
「第10回 わかやま産品商談会 in 大阪」 出展事業者一覧

新規 所在地 会　社　名 主な出展商品 プレミア

1 和歌山市 （株）きたかわ商店 極上どら焼、あんこ屋さんのテーブル用粒あん、ママの手作り苺大福用白あん 〇

2 和歌山市 （株）イーストアジア・コーポレーション 梅干し全般

3 和歌山市 （株）紀和農園プロダクツ 梅干製品（青しそ包み梅、彩の舞）、あんぽ柿、胡麻豆腐、あんぽ大福、その他新商品 〇

4 和歌山市 （株）濱辰商店 天ぷら小天、玉ネギ天、お好み天、ササカキ天、タコ天、パンダ蒲鉾

5 和歌山市 （有）美宝 竹清水高野 有機竹茶 500mlペットボトル 〇

6 ○ 和歌山市 休暇村　紀州加太 山椒カレー、しょうがちりめん

7 和歌山市 楽々果実工房 果実酒手作りキット、果実シロップ、露茜（梅の新品種） 〇

8 和歌山市 梅光園ワールド商会（株） 太古のええ塩梅シリーズ（南高梅ゆず風味・ブルーベリー梅等）、ドレッシング、梅金山寺味噌他

9 和歌山市 （有）福助フーズ 橙ぽん酢、柚ぽん酢、本枯節素麺つゆ、そばつゆ、ごまだれ、浅漬けの素他

10 和歌山市 田端酒造（株） 清酒羅生門、羅生門梅酒 ○

11 和歌山市 （有）かね政 かまぼこ、揚げかまぼこ

12 和歌山市 （株）信濃路 出汁カレー、新商品製作中

13 ○ 和歌山市 紀州甘辛屋 紀州甘辛物語（佃煮編・みそ編・ジャム編・パウダー編）、生姜シロップ、以上和歌山産生姜加工食品

14 和歌山市 （株）フーズファイル 太刀魚フィレ、漬魚（西京漬・酒粕漬）、骨抜き加工済切り身各種、まぐろメンチカツ

15 ○ 海南市 わかやまマルシン園 くらだシロップ（蔵出しみかん果汁を使用したみかんのシロップ）

16 海南市 農事組合法人　黒沢牧場 ミルクロール、ジャージーチョコロール、ミルクバウム、プリン（チーズ・ミルク）他 ○

17 海南市 おかし工房桜和 バウムクーヘン、バームクーヘンのギフトセット

18 紀の川市 （有）麺彩工房ふる里 和歌山ラーメン半生麺、梅うどん半生麺、よもぎうどん半生麺、黒豆大福、よもぎ大福

19 紀の川市 （株）八旗農園 冷凍桃ピューレ、桃ストレートジュース

20 ○ 紀の川市 （株）ヨシムラファーム ホワイトにんにく、トマト

21 紀の川市 （株）しおん ちりめん山椒、日本酒（清酒）、フルーツジャム

22 岩出市 （株）吉村秀雄商店 清酒、リキュール他 ○

23 岩出市 （有）セレネ ブラックローズ・フィナンシェ、アルガウォータ－、手搾りみかんジュース他

24 紀の川市 紀の里農業協同組合 八朔缶詰、八朔カレー、柿カレー、あんぽ柿、ジャム、梅スイーツ、梅ドレッシング ○

25 橋本市 （株）オカザキ紀芳庵 桃チップス、みかんチップス、とまとチップス、ごぼうチップス、キウイフルーツチップス

26 橋本市 紀北川上農業協同組合 まるごと柿酢、スカッと柿酢 〇

27 九度山町 （有）南横手商店　毎度おおきにネット 柿ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ、柿ｶﾚｰ（真田の里ｶﾘｰ）、熊野牛ｶﾚｰ（真田の里　熊野牛ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ）、柿あめ 〇

28 橋本市 紀州漁彩 鯛めしの素

29 橋本市 農事組合法人 くにぎ広場 はたごんぼ ○

30 ○ 橋本市 森康商店 はたごんぼ茶、はたごんぼ茎茶

31 かつらぎ町 （株）大覚総本舗 ごま豆腐カップ、黒ごま豆腐カップ、和風ブランマンジェ胡麻ふるり白胡麻、粉末ごま豆腐

32 有田川町 （株）ふみこ農園 コンポート丸ごと温州みかん、コンポート房ごとはっさく、紀州南高梅、梅グラッセ、梅みつ 〇

33 有田市 （株）早和果樹園 有田みかんジュース、有田みかんゼリー、有田みかんジャム、有田みかんポン酢 〇

34 湯浅町 まるとも海産 釜揚げしらす、天日干しらす、天日干ちりめん、釜揚げしらす（贈答用・バルク） 〇

35 有田市 （株）伊藤農園 100%ﾋﾟｭｱｼﾞｭｰｽ、100%ﾋﾟｭｱ果汁、ﾋﾟｭｱﾌﾙｰﾂ寒天ｼﾞｭﾚ、素材そのままﾏｰﾏﾚｰﾄﾞ、みかん七味他 〇

36 有田市 花野食品 リキュール（オランジュレ500ml、バージンオレンジ500ml） 〇

37 広川町 （株）しょう アイス、シャーベット（和歌山のみかん・和歌山のゆず）、その他新規商品他 ○

38 湯浅町 （株）石橋　紀州きのこ園 しいたけ、エリンギ、きくらげ

39 有田市 有田食品（株） プロのカレー（ビーフ、ポーク、チキン） ○

40 みなべ町 永岡食品（株） 紀州こんぶ梅、紀州夢糖梅（希少糖入り）、紀州南高梅（塩分ゼロ）他

41 ○ 由良町 田村みかんバラ園 生花、青果（はるみ、いよかん、不知火等多数）

42 みなべ町 河本食品（株） 梅干（紀州五十五万石、焼き梅、天授の梅はちみつ）、梅酒（永遠の雫、遥） 〇

43 ○ 御坊市 （株）樽の味 熟成ぬか床、浅漬け革命（浅漬けの素）

44 御坊市 匠の里紀州 豆類（ウスイえんどう、キヌサヤ、スナックえんどう）、ネギ、ミニトマト、中玉トマト、梅、米

45 ○ 印南町 カワバタファーム ネギスコヴィル（ネギの激辛ソース）、ねぎせんべい、野菜等

46 由良町 菓匠　錦花堂 天狗力餅 〇

47 ○ 日高町 比井崎漁業協同組合 一夜干し（丸あじ開き、真あじ開き、さば開き、塩さばフィレ、かます開き）他

48 みなべ町 （株）ウメタ 紀州産南高梅干しおよび梅関連製品（市販用、業務用）

49 みなべ町 佐々木農園 富之助の梅干、梅未来富之助のあまうめ、うめゼリー、うめしそゼリー ○

50 ○ 印南町 オカファーム 調味梅干（うす塩味、しそ漬）

51 印南町 西山蒲鉾店 蒲鉾類（なんば焼、ごぼう巻等） ○

52 上富田町 （有）深見梅店 有機梅干し、梅干し、梅エキス、梅肉、

53 ○ 白浜町 （有）港屋 柚もなか、うめもなか、幸慶もなか ○

54 田辺市 （株）たがみ 熊野米、熊野米リゾット、熊野米缶づめパン

55 ○ 田辺市 （有）アークコーポレーション フルーツ梅

56 ○ 田辺市 DAL Fresh Pasta House バルサミコソース、バルサミコジャム

57 白浜町 （株）福菱 かげろう、柚もなか、はまゆう、梅もなか 〇

58 田辺市 （有）熊野鼓動 じゃばら果汁、じゃばらサイダー、じゃばらドリンク、じゃばらぽん酢、その他じゃばら加工品

59 田辺市 和歌山南漁業協同組合 紀州ひろめ、紀州いさぎ、紀州いさぎ茶漬け、トコブシ、スルメイカ加工品他 〇

60 田辺市 紀南農業協同組合 晩柑類（木熟ポンカン他加工品）、梅関連商品 〇

61 田辺市 （株）梅屋 紀州梅酒、紀州蔵出し梅酒、紀州梅酒原酒GEN、梅屋の甘くない梅酒、紀州しそ梅酒他

62 ○ 田辺市 （有）長生き屋商店 紀州産南高梅　調味梅干し、干し梅、その他梅加工品

63 田辺市 （株）濱田 調味梅干し、梅酒、梅ジュース、梅関連加工品 ○

64 田辺市 （株）岡畑農園 幻の梅・うまい梅・庭園梅しそ漬、うまい梅ペースト・庭園梅しそ漬ペースト・梅びしお ○

65 串本町 （株）岩谷 紀州梅真鯛梅、梅っちぼんぼん、紀州梅まだい、紀州梅くえ、 〇

66 那智勝浦町 木下水産物（株） もちもちまぐろの生ハム、マグロメンチカツ、生まぐろたたき（ネギトロ風）、生キハダマグロ

67 那智勝浦町 （株）熊野フードファクトリー マグロくん（マグロのすり身を使用した揚げかまぼこ） ○

68 串本町 （有）紅葉屋本舗 本竹皮包み羊羹（本煉・塩・柚子・抹茶・桜・金柑）、天然塩水ようかん 〇

69 那智勝浦町 （株）ナルリッチ じゃばら果皮加工品（じゃばらピール・じゃばら蜂蜜ジュレ・じゃばらスイーツ他）

70 新宮市 尾崎酒造（株） 清酒（太平洋、熊野三山、那智の滝）、本格焼酎（熊野水軍）、本格梅酒（備長炭のしらべ） 〇

71 ○ 那智勝浦町 みくまの農業協同組合 乾燥にんにく、黒にんにく

72 那智勝浦町 クックスベスト 竜田揚げ（鯖・鰯・イカ）、するめいか一夜干し、サバみりん干し、鮪のしぐれ煮、いわしの甘露煮

73 太地町 （有）紀南水産 まぐろとろ炊き、まぐろ昆布煮込、まぐろカマ焼き、炙りくじら、くじらワイン煮込 ○

新規出展15社


