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和歌山県ブース　出展者ガイド
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和歌山
WA K AYA M A

2023年3月7日（火）～10日（金）
10:00～17:00（最終日は16:30まで）

東京ビッグサイト東７ホール

様々な和歌山県産品のECサイトをご紹介
するとともに、産地の魅力を伝える動画や、
季節にあわせた商品特集など、県の " 食 " に
まつわる色々な情報をお伝えしていきます！
URL：https://oishii-wakayama.com/

おいしく食べて和歌山モール

県産品の購入はこちら

和歌山“食”の総合ポータルサイト

和歌山ってどんなところ？

東京ビッグサイト 東７ホール

和歌山県の食品事業者と
オンライン商談ができます！

おいしく食べて和歌山モール ― FOR BUSINESS― は和歌山県
の県産品・中間加工食品の事業者と全国のバイヤーを「繋ぐ」
オンライン商談スペースです。
ビジネスシーンを想定した県産品データベースの検索機能
により、「売りたい」「買いたい」情報の登録・閲覧機能で、
売り手と買い手の出会いを創出します。
URL：https://oishii-wakayama.com/for-business/

温暖でありながら寒暖差を生む深い山々。
南からは黒潮、北からは瀬戸内海の恵み
を受け、それらが混じり合う豊かな海。
四季折々、地域ごとに異なる表情を見せる
和歌山県はまさしく「食の宝庫」です。

SNSアカウント更新中！

Twitter

Youtube

東７ホール

和歌山県
ブース
7C-600



⑩～⑱

①～⑨
PRコーナー

PRコーナー

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/071700/d00209446.html

県内事業者の商品情報などバイヤーの皆様に
役立つ旬の情報を月1回、メールでお届けします！
配信希望の方は、会社名・役職・氏名・電話番号
をメールにご記入ください。
e0717002@pref.wakayama.lg.jp

バイヤー向けメールマガジン 

バックナンバーはこちら

厳選した南高梅をフルー
ティーな味わいの上品な
甘さに仕上げました。

主力製品：梅干調味料「パラパラ梅」/ギフト紀州
うす塩味梅｢至宝」/梅干タブレット「梅と塩」

紀州うす塩味梅
｢至宝」

TEL：073 -423 -9671
和歌山県和歌山市北相生丁14 番地 
（株）松 尾

手作業にて製造しております
ので、果実の風味を損なわず
濃厚な味わいに仕上げており
ます。

主力製品：あら川の桃 60％果汁入りドリンク/
きわみみかん100％ストレートジュース

あら川の桃60％
果汁入りドリンク

TEL：0739-22-0540
和歌山県田辺市高雄3丁目５-１３
（株）酒のかまくら

和歌山県が生産量全国一を
誇る梅と柑橘類をバリエー
ション豊かなお酒に仕上げ
ました。
種類の豊富さとラベルのイ
ンパクトで大人気です。

主力製品：紀州鴬屋 梅酒原酒/
　　　　　紀州柑々屋 温州みかん酒（丸ごと搾り）

梅酒 /みかん酒

TEL：0737 -88 -7279
和歌山県有田市宮原町新町 275 -1
（株）早和果樹園

ふるふる触感！もっちり食感！
有田みかん果汁５０％使用！
ご家族で有田みかんの贅沢
時間をご提供。

主力製品：有田みかん果汁を使用した100%スト
　　　　　 レートジュース/ゼリー/スムージー

もっちり
有田みかんゼリー

TEL：0739-25-5680
和歌山県田辺市芳養町 2725
（有）長生き屋商店

カリカリ梅・しそ・おかか
（全て国産）を混ぜ合わせ
乾燥させました。
合成保存料・合成着色料・
化学調味料不使用

主力製品：やわらか干し梅 種抜き/やわらか干し梅
梅短冊/カリカリ梅/紀州産南高梅つぶれ梅

ごはんのお連れ
きざみ梅 しそおかか

TEL：0739-72-2730
和歌山県日高郡みなべ町山内1095-1
井上梅干食品（株）

紀州産南高梅を塩分控えめ
に漬け込みました。
フルーティーでとろける食感
がたまりません。

主力製品：紀州産南高梅/ 紀州産梅肉

紀州産
りんご酢の梅

TEL：0737 -62 -3509
和歌山県有田郡湯浅町田 39
（株）小南農園

田村みかんをまるごと3個
ゼリーに閉じ込めました。
柔らかな弾力の果肉は驚く
ほどジューシー

主力製品：みかんゼリー/みかん缶詰/みかんジュース/
　　　　　桃ジュース/青果物（田村みかん・有田みかん）

田村みかんフルーツ
まるごとゼリー

TEL：0736-56-2777
和歌山県伊都郡高野町高野山733 番地
（株）全笑 山椒専門店 平野清椒庵

和歌山県産山椒の頂点と
いわれる「ぶどう山椒」
100% 使用。
丁寧な石臼挽きで芳醇な
香りが生きています！

主力製品：山椒/ゆず一味/七味 他
　　　　　国産薬味

山椒、七味、
ゆず一味、一味

TEL：0739-72-2418
和歌山県日高郡みなべ町西岩代４４４
紀州綜合食品（株）

プチギフト 6 種の梅干。
黒を基調としたスタイ
リッシュなパッケージで
ご提案。

主力製品：梅色コレクション（６種）/
　　　　　梅の出逢い/ 紀州蔵漬け ST

梅色コレクション

和歌山県和歌山市三葛１２７－１
TEL：073 -448 -5040

（株）ファイブワン じゃばら本舗

八幡屋礒五郎とのコラボ商品。
焙煎技術を活かし、芳醇な香り
が引き立つようじゃばら果皮
を 60％配合。

主力製品：柑橘じゃばら加工製品/果汁原料/
　　　　　粉末原料 /果皮原料など

じゃばら果皮入り
七味

TEL：03-3953-0040
東京都新宿区中井１-４-１２ 営業本部
マルヤマ食品（株）

和歌山県田辺市上芳養 2954
TEL：0739 -37 -0458

（株）不動農園

国産はちみつ入りの甘酸っ
ぱい紀州南高梅。
便利な個包装タイプ。手軽
にクエン酸補給！

主力製品：梅干（小売用・業務用）/加工品/
　　　　　ギフト/PB・OEM

紀州南高梅
蜜の梅

TEL：0739-22-2486
和歌山県田辺市下三栖 1475
中田食品（株）

主力製品：梅干/梅酒 /梅加工食品

TEL：0739 -22 -1155
和歌山県田辺市古尾 14-8
（株）丸 惣

紀州南高梅の果汁と砂糖、
蜂蜜、クエン酸だけで仕上
げた疲労感軽減効果のある
梅果汁ドリンクです。

主力製品：梅干専門メーカー：有機梅干/
　　　　　機能性表示食品/製法特許取得製品

機能性表示食品
クエン酸プラム

TEL：0737-22-3155
和歌山県有田郡湯浅町栖原 692-8
（株）ＲＩＺＨ

「和歌山の味を気軽にご家庭
で」をコンセプトに、紀州
特産品とアワビのコラボ商
品をご提供しています。

主力製品：紀州活アワビ /アワビ冷凍加工品 /
　　　　　煮アワビ /アワビレトルト製品

和歌山県産
紀州アワビ 紀和味

TEL：0737-20-4512
和歌山県有田市千田 2189
（株）上友農園

糖度12度以上のみかんを
原料に素材を活かした搾汁
方法で搾ったプレミアムな
みかんジュースです。

主力製品：100％ストレートみかんジュース/
　　　　　温州みかん/ 不知火/春峰/レモン

プレミアム
uetomo
みかんジュース

TEL：0737-62-2035
和歌山県有田郡湯浅町湯浅７

国産特級品を原料に熟成さ
せた諸味を、独自の製法で
粉末化。粉末なので、食材
に「面」ではなく、「点」で
つくので、食材本来の風味
を引き立てます。

主力製品：手づくり醤油

SOYPOWDER

TEL：0739 -72 -3023
和歌山県日高郡みなべ町気佐藤 367-1
河本食品（株）

梅干職人が厳選した大粒の
紀州南高梅に弊社独自の味
付けをほどこし、一粒ずつ
丁寧に焼き上げました。

主力製品：紀州五十五万石/天授の梅（はちみつ、
　　　　　しそ漬）/ 焼き梅/永遠の雫/ 遥

焼き梅

紀州南高梅を使用した
ブランデー仕込みの本格
梅酒です。

主力製品：贈答用梅干し/本格梅酒/梅加工品

本格梅酒　勝僖梅
-SHOKIBAI-

（株）勝僖梅
和歌山県和歌山市西高松1- 5-24
TEL：073- 436- 5555

紀州産完熟南高梅を使用し
た本格梅酒です。香り豊かで
フルーティな甘さ控えめの
すっきりした味わいです。
ＧＩ和歌山梅酒認定品。

紀州こだわり梅酒
実入り


