
ふじのくに
食の都

静岡県/静岡県産業振興財団

しずおか

ふじのくに「食の都」のおもてなし
日本一の景色と共に「食の都」の美味しい「食」のおもてなしが味わえる静岡県。

その魅力を伝えます。

TAKEZAWA SELECT　
カネ松製茶株式会社
株式会社カクサ
丸七製茶株式会社
株式会社丸晶
小倉食品株式会社
株式会社 片山
シーラック株式会社
ニチフリ食品株式会社
株式会社白形傳四郎商店
三ヶ日町農業協同組合
株式会社東平商会
株式会社高柳製茶
株式会社マルフク
株式会社田丸屋本店
静岡県産醤油株式会社
石田缶詰株式会社
株式会社アイファーム
株式会社杉初水産
有限会社魚魚一
有限会社丸生食品
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お茶

農産物 畜産物

加工品

ブースマップ

気になる商品がすぐにみつかる！
出展社ブースを７つのカテゴリーにわけ、
みなさまとの新しい出会いの場をお手伝いします

カテゴリー

水産



ふじのくに「食の都」のおもてなし

とろけるキャラメルの絶品スイーツ
丁寧に煮詰めたキャラメルを口どけの
良いチョコレートでコーティングし、
さっくりとしたクッキーでサンドしま
した。

TAKEZAWA SELECT
〒420-0005　静岡県静岡市葵区北番町61-2
TEL：054-271-3355　FAX：054-273-0335
E-mail：t-select@takezawa-seicha.co.jp
URL：https://www.takezawa-seicha.co.jp/top/takezawa-select-page.html

キャラメルムーサンド1

イタリアンレストランとのコラボ商品
特許製法の新感覚の飲料
有機緑茶を黒麹菌にて後発酵した新感覚のお茶。有
名イタリアン・アルケッチァーノとのコラボ商品。食
事との相性が良くすっきりとした自然な味わいです。

カネ松製茶株式会社
〒427-0003　静岡県島田市東光寺4-1
TEL：0547-37-7158　FAX：0547-37-6067
E-mail：ocha@kanematsu-seicha.co.jp
URL：http://www.kanematsu-seicha.co.jp/

有機あるけっ茶ペットボトル

苦味、臭みのない【いわし削り節】
頭・内臓を取り除いた煮干を極薄に削り上げまし
た。苦み臭みが少なくふわふわとした食感でどなた
にでも食べやすい、食品添加物無添加のふりかけ。
何にでもふりかけてお召し上がりいただけます。

株式会社カクサ
〒421-3103　静岡県静岡市清水区由比673-1
TEL：054-375-2010　FAX：054-375-5047
E-mail：suzuki.hisataka@kakusa.co.jp
URL：https://www.kakusa.co.jp/

潮の華いわしふりかけ

摩利支天から名付けられた超希少品種  『摩利支』 幻のお茶
1996年に品種登録された摩利支は育成者の死去
により一度は生産が途絶えた”幻のお茶”。現在、
地元の有志により極少量育てられ復活。渋みが少
なく、濃厚なうま味を感じる超高級茶です。

丸七製茶株式会社
〒426-0036　静岡県藤枝市上青島1870
TEL：054-646-2421　FAX：054-644-4422
E-mail：marshichitokyo3@isis.ocn.ne.jp
URL：http://www.marushichi-group.jp/

CRAFT BREW TEA
摩利支　MARISHI
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お茶水産
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食物繊維のとれる濃厚野菜スープ
野菜×豆乳×雑穀×旨味を使った商品です。トロミ
がでるまで野菜を使用しグルテンフリーで食物
繊維がとれるスープです。コップとスプーン付き
で場所を選ばずどこでも食べれます。

株式会社丸晶
〒426-0016　静岡県藤枝市郡738-1
TEL：054-641-1388　FAX：054-644-5118
E-mail：info@shiitake-marusho.com
URL：https://www.shiitake-marusho.com/

食べるベジスープ

駿河湾の水揚げしたばかりの
新鮮な桜えびを加工しました。
駿河湾産で水揚げされた透き通るような
桜えびをセリ権をもつ当社が、新鮮なうちに
製造加工し急速冷凍。

小倉食品株式会社　　
〒421-3112　静岡県静岡市清水区由比寺尾821-1
TEL：054-375-3191　FAX：054-376-0302
E-mail：ogura-honsha.ogurashokuhin.co.jp
URL：http://www.ogurashokuhin.co.jp

駿河湾産桜えび

低カロリーでヘルシー、海苔を使った自然派おやつスナック
有明海で収穫した黒バラ海苔を特殊製法で焼き上げ、
甘く口どけも良くサクッと軽い食感に仕上げました。
ミネラル、炭水化物、たんぱく質、食物繊維、葉酸
など健康維持に大切な栄養素が含まれています。

株式会社 片山
〒420-0922　静岡県静岡市葵区流通センター 5-2
TEL：054-263-2424　FAX：054-263-2491
E-mail：info@yamakata.jp
URL：http://www.yamakata.jp

大人おやつ海苔　ごま入り

縁結びの柿の種!?「焼津港町」から生まれた大粒柿ピー！
食べごたえ抜群の柿の種に、焼津産まれのかつお節
パウダーを使用したオリジナルのスペシャルフレーバー
で味付けしました。オリジナルのフレーバーが柿の種
と良く合い、満足感のある逸品に仕上げております。

シーラック株式会社
〒421-0204　静岡県焼津市高新田45-1
TEL：054-622-0185　FAX：054-622-3513
E-mail：otoiawase@sealuck.co.jp
URL：http://www.sealuck.co.jp

焼津大粒柿ピー　節のたね 水産
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食卓に彩りをプラスする
彩り豊かな7種の味付ごまがミックスされた商品
です。献立が茶色中心になってしまいがちな時
でも、その場でかけたり混ぜ込むだけで簡単に
食卓に彩りをプラスすることができる商品です。

ニチフリ食品株式会社 
〒421-3296　静岡県静岡市清水区蒲原5190-2
TEL：054-388-2211　FAX：054-388-2955
E-mail：kaihatu3@nichifuri.co.jp
URL：https://www.nichifuri.co.jp

彩りごま

健康志向の新しい植物性の食用オイル
静岡県で育った茶畑の「茶の実」から搾油した
ティーオイルです。若草の香りとナッツ系のコクの
ある味。オレイン酸、Bカロテン、ビタミンEが豊富で、
コエンザイムQ10も含まれています。

株式会社白形傳四郎商店　　
〒420-8570　静岡県静岡市葵区神明町96-1
TEL：054-271-3559　FAX：054-250-2318
E-mail：eigyou2@shirakata.co.jp
URL：https://www.shirakata.co.jp/

茶ノ実油　GOLD TEA OIL

三ヶ日みかんを一口で味わえる果汁100%ゼリー
三ヶ日みかん果汁の程よい甘さと酸味が特徴の
一口ゼリー。お子様のおやつやお弁当のお供に
最適な商品です。

三ヶ日町農業協同組合
〒431-1414　静岡県浜松市北区三ヶ日町三ヶ日885
TEL：053-525-3113　FAX：053-524-3888
E-mail：agurimikkabi3@diary.ocn.ne.jp
URL：https://mikkabi.ja-shizuoka.or.jp/

ミカちゃんおやつゼリー大袋

レンジで簡単、みしまコロッケ！
農林水産省の地理的表示（GI)認定の三島馬鈴薯
を100％使用したご当地グルメ。レンジ調理タイプ
が誕生しました。「保存料・化学調味料・着色料・
卵」が不使用です。お弁当に最適です。

株式会社東平商会
〒414-0045　静岡県伊東市玖須美元和田715-251
TEL：0557-36-0857　FAX：0557-36-5092
E-mail：ken.ito@tohey.co.jp
URL：https://www.tohey.co.jp/

みしまコロッケ160ｇ（レンジ調理）
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2020グッドデザインしずおか「匠賞」受賞商品
急須を使用しない、おもてなし向け高級茶です。
複数の五つ星ホテル様、高級ホテル様、高級旅館
様、高級レストラン様等でウエルカムティーや高
級ソフトドリンクとして採用されております。

株式会社高柳製茶
〒421-0406　静岡県牧之原市勝田2310-4
TEL：0548-27-2324　FAX：0548-27-3920
E-mail：info@makinohara-cha.com
URL：https://www.makinohara-cha.com

牧之原の雫
プレミアムペットボトル

静岡の豊かな自然の恵みを小さな殻の中にぎゅっと濃縮
鶏の本能を活かした放し飼い鶏舎（エイビ
アリー）で育んだ「アニマルウエルフェア」に
も合致。「循環」、「環境」、にこだわりタマゴ
本来の自然な美味しさに特化。

株式会社マルフク　　
〒425-0062　静岡県焼津市中根新田228
TEL：054-624-3666　FAX：054-624-3905
E-mail：sales@marufuku-egg.com
URL：http://www.marufuku-egg.co.jp

放し飼いのタマゴ

田丸屋のわさびとイタリアのバルサミコ酢が出会った！
バルサミコ酢にオリーブオイルとわさびを合わせ、黒胡椒
をアクセントに加えた、甘酸っぱさの中にわさびをピリリ
と感じるドレッシングです。イタリア産のバルサミコ酢を
使用し、本格的な味わいに仕上げました。

株式会社田丸屋本店
〒114-0015　東京都北区中里2-6-11
TEL：03-3940-0351　FAX：03-3940-0466
E-mail：ms-mizuno@tamaruya.co.jp
URL：http://www.tamaruya.co.jp/

バルサミコドレッシング

カンタンこれ1本！時短万能調味料
特級醤油に「鰹・昆布・帆立・エビ」4つの魚介原料
の旨みとコクを引き立たせ濃厚に仕上げた万能調味料
です。肉、魚、野菜、全ての料理に使え、お水を加えて
煮込むだけで料理が仕上がります。

静岡県産醤油株式会社
〒421-0204　静岡県焼津市高新田80-1
TEL：054-622-2241　FAX：054-622-6473
E-mail：kensan@syouyu.co.jp
URL：https://syouyu.co.jp

旨味だれ加工品 加工品
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キャンプ飯あがれ、キャンプ料理の楽しさ広がる
お好みのルウを入れて煮込むだけ！美味しい
キャンプカレーが簡単に出来上がり！アイデア
次第でオリジナルキャンプ飯が楽しめます。
さあ楽しいキャンプの時間をお過ごし下さい。

石田缶詰株式会社
〒425-0072　静岡県焼津市大住1176
TEL：054-624-6395　FAX：054-623-1357
E-mail：info@ishida-can.com/
URL：http://www.ishida-can.com/

メシギア・キャンプカレーの具

機能性表示に簡単手軽さをプラス
肝臓の健康状態を示すALT値を低下させるスル
フォラファングルコシノレートを含有する機能性表
示ブロッコリー。食べやすいサイズにカットし、レ
ンジで簡単調理ができる袋に詰めました。

株式会社アイファーム　　
〒430-0831　静岡県浜松市南区御給町111
TEL：053-589-4071　FAX：053-589-4072
E-mail：horiuchi@aifarm.co.jp
URL：https://aifarm.co.jp

機能性表示
ファイトベジブロッコリー

次世代へつなぐ、おいしいの原点
沼津港水揚げ鯖と戸田塩を使用した沼津めんち®。沼津港年間水揚げ
1位を誇る沼津鯖を使用したメンチカツは、肉厚ジューシーでとても食べ
応えがあります。沼津のご当地グルメになるべく邁進している沼津めん
ち®はお魚が好きな方はもちろん、お魚が苦手な方にも好まれています。

株式会社杉初水産
〒410-0106　静岡県沼津市志下240
TEL：055-933-0008　FAX：055-934-3434
E-mail：tossie9999@gmail.com
URL：https://sugihatsu.co.jp

沼津めんち®

今までありそうでなかった。うなぎの新食感！
浜松の新名物として全国で初めて商品化。
気になるお味は、まるでフグのような弾力
のある歯ごたえと、ほんのり甘みのある脂
の美味しさに思わずビックリ！！

有限会社魚魚一
〒432-8034　静岡県浜松市中区塩町59-1 サクセス浜松第一ビル4階
TEL：053-458-6343　FAX：053-458-6343
E-mail：totoichi55@gmail.coｍ
URL：https://www.totoichi.com/

浜名湖うなぎの刺身
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最高級の国産原料だけを使用した美味しさ
誇れる格式高い伊達巻
烏骨鶏卵50%使用。和三盆糖5%使用。末端原料含む全ての原
料が国産。着色料、保存料、重合リン酸塩、ソルビット全て不使
用。原料と製法にこだわった、甘さ控えめの究極伊達巻です。 

有限会社丸生食品
〒425-0021　静岡県焼津市中港3-5-1
TEL：054-629-2068　FAX：054-627-7286
E-mail：info@datemaki-marusei.com
URL：https://www.datemaki-marusei.com

国産原料100%使用
烏骨鶏卵伊達巻21
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