
大阪を中心とした関西の特徴

大阪は「天下の台所」「食の都」「食いだおれ」と呼ばれてきたように、近世より日本の食材の集散地として栄え、「ダシ」「コナモン」に代表される多様な食文

化、外食産業が発達した地域です。

大阪を中心とする関西地域には、日本の味噌・醤油の発祥の地である和歌山や、古都の伝統的な食文化が生きる京都や奈良、ブランド牛でも有名な兵

庫や滋賀などが隣接し、海・山・里から多種多様な食材が産出、加工されています。

商談会では、近畿圏内を中心に農産品ならびに水産物とその加工品などが一同に集まり、幅広い食材を扱う企業との商談が期待できます。 1

大阪府： http://www.pref.osaka.jp/nosei/osakamon/
京都府： http://www.pref.kyoto.jp/404.html
兵庫県： http://web.pref.hyogo.jp/aff/index.html
奈良県： http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-1287.htm
滋賀県： http://www.pref.shiga.lg.jp/g/kodawari/
和歌山県： http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/071700/index.html



大阪を中心とした関西の食材

●調味料（醤油、味噌、酢、ソース、ドレッシング、ダシ等）
・ユーサイド＠京都
食材にこだわったマヨネーズ＆京野菜ドレッシング
HP: http://www.u-side.co.jp/

●果物（みかん、柿、梅、桃、イチジク等）および
その加工品。HACCPは取得なし。

●水産加工品（マグロ・カツオ・太刀魚などの魚類、
昆布・海苔など海藻類）。HACCPは取得なし。

●食肉（「神戸牛」「近江牛」に代表される
牛肉、鶏肉 など）およびその加工品

●酒（「灘」「伏見」に代表される日本酒、梅酒など）

●茶（「宇治茶」「大和茶」に代表される煎茶、抹茶
ほうじ茶など）

●菓子（和菓子、洋菓子）

●各種加工食品（胡麻豆腐・漬物類などの伝統
食品、 素麺などの麺類、レトルト食品、など）

・冨貴食研＠大阪
ごまの風味が際立つドレッシング＆ポン酢
HP： http://homepage3.nifty.com/mutenka/

・伊藤農園＠和歌山
みかん＆はっさくジュース詰め合わせ、ジャムなど
HP: http://www.ito-noen.com/

・松前屋＠大阪
高級昆布加工品、昆布の塩水
HP: http://www.matumaeya.jp/

・㈱縄幸＠大阪
無添加の穴子
HP:N/A

・㈱吉田商店＠大阪
出汁パック

HP: 
http://marukichi531.cart.fc2.com/

・大吉商店＠滋賀県
関西を代表する近江牛・牛肉加工品
HP: http://1129.co.jp/

・黄桜㈱＠京都
日本酒の老舗
HP:http://kizakura.co.jp/ja/

・㈱山源＠大阪
マグロ取扱
HP： http://www.maguro-
yamagen.com/

・(有)深見梅店＠和歌山
梅干加工品
HP: http://www.fukami.co.jp/

・宇治の露製茶㈱＠京都
創業220年の歴史ある京都の老舗福寿園グループ
HP： http://www.ujinotsuyu.co.jp/japanese/index.html

・㈱中島大祥堂＠大阪
洋菓子＆和菓子の製造メーカ。
HP: http://www.danke-net.co.jp/

例：関西で輸出に取組んでいる事業者と商品例
【注意】下記はサンプル例であり、必ずしも商談に参加される企業ではない旨、

ご留意下さい。また、HACCP取得は限定的である。
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・三輪山勝製麺＠奈良県
素麺、うどんなどを製造
HP:http://www.miwayamakatsu.co.jp/shop/

・中野BC＠和歌山
梅酒、日本酒
HP: http://www.nakano-group.co.jp/index.html

・堀田勝太郎商店＠京都
抹茶、各種お茶、オーガニックのお茶
http://www2.hottaen.jp/jp/

・江戸三・大和屋＠大阪
ちりめん、昆布等の大和煮
HP: http://www.edosan-

yamatoya.jp/index.html

・㈱ロマンライフ
洋菓子
HP： http://www.romanlife.co.jp/



The feature of Kansai, 
centering on Osaka

Osaka is geographically located in the center of Kansai. It is also said that it is the center of food culture! Kansai 
consists of 6 prefectures(Osaka, Kyoto, Hyogo, Nara, Shiga, and Wakayama). Each prefecture produces its 
unique indigenous foods including agricultural foods and other processed food products. At the business 
meeting, you can have a chance to do business with many suppliers from Kansai area dealing with agricultural 
foods, seafood, farmers and so on.   
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Osaka prefecture： http://www.pref.osaka.jp/nosei/osakamon/
Kyoto prefecture： http://www.pref.kyoto.jp/404.html
Hyogo prefecture： http://web.pref.hyogo.jp/aff/index.html
Nara prefecture： http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-1287.htm
Shiga prefecture： http://www.pref.shiga.lg.jp/g/kodawari/
Wakayama prefecture ： http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/071700/index.html



Osaka Kansai’s products

●Seasoning (soy source, bean paste(miso), vinegar, source   
dressing, soup stock etc）

・U-Side@Kyoto
Sei Agri Mayonnaise, Kyoto vegetable dressing 
HP: http://www.u-side.co.jp/

●Fruit & fruit processed products (mandarin,  
persimmon, plum, peach, fig etc.) 

●Seafood （tuna, bonito and a variety of fish, 
seaweed, dried kelp etc）

●Meat (local brand beef: Kobe Beef and Omi beef)   
chicken and meat related products

●Sake&wine: ‘Nada’&Fushimi’ is well known as sake 
breweries

●Tea (local brand tea (Ujicha), Yamato tea, green tea 
and so on)

● Confectionary 

●Other sorts of processed foods(noodles, traditional 
foods (pickles, Goma-dofu), ready made food)

・Fuki Food Institute Co.,Ltd@Osaka
Gold Sesame dressing , Yakiniku source(miso),Ponzu
source
HP： http://homepage3.nifty.com/mutenka/

・Ito Noen Co. Ltd@Wakayama
Mandarin & Hassaku juice, jam
HP: http://www.ito-noen.com/

・Matsumaeya@Osaka
High rank dried kelp, Kelp Mizushio
HP: http://www.matumaeya.jp/

・Nawako＠osaka
Additive-free conger 
eel. HP:N/A

・Yoshida Shoten@osaka
Soup stock pack

HP: 
http://marukichi531.cart.fc2.c
om/

・Daikichi Shoten@Shiga
Omi Beef and beef related products
HP: http://1129.co.jp/

・Kizakura co.,ltd @ Kyoto 
Sake breweries in Kyoto 
HP:http://kizakura.co.jp/ja/

・Yamagen Corporation @Osaka 
Specializing in wholesaling 
Maguro(Tuna)
HP： http://www.maguro-
yamagen.com/emessage.html

・Fukami. Co.Ltd@Wakayama
Plum processed food
HP: http://www.fukami.co.jp/en_sample.html

・Ujinotsuyu Seicha Co., Ltd@Kyoto
IYEMON Matcha blend Sencha Green

HP： http://www.ujinotsuyu.co.jp/japanese/index.html

・Nakajima Taishodo@Osaka
variety of confectionary
HP: http://www.danke-net.co.jp/english
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・Miwayamakatsu@Nara
Somen noodle, udon noodles
HP:http://www.miwayamakatsu.co.jp/shop/

・Nakano BC CO.,Ltd@Wakayama
Plum wine, rice wine
HP:http://www.nakano-group.co.jp/en/

・Hotta Katsutaro Shoten Co., Ltd@Kyoto
Green tea wholesaler in Uji, Kyoto
http://www.hottaen.jp/english/index.html

・Edosan Yamatoya@Osaka
Dried young sardines, cooked kelp and 

dried young sardines
HP: http://www.edosan-

yamatoya.jp/index.html

・Roman life Inc. 
variety of confectionary 

HP： http://www.romanlife.co.jp/

Note: The below companies are just examples thus it is not 
necessarily meant participants for your business meetings.
Some companies may not have HACCP certificates.  


