
090-9169-7585 https://tabelog.com/osaka/A2706/A270602/27106563/

06-6990-5011 http://www.sungp.co.jp/project/food.php

06-6581-5556 http://www.mikageya-pan.com/

06-6338-3575 http://lapain.jp

06-6304-4547 https://azabu2.gorp.jp/

1 パンパンパンパン

Panetteria VIVO 塩パン、クリームパン、食パン等
保存料や食品添加物は一切使用していないので、小さなお子様も安心して食べられます。VIVO自慢のもちもち食感
をご賞味ください。

吹⽥市泉町2丁目１８−７

3 パンパンパンパン

三景屋パン 業務用食パン
創業60年を誇り、パン作りに対して、発酵重視のおいしいパン作りを守っています。食パンその他のパンについ
て、乳化剤及び防腐剤を使用せず無添加での製造を続けています。

⼤阪市⻄区千代崎２−２０−３

2 パンパンパンパン

オーサムベーカリー パン

ひとつひとつ生地から手作りするベーカリー

⼤阪市東淀川区小松3-3-16

5 パンパンパンパン

麻布珈琲店 麻布こらーげんぱん、麻布こらーげんマフィン
自社オリジナル麻布こらーげんぱん、麻布こらーげんマフィンは女性に人気です。麻布こらーげんで商標を取得。
ワクワクとキレイをお客様にお届け致します。

⼤阪市淀川区塚本2-25-5

4 パンパンパンパン

畦豆と作々 おからパウダーマフィン、どて焼き（串かつ作々)
小⻨粉不使用国産おからパウダーのみで作った低糖質マフィン。食物繊維などが豊富な健康食材をはじめ古くて新
しい国産素材を使ったヘルシーフードをプロデュースするブランドです。

吹⽥市豊津町1-50



06-6211-1547 http://marufukucoffeeten.com

072-735-2222 http://www.nosemizu.com/

06-6262-9972 http://www.italy-wine.jp

06-6467-7511 http://www.sharkenergy.jp

06-6471-7201 https://naniwacoffee.co.jp

7 ドリンクドリンクドリンクドリンク

桜川サイダー サイダー等
能勢の天然水を生かした清涼飲料の製造販売を行っております。地域性を生かした「桜川サイダー」「ゆずサイ
ダー」等や「チョコサイダー」といった個性的な商品を展開してます。

豊能郡能勢町吉野358

6 ドリンクドリンクドリンクドリンク

丸福珈琲店 コーヒー、スイーツ、ギフト
創業以来、85年のコーヒー専門店です。こだわりのコーヒーを始め、スイーツ全般も取り扱っております。ギフト
商品も数多くご用意致しております。

大阪市中央区千日前1-9-1

9 ドリンクドリンクドリンクドリンク

株式会社アンタレスコーポレーション SHARKエナジードリンク、スパークリングワイン、ウコンゼリー
当社は海外食品の輸入、卸売を生業とする企業です。出展品は、ドイツ産の発泡性ワインで、日本では珍しいエル
ダーフラワーの蜜を使用したすっきりと味わいの商品です。
大阪市此花区⻄九条2-10-1 ループビル１F

8 ドリンクドリンクドリンクドリンク

イタリアワイン倶楽部 拘りのイタリアワイン、拘りのイタリアビール
イタリアの大⾃然で育つひとつぶの重みを持つ葡萄から丁寧に造られた拘りワイン。大⻨の栄養をを取り除くこと
なく造られる拘りのビール。

大阪市中央区本町4-5-3

10 ドリンクドリンクドリンクドリンク

ナニワコーヒー株式会社 コーヒー
煎りたてのコーヒーを真空パックにして新鮮なコーヒーをお届けします。⾃社製品製造からパック詰め濃縮コー
ヒーを製造

大阪市⻄淀川区歌島3-3-4



0772-65-2021 https://yasakaturu.co.jp/

0773-27-4705 http://www.rakuten.co.jp/tanba-nakamuraya/

0749-35-2538 https://kin-kame.co.jp/

0737-88-6098 http://www.umaimontei.com

0746-64-1155 http://miyabi-shiitake.com

14 各地物産展各地物産展各地物産展各地物産展

花野食品 甘味果実酒（発泡性①）、甘味果実酒、果実酒、リキュール、調味料

有田市にある工場で、有田みかんの美味しさを活かし、ワインとして新しい美味しさを作り出しています。

和歌⼭県有田市糸我町⻄498-6

15 各地物産展各地物産展各地物産展各地物産展

みやび農園 生椎茸（菌床栽培）、干椎茸
日本の秘境と呼ばれる奈良県十津川村の自然豊かな天然水と、清らかな空気で育てられた椎茸は、肉厚で美味しい
と地元でも評判です。是非ご賞味下さい。

奈良県吉野郡十津川村上湯川299-1

12 各地物産展各地物産展各地物産展各地物産展

丹波⿊総本舗 中村屋 ⿊⾖甘納⾖、栗納⾖
丹波⿊⼤⾖をやわらかい⽢納⾖に仕上げました。また、栗納⾖は正規品とお買い得⽤の割れがあり、通信販売など
で好評です。

京都府福知⼭市⼤野下2876-10

13 各地物産展各地物産展各地物産展各地物産展

岡村本家 清酒、甘酒、食品（奈良漬）
彦根藩主井伊⼤老より酒造りを命じられ創業しこの地で酒造りを始めて160余年。鈴鹿⼭系の豊富な湧き水と、伊
吹⼭からの寒風が吹く、酒造りに最高の条件を満たした地で生産しています。

滋賀県犬上郡豊郷町吉田100

11 各地物産展各地物産展各地物産展各地物産展

竹野酒造有限会社 日本酒
米の品種ごとに純米酒を作っています。その純米酒は蔵舞（くらぶ）と称し、搾ったその日のうちに無濾過原酒で
瓶に詰め、瓶のまま熱処理し貯蔵出荷しています。

京都府京丹後市弥栄町溝谷3622-1



0747-24-3810 http://asukakikurage.co.jp/

0747-22-8010 http://kakinoha.com

0868-54-2987 http://www.nekonet.ne.jp/yasudatya/

0868-54-7655 http://www.satoyama.holiday

0868-44-2581 http://nonomon.jimdo.com/

20 各地物産展各地物産展各地物産展各地物産展

企業組合鏡野やま弁クラブののもん ジビエ缶詰め
自家加工場で、鹿肉を中心にジビエ缶詰めを製造販売。特産「す梅」を活⽤した「す梅味みそ煮」や鹿肉を一缶で
楽しめる「コンフィ」の他、OEMにも対応しています。

岡⼭県苫田郡鏡野町上齋原516-4

18 各地物産展各地物産展各地物産展各地物産展

ヤスダ茶香園株式会社 日本茶、健康茶
お客様の美容と健康にこだわり、ただひたすらにおいしいお茶を・・・をモットーに、日々様々なお茶を製造して
います。

岡⼭県苫田郡鏡野町土居254-1

19 各地物産展各地物産展各地物産展各地物産展

かがみの里山健康マルシェ 姫とうがらし、トマトなど岡山県鏡野町の特産品
美しい水資源に抱かれた岡⼭県鏡野町の里⼭で採れた農産物や特産品をお届け！姫とうがらしやかがみのトマトな
ど、自慢の“赤い”健康食材をお届けします。

岡⼭県苫田郡鏡野町布原136

16 各地物産展各地物産展各地物産展各地物産展

株式会社アスカグリーンファーム きくらげ（乾燥きくらげ・加工品・贈答品各種）
純国産・栽培中農薬不使⽤の白いきくらげ。豊富な食物繊維・美容効果の高いコラーゲン等様々な栄養価、現代人
に不足しがちなビタミンDに関してはトップクラスです。

奈良県五條市相谷町295

17 各地物産展各地物産展各地物産展各地物産展

柿の葉ずしヤマト 柿の葉ずし各種、ヤマトの柿どら、ヤマトのポンセン、さばしぐれ
米は新潟産のコシヒカリ鯖は国産、鮭は脂ののった銀鮭を使⽤しています。また、当社開発のPB商品も取り揃えて
います。

奈良県五條市⿊駒町164番地



078-907-3920 http://daddysbakery.jp

21 各地物産展各地物産展各地物産展各地物産展

山のパン DaddysBakery １尺2寸 ⾃家栽培⼩⻨のパン

⼩⻨の栽培からパン製造まですべての工程を自社で⾏うパン屋

兵庫県⻄宮市⼭⼝町船坂90



06-6863-0504 http://wafukiya.com/

06-6329-5668 http://www.eikado.jp/

06-6471-2405 http://www.eikyudo-yoshimune.co.jp

06-6384-3981 https://www.wa-suitosenka.jp/

06-6301-2122 http://daikokudou-montor.com

23232323 スイーツスイーツスイーツスイーツ

和菓子のＥＩＫＡＤＯ 大阪華かりん
カリッと！まいど！⼤阪華かりんは⿊糖風味の揚げ饅頭。こしあん・抹茶・桃・粒あん・スイートポテトの定番５
種に加え、季節限定商品もご用意致します！

⼤阪市東淀川区菅原7-5-7

22222222 スイーツスイーツスイーツスイーツ

御菓子司 富貴屋 白球もなか、くずバー
創業57年ずっと手作りにこだわった自慢の餡。白球の最中の皮と粒あん・柚子餡でいただく豊中銘菓です。昨年1
万本を販売した溶けないアイス、くずバーもご賞味ください。

豊中市服部⻄町2-5-23

25252525 スイーツスイーツスイーツスイーツ

和-水都饌菓 どら焼き・おはぎ・チーズタルト・フルーツ大福・プリン
吹田で毎朝作られる様々な和菓子を提供。ふわふわ新食感のどら焼、様々な旬の果物を包んだフルーツ⼤福。こだ
わりの金＆銀のプリン。創作おはぎなどをご用意。

吹田市穂波町13-42

24242424 スイーツスイーツスイーツスイーツ

栄久堂吉宗 生菓子、和菓子
一つ一つ手作りで熟練の職人が丁寧に作っています。原材料にもこだわり、全て無添加の原材料を使用しておりま
す。

⼤阪市⻄淀川区佃3-1-6

26262626 スイーツスイーツスイーツスイーツ

大⿊堂モンオール 和・洋菓子（シフォンケーキ・あん餅）
当店自慢のふわふわのシフォンケーキは、⻑年に渡りお客様に愛される看板商品です。今回は年末限定商品であ
る、あん餅も特別出品しております。是非ご賞味下さい。

⼤阪市淀川区三津屋北1-23-15



072-720-1072

072-727-0810 http://www.sweet-heartful.jp/

06-6324-8705 http://pureflour.net/

06-6338-8915 https://item.rakuten.co.jp/makotoshop/10000060/

072-646-8898 http://osakafu-chuouichiba.com

27272727 スイーツスイーツスイーツスイーツ

DONUTS DEPT＆北摂ワインズ 豆乳・おからのドーナツと自然派ワイン
箕面・牧落にお店がある「カラダにやさしい・ココロにやさしい」ドーナツと自然派ワインのお店です。皆様に美
味しい！楽しい！をお届けしマス。

箕面市牧落1-19-19

29292929 スイーツスイーツスイーツスイーツ

ピュアフラワー 手作りパウンドケーキ、バームクーヘン
パウンドケーキ３０年一筋の職人、中⼭久良蔵が、素材主義をモットーに、国産⼩⻨粉、こだわりの原料を使用
し、１本ずつ焼き上げた逸品です。工場直送販売店です。

⼤阪市東淀川区⻄淡路2-11-60

28282828 スイーツスイーツスイーツスイーツ

ハートフル 焼菓子
ハートフルの焼菓子にはグラニュー糖ではなく粗製糖を使っており、コクのある日にちがたってもしっとり美味し
くお召し上がり頂けるようにこだわって焼いています。

⼤阪府箕面市⻄宿3丁目16-1-101

31313131 スイーツスイーツスイーツスイーツ

焼き芋スイーツ研究所 ごっつおさん 焼き芋で作ったスイートポテト、おさつバター、大学いも、ジェラート、芋チップス

焼き芋をベースに、格別に美味しいスイーツを各種製造しております。

茨木市総持寺駅前町5-29

30303030 スイーツスイーツスイーツスイーツ

かてもん屋 カラフルボールラムネ
ザクザク感とシュワッと口どけ、スッキリ感がクセになる！かわいいカラフルボールラムネは4種類の爽やかな味で
す！ピーチ・オレンジ・アップル・サイダー風味の4種の味です！

吹田市片⼭町4-18-15



06-6152-5514 http://www.west-f.com/

050-5595-1794 http://www.qudamo.com/

06-6180-2525 https://gra-fami.com

06-6374-0008 https://ja-jp.facebook.com/cheesecake.leon/

06-6832-8977 http://hokusetsu-labo.com/post-2044/

33333333 スイーツスイーツスイーツスイーツ

フルーツデザート専門店QUDAMO ケーキ、洋菓子
旬のフルーツを使ったデザート専門店「キュダモ」アイスキャンディみたいなフルーツサンドや、フルーツどら焼
きなど、今までなかった新感覚のデザートです。
兵庫県芦屋市⼤桝町1-21 コンコルディア芦屋

32323232 スイーツスイーツスイーツスイーツ

ウエストフィールド バームクーヘン他

洋菓子の卸問屋として、卸値で販売します

豊中市熊野町1-5-5

35353535 スイーツスイーツスイーツスイーツ

チーズケーキＮＯＣＯＡ ＮＯＣＯＡチーズケーキ
フランス最高級のクリームチーズとフランスエシレ村で作られる発酵バターを使用したチーズケーキです。濃厚で
しっとりとしたクリーミーな口当たりをぜひお試しください。
⼤阪市北区曽根崎新地1-5-4岩神スプレッドビル１

34343434 スイーツスイーツスイーツスイーツ

La Granda Familio オーガニック グラノーラ
家族が毎日食べるものは安心安全で美味しいもの、そんな思いで、可能な限り無農薬、無化学肥料、有機栽培の厳
選した素材を用いて毎日グラノーラを焼き上げています。
⼤阪市城東区関目5-15-34 ⼤村ビル１F

36363636 スイーツスイーツスイーツスイーツ

プロスパー シフォンケーキ
油脂類不使用、果糖使用のしっとり、もっちりの食感です。糖質制限をされている方や妊婦さんにお勧めのシフォ
ンケーキ！超ビッグサイズのポンデ！もっちもちの食感を是非！！

豊中市上新田3-3-16



06-6467-6550 http://blueocean-inc.jp/wordpress/

37373737 スイーツスイーツスイーツスイーツ

炭火手焼き鰻 堀忠 鰻のパイ、鰻の骨せんべい
鰻の骨の粉末をパイ生地に練りこみ、秘伝のタレを塗ることで、風味豊かなパイへと焼き上げました。甘さの中に
もコクのある仕上がりで、癖になる味わいです。
⼤阪市福島区野田４丁目6-24 高松屋ビル１F



06-6863-8797

06-4981-7751 http://makana.parallel.jp/

06-6990-4700 https://www.rinasce.online/

06-6386-3688 http://www.sunpower.co.jp

090-3710-8734 http://www.furusato-souken.jp

42 その他の食品その他の食品その他の食品その他の食品

北摂ジビエ 鹿肉（ジビエ）
厳格なトレーサビリティに基づいた能勢産シカ肉（鉄分が豊富で脂質が少なくカロリーが少ない）は、ヘルシーで
臭みも全くないので、皆様に是非とも食して戴きたいと思います。

豊能郡能勢町栗栖60-1

41 その他の食品その他の食品その他の食品その他の食品

株式会社サンパワー あしたば
あしたばは、栄養価の⾼い野菜ですが主に⼋丈島で栽培されている為関⻄にはなじみが薄い野菜です。弊社では京
都府⽊津川市や箕⾯市で栽培し関⻄にも広く出荷できます。
吹田市豊津町9-1 パシフィックマークス江坂3階

40 その他の食品その他の食品その他の食品その他の食品

Ｒｉｎａｓｃｅ Ｍａｒｃｈｅ 糖質制限「命の食事弁当」
糖質10g以下塩分2.5g以下！低糖質・完全栄養・オメガ3・減塩・食物繊維＆発酢食品の５つの要素から商品を企
画・監修しています。

大阪市東淀川区東中島1-7-17

39 その他の食品その他の食品その他の食品その他の食品

ＭＡＫＡＮＡ はちみつ
国産純粋１００％はちみつ。泉州の温州みかん農園のはちみつです。みつばちの育成やみかんの栽培に目がいき届
いた商品です。

豊中市中桜塚1-9-40-102

38 その他の食品その他の食品その他の食品その他の食品

有限会社マルケイ 大鯛チョコスナック、小鯛スナック、焼きさんまチョコ

サカナの形をした楽しいパッケージにオリジナルチョコ入り。お祝いに、パーティーに。

豊中市曽根南町1-22-23-101



072-671-2185

050-3593-9369 https://agg-dried.storeinfo.jp

06-6629-7911

06-4867-3873 http://www.fukuhando.co.jp

06-6335-2204 http://www.torosaba.com

47 その他の食品その他の食品その他の食品その他の食品

鯖や／ＳＡＢＡＲ とろ鯖棒寿司、松前風とろ鯖棒寿司、松前大とろ鯖寿司
鯖やが創業以来こだわり続けてきた原材料には自信があります。「とろさば」と呼ばれる三陸沖の鯖のみを使用。
今も変わらず1本1本手作りにこだわってます。

豊中市庄内栄町4-21-40

46 その他の食品その他の食品その他の食品その他の食品

福阪道 ドレッシング、ポン酢

国産素材と無添加にこだわった商品を全て手作りしています。安心と安全で美味しい調味料を是非ご賞味下さい。

豊中市庄内幸町1-1-10

45 その他の食品その他の食品その他の食品その他の食品

株式会社恵愛商事 フリーズドライ松茸、江の島たこせんべい

フリーズドライ製品各種、江の島名物のたこせんべいや⻘のしらすせんべいを作っています。

大阪市阿倍野区播磨町1-17-12

44 その他の食品その他の食品その他の食品その他の食品

agg ⽇本の乾燥野菜デリ、きのこと根菜の炊込みご飯（2〜3合⽤）
「おいしいを ちゃんと 簡単に」をコンセプトに安心安全な国産の厳選乾燥野菜をブレンドした乾燥野菜デリを
ご提供致します。自然のうま味とコクをお楽しみ頂けます。

豊中市上野⻄3-3-11

43 その他の食品その他の食品その他の食品その他の食品

有限会社コスモフーズ 魚類おにぎり、棒ずし

水産加工で培った技術と知識を生かし、1日数千本さばいた中から厳選したさばを使用した棒寿司です。

⾼槻市下田部町1-27-18



072-646-9578 http://hisago-nori.com

072-885-2348 http://www.pref.osaka.lg.jp/ryutai/osaka_mon/itsutsunohoshi8.html

06-6497-2637

072-728-3491 http://www.kansai-odashi.com

06-6484-6676

52 その他の食品その他の食品その他の食品その他の食品

帰ってきた宮田麺児 つけ麺
人気漫才コンビ、シャンプーハットてつじがプロデュースする、つけ麺専門店。魚介と野菜ベースのベジポタスー
プに香りや食感の違う３種類の麺が楽しめる。

大阪市中央区東心斎橋1-13-5

51 その他の食品その他の食品その他の食品その他の食品

関⻄おだし専門店 だし蔵 うどんのおだし、関⻄おだし
ご家庭でも本格的なうどんだしが作れるように、だしパックタイプの「うどんのおだし」ができました。たった４
〜5分煮出すだけで味が決まる！化学調味料・保存料無添加です。

箕⾯市船場東2-7-50

50 その他の食品その他の食品その他の食品その他の食品

雅企画合同会社 ごまドレッシング
ごまは、味、香り、コクとも最⾼と言われるトルコ産の金ごまを１００％使用、鉄釜で芯からじっくり焙煎し、油
が出なくなるようにしたドレッシング。

尼崎市下坂部4-1-15

49 その他の食品その他の食品その他の食品その他の食品

株式会社門真れんこん屋 門真れんこん・門真れんこんパウダー
門真で４代続くれんこん農家の技術の粋を集めて、丹精込めた門真れんこんをご賞味下さい。門真の農産物品評会
に何度も大阪府知事賞に輝く、絶品です。

門真市千⽯⻄町12-6

48 その他の食品その他の食品その他の食品その他の食品

海苔のひさご 焼のり、味付のり

自家製のこだわった関⻄風の味付です

茨⽊市東太田3-7-2



078-907-1701

06-6867-4051 http://www.isimaru.co.jp

06-6381-0791 http://www.horiuchi-h.co.jp

06-6827-2007 http://www.yell-foods.com

072-683-4155 http://motsu-azumaya.com/

57 その他の食品その他の食品その他の食品その他の食品

博多もつ処 東屋 もつ鍋スープ
本場九州のもつ鍋を⾼槻の人にも味わって頂きたくてOPENしました。2016食べログ⾼槻では1位もとりました。そ
のスープをご家庭でも味わってもらう為販売します。

⾼槻市上田辺町3-12

56 その他の食品その他の食品その他の食品その他の食品

株式会社エールフーズ コロッケ、鶏モモから揚げ、メンチカツ

フローズン＆チルドなど、お客様のご要望お応え出来ます。小ロッドからのオリジナル商品が製造出来ます。

摂津市東一津屋5-12

55 その他の食品その他の食品その他の食品その他の食品

堀内八郎兵衛 出汁、調味料
創業以来、一貫して素材にこだわり、無添加食品を中心に、厳選した素材を使用した出汁。料理つゆ等の製造・販
売を行っております。

吹田市岸部南3-14-4

54 その他の食品その他の食品その他の食品その他の食品

石丸製麺株式会社 讃岐うどんを中心とした乾麺・半生麺
『郷土を愛する心と、誇り』⽯丸製麺は明治37年創業以来、ふるさと讃岐で生まれ育った伝統の技と心で最⾼の味
をめざし麺づくり一筋に取り組んでいます。

豊中市服部寿町2-17-28

53 その他の食品その他の食品その他の食品その他の食品

株式会社OMO ラーメン、出汁
ラーメン４店舗、イタリアン、１店舗経営。また、⾼速ＳＡにも卸売、ラーメン店のプロデユース業も行ってお
り、手広く事業展開している。

兵庫県⻄宮市⼭⼝町下⼭⼝5-16-12-3Ｆ



06-6392-0088 https://jyoren-seimen.jp/company/

072-630-2788 http://www.osaka-s.co.jp

59 その他の食品その他の食品その他の食品その他の食品

デリケア株式会社 湯浅醤油豚角煮、味噌豚角煮他
醤油発祥の地である紀州湯浅、伝統的な製造方法で仕込まれた、風味豊かでコクのある湯浅醤油で煮込んで下味を
つけて、特製の醤油ダレで仕上げました。

茨⽊市横江2-1-27

58 その他の食品その他の食品その他の食品その他の食品

株式会社上蓮製麺 手延素麺、ＣＡＲＯＤＡＹ、ママらくちん
手延麺、手延麺に国産野菜を練りこんだCAROday、さらの塩分０に仕上げ離乳食幼児食老人食に仕上げたママらく
ちんが人気です。

大阪市淀川区新⾼5丁目9番18号
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