名刺orショップカードをお持ちください

小売店･飲食店･給食施設の仕入から、
オフィスのノベルティ、身近なギフト利用まで

第５回

入場無料

フード

展示商談会 in 大田
少ない数量でも こだわり食品の
仕入れを検討される方
是非お越しください！！
平成３０年

会場

８月２８日(火)

大田区産業プラザ

１３:００▶１７:００

(京急蒲田駅下車、徒歩約3分)

４階コンベンションホール

【主 催】 大田区 公益財団法人大田区産業振興協会
【後 援】 大田区商店街連合会 東京商工会議所大田支部 公益財団法人東京都中小企業振興公社
【協 力】 川崎信用金庫 共立信用組合 さわやか信用金庫 芝信用金庫 城南信用金庫 （50音順）

― Exhibitor List ―
加工食品
1

チキンカレー
ジャガイモ入り

加工食品

(株)Brahim'ｓ Food Japan
2
大田区大森北6-31-5
03-5753-9399
マレーシアのハラール認証
取得商品。香り豊かでマイ
ルドな辛さのカレー

http://www.brahimsfoodjapan.com/

BIO PROJECT
[THE THREE LIFE]
大田区東嶺町39-16
080-7042-1910
フレーバー岩塩と、100％ビ
オのブイヨンのギフトセット

https://3life.theshop.jp

大田区、川崎市など計３０社が集結！

加工食品
3

100％ BIOワンランク上の
基本調味料セット

100時間カレー監修の
濃厚ビーフカレー(業務用)

plate lunch Nanary
大田区池上4-32-2
03-6410-3985
焼肉のタレをはじめ、冷奴、
卵かけご飯、納豆などに使
える万能調味料

http://pl-nanary.com

(株)アークス
品川区小山台1-24-1
03-6278-8190
日本最大級のカレーイベン
トで優勝した本格カレー

https://arcs-co.jp/
加工食品
4

秘伝のイケだれ

加工食品
5

加工食品

米はな
6
大田区西糀谷4-13-13
03-3745-0061
一口食べると梅味とかつお
味が口に広がる発酵調味
料

東京蔵屋敷.com
大田区久が原4-10-19
03-4291-6857
地方食材（乾物）を組み合
わせた、無添加の炊き込み
ご飯の素

日本を旅する炊き込みご飯

梅こうじ「こめはな」

http://www.komehana-cafe.com/

水牛食品(株)
大田区池上8-20-15
03-3759-9771
加熱処理をしない製法で
作った新感覚のソース

http://www.suigyu.co.jp/
加工食品
9

Murado(モラード)グリーンオ
リーブのピクルス
(有)コタニ
世田谷区給田4-30-22
03-3300-0331
葉が厚くしっかりとした歯応
えのある中に、ねっとりとし
た独特な質感

http://www.kotani-food.co.jp/
水産加工
1

本枯本節二年物 蕎麦つゆ

加工食品
7

生中農ソース
(有)アラブジャパン
インタープライズ
大田区中央3-11-8
03-6886-6613
レモンの爽やかさと苦味に
加え、唐辛子の
辛味が絶妙な
旨味を提供

『鮭の燻製』×『打豆』

http://shop.tokyo-kurayashiki.com/

(株)アグルス
大田区大森西3-6-8-103
03-5493-1232
おつまみにおやつに便利な
個食タイプのうずらの卵
和風だし醤油味

https://ja国産うずらのたまご 醤油味
jp.facebook.com/agurus.co.jp/
加工食品
10

https://www.murado.jp/ やきのり食べきりパック５枚入
加工食品
11

岩手カットわかめ（海）
(株)マルサヤ
大田区大森南1-9-7
03-3742-2266
「薩摩産本枯本節二年物」
を使用し、旨味たっぷりの
本格めんつゆ

http://www.marusaya.co.jp/

加工食品
8

(株)守半海苔店
大田区大森北1-29-3
03-3761-4077
有明海産上等級のみで焼き
上げ。伝統製法でうまみを
閉じ込めた逸品

http://www.morihan.jp/
米飯
1

(有)橘商店
大田区仲六郷1-53-7
03-3736-1351
生産農家から直送買い付け
精米仕立てをそのまま真空
パック包装

昭和28年創業の製菓材料
卸売業及び米・もち米卸問屋
水産物
1

国産手焼蒲焼き
真空パック「本うなぎ」

塩澤ブランド
魚沼産こしひかり
よこ山蒲焼店
大田区池上6-18-9
03-6410-2658
カットごとにパックされ長期
の保存可能な本格蒲焼き

http://www.pride35.jp/

水産物
2

精肉加工

マルシンフードカンパニー 1
大田区東六郷3-3-11
090-3340-5238
島根県浜田産直送のブラン
ドのどぐろ

どんちっち のどぐろ

独自ルートで北海道噴火湾
マサバ、真鱈も仕入れる。
精肉加工
2

(合)ライフジュエル
中野区本町4-7-12
03-6382-5494
王室への献上品にも選ば
れる逸品。ハモンイベリコの
中でも味わい深さと
脂身の甘さは格別

http://lifejewel.co.jp/
酒類1

http://www.machi-iku.com/
嗜好食品
1

MASS TOKYO
大田区東雪谷3-30-1
03-3728-5505
生産地ごとに異なる素材の
特徴を引き出すよう焙煎

http://masstokyoshop.com/
菓子類1

コーヒー
植物資源開発研究所
大田区大森北3-29-3
03-3765-0189
アレルギー反応を抑える働
きのあるハーブを使用した
ハーブキャンディー

五草のどあめ

トロトロ煮豚

(株)カサイ
川崎市幸区南加瀬3-8-11
044-588-3104
野菜の風味を活かした、
さっぱりとした味が特徴
かわさき名産品認定商品

Solana Iberica（スペイン産 昭和38年の創業以来、大切に
イベリコ生ハムスライス） しているぬか床を使用
むすび(株)
目黒区目黒2-11-3
印刷工場2F_d
03-5437-0667
山梨の地域活性を目的に、
地元の人、東京の人
と共に1から開発
したお酒

本菱(純米大吟醸)

(株)天草屋
川崎市中原区宮内1-4-13
044-752-2329
自家製のタレでじっくり時間
をかけて煮込んだ煮豚

http://sskk.no.coocan.jp/

酒類2

http://www.amakusaya.co.jp/
和風日配
1

南加瀬三丁目のあさづけ
ミックスぬか漬
(有)大鵬［羽田バル］
大田区西蒲田7-41-8 2F
03-6424-7716
アルコール度が高めで、
ホップの香りを強調

羽田ペールエール

(株)T・K流通
大田区南蒲田1-9-3
03-5744-5288
茶菓子などと一緒に優雅な
一時を。高級感あふれるア
ルミ缶でギフトにも使用可

http://www.tk-trade.com/
菓子類2

大豆しぼり豆

https://akr2489091263.owst.jp/
嗜好食品
2

セイロン（プレミアム
セレクション）アールグレイ
永和産業(株)
大田区南六郷2-10-5
03-3733-6841
甘納豆を乾燥させ、シンプ
ルに味付け。丸ごと大豆を
楽しめるお菓子

http://eiwa-soy.com/

洋生菓子
1

とろ〜りかけ〜る
プリン・パンナコッタ

洋生菓子

シティライツ
2
大田区中馬込3-1-16
03-5742-1814
別添ソースが特徴。濃厚プ
リン、さっぱりパンナコッタの
どちらとも相性抜群

http://www.city-lites.jp/
洋生菓子
3

(有)ジュヌボア
［パティスリー
ルージュ・ブランシュ］
大田区西蒲田5-19-10
03-5711-8651
直径8.5ｃｍのふんわり柔ら
かマドレーヌ

http://www.rougeblanche.com/
洋生菓子
5

おやつマドレーヌ
髙橋商店
大田区仲六郷1-40-11
03-3734-4626
ミックス粉未使用。30以上
の種類がある焼きドーナツ

油で揚げていない 焼きドーナツ http://www.65takahashi.com/

マーク表示

OTA!いちおしグルメ
地域で頑張る飲食店舗を
大田区が表彰する事業
http://www.pio-ota.jp/ichioshi/

■会場アクセス

(株)鳳庵
大田区羽田旭町14-1
03-5705-6050
チーズケーキの艶やかな黄
色から夜に輝く月を連想。
便利な個包装タイプ

東京月まくら

洋生菓子
4

(合)La Tradition
大田区大森北2-3-15 4階
090-8514-4393
ドイツの伝統の焼型マルグ
リットで焼いたマーガレット
ケーキ

https://www.facebook.com
/2017LaTradition/
洋生菓子
6

マーガレットケーキ
コスモ(株)[HIYORI CAFÉ]
大田区仲六郷4-27-11
03-5703-1078
簡単な手土産に使える、片
手で食べられるスイーツ

https://www.facebook.com
/hiyoricaferokugoudote/

HIYORIのワッフル

大田のお土産100選
これぞ「大田のお土産」と銘打つ
製品・商品を大田区が表彰・ＰＲ
http://www.pio-ota.jp/miyage/

■会場図 4階コンベンションホール

洋
生
菓
子

大田区産業プラザ
（東京都大田区南蒲田1-20-20）
京浜急行線「京急蒲田駅」下車、徒歩約3分

http://www.houan.jp/

嗜
好
食
品
菓
子
類

精
肉
加
工
日和
配風

酒
類

水
産
物

米
穀

加水
工産

加
工
食
品

加
工
食
品

入場口
■お問合せ
公益財団法人大田区産業振興協会
地域型産業推進課 商い・サービス産業担当
「フード展示商談会in大田」事務局
電話：03-3733-6401 Eメール：akinai@pio-ota.jp

