
所在地

電話番号

FAX番号

メールアドレス sarunasi@neptune.jstar.ne.jp

ホームページ http://www.sarunashi.com/

所在地 〒940‐8622　新潟県長岡市呉服町1丁目4番地5

電話番号 0258‐32‐2358

FAX番号 0258‐36‐6969

メールアドレス somu@echigoseika.co.jp
ホームページ http://www.echigoseika.co.jp/

所在地

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

企業・商品・サービスのご紹介

企業・商品・サービスのご紹介

サルナシの生産及び製品の販売。（サプリメント、お茶、ジャムなど）
サルナシは、研究機関や大学の研究において、癌や生活習慣病、アレルギーなどに有効な
成分が含まれているとされ、注目を集めています。自社で行ったモニター調査において、症
状が好転したと多くの方々から喜びの声をいただきました。アレルギーなどで苦しんでいる
方々に、是非おすすめしたいと考えております。

惣菜製品・漬物各種、給食弁当【事業所向け】◎災害対応食を時代のニーズと捉えておりま
す。（災害対応食各種開発販売中）

〒946-0076　新潟県魚沼市井口新田764番地

025-792-0884

025-792-7222

http://www.kk-osawa.co.jp

食部会 会員企業紹介

株式会社 藍匠（魚沼山菜農園）

株式会社 大沢加工

〒948-0043　新潟県十日町市乙５２０番地１

025-757-0455

025-752-7288

越後製菓 株式会社

企業・商品・サービスのご紹介

当社は、麺類、米菓、包装餅、包装米飯を中心に事業展開しており、主力製品である包装餅では食
味の向上のほか、包装形態の工夫やシェルフライフの延長などライフスタイルの変化に合わせた商品
を提供しています。また、独自製法の米菓「ふんわり名人シリーズ」や、高圧技術を利用した無菌化包
装米飯など独自の技術を用いた商品開発にも力を入れており、世界で初めて包装米飯の容器をフィ
ルム化した「日本のごはん」は、容器資材の量を5分の１に減らした環境にもやさしい商品となっていま
す。

   

mailto:sarunasi@neptune.jstar.ne.jp
http://www.sarunashi.com/
mailto:somu@echigoseika.co.jp
http://www.echigoseika.co.jp/


所在地

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

企業・商品・サービスのご紹介

所在地 〒950-0141  新潟県新潟市江南区亀田工業団地３丁目１番１号

電話番号 025-382-8879

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

企業・商品・サービスのご紹介

所在地

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

企業・商品・サービスのご紹介

すみれ工房では原料や製法にこだわった商品作りをしております。竹は新潟県村上市産、
塩は日本海の塩を使用しております。用途によって竹を高温で焼いたり、または低温で焼い
て炭にします。竹炭の、吸湿や消臭の効能を利用した竹炭商品や、竹の中に塩を詰めて高
温で長時間焼き上げた竹炭塩などがございます。竹炭塩は竹のミネラルと塩のミネラルが程
よく調和されたまろやかなアルカリ塩です。

025-382-8887

twatanabe@sk.kameda.co.jp

〒959-3907　新潟県村上市府屋７７番地１

0254-77-4661

0254-77-4662

www.kamedaseika.co.jp/

食部会 会員企業紹介

神山物産 株式会社

〒950-2089　新潟市西区流通センター3-3-2

025-260-4101

025-260-4102

http://www.kamiyama-b.co.jp/

亀田製菓 株式会社

info@take-sumi.org

笹川流れ すみれ工房

soumu@kamiyama-b.co.jp

http://www.take-sumi.org

亀田製菓は日本人の食の基本である「お米」を素材として、お客様に愛される「亀田のあられ・お
せんべい」を作り続けております。当社独自の技術開発・商品開発、そして多くの皆様のお力添
えをいただき米菓業界のリーディングカンパニーとして発展してまいりました。これからも「おいし
さ」と「健康」を創造し、「お米」という日本人に最も愛されている食品素材を通じて社会に貢献し
ていくことを使命に、新たな夢づくりにチャレンジしてまいります。

加工食品原材料として砂糖、小麦粉、澱粉、油脂、調味料、穀類、副材料としての保存料、
添加物、包装資材などを中心に取り扱っている問屋です。

   

 
 
 

商品等の写真 

mailto:info@take-sumi.org
http://www.take-sumi.org/


所在地 〒950-0883　新潟市東区卸新町１丁目842番地15

電話番号 025-275-1212（代表）

FAX番号 025-275-1616

メールアドレス info@sanwa-yakuhin.co.jp

ホームページ http://www.sanwa-yakuhin.co.jp

所在地

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

所在地

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

〒951-8141  新潟市中央区関新2-1-73　新潟ダイカンプラザ遊学館804


食部会 会員企業紹介

三和薬品 株式会社

企業・商品・サービスのご紹介

調味料・香料・日持ち向上剤等の食品添加物、鰹節・ごま等の食品素材、本みりん等の酒
類、食品用アルコール製剤など、工業薬品としては無機薬品・有機薬品・高純度試薬など、
又この他に事業法（旧専売）アルコール、微生物検査用器材の販売を行っております。

株式会社 ジェム・インパクト

0250-25-3371

0250-25-3375

025-378-2414

025-378-2415

info@gem-impact.com

http://www.gem-impact.com

soken02@daisyo.co.jp

http://www.daisyo.co.jp

商品・サービスのご紹介

　当所は「安全・安心」を追求する株式会社大庄の施設で、庄やグループのお店で使用する食材の
残留農薬分析等の安全確認と、店舗での使用や一部外販を行う加工食品の開発を担っています。
　開発商品には、国産穀物10種類をバランス良く配合し、超高圧技術を活用した「大庄十穀ごは
ん」、魚沼産コシヒカリの有機認証米を用い、工場認証も取得して超高圧技術で製造した有機JAS認
証の「有機栽培魚沼産こしひかり玄米ごはん」、海洋深層水に当社開発技術で安定型ビタミンCを配
合した「佐渡C50」等があり、『お客様の健康維持を応援する』が、開発のキーワードです。

企業・商品・サービスのご紹介

東京の本社ではグローバル・リリース向けコンテンツの音楽制作プロダクションを主軸として
いますが新潟支社では、「音による安らぎ」を追求し、終末期やそのケアを担う方々向けのコ
ンサートシリーズ「天上の音楽」、そして在宅ケアの現場やクリニック・介護施設向けのサウン
ドケア・システム「凛舟(RINSHU)」の開発を行っています。

株式会社大庄 総合科学新潟研究所

〒956-0841　新潟県新潟市秋葉区東島309

   

 
 
 

商品等の写真 

mailto:info@sanwa-yakuhin.co.jp
http://www.sanwa-yakuhin.co.jp/
mailto:info@gem-impact.com
http://www.gem-impact.com/


所在地

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

企業・商品・サービスのご紹介

所在地 〒950-0982  新潟県新潟市中央区堀之内南１丁目３１番１４号

電話番号 025-241-2780

FAX番号 025-244-3421

メールアドレス m303536@daiwahouse.jp

ホームページ http://www.daiwahouse.co.jp

所在地 〒950-8681 新潟県新潟市中央区女池南3-2-32

電話番号 025-282-2828

FAX番号 025-282-2277

メールアドレス info@com-m.com

ホームページ http://www.com-m.com

http://ｗｗｗ.dnp.co.jp/

『未来のあたりまえを作る。』
安全に世界とつながる心地よいコミュニケーション、いつまでも健康でいるための医療などの社会基
盤やサービス、地球環境に優しい持続可能な社会、地域社会とともに歩む安心・安全で快適な暮ら
し、人々が願う社会の実現に向けて、さまざまな課題を解決できる画期的な製品やサービス。
いまは世界中のどこにもなくても、未来には、常に身のまわりにあり、誰もが自由に利用できること。
そんな「あたりまえ」を私たちＤＮＰは作っていきます。

大和ハウス工業 株式会社　新潟支店

食部会 会員企業紹介

大日本印刷 株式会社 　包装事業部 新潟営業部

〒950-0088  新潟市中央区万代１-１-１　朝日生命新潟ビル５F

025-249-9114

025-241-9782

企業・商品・サービスのご紹介
「月刊新潟こまち」の株式会社ニューズラインのグループ会社。新潟県内の企業様を中心に様々なWebサービスを展開していま
す。WEBサービスのみならず、イベントや紙媒体等と組み合わせたクロスメディア展開で、「集客」「活性化」「収益化」までトータ
ルでコンサルティングいたします。
■主なソリューション
・WEBサイト制作全般（ECサイト構築、スマートフォンサイト構築、その他各種システム構築）
・日本カワイイ博主催（若年女性層向けの各種プロモーション） http://kawahaku.jp/
・介護、医療福祉事業（書籍・フリーペーパー発行、WEBサイト制作、各種コンサルティング）

企業・商品・サービスのご紹介

株式会社 ドットコム・マーケティング

   

★戸建住宅★ 

★事務所・倉庫★ 

★商業施設★ 

★環境エネルギー★ 

★集合住宅★ 

★医療・介護施設★ 

私たち大和ハウス工業は 

戸建住宅・集合住宅・商業施設だけでなく、 

新しい事業領域の開拓を行っています。 



所在地

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

所在地 新潟ウェルネス 〒950-1187　新潟市西区北場1185-3

電話番号 業務部 025-370-1960

FAX番号 業務部 025-370-1975

メールアドレス  info@niwell.or.jp

ホームページ  http://www.niwell.or.jp

所在地 〒959-2600  新潟県胎内市清水９-１５２

電話番号 0254-44-1212

FAX番号 0254-44-1211

メールアドレス niisei@ruby.ocn.ne.jp

ホームページ http://www.niigata-seifun.jp/

chuken@nehcl.or.jp

企業・商品・サービスのご紹介

「お米の粉食文化を創造する」を理念に地域の農業振興とお客様の健康づくりに貢献して
参ります。

企業・商品・サービスのご紹介

新潟製粉 株式会社

社団法人 新潟県労働衛生医学協会

食部会 会員企業紹介

一般社団法人 新潟県環境衛生中央研究所

〒940-2127  新潟県長岡市新産２丁目１２番地７

0258-46-7151

0258-46-9851

　当協会は、昭和３７年に「働く人の健康を我らで守ろう」を目的に設立されました。県内１５
の施設で、「各種の健康診断」や「人間ドック」、「市町村住民の健康診断」ならびに「各種が
ん検診」を行っています。また、「保健指導」や「健康づくりセミナー」等を通して県民の皆様
の健康づくり活動に積極的に取り組んでいます。現在では、県内企業からのご要望により
「食品の機能性を確認するための各種臨床試験」も行っています。

http://www.nehcl.or.jp/

企業・商品・サービスのご紹介

※当研究所は創設以来、地域社会の安全で衛生的かつ快適な生活のために、環境、食品
衛生に関する検査・研究及びコンサルティング業務にも積極的に取り組んでおります。
　今後も皆様のお役に立てるよう、検査結果に基ずく改善提案や対策立案などにも対応でき
る一味違う検査機関として、さらなる努力を続けてまいります。

   

mailto:niisei@ruby.ocn.ne.jp
http://www.niigata-seifun.jp/
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http://www.nehcl.or.jp/


所在地 〒950-0909  新潟市中央区八千代２丁目３番１号

電話番号 025-249-8850

FAX番号 025-249-8831

メールアドレス

ホームページ www.nsttv.com

所在地 〒950-0088  新潟市中央区万代３丁目１番１号

電話番号 025-385-7111

FAX番号 025-385-7456

メールアドレス 会社代表メールはありません

ホームページ http://www.niigata-nippo.co.jp/

所在地

電話番号

FAX番号

メールアドレス foodstuff@nosawa.co.jp

ホームページ http://www.nosawa.co.jp

企業・商品・サービスのご紹介

当社は80年以上に亘りオランダ、ドイツ、イタリア、フランス、スイス、豪州、米国その他の主
要な生産国からチーズ、乳蛋白質製品等の乳製品を輸入し、日本人の体位向上、健康促
進に寄与してまいりました。現在、高齢者の健康寿命促進に不可欠な必須アミノ酸を豊富に
含むホエイ蛋白、カゼインミセル蛋白をドイツの最新鋭工場より輸入し、様々な健康食品、介
護食品への応用を提案させていただいております。

企業・商品・サービスのご紹介

新潟日報社は２０１３年４月人・物・情報の交流拠点となる多機能高層ビル「メディアシップ」
を新潟市万代地区に建設し、本社機能を移しました。北東アジアの経済成長などを背景に
新潟の拠点性が注目される中、地方紙のトップランナーとして活字文化を支え、これからも
責任ある言論と報道、きめ細やかな情報を提供し、地域の発展に全力を傾けてまいります。

株式会社 野澤組

食部会 会員企業紹介

株式会社 新潟総合テレビ

〒100-0005  東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル4F

03-3216-3464

03-3284-1763

企業・商品・サービスのご紹介

地上波民間放送（フジテレビ系列局）
ふるさと新潟の情報発信基地として、「NSTスーパーニュース」「SmaileStadiumNST」などのテ
レビ番組は元より、文化・スポーツイベントなどを通じ、新潟の元気を発信し続けます。

株式会社 新潟日報社

   

http://www.nsttv.com/
mailto:foodstuff@nosawa.co.jp
http://www.nosawa.co.jp/


所在地 〒959-0310  新潟県西蒲原郡弥彦村美山674　

電話番号 0256-94-3181

FAX番号 0256-94-4661

メールアドレス takaakifujii1980@yahoo.co.jp

ホームページ http://www.fujiishoten.co.jp/

所在地 〒945-8611　新潟県柏崎市駅前1丁目3番1号

電話番号 0257-23-2333

FAX番号 0257-22-2005

メールアドレス

ホームページ http://www.bourbon.co.jp/

所在地 〒105-0013  東京都港区浜松町１－３１

電話番号 03-5403-111１（代）

FAX番号 03-5860-1086

メールアドレス

ホームページ http://www.joqr.co.jp/index.php

企業・商品・サービスのご紹介

関東１都６県を中心として、全国４７都道府県のネットワークをもつラジオ局。商品販売のため
のプロモーションや商品開発秘話の紹介など、BtoCビジネスを基幹としています。また、企
業イメージ向上のためのイベントや他メディアとのアライアンスなど企画性に富んだ提案力を
持ち、新潟県広報様・新潟市水族館様も文化放送を活用して観光誘客PRを実施中。

企業・商品・サービスのご紹介

当社は、1924（大正13）年に「北日本製菓」として創業しました。創業者である初代社長・吉田吉造
は、関東大震災の影響により地方への菓子供給が全面的にストップした窮状を見て「地方にも菓子の
量産工場を」と決意し、事業を興しました。
菓子・飲料・食品の開発・製造・販売を通じて、豊かな生活と健康への寄与など、皆様の幸せな生活
に深く関わるとともに、この考えをさらに推し進め、「心と体の健康づくり」をテーマに“文化・芸術”“ス
ポーツ”支援活動に取り組んでいます。

株式会社 文化放送

食部会 会員企業紹介

株式会社 藤井商店

企業・商品・サービスのご紹介

米の卸・精米・加工・販売
　原料米 ： 米菓・餅・味噌・ビール・焼酎等向け原料の精米、および販売
　主食米 ： 主食用米の精米、および販売
　酒米 ： 日本酒向け原料の製造、および販売
　米粉 ： 米菓・和菓子・洋菓子・パン向けの米粉の製造、および販売

株式会社 ブルボン

   

 
 
 

商品等の写真 

 
 
 

商品等の写真 

mailto:takaakifujii1980@yahoo.co.jp
http://www.fujiishoten.co.jp/
http://www.bourbon.co.jp/


所在地

電話番号

FAX番号

メールアドレス h.soumu@echigo-ryokan.jp

ホームページ http://www.echigo-ryokan.jp/

所在地 〒949-7492　新潟県魚沼市堀之内２８６

電話番号 025-794-2211

FAX番号 025-794-3225

メールアドレス ffk@foricafoods.co.jp

ホームページ http://www.foricafoods.co.jp

所在地

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

当社は、食肉加工品、病者用の治療食、高齢者用の介護食、災害時に役立つ非常食等の
製造・販売を通じて地域社会に貢献してきました。今後も新しい技術力・開発力の向上に努
め、食へのチャレンジを続けていきます。

企業・商品・サービスのご紹介

創業明治４０年。米加工ひとすじ１０６年。長年培った技術とノウハウを応用し、時代と市場の
ニーズにマッチした様々な製品づくりを目指しています。弊社では、和菓子原材料の米粉の
ほか、お湯で簡単に調理できる即席の離乳食、災害食、介護食、さらにアレルゲンフリーの
米麺など、バラエティに富んだ米加工品を製造。米どころ新潟から、原材料や製法にこだ
わった、安心でおいしく付加価値の高い製品をお届けいたします。

〒950-3321  新潟県新潟市北区葛塚3497-2

025-387-3325

0258-46-5155

http://www.niigata-matsuya.com

matuya@ruby.ocn.ne.jp

私たちホクショクは、新潟県内老舗醤油醸造業18社の協業合併により新潟県醤油協業組合
を設立し、メインブランドである「キッコーシンしょうゆ」「良寛しょうゆ」の販売を筆頭に、常に
時代の求める食文化へのお役立ちを考え、挑戦を続けて参りました。近年は、栄養制限が
必要な方や、食習慣の改善をされたい方に最適な「けんこうじゃん」を開発し「おいしく食べ
て、無理なく減塩」をコンセプトに調味料にできるお役立ちに挑戦しております。

025-388-7413

食部会 会員企業紹介

株式会社 ホクショク

〒940-2127　新潟県長岡市新産2丁目11-11

企業・商品・サービスのご紹介

まつや 株式会社

企業・商品・サービスのご紹介

0258-46-4918

ホリカフーズ 株式会社

   

 
 
 

商品等の写真 

mailto:h.soumu@echigo-ryokan.jp
http://www.echigo-ryokan.jp/
http://www.niigata-matsuya.com/
mailto:matuya@ruby.ocn.ne.jp
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食部会 会員企業紹介

株式会社 宮野食品工業所

〒957-0006  新潟県新発田市中田町３丁目１２９７番地１

0254-22-3322

0254-22-4789

info@miyano-mame.jp

http://www.miyano-mame.jp/

企業・商品・サービスのご紹介

豆を主体として、惣菜や和菓子などの製品を製造しております。お客様が喜んでいただけま
すよう、真心一杯で製造しております。原料の良さを活かした味付けで、原料本来の風味を
感じられる製品を手造りで作っております。特に豆製品では、皮までやわらかく、ふっくらと炊
き上げて、どなたでも美味しく召し上がっていただけるように努めております。

山崎醸造 株式会社

0258-83-3001

商品・サービスのご紹介

〒947-0004  新潟県小千谷市東栄３－７－４

0258-83-3460

yamajo@echigojishi.co.jp

http://echigojishi.co.jp

企業・商品・サービスのご紹介

「確かな商品づくりを通じて、豊かで健康的な食生活に貢献する。」
日本古来の調味料である味噌、醤油を通して食文化を守りながら、
新たな食の価値を創造します。

   

mailto:info@miyano-mame.jp
http://www.miyano-mame.jp/
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