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２６ 

 

Business chance! 

株式会社 農夢 
常に鮮度を考え、こだわりの土づくりと徹底した品質管理、

栽培管理、出荷管理によって京のブランド産品として最高品

質の「京みず菜」であると自負しております。「きれい」「美

味しい」「使いやすい」農夢の水菜を、お使いください！！ 

 〒623-0221 綾部市位田町桧前 81 
TEL 0773-47-9610 FAX 0773-47-9611 
http://noumu.jp 
 

２９ 

 

丹波藤田農園 

新規就農し１８年、自然豊かな丹波を守りた

くて、薬をかけず手塩をかけ施肥せず自然の

風味豊かなお米や丹波大納言小豆、丹波黒大

豆を作ろうと出来る範囲で努力しています。 

 〒620-0031 福知山市鋳物師 60 
TEL 0773-23-5085 FAX 0773-23-5085 

有限会社 みずほファーム 

みずほファームは豊かな自然に囲まれた京丹

波でこだわりの鶏卵を育てています。多くの

方に“京丹波”を知っていただき、訪れてい

ただくことで地域に貢献していきます。 

〒622-0312 京都府船井郡京丹波町井脇別所段 4 番地 
TEL 0771-86-0322 FAX 0771-86-0551 
http://mizuhofarm.jp 
 

２５ 

 

京都エンジョイファーム 

京都府亀岡市でサラダケールを中心に野菜の

生産を行っております。飲食店の直接販売、

二城駅前の BiViや亀岡の直売所を中心に販売

しております。 

また亀岡駅前で収穫して市場に流せない野菜

を使用した野菜バル（ KAMEOKA FOOD 

kitchen）も運営しており、美味しい調理方法

など模索していおります。 

田舎を元気にしたい！という志を立てて頑張

っております。 

 

〒621-0806 亀岡市余部町前川原 17-43 
TEL 080-5150-7587 FAX 0771-24-0826 
https://marujuji.work/kyoto-enjoyfarm/farm 
 

２７ 

 

アグリシップ久御山 

京都久御山で生まれ育った農家のせがれたち

が唯一無二の経験をここに集結。厳しい京都の

気候を絶対的な農業技術で乗り越えてきまし

た。心意気と共に京野菜を全国に発信します。 

 

 
〒613-0025 京都府久世郡久御山町相島村内 35-1 
TEL 075-631-5620 FAX 075-631-5699 
 

２８ 

 

JA全農京都 
ＪＡ全農京都は１２００年以上の歴史と伝統

の中で養った京都の食文化を支えるため、地

域農業を守り発展させ、京都産農畜産物の生

産、販売力を高める取組を行っています。 

 〒600-8847 京都市下京区朱雀分木町(京都市中央卸売市場内）
TEL 075-311-8218 FAX 075-311-9659 
http://www.kt.zennoh.or.jp 
 
 

京都府漁業協同組合 

京都の豊な海で獲れた海産物の良さを、より多くの

人に知ってもらえるよう取り組んでおります。京都

の漁港より新鮮な魚や貝類の直送や、京都水揚げの

魚を使った加工品などを販売しております。 

〒624-0914 舞鶴市字下安久 1013-1 
TEL 0773-77-2206 FAX 0773-75-0628 
http://www.ktgyokyo.jf-net.ne.jp/ 
  
 

株式会社 銀閣寺大西 

世界が認めた和牛 京丹波平井牛や京の都もち

豚を扱う食肉専門店。目利きの達人が月 100

頭以上の牛を見極め、高品質な和牛を京都だけ

でなく世界へ輸出も手掛けております。 

 〒601-8035 京都市南区東九条南松田町 40 
TEL 075-751-0024 FAX 075-751-0351 
https://www.onishi-g.co.jp 
 

３３ 

 

株式会社 秋田農園 

当社は木津川市にて、「山城のねぎ」の周年生産を行

っております。100%根付き出荷で、風味、品質、日

持ちにこだわり、FGでの出荷をしております。地域

農業のリーダーを目指して日々 邁進しております。 

 〒619-0204 木津川市山城町上狛乾町 33 
TEL 090-7769-0917 FAX 0774-86-5521 
https://akita-farm.jp/ 
 
 
 
 

３２ 

 

有限会社 山国さきがけセンター 

地域の食材で六次産業を推進。国内唯一の商

品である伝統食の「納豆もち」の販売。納豆

発祥の一つであり、納豆に関わった商品作り

の中納豆・きなこジェラートを新発売。 

 〒601-0321 京都市右京区京北塔町宮ノ前 23 番地 
TEL 075-853-0572 FAX 075-853-0582 
http://sakigake.net/ 
 
 

３４ 

 

 

【お問合せ先】農業ビジネスセンター京都（一般社団法人 京都府農業会議 内） 

〒602-8054 京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町 104-2 京都府庁西別館内  

TEL 075-417-6888  FAX 075-417-6870 

交流・商談会場【KOIN】 時間 セミナー会場【３－F】

交流・商談開始（13:00～） 13:00

14:00 カゴメ㈱セミナー

カゴメ㈱試食提供（14:30～） （14:00～14:30）

15:00
キユーピー㈱セミナー

キユーピー㈱試食提供（16:00～） 16:00 （15:30～16:00）

交流・商談終了（～17:00） 17:00

 『野菜の上手な摂り方』 

 

『タマゴと野菜を一緒
に食べよう！』 

事業についての相談コーナー(13:15～16:45) 

補助事業などについての相談コーナーを同時開設【３－G】 

★食のビジネスについて気軽にご相談ください！ 

カゴメ＆キユーピー 

試食エリア 
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健康ファーム 
崎田商事 

  椋本営農 弘悦 廣瀬商店 
丹後フーズ 

 
サンプソン 
ファーム 

京都辻農園 

グリーン 
ハ～モニー 

京都食品 
 GOEN  

深尾米穀 野井農園 西陣屋 食一 京都知七 

農夢 秋田農園 銀閣寺大西 

都食品 
 

日本海牧場 

▲ 
入口 

きょうと 
7 30
13:00～17:00 

京都経済センター  
３階 KOIN（オープンイノベーションカフェ） 
京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 78番地 

 

令和元年 

 

日(火) 

 

http://noumu.jp/
http://mizuhofarm.jp/
https://marujuji.work/kyoto-enjoyfarm/farm
http://www.kt.zennoh.or.jp/
http://www.ktgyokyo.jf-net.ne.jp/
https://www.onishi-g.co.jp/
https://akita-farm.jp/
http://sakigake.net/
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Business chance! 

有限会社 弘悦 

お漬物を大好きな人間の集まりです。色々な

食材を、お漬物にし挑戦していく人間の集ま

りです。お漬物を基本に、色々な商品を造っ

ています。 

そこからの、失敗や経験人と人とのつながり

を大事にする人間の集まりです。 

。 

〒629-0312 南丹市日吉町上胡麻広野 184-1 
TEL 0771-74-3105 FAX 0771-74-3020 
http://koetsu.京つけもの.com/ 
 
 
 
 

５ 

 

グリルにんじん 株式会社 

 洋食店として創業 40 年 世界人気都市ラン

キング上位の京都にて外国人からの認知度が

低い洋食屋の認知度を高め洋食というカテゴ

リーを世界に確立します。 

〒606-8164 京都市左京区一乗寺出口町 51-2 
TEL 075-711-7210  FAX075-791-3758 
http://www.grill-ninjin.com/ 
 
 

崎田商事 株式会社 

大正創業、昆布を始め海産乾物等、食品卸業

を経営。また地域に根ざす食品の加工製造に

も取り組み、へしこ・昆布巻・蒲鉾加工品等土

産にも扱いやすい製品として開発製造販売。 

 〒624-0928 舞鶴市竹屋 95 番地 
TEL 0773-75-0105 FAX 0773-75-7738 
http://sakita-matsuzou.com/ 
 
 
 

１ 

 

株式会社 健康ファーム 

オーガニック認証を受けた作物、加工商品を

中心に京都のお野菜を使用した、「安心・安

全・美味」の商品を販売しています。また、

オーダーメイド商品も対応しています。 

〒623-1121 綾部市睦合町念道 35 番地 
TEL 0773-26-2164 FAX 0773-26-2164 
http://ayabekfc.com/ 
 
 

３ 

 

株式会社 椋本営農 

自ら生産した米を使った加工品として、野菜

を使った彩りもち、酒米祝を使った京都米サ

イダー、酒米祝・赤米・紫黒米・翠米を使っ

たどぶろくを造ってます。 

〒625-0026 舞鶴市字泉源寺 1040 
TEL 0773-62-2005 FAX 0773-62-2005 
   
 

４ 

 

都食品 有限会社 

京都伏見にて「京菓子司都」の屋号で「琥珀糖」

という和菓子を製造しています。平成天皇陛下

の御買上、茶道裏千家関係での御購入、モナコ

公国の式典での採用などがございます。 

〒612-8297 京都市伏見区横大路貴船 23 
TEL 075-611-5825 FAX 075-611-6924 
http://kyoto-miyako.com 
 
 
 

６ 

 

有限会社 廣瀬商店 
創業以来百年間、唯一無二のちくわ、天ぷら

を作り続けています。代は変わり、温故知新、

先人に習い味を受け継ぎ、安心安全な製品づ

くりを心掛けています。 

〒626-0003 宮津市漁師 1739-2 
TEL 0772-22-2353 FAX 0772-22-5355 
http://hirosesyouten.com 
 
 

丹後フーズ 株式会社 

丹後フーズは、長い食文化の歴史を持つヨーロッパに、

レシピと加工技術を学び国産の新鮮な豚肉と徹底した品

質管理にこだわり、丹後の豊かな気候風土によって育ま

れた食材を掛け合わせ、新しい食文化の扉を開きます。 

 〒626-0074 宮津市字上司 367-6 
TEL 0772-47-9129 FAX 0772-47-9130 
http://www.tangofoods.co.jp/ 
 
 

京都辻農園 

米と筍の２品のみに特化し、手間隙を惜しま 

ぬ『京の職人魂』で、他家には無いこだわり 

の数々を実施。１本２０万円を越える筍や、 

複数回受賞している米など逸品を生み出す。 

 〒614-8064 八幡市八幡松原 11 
TEL 075-950-8811 FAX 075-950-8872 
http://kyoto-t.net 
 
 

１０ 

 

サンプソンファーム 

「手作り」「オーガニック」「無添加」「国産素

材」「京都」をキーワードに、衣食住にわたっ

て、「体にいいもの」「子供たちにいいもの」 

「次世代にいいもの」だけを創造しています。 

 〒622-0043 南丹市園部町小山西町滝谷 7-7 
TEL 050-3580-8149 FAX 020-4669-7548 
https://www.e-tedukuri.net 
 
 
 
 

９ 

 

株式会社 林屋久太郎商店 

ザクッとした食感と、後から押し寄せる濃厚

かつ爽やかな抹茶の風味を堪能することがで

きる、抹茶が主役のチョコクランチです。 

 

〒611-0001 宇治市六地蔵奈良町 56 ヤマムラビル 1F 
TEL 0774-33-8236 FAX 0774-33-8677 
https://www.chayudo.co.jp/ 
 
 
 

１１ 

 

株式会社 京の舞妓さん本舗 

保存料・着色料などは使用せず、素材本来の美

味しさを味わってもらえる漬物を製造しており

ます。昔ながらの漬物はもちろん、トマトを使

った創作漬物を多数展開しております。 

 〒604-8375 京都市中京区西ノ京池ノ内町  
TEL 06-6346-7688(通販部) FAX 06-6346-7668 
http://awa.co.jp 
   
 

西陣屋 

年間安定した商品供給と均一価格での提供が

可能で、自社及び提携農場で生産する事で、

より鮮度の高い商品を発送しています。 

〒621-0242 亀岡市宮前町神前下長野 2 
TEL 0771-56-8125 FAX 0771-56-8126 
http://www.nisijinya.com 
 

２２ 

グリーンハ～モニー 

 生花店として地域にお世話になり２２年。ま

ちの発展に貢献したいと、精華町特産品・せ

いか苺のフレーバーティー“苺一会”の製造・

販売を担う、お茶も売るお花屋さんです。 

〒619-0232 京都府相楽郡精華町桜が丘 3 丁目 31-7 
TEL 0774-73-0824 FAX 0774-73-0824 
 

１５ 

GOEN 

自然のなかですくすく育ったお野菜で 素材の

持つそのまんまのおいしさを大切にして作って

います。舞鶴そだち ごえんの ＂おつけもん＂

で皆様においしいご縁がありますように!! 

〒625-0036 舞鶴市字浜 1073 
TEL 0773-64-6423 FAX 0774-64-6423 
 
 

１７  

全国百数十か所の漁港と直接取引を行い、全

国の飲食店へ産地直送で海産物を送っていま

す。なかでも都市部では流通しない、地域特

有の地魚を中心に取扱っています。 

 〒600-8387 京都市下京区高辻大宮町 121 カンメン 2 ビル 4F 
TEL 075-821-1900 FAX 075-821-1910 
http://www.shokuichi.jp 
 

２３ 

 

福知山・夜久野は霧が多く昼夜の寒暖差が大

きいことで良質なそばが育ちます。弊社の蕎

麦は自社で生産し「挽きたて・打ちたて」に

こだわったワンランク上の蕎麦です。 

〒629-1314 福知山市夜久野町小倉 110-1 
TEL 0773-38-1377 FAX 0773-38-1377 
https://kyoto-shinkoudan.jp/soba/ 
 

１３ 

日本海牧場 

牛が牧草や稲わらを食べ牛の糞から堆肥が出

来る。堆肥をまき栄養豊かな畑をつくり、そ

こで野菜・牧草ができ、それをまた牛が食べ

る。このように循環型農業を実践しています。 

〒629-3134 京丹後市網野町生野内 780 
TEL 0772-72-3530 FAX 0772-72-3622 
 
 

２１ 

24 京都知七 

当社では種蒔き、定植、出荷、加工、販売ま

で一貫管理し、カット後５日まで可能なカッ

トネギを年中安定供給をモットーに 400店舗

のお客様に提供させて頂いております。 

〒606-8236 京都市左京区田中大久保町 37  
TEL 075-746-5164 FAX 075-746-5404 
https://www.kyoto-tomohichi.jp/ 
   

１４ 京都かめよし 

京都市広河原の自家農園で、農薬や化学肥料

を使用しないで栽培した爆裂種とうもろこし

を、天然素材の和風フレーバーで仕上げた、

無添加の自然派ポップコーンです。 

 〒603-8113 京都市北区小山西元町 47 
TEL 075-202-8466 FAX 075-202-8466 
http://www.kyotokameyoshi.com/ 
 

２０ 野井農園 

料理経験のある生産者が心を込めて消費者に喜

んでもらえる商品作りを目指しています。現在加

工用のねぎが多く栽培される中、味や香り、甘み

や歯触りの良い一回収穫の栽培方法を提案。 

〒614-8256 八幡市岩田岩ノ前 25  
TEL 075-202-9800 FAX 075-202-9800  
 

京都食品  

〒617-0004 向日市鶏冠井町西金村 3-1 
TEL 075-933-0257 FAX 075-933-0138 
http://www.kyotoshokuhin.jp 
 

１６ 

 

良い素材から良い調味料が生まれる。良い調味

料から美味しいお料理が出来上がる。百年蔵の 

“おのじん醸造”は創業時から美味しい料理

のお手伝いをしています。 
 
〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷 300 
TEL 0772-62-0476 FAX 0772-62-4760 
https://www.onojin.com/ 
 

１８ 

１９ 深尾米穀 
令和元年、大嘗祭に京都が指名されました。京

丹後市は献上米で1000年の歴史があります。

産地では新たな気持ちで取組みます。高品質・

美味しい京都産米の逸品を活かす機会です。 

 〒606-8385 京都市左京区川端二条上る孫橋町 5 番地 
TEL 075-762-5540 FAX 075-751-0228 
http://miyagozen.com/ 
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