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5458 島根県ブース9-505

島根県ブース案内
2019年

幕張メッセ 9ホール

2月13日（水）14日（木）15日（金）会期

会場 主催 ： 一般社団法人 全国スーパーマーケット協会

10:00～17:00（最終日は16:00まで）

スーパーマーケット・トレードショー2019
SUPERMARKET TRADE SHOW
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例えば「青果」と「2月」に　 すると

例えば「紅ほっぺ」をクリックすると

　このWEBサイト上に、島根県産品が670商
品以上掲載されており、検索機能により簡単
に商品情報が入手できます。食品流通バイ
ヤー様は是非ご活用ください。 リープ・

エンタープライズ
料亭ひがしや

出雲
たかはし

タナベ

江津
コンクリート

工業

宍道湖

本田商店

木次乳業

大惣

玉木製麺
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森本商会

大正屋
醤油店

海士物産

魚の屋

コクヨー

出雲国
大社食品

農の郷

影山
製油所

安本産業

さんれい
フーズ

斐川町
地域農業
再生協議会

奥出雲
薔薇園

吉岡製菓

津山屋
製菓 はら屋

江津コンクリート工業 株式会社
スパルタ生まれの笑ちゃん
島根から笑顔あふれるフルーツトマトを
食卓へ

価格 : 300円容量：150g

TEL0855-52-7141
FAX0855-53-0836

担当者：茅島 辰一

E-mail :g-vitovare@gotsu-con.co.jp

❷ 青　果 株式会社 農の郷

TEL0854-21-9000
FAX0854-21-9001

担当者：矢田 有史

E-mail :a-yata@s-minori.jp



価格 : オープン価格容量：1パック 150g

糖度が高く、それでいて酸味もあり、味に深み
が感じられます。

高糖度フルーツトマト
COROCO

青　果

有限会社 宍道湖
お祝いしじみ
ほんの気持ちです
もちろん宍道湖産100％

価格 : 300円容量：68g（殻付き大和シジミ50g 合わせみそ18g）

TEL0853-72-0313
FAX0853-31-7027

担当者：原　秀範

E-mail : sijimi@sijimi.com

❸ 水　産

http://www.sijimi.com

価格 : 3,400円/100g容量：1尾

TEL0853-43-1024
FAX0853-43-1983

担当者：小林 敏行

E-mail : leap@aji-shun.com

❻ 水　産

天然うなぎ蒲焼（島根県産）
大正13年創業、うなぎ専門店の秘伝のたれ
で炭火焼きした天然うなぎです。

http://www.aji-shun.com/

有限会社 リープ・エンタープライズ 料亭ひがしや

有限会社 タナベ
「葛姫」出雲葛  粉末茶
神話の國・出雲産「葛のチカラ」
神々の國・出雲の豊かな自然が育んだ、
葛100%の恵み

価格 : 1,500円容量：1袋 50g

TEL0853-72-1752
FAX0853-72-0671

担当者：田部 善徳

E-mail : tanabe@my.izumo-net.ne.jp

❹ グロサリー

http://www.tanabe-bs.com

株式会社 森本商会
カット干し柿（ひとは柿）
島根県浜田市特産の西条柿を、一口サイズに
カットして乾燥させた干し柿です。

価格 : 700円容量：60g

TEL0855-27-1940
FAX0855-27-1958

担当者：森本 一正

E-mail :yu-mori@topaz.ocn.ne.jp



http://www.morimoto-s.com/

グロサリー

株式会社 吉岡製菓

①手づくりなのに、手を使わない。②最高を引
き出す「国産いちご」のみ使用。③小麦、卵、乳
を使用しない「和菓子」。④縁結びを願ったデ
ザイン。⑤宝石をモチーフ。

Jewely Box 
ルビーのいちご DAIFUKU

TEL0853-72-4566
FAX0853-72-4566

担当者：吉岡友加里

E-mail :yoshioka.sweets@gmail.com

菓　子

価格 : 応相談容量：1箱6ヶ入

http://yoshioka.shimane.jp

古橋酒造 株式会社

TEL0856-72-0048
FAX0856-72-0098

担当者：古橋 貴正

E-mail :uijin@tsuwano.ne.jp



容量：720ml

酒

価格 : 2,762円

http://uijin.net

津和野産「山田錦」のみを使用した大吟醸。
爽快な香りと優しい口当たりが特徴のお酒。

津和野地酒
「初陣」純米大吟醸



価格の表記は希望小売価格（税抜）です。 価格の表記は希望小売価格（税抜）です。

スーパーマーケット・トレードショー2019
SUPERMARKET TRADE SHOW

津山屋製菓 株式会社
ぷるり・出雲いちじく
もっちり・ぷるんとした食感。出雲市多伎町産
の蓬莱柿いちじく使用。着色料不使用。

価格 : 350円容量：140g

TEL0853-72-0014
FAX0853-72-0015

http://www.tsuyamaya.co.jp

担当者：塚田　亮

E-mail : info@tsuyamaya.co.jp

❶ 菓　子 有限会社 はら屋
出雲の縁結びたい焼き（小豆）
ミニサイズのたい焼きです。
ふわふわの生地にこし餡を詰め込んでいま
す。

TEL0853-28-3000
FAX0853-28-3002

担当者：波多野千春

E-mail :c-hatano@yamamotoya.com

菓　子

価格 : 398円容量：5個入り

http://haraya.net

有限会社 コクヨ―

価格 : 500円容量：150g

TEL0853-72-3160
FAX0853-72-9455

担当者：板垣 崇史

E-mail : t.itagaki@kokuyo-suisan.jp

島根県産  干し芋
昔懐かしの干し芋です。さつまいもの味を最
大限生かし、しっとりとした食感も特徴です。

http://www.kokuyo-suisan.jp

 菓　子 株式会社 出雲たかはし
島根県産出雲そば黒トレー
島根県産のそば粉を使用した出雲そば。
甘皮まで挽き込んだ色黒で歯切れの良さが
特徴です。

価格 : 620円容量：100g×2、つゆ60g×2g

TEL0854-49-7290
FAX0854-49-7314

担当者：樋野 秀治

E-mail : s.hino@mysoba.com

❺

http://Izumo-takahashi.com

日　配

木次乳業 有限会社
パスチャライズ牛乳
地元酪農家の良質乳を65℃30分間殺菌した
さらっとした臭みのない甘みを感じる牛乳

価格 :３４２円容量：1000ml

TEL0854-42-0445
FAX0854-42-0400

http:/www.kisuki-milk.co.jp/

担当者：加納 一美

E-mail : info@kisuki-milk.co.jp

日　配❾有限会社 本田商店

そば粉、小麦粉共に国内産原料を使用した、
食品添加物、保存料不使用の生そば

TEL0854-42-0172
FAX0854-42-0176

担当者：庄司 竜也

E-mail : shoji@soba-h.com

❽

http://www.soba-h.com

奥出雲生蕎麦2人前つゆ付

価格 : 600円容量：めん 200g、つゆ 120g

日　配

有限会社 玉木製麺

容量：120g

TEL0853-72-0653
FAX0853-72-0130

http://www.sobasho-tamaki.jp/

担当者：春木 一也

E-mail : tamaki-g@mx.miracle.ne.jp

日　配

価格 : オープン価格

出雲釜揚げそば（鍋焼き）
出雲伝統の『釜揚げそば』。生そばを使い、
手軽なのに味は本格的な釜揚げそばです。

株式会社 出雲国大社食品

価格 : 400円容量：約85g×2本

TEL0853-53-2125
FAX0853-53-5125

担当者：川島 勇人

E-mail :kada@syokuhin.jp

日　配

http://www.syokuhin.jp

あごのやき 2本
島根県の特産品
飛魚のすり身100％使用して作る、化学調味
料・保存料無添加のあごのやきです。

有限会社 岡富商店

価格 : 1,600円容量：250g/50cm

TEL0854-82-8102
FAX0854-82-9357

担当者：岡田昌一郎

E-mail :oneday-fish@okatomi.jp

❼ 水　産

「一日漁」特大あなご一夜干
島根県沖「一日漁」で獲れた新鮮な穴子を
豪快に丸ごと1本一夜干に仕上げました。

https://www.okatomi.jp/

株式会社 魚の屋
島根県産天然カットわかめ
島根県で採れた希少な天然わかめを使用し
便利なカットわかめに加工しました。

価格 : 250円容量：12g

TEL0854-84-8021
FAX0854-84-8093

担当者：中原 克哉

E-mail :nakahara@uonoya.co.jp



https://www.uonoya.co.jp/

グロサリー

有限会社 海士物産

価格 : 1,300円容量：60g

TEL0852-26-1114
FAX0852-26-1110

担当者：梅木 智史

E-mail :news@amabussan.jp

水　産

http://www.amabussan.jp

サザエのチャンジャ
隠岐産の厳選した活サザエを使用。1キロか
ら100gしか採れないお刺身に使う部分を使
い、うま味、歯応え、磯の香りが感じられます。

株式会社 大惣
心縁むすびおはぎ
3種類の砂糖を独自の配合比率によりすっき
りとした上品な甘さに仕上げたおはぎです

TEL0853-28-1551
FAX0853-28-1553

http://www.daiso-web.net

担当者：多賀橋源司

E-mail :daiso@dream.ocn.ne.jp



価格 : オープン価格容量：80ｇ

惣　菜株式会社 さんれいフーズ

TEL0854-22-6938
FAX0854-23-2586

http://www.sanrei-foods.co.jp/

担当者：岡　弘幸

E-mail :h-oka-sp@sanrei-foods.co.jp



かにの美味しさを知り尽くした、さんれいフー
ズが自信を持ってお勧めする、かに屋ならで
はのクリームコロッケです。

かに屋がつくった
かにのクリームコロッケ

価格 : 298円/5個容量：200g（5個入りの場合）

水　産

株式会社 大正屋醤油店
玉ねぎドレッシング

TEL0854-37-9061
FAX0854-37-9062

担当者：森山 博己

E-mail :moriyama@taishoya.jp



3日間かけてだしをとり、玉ねぎと杉桶醤油で
まろやかでうま味のある味に仕上げました

価格 : 600円容量：280ml

http://www.taishoya.jp

グロサリー

有限会社 影山製油所
出雲の菜種油

TEL0853-21-1948
FAX0853-24-2635

担当者：狩野 道雄

E-mail :aburakoubou@m1.izumo.ne.jp



無エルシン酸菜種品種を原種から管理し契約
農家で生産された菜種を原料にした圧搾一番
搾り菜種油でビタミンEが豊富で酸化し難い

グロサリー

価格 : 2，200円容量：460g

http://kageyama-abura.com

安本産業 株式会社
くんせいナッツドレッシング

TEL0852-21-6062
FAX0852-21-6036

担当者：安本 寿政

E-mail : info@yasumoto-kk.jp



サラダで旦那の旨い！が聞ける

価格 : 450円容量：210ml

グロサリー

http://www.yasumoto-kk.jp/

JA しまね斐川地区本部
発芽焙煎出雲はとむぎ茶

TEL0853-73-9186
FAX0853-72-6321

担当者：野津　誠

E-mail :kakou.hik@ja-shimane.gr.jp



発芽させてから焙煎したブレンド茶。すっきり
と飲みやすい体が喜ぶお茶に仕上げました。

グロサリー

価格 : 144円容量：500ml

http://ja-shimane.jp/

ひかわ食品加工 株式会社
手づくりトマトケチャップ

TEL0853-72-6898 担当者：秦　晴美

E-mail :2ik6f4@bma.biglobe.ne.jp



地元の婦人たちが手づくりしたやわらかな風
味のケチャップは、使い途を選ばない万能型。

グロサリー

http://www.hikawa-foods.co.jp/

価格 : 950円容量：400g

FAX0853-72-6877

有限会社 奥出雲薔薇園
ローズシロップ

TEL0854-83-7330
FAX0854-83-7331

担当者：福間 裕紀

E-mail :y-fukuma@fregrance-rose.com



奥出雲薔薇園で栽培した食用薔薇「さ姫」を使
用した、香料・着色料を使用していないローズ
シロップです。

価格 : 1,200円容量：120ml

グロサリー

http://fregrance-rose.com/


