
平成２９年３月２８日時点

【受託加工可能】

〒 住所 電話 ＦＡＸ メール

石見食品㈱ 大豆製品（豆腐、油揚げなど）に係る製造 相談に応じます 相談に応じます 石田　浩志 697-0006 浜田市下府町388-60 0855-28-1211 0855-28-3330 h.ishida@iwami-foods.co.jp

フリーズドライ加工（水産、農産関わらず、味噌汁等、色々加工品まで） 相談に応じます 相談に応じます 堀　さとる 694-0054 大田市鳥井町鳥井2094-3 0854-83-7755 0854-82-3062 torii@oh-net.com

ＯＥＭ受託　加工品色々 相談に応じます 相談に応じます 堀　さとる 694-0054 大田市鳥井町鳥井2094-3 0854-83-7755 0854-82-3062 torii@oh-net.com

ライスバーガー受託製造 相談に応じます 相談に応じます 堀　さとる 694-0054 大田市鳥井町鳥井2094-3 0854-83-7755 0854-82-3062 torii@oh-net.com

冷凍食品の製造 相談に応じます 相談に応じます 堀　さとる 694-0054 大田市鳥井町鳥井2094-3 0854-83-7755 0854-82-3062 torii@oh-net.com

猪加工販売センター 精肉の加工 相談に応じます 相談に応じます 和田　祐子 699-4504 江津市桜江町大貫57-1 0855-93-0881 0855-93-0881 shishi@iwamicatv.jp

榎木の郷 惣菜製造 相談に応じます 相談に応じます 三浦　紗枝子 699-4504 江津市桜江町大貫57-1 0855-93-0881 0855-93-0881 shishi@iwamicatv.jp

株式会社めぐみ 食肉製品の製造（ハム、ソーセージ、ベーコン、薫製など） 15kg～(相談に応じます) １～２週間程度 曽田　正彦 699-0501 出雲市斐川町学頭3646-1 0853-25-7880 0853-25-7881 iris@megumi-llc.jp

㈱岡田屋本店 パウチ袋入り甘酒の製造 １回４０００個 受注後２週間 大谷　弘二 698-0011 益田市染羽町5-7 0856-22-0127 0856-23-6747 k-ohtani@kikuyasaka.co.jp

千登世 水産練り製品（かまぼこ） 30 2日 小村 691-0001 出雲市平田町1080 0853-62-2108 0853-63-3692 webmaster@k-chitose.com

水産練製品の製造 相談に応じます 相談に応じます 山崎 699-0702 出雲市大社町杵築北3004 0853-53-2125 0853-53-5125 info@syokuhin.jp

レトルト加工（全カテゴリー） 相談に応じます 相談に応じます 山崎 699-0702 出雲市大社町杵築北3004 0853-53-2125 0853-53-5125 info@syokuhin.jp

㈲木村有機農園 高アミロース米使用の米粉100%の麺製造 相談に応じます 相談に応じます 木村　晴貞 690-2802 雲南市吉田町民谷544 0854-74-0717 0854-74-0717 harusada@i-yume.ne.jp

焼き加工（要相談） 相談に応じます 相談に応じます 右田　哲也 699-4111 江津市桜江町谷住郷1802-1 0855-92-0333 0855-92-1245 tetuya-m@sumie-kk.jp

真空加工（要相談） 相談に応じます 相談に応じます 右田　哲也 699-4111 江津市桜江町谷住郷1802-1 0855-92-0333 0855-92-1245 tetuya-m@sumie-kk.jp

山陰クボタ水道用材㈱ 天然シリカ水充填 相談に応じます 相談に応じます 伊藤　隆生 690-0038 松江市平成町182番地15クレアヒル松江 0852-60-5605 0852-60-5605 takao-ito@saninkubota.co.jp

日本茶の製造・加工 小ロットから可 相談に応じます 森山　英行 690-0003 松江市東朝日町267-4 0852-26-5747 0852-26-5746 hmoriyama@moriyamaen.co.jp

健康茶の製造・加工 小ロットから可 相談に応じます 森山　英行 690-0003 松江市東朝日町267-4 0852-26-5747 0852-26-5746 hmoriyama@moriyamaen.co.jp

豆富の製造（指定大豆での製造可） 相談に応じます 相談に応じます 角 692-0011 安来市安来町1296-3 0854-23-2441 0854－22－3080 h.sumi@sumi-q.jp

油揚げの製造（指定大豆での製造可） 相談に応じます 相談に応じます 角 692-0011 安来市安来町1296-3 0854-23-2441 0854－22－3080 h.sumi@sumi-q.jp

さんべ食品工業㈱ ジャム・清涼飲料水の製造 相談に応じます 10～20日 勝部　邦彦 694-0064 大田市大田町大田イ403番地5 0854-82-0863 0854-82-6686 kkatube@iwami.or.jp

㈱桃翠園 茶の乾燥・粉末加工・焙煎 1ｋｇ ２週間 岡 699-0624 出雲市斐川町上直江1482 0853-72-0039 0853-72-0040 daiki.oka@tousuien.jp

木次乳業㈲ 牛乳・乳製品の製造（牛乳・ヨーグルト・アイスクリーム・ミルクジャム等） 相談に応じます 相談に応じます 加納　一美 699-1323 雲南市木次町東日登228-2 0854-42-0445 0854-42-0400 info@kisuki-milk.co.jp

㈲岡伊三郎商店 黒豆甘納豆の製造 原料３０ｋｇから ２週間 岡 691-0001 出雲市平田町2260-24 0853-62-2048　 0853-25-7007 gorira@room.ocn.ne.jp

㈲奥出雲薔薇園 食用薔薇商品の製造・加工（飲料、ジャム、ハーブティなど） 相談に応じます 相談に応じます 福間　裕紀 694-0041 大田市長久町長久ロ411番地14 0854-83-7330 0854-83-7331 y-fukuma@fregrance-rose.com

貝類のレトルト殺菌 相談に応じます 相談に応じます 佐藤　博之 699-0722 出雲市大社町北荒木132-1 0853-53-1509 0853-53-1459 info@sato-foods.com

惣菜類の製造 相談に応じます 相談に応じます 佐藤　博之 699-0722 出雲市大社町北荒木132-1 0853-53-1509 0853-53-1459 info@sato-foods.com

佃煮類の製造 相談に応じます 相談に応じます 佐藤　博之 699-0722 出雲市大社町北荒木132-1 0853-53-1509 0853-53-1459 info@sato-foods.com

㈱さんれいフーズ クリームコロッケ・メンチカツの製造、ソースの煮込み技術 相談に応じます 相談に応じます 池渕　誠 692-0071 安来市亀島町12番地3 0854-22-6938 054-23-0053 m-ikebuchi@sanrei-foods.co.jp

㈲宍道湖 ヤマトシジミのレトルト製品の製造 相談に応じます（小ロット可） ３日程度 原 699-0502 出雲市斐川町荘原2750-6 0853-72-0313 0853-31-7027 sijimi@sijimi.com

西製茶所 出雲地方産の茶葉を使用した日本茶、国産紅茶のOEM製造 相談に応じます 相談に応じます 西　龍介 699-0612 出雲市斐川町出西2720-1 0853-72-6433 0853-31-4024 cha-cha1@proof.ocn.ne.jp

オリジナルビール（地元フルーツ、スパイス、農作物など使用）15L樽、300ml瓶、350ml缶 約1200L 6ヶ月以上前に要打合せ 矢野　学 690-0876 松江市黒田町509-1 0852-55-8355 0852-27-7750 beer@shimane-beer.co.jp

オリジナルビール（ビールの味もオリジナル）15L樽、300ml瓶、350ml缶 約1200L 6ヶ月以上前に要打合せ 矢野　学 690-0876 松江市黒田町509-1 0852-55-8355 0852-27-7750 beer@shimane-beer.co.jp

オリジナルビール（ラベルのみオリジナル）300ml瓶もしくは350ml缶 1,008本（24本42ケース） 1ヶ月以上前に要打合せ 矢野　学 690-0876 松江市黒田町509-1 0852-55-8355 0852-27-7750 beer@shimane-beer.co.jp

青果物のパック詰め 相談に応じます 相談に応じます 野津、新宮 699-0641 出雲市斐川町美南1666番地 0853-73-9577 0853-73-9578 notsu_tak@agri-shimane.biz

精肉パック加工 相談に応じます 相談に応じます 渡部 699-0641 出雲市斐川町美南1666番地 0853-73-9577 0853-73-9578 watanabe_kou@agri-shimane.biz

受託搗精 相談に応じます 相談に応じます 玉木 699-0641 出雲市斐川町美南1666番地 0853-72-4183 0853-72-4108 tamaki_hir@agri-shimane.biz

超高水圧加工技術を活用した玄米の加工 510kg（それ以下の場合は相談に応じます） 相談に応じます 安部 690-3512 飯石郡飯南町上赤名1664番地 0854-76-9341 0854-76-9345 abe@elize-corp.jp

超高水圧加工技術を活用した玄米粉の加工 相談に応じます 相談に応じます 安部 690-3512 飯石郡飯南町上赤名1664番地 0854-76-9341 0854-76-9345 abe@elize-corp.jp

(株)サンエイト農業事業部 搾油（えごま） 相談に応じます 1週間程度 藤原 昌樹 699-1511 仁多郡奥出雲町三成444番地18 0854-52-1075 0854-52-0373 naka-kou@mx.miracle.ne.jp

㈱シーライフ 冷風乾燥、燻製、魚の一次処理 ５００ｋｇ／日 ７日 河上　清志 697-0017 浜田市原井町907-2 0855-23-3105 0855-23-3117 sea_life@nifty.com

㈲はまや食品 和菓子全般（特にみたらし団子・お餅） 相談に応じます 相談に応じます 濱角　隆二 697-0002 浜田市生湯町1242-1 0855-23-1522 0855-23-1187 hamaya-k@aurora.ocn.ne.jp

若女食品㈱ 冷凍食品・練り製品・寿司ネタの製造 相談に応じます 相談に応じます 国田　一義 697-0017 浜田市原井町3050-8 0855-25-0567 0855-25-0568 ys@wakashoku.jp

㈲垣崎醤油店 各種調味料（ドレッシング・つゆ）OEM生産も可能 相談に応じます 相談に応じます 藤井　香緒里 696-0102 邑智郡邑南町中野1046 0855-95-0321 0855-95-1186 kakizaki@sx.miracle.ne.jp

㈲カネコウ中川 塩干物の製造・ふぐ料理 小ロットから相談に応じます 相談に応じます 中川　宏 697-0052 浜田市港町285-2 0855-22-0936 0855-22-2515 gazan@kn-nakagawa.com

山根忠治商店 煮干し、乾魚、鯖寿司、イカめし、焼あなご 相談に応じます 相談に応じます 山根　忠治 699-2301 大田市仁摩町仁万1987-89 0854-88-2018 0854-88-2099 －

㈱シャトラン レトルト食品製造（洋食・和食・中華向け液体ソース・スープ・PB商品・水産加工品）、冷凍品 ごく少量でもご相談に応じます 相談に応じます 石田　聰 697-0121 浜田市金城町下来原1334-1 0855-42-2180 0855-42-2029 chatelain-k@m3.dion.ne.jp

㈱ハマショウ 一夜干し、味醂干し 相談に応じます 相談に応じます 内田　和彦 697-0017 浜田市原井町3050-58 0855-23-6335 0855-23-4314 hamasyou-toshi@live.jp

風土菓子本舗　千舎ノ木 地元で採れた原材料を使用した「風土菓子」の製造 相談に応じます 相談に応じます 青木　登志男 699-5621 鹿足郡津和野町内美518-1 0856-72-1855 0856-72-1855 chisva@sun-net.jp

㈲やさか共同農場 味噌、甘酒、糀などの発酵食品に関すること 相談に応じます。最低ロットあり 相談に応じます。期間限定あり 佐藤　大輔 697-1212 浜田市弥栄町三里ハ38 0855-48-2510 0855-48-2066 yasaka@sx.miracle.ne.jp

㈲桜江町桑茶生産組合 農産物の乾燥及び粉砕等 相談に応じます 相談に応じます 古野　利路 699-4221 江津市桜江町市山507-1 0855-92-0547 0855-92-0676 info@kuwakuwa.tv

中央弁当 プロトン凍結機を使用した手作業による商品提供、卸、受託加工 少量から相談に応じます 2週間程度。相談に応じます 青笹　輝和 695-0016 江津市嘉久志町イ1174-2 0855-52-3393 0855-52-7039 aozasa@chu-o.jp

橋本水産㈱ 干魚製造 相談に応じます 相談に応じます 竹根　舞 697-0017 浜田市原井町3050-21 0855-22-0623 0855-22-7735 hsmtbr-c@fine.ocn.ne.jp

食品分析（細菌・栄養成分・残留農薬・放射能・異物検査等） 相談に応じます 検査内容により異なります 江田・中村 699-0817 出雲市湖陵町板津1番地 0853-43-3638 0853-43-1677 kensa@feac-c.com

食品共同開発技術委託 相談に応じます 委託内容により異なります 宮西 699-0817 出雲市湖陵町板津1番地 0853-43-3638 0853-43-1677 kensa@feac-c.com

㈱貝援隊 しじみ砂抜き等の二枚貝の蓄養 相談に応じます 夏季を除く 持田・山口 699-0817 出雲市湖陵町板津1番地 0853-43-2438 0853-43-1677 kaientai@feac-c.com

食品微生物検査 １ロット～ １週間～ 食品営業部 伊藤 691-0001 出雲市平田町2468番地1 0853-25-8911 0853-25-8922 kankyo12@isis.ocn.ne.jp

食品保存検査（微生物検査、理化学検査） １ロット～ 相談に応じます 食品営業部 伊藤 691-0001 出雲市平田町2468番地1 0853-25-8911 0853-25-8922 kankyo12@isis.ocn.ne.jp

食品成分分析 １ロット～ 相談に応じます 食品営業部 伊藤 691-0001 出雲市平田町2468番地1 0853-25-8911 0853-25-8922 kankyo12@isis.ocn.ne.jp

食品理化学検査 １ロット～ 相談に応じます 食品営業部 伊藤 691-0001 出雲市平田町2468番地1 0853-25-8911 0853-25-8922 kankyo12@isis.ocn.ne.jp

食品異物検査 １ロット～ 相談に応じます 食品営業部 伊藤 691-0001 出雲市平田町2468番地1 0853-25-8911 0853-25-8922 kankyo12@isis.ocn.ne.jp

食品残留農薬検査 １ロット～ 相談に応じます 食品営業部 伊藤 691-0001 出雲市平田町2468番地1 0853-25-8911 0853-25-8922 kankyo12@isis.ocn.ne.jp

環境微生物検査（拭き取り検査、落下菌検査） １ロット～ 相談に応じます 食品営業部 伊藤 691-0001 出雲市平田町2468番地1 0853-25-8911 0853-25-8922 kankyo12@isis.ocn.ne.jp

環境衛生調査（工場、厨房内の目視チェック及び拭き取り検査等） １ロット～ 相談に応じます 食品営業部 伊藤 691-0001 出雲市平田町2468番地1 0853-25-8911 0853-25-8922 kankyo12@isis.ocn.ne.jp

水質検査（食品使用の水、排水等の検査） １ロット～ 相談に応じます 食品営業部 伊藤 691-0001 出雲市平田町2468番地1 0853-25-8911 0853-25-8922 kankyo12@isis.ocn.ne.jp

食品製造従事者等の検便（ノロウイルス検便含む） １名～ １週間程度 食品営業部 伊藤 691-0001 出雲市平田町2468番地1 0853-25-8911 0853-25-8922 kankyo12@isis.ocn.ne.jp

栄養成分検査、細菌検査、保存試験（消費・賞味期限） 相談に応じます 相談に応じます 環境事業推進課 690-0012 松江市古志原１丁目4-6号 0852-24-0207 0852-55-4525 kankyo-kanri@kanhokou.or.jp 

アレルゲン検査、拭き取り検査 相談に応じます 相談に応じます 環境事業推進課 690-0012 松江市古志原１丁目4-6号 0852-24-0207 0852-55-4525 kankyo-kanri@kanhokou.or.jp 

残留農薬・食品添加物・有害金属検査 相談に応じます 相談に応じます 環境事業推進課 690-0012 松江市古志原１丁目4-6号 0852-24-0207 0852-55-4525 kankyo-kanri@kanhokou.or.jp 

異物・クレーム品検査 相談に応じます 相談に応じます 環境事業推進課 690-0012 松江市古志原１丁目4-6号 0852-24-0207 0852-55-4525 kankyo-kanri@kanhokou.or.jp 

食品製造用水検査 相談に応じます 相談に応じます 環境事業推進課 690-0012 松江市古志原１丁目4-6号 0852-24-0207 0852-55-4525 kankyo-kanri@kanhokou.or.jp 
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(株)エリーゼ
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㈲角久
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受託加工・原材料供給可能企業とりまとめシート
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 (公財)島根県環境保健公社



平成２９年３月２８日時点

受託加工・原材料供給可能企業とりまとめシート

【原材料供給可能】

〒 住所 電話 ＦＡＸ メール

高糖度サツマイモ（飯南町産　生芋・ペースト・干し芋） 10ｔ 11月～3月 渡部　勝弘 690-3207 飯石郡飯南町頓原1070 0854-72-9374 0854-72-9377 ayumi@iinan-net.jp

高密度ショウガ（飯南町産　生ショウガ・ガリ） 200ｋｇ 10月～2月 本田　裕基 690-3206 飯石郡飯南町花栗48 0854-72-1720 0854-72-1720 ayumi@iinan-net.jp

ショウガパウダー（飯南町産） 50ｋｇ 11月～周年 本田　裕基 690-3206 飯石郡飯南町花栗48 0854-72-1720 0854-72-1720 ayumi@iinan-net.jp

大田農水加工協同組合 アカメガシワ葉（島根県産・冷凍生葉、フリーズドライ加工品） 相談に応じます 通年 堀　さとる 694-0054 大田市鳥井町鳥井2094-3 0854-83-7755 0854-82-3062 torii@oh-net.com

猪加工販売センター 猪肉（江津市、浜田市・冷凍） 相談に応じます 部位によって通年 和田　祐子 699-4504 江津市桜江町大貫57-1 0855-93-0881 0855-93-0881 shishi@iwamicatv.jp

生しいたけ（菌床、安来市産） 相談に応じます 通年 野々内 692-0031 安来市佐久保町496-1 0854-22-1568 0854-23-0892 nonouchi@jyoto-kasei.co.jp

乾燥しいたけ（菌床、安来市産） 相談に応じます 通年 野々内 692-0031 安来市佐久保町496-1 0854-22-1568 0854-23-0892 nonouchi@jyoto-kasei.co.jp

㈱いずも農園 中玉フルーツトマト(出雲産・生果) 相談に応じます 10～６月頃 平尾　直之 699-0612 出雲市斐川町出西2307 0853-25-8313 0853-25-8313 hirao.n@arion.co.jp

トマト(島根県江津産・冷凍） 相談に応じます 通年 茅島　辰一 695-0021 江津市都野津町2307-31 0855-53-0788 0855-53-0836 g-vitovare@gotsu-con.co.jp

トマト(島根県江津産・青果裂果キズ有） 相談に応じます 11月～６月 茅島　辰一 695-0021 江津市都野津町2307-31 0855-53-0788 0855-53-0836 g-vitovare@gotsu-con.co.jp

㈲ディブロ 石見ポーク（邑南町産・生肉） 相談に応じます 通年 服部 696-0103 邑智郡邑南町矢上4605 0855-95-1585 0855-95-2330 info@devero.co.jp

㈲木村有機農園 米粉（雲南市内で生産した高アミロース米を原料とし、温式製粉により澱粉損傷率を抑えた超微粒子） 相談に応じます 通年 木村　晴貞 690-2802 雲南市吉田町民谷　544 0854-74-0717 0854-74-0717 harusada@i-yume.ne.jp

オリーブもろこ業務用（江津市桜江町産） 相談に応じます 通年 右田　哲也 699-4111 江津市桜江町谷住郷1802-1 0855-92-0333 0855-92-1245 tetuya-m@sumie-kk.jp

ほんもろこ（江津市桜江町産・鮮魚、冷凍、素焼） 相談に応じます 通年 右田　哲也 699-4111 江津市桜江町谷住郷1802-1 0855-92-0333 0855-92-1245 tetuya-m@sumie-kk.jp

大和しじみ（島根県神西湖産・冷凍） 相談に応じます 年中 糸賀　雅樹 699-0822 出雲市神西沖町1687-11 0853-43-1218 0853-43-3450 masaki@itoga1218.jp

大和しじみ（島根県神西湖産・生） 相談に応じます 5月～7月 糸賀　雅樹 699-0822 出雲市神西沖町1687-11 0853-43-1218 0853-43-3450 masaki@itoga1218.jp

山陰クボタ水道用材㈱ シリカ濃縮液（大田市三瓶山・濃縮液） 相談に応じます 相談に応じます 伊藤　隆生 690-0038 松江市平成町182番地15クレアヒル松江 0852-60-5605 0852-60-5605 takao-ito@saninkubota.co.jp

実山椒（雲南市産・生果） 相談に応じます ５月中旬～下旬 若槻　雅人 699-1324 雲南市木次町東日登506-12 0854-47-7235 0854-42-5330 wakatsuki@izumo8sansho.com

実山椒（雲南市産・冷凍、真空ﾊﾟｯｸ） 相談に応じます 年中 若槻　雅人 699-1324 雲南市木次町東日登506-12 0854-47-7235 0854-42-5330 wakatsuki@izumo8sansho.com

煎茶・玄米茶・番茶・健康茶（国産・リーフ品） 相談に応じます 要相談 森山　英行 690-0003 松江市東朝日町267-4 0852-26-5747 0852-26-5746 hmoriyama@moriyamaen.co.jp

はま茶（かわらけつめい）（島根県産） 相談に応じます 要相談 森山　英行 690-0003 松江市東朝日町267-4 0852-26-5747 0852-26-5746 hmoriyama@moriyamaen.co.jp

大豆（安来市産・加工用豆乳、冷蔵） 相談に応じます 通年 角 692-0011 安来市安来町1296-3 0854-23-2441 0854－22－3080 h.sumi@sumi-q.jp

大豆（安来市産・豆富、冷蔵） 相談に応じます 通年 角 692-0011 安来市安来町1296-3 0854-23-2441 0854－22－3080 h.sumi@sumi-q.jp

大豆（安来市産・おから、冷蔵） 相談に応じます 通年 角 692-0011 安来市安来町1296-3 0854-23-2441 0854－22－3080 h.sumi@sumi-q.jp

大豆（安来市産・粉末、乾燥） 相談に応じます 通年 角 692-0011 安来市安来町1296-3 0854-23-2441 0854－22－3080 h.sumi@sumi-q.jp

㈱桃翠園 抹茶（出雲市・粉末）、煎茶（出雲市・リーフ） 相談に応じます 通年 岡 699-0624 出雲市斐川町上直江1482 0853-72-0039 0853-+72-0040 daiki.oka@tousuien.jp

牛乳（島根県産・1000mlパックまたは12.8㍑キュービーテナー） 相談に応じます 通年 加納　一美 699-1323 雲南市木次町東日登228-2 0854-42-0445 0854-42-0400 info@kisuki-milk.co.jp

プロボローネチーズ（島根県産・1.5ｋｇロッド） 相談に応じます 通年 加納　一美 699-1323 雲南市木次町東日登228-2 0854-42-0445 0854-42-0400 info@kisuki-milk.co.jp

食用薔薇の原材料（乾燥、冷凍、エキス） 小ロットから相談に応じます 通年 福間　裕紀 694-0041 大田市長久町長久ロ411番地14 0854-83-7330 0854-83-7331 y-fukuma@fregrance-rose.com

食用薔薇（生花） 小ロットから相談に応じます ５月～１１月末 福間　裕紀 694-0041 大田市長久町長久ロ411番地14 0854-83-7330 0854-83-7331 y-fukuma@fregrance-rose.com

唐辛子粉末（雲南市吉田町産） 相談に応じます 通年 堀江 690-2801 雲南市吉田町吉田1047-2 0854-74-0500 0854-74-0501 y-horie@y-furusatomura.co.jp

唐辛子（雲南市吉田町産） 相談に応じます ９～１１月初旬 堀江 690-2801 雲南市吉田町吉田1047-2 0854-74-0500 0854-74-0501 y-horie@y-furusatomura.co.jp

㈲宍道湖 ヤマトシジミ（宍道湖産・2L、L、M、Ｓ　各サイズ） 相談に応じます 通年 原 699-0502 出雲市斐川町荘原2750-6 0853-72-0313 0853-31-7027 sijimi@sijimi.com

宍道湖産活シジミ ９０ｋｇ/１日 通年 隅岡　幸夫 690-0834 松江市朝酌町1586 0852-39-0204 0852-39-0204 a-sumi@mable.ne.jp

減農薬・コシヒカリ ３トン ９月 隅岡　幸夫 690-0834 松江市朝酌町1586 0852-39-0204 0852-39-0204 a-sumi@mable.ne.jp

青果物各種(県内産野菜、果実) 相談に応じます 相談に応じます 野津、新宮 699-0641 出雲市斐川町美南1666番地 0853-73-9577 0853-73-9578 notsu_tak@agri-shimane.biz

乾椎茸(県内産原木乾椎茸) 相談に応じます 相談に応じます 中村 699-0641 出雲市斐川町美南1666番地 0853-73-9577 0853-73-9578 tnakamura@agri-shimane.biz

島根県産精肉(和牛、豚、鶏) 相談に応じます 相談に応じます 渡部 699-0641 出雲市斐川町美南1666番地 0853-73-9577 0853-73-9578 watanabe_kou@agri-shimane.biz

精米、玄米 相談に応じます 相談に応じます 玉木 699-0641 出雲市斐川町美南1666番地 0853-72-4183 0853-72-4108 tamaki_hir@agri-shimane.biz

島根県産・超高水圧加工玄米 相談に応じます 通年 安部 690-3512 飯石郡飯南町上赤名1664番地 0854-76-9341 0854-76-9345 abe@elize-corp.jp

島根県産・超高水圧加工玄米粉 相談に応じます 通年 安部 690-3512 飯石郡飯南町上赤名1664番地 0854-76-9341 0854-76-9345 abe@elize-corp.jp

国産・玄米パンケーキミックス（上記玄米粉使用） 相談に応じます 通年 安部 690-3512 飯石郡飯南町上赤名1664番地 0854-76-9341 0854-76-9345 abe@elize-corp.jp

えごま油（奥出雲町産） 相談に応じます 通年 藤原　昌樹 699-1822 仁多郡奥出雲町下横田102-4 0854-52-1075 0854-52-0373 naka-kou@mx.miracle.ne.jp

えごま実（奥出雲町産） 相談に応じます 通年 藤原　昌樹 699-1822 仁多郡奥出雲町下横田102-4 0854-52-1075 0854-52-0373 naka-kou@mx.miracle.ne.jp

脱脂えごま[パウダー／ペースト／乳化液]（奥出雲町産） 相談に応じます 通年 藤原　昌樹 699-1822 仁多郡奥出雲町下横田102-4 0854-52-1075 0854-52-0373 naka-kou@mx.miracle.ne.jp

唐辛子[三鷹／ジョロキア／ハバネロ／黄金唐辛子]（奥出雲町産／島根県産） 相談に応じます 通年 藤原　昌樹 699-1822 仁多郡奥出雲町下横田102-4 0854-52-1075 0854-52-0373 naka-kou@mx.miracle.ne.jp

赤貝（ロシア産・生） 相談に応じます 3～7月、10月～1月 持田・山口 699-0817 出雲市湖陵町板津1番地 0853-43-2438 0853-43-1677 kaientai@feac-c.com

しじみ（宍道湖産・生、冷凍） 相談に応じます 相談に応じます 持田・山口 699-0817 出雲市湖陵町板津1番地 0853-43-2438 0853-43-1677 kaientai@feac-c.com

サルボウ貝（有明産・生） 相談に応じます 秋～春 持田・山口 699-0817 出雲市湖陵町板津1番地 0853-43-2438 0853-43-1677 kaientai@feac-c.com

真牡蠣（岡山産、岩手産・冷凍生食用殻付き） 相談に応じます 相談に応じます 持田・山口 699-0817 出雲市湖陵町板津1番地 0853-43-2438 0853-43-1677 kaientai@feac-c.com

(株)しじみ屋 宍道湖産ヤマトシジミ（活、冷凍） 相談に応じます 相談に応じます 引野 690-0855 松江市浜佐田町1097-17 0852-61-4238 0852-61-4239 info@shijimiya.com

冷凍いか（CAS凍結）剣先いか（白いか）するめいか（シマメ）他 相談に応じます 相談に応じます 藤井 684-0404 隠岐郡海士町福井1524-1090-2327-6117 08514-2-1106 fujii-tooru@ama-cas.com

塩（海水を濃縮し釜で炊き天日で干したもの） 相談に応じます 相談に応じます 藤井 684-0404 隠岐郡海士町福井1524-1090-2327-6117 08514-2-1106 fujii-tooru@ama-cas.com

にがり（塩製造時に自然脱水で出来たもの） 相談に応じます 相談に応じます 藤井 684-0404 隠岐郡海士町福井1524-1090-2327-6117 08514-2-1106 fujii-tooru@ama-cas.com

㈱シーライフ 日本海産のどぐろのすり身、ドレス、フィレ等。浜田港水揚げ鮮魚のフィレ、切り身等 １００ｋｇ／日 通年 河上　清志 697-0017 浜田市原井町907-2 0855-23-3105 0855-23-3117 sea_life@nifty.com

㈱セレビア 生食用チョウザメ肉（島根県産・冷蔵） 相談に応じます 相談に応じます 小林　千尋 696-0225 邑智郡邑南町下田所418-1 0855-83-2120 0855-83-2121 seleviar@ohtv.ne.jp

㈲やさか共同農場 国産・有機米、国産・有機大豆、国産・有機大麦、有機鷹の爪など 相談に応じます 相談に応じます 佐藤　大輔 697-1212 浜田市弥栄町三里ハ38 0855-48-2510 0855-48-2066 yasaka@sx.miracle.ne.jp

㈱にちはら総合研究所 国産の冬虫夏草（乾燥原体・滅菌粉末） 相談に応じます 相談に応じます 三家本　利之 699-5207 鹿足郡津和野町枕瀬151-1 0856-74-1318 0856-74-1348 info@nhsoken.co.jp

益田興産㈱ いちご、柿（島根県産・生果/加工品） 相談に応じます 相談に応じます 都野森　彬人 698-0041 益田市高津町イ2577-11 0856-22-7888 0856-22-8310 kousanfarm@masuda-kosan.co.jp

真砂産業㈱ 自然薯・むかご・レンコン（島根県益田市産） 相談に応じます 11月～3月 澄川　邦男 698-0413 益田市馬谷町イ260 0856-26-0456 0856-26-0118 sangyou@masago.co.jp

㈱みと 柚子果汁・柚子皮（島根県益田市産） 相談に応じます 相談に応じます 椋木　真司 698-0203 益田市美都町都茂846 0856-52-2088 0856-52-2170 info@kk-mito.co.jp

㈱あゆみ

㈱ふるさと海士

㈱貝援隊

吉田ふるさと村

㈲森山園

(株)エリーゼ

(株)奥出雲中村ファーム

㈱JAアグリ島根

オフィス・スミ・コーポレーション

㈲角久

木次乳業㈲

㈲奥出雲薔薇園

㈲住江建設

(株)イトガ

いずも八山椒㈲

江津ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱

城東化成㈱

連絡先
原材料（産地・状態等） 供給可能量企業名 供給可能時期 担当者


