠の里・紀州 がんこおやじのフルーツトマト、アイコ、青ネギ ○

45 御坊市 （有）樽の味 熟成ぬか床、浅漬け革命、糀の鍋つゆ、グルテンフリーホワイトソース

46 ○ 御坊市 （有）三紀屋 田舎漬たくあん

47 ○ 美浜町 HIDAMARI ドライフルーツ（いちご、みかん、いちじく他）果実酢（いちご、トマト、ブルーべーリー）

48 由良町 魚政商店 特選釜揚げしらす、上干ちりめん、わけありちりめん ○

49 印南町 中島屋 ミニトマト（あまみ、こくみ）、うすいえんどう、スナップえんどう、水菜、ほうれん草

50 ○ 印南町 花職人Ikeda 芽キャベツ、生花（スターチス、カスミ草）

51 みなべ町 （株）ウメタ 紀州南高梅（スイートはちみつ、しそ漬け、極うす塩味他）

52 みなべ町 河本食品（株） 梅干し（紀州五十五万石、焼き梅）梅酒（永遠の雫、遥） ○

53 ○ みなべ町 紀州馬吉農園 うめひかり（梅干し）

54 みなべ町 (株)南高梅ワールド 昔ながらの南高梅、梅ジャム、梅酒、干し梅

55 田辺市 アカネの里 梅果実（冷凍露茜）、梅シロップ

56 ○ 田辺市 紀州ジビエ生産販売企業組合 「いの天」（シシ肉入揚げかまぼこ）、しし肉

57 田辺市 （有）熊野鼓動 熊野サイダー、じゃばら果汁、じゃばすこ、じゃき払い醤油、じゃばらぽん酢 ○

58 田辺市 熊野の里（株） 姫めはり寿司、冷凍温州みかん、シャーベット ○

59 田辺市 （株）小森梅選堂 甘露梅、黒糖ほし梅、フルーツほし梅、干し芋、南高梅ペースト、みかん胡椒

60 ○ 田辺市 （株）松晃梅 KIRA、結華、三栖里の梅、はちみつ梅、真の極 ○

61 田辺市 （株）たがみ 熊野米、熊野米パン、甘酒

62 ○ 田辺市 中野農園 紀州南高梅酢の黒にんにく（仮称）

63 田辺市 （株）濱田 梅酒HANADA、石神の本格梅酒４種類、和歌山のちょっといい梅シリーズ、オリーブ梅 ○

64 ○ 田辺市 半治水産(株) まぐろメンチカツ、まぐろ梅しそフライ、まぐろカツ

65 ○ 白浜町 (株)フィッシャーマン ＣＡＳヒロメ、ＣＡＳ鯖

66 白浜町 （有）福亀堂 フルーツゼリー、フルーツジャム＆マーマレード、うすかわまんじゅう、フルーツどら焼き ○

67 上富田町 （株）天照 ゆずと椎茸の佃煮プレミアム、ゆずとしいたけの佃煮 ○

68 上富田町 （有）深見梅店 農薬を使わない梅干し、農薬を使わない梅肉

69 新宮市 尾﨑酒造（株） 太平洋、熊野三山、那智の滝、熊野水軍、備長炭のしらべ ○

70 新宮市 クックスベスト(株) いわしの甘露煮、小エビの甘露煮、素干し小エビ

71 ○ 新宮市 新宮港埠頭(株) 熊野なまず、におわないブリ

72 ○ 新宮市  社会福祉法人わかば福祉会わかば作業所 長ひじき、芽ひじき、おてがるひじき、ひじきご飯の素、ひじきの佃煮 ○

73 那智勝浦町 木下水産物（株） もちもちまぐろの生ハム、もちもちまぐろ、もちもちびんちょう ○

74 那智勝浦町 （株）ナルリッチ じゃばらピール、じゃばらはちみつジュレ、じゃばらカップケーキ

75 古座川町 古座川ジビエ　山の光工房 鹿肉・猪肉の加工品（たれ漬け、ソーセージ）

76 古座川町 松林農園 ゆずネード、実生柚子のプレミアムなゆずポン酢 ○

77 串本町 （株）岩谷 紀州梅真鯛梅、紀州梅真鯛ねり梅、紀州梅くえ鍋用パック ○

78 ○ 串本町 双日ツナファーム八勝(株) 生鮮さば（紀州梅お殿さば）

新規出展2２社


