
Ｎｏ 企業名 業務内容 日光市内住所 ＴＥＬ ＵＲＬ 会社概要 出展品名 商品・製品ＰＲ

1 株式会社　清滝養鱒場 養殖業　水産製品製造業 日光市清滝３－１１－１５ 0288-25-6650 https://nikko-salmon.stores.jp/

日光連山男体山系の湧水を使い、淡水魚の養
殖から同魚を用いた水産製品の製造を行ってい
ます。
令和４年１１月より水産製品製造の許可を取得
し、今後はより踏み込んだ商品を提案致します。
取り扱い魚種：日光プレミアムヤシオマス、ニジ
マス、イワナ

・日光プレミアムヤシオマス鱒寿司
・日光プレミアムヤシオマス関連商品

栃木県産の魚卵を添えた日光産のプレミアムヤシ
オマスを使った鱒寿司です。【健康な魚を養殖する
ことで、おいしい魚を作る】をコンセプトに、飼料や飼
育環境にも拘っています。また活〆には近年注目さ
えている【津本式　究極の血抜き】を取り入れていま
す。

2 株式会社　金谷ホテルベーカリー 食品製造・卸・販売 日光市土沢９９２－１ 0288-21-1275
https://www.kanayahotelbakery.co.

jp/

1873年（明治6年）金谷ホテル創業以来、脈々と
受け継がれる伝統の味、厳選された素材と日光
のおいしい水からカナヤホテルベーカリーのパン
は生まれております。

・ロイヤルブレッド
・日光ゆばクッキー

ロイヤルブレッド：金谷ホテルの朝食パン、キメの細
かさと重量感が特徴です
・日光ゆばクッキー：日光の老舗ふじやさんの乾燥
ゆばを使用した日光コラボクッキー、独特の食感が
特徴です

3 株式会社グルメミートワールド 食肉製品販売 日光市土沢2002-2 0288-32-2939
https://www.gourmet-
world.co.jp/shopping/

創業100年の精肉業のノウハウを活かし、地元
食材を使った加工品の製造販売、ヨーロッパから
熟成生ハムを輸入しインターネットを通して全国
の顧客、レストラン、ホテルへ販売しております。
地元を初め幅広い業務のお客様のお手伝いとな
るよう日々、製品を開発しております。ソーセー
ジ、ベーコンはドイツ国際コンテストで金賞受賞
品。有名レストラン様やホテル様での使用実績も
あります。

・日光HIMITSU豚の加工品（ベーコン、
ソーセージ、ハム）
・スペイン産生ハム（原木、スライス）

地元産の豚肉を原料としたソーセージ、ベーコン
日光HIMITSU豚を使った日光産山椒入りソーセージ
を始め、日光産スプラウトにんにくを使ったにんにく
ソーセージ、餃子ソーセージ、熟成ベーコンやビア
シンケンなども取りそろえました。

4 株式会社　渡辺和哉商店
精米、鶏卵、チキン、そば粉、

ジビエなどの卸売
日光市今市１３６９ 0288-21-0059 https://www.gourmetclub.jp/

私たちは、おいしくて、安全で、新鮮な食品を迅
速にお届けします。地元日光市と栃木県内の名
産地のコシヒカリ・なすひかり・とちぎの星などの
お米とたまご、国内の銘柄鶏やジビエを販売して
います。

・自然農法「田代さんちの滋養米」と日光
あんしん米
・県内産の地養卵と日光きすげ鶏卵
・伊達鶏、とちぎの香鶏、栃木しゃも、焼
鳥
・特殊肉（合鴨、鹿肉、イノシシ肉、ホンモ
ロコ）
・その他

自然農法滋養米は、最高レベルの無農薬栽培米で
す。上品な食味と安全性で人気があります。地養卵
はコクと甘みがあり、生臭みのない高品質鶏卵で生
食におすすめです。伊達鶏はしっかりとした肉質と
味の良さで、高級レストランで使用されています。栃
木しゃもは栃木県産の地鶏です。国内外の合鴨、鹿
肉、イノシシ肉などの特殊肉も得意分野です。

5 吉原ファーム 野菜の生産、販売 日光市針貝１２５ 090-6140-4305 -
自然栽培と言う全ての肥料、全ての農薬を使用
せずに野菜の生産を行い、通年での販売を行っ
ています。

・野菜
野菜本来の味と、風味がします。また希少な動植物
が生息していて、益虫と害虫のバランスも良いので
野菜の虫穴なども少ないです。

6 株式会社太堀　日光工場 食料品製造販売 日光市塩野室２０８１－１０１ 0288-26-7011 http://www.o-hori.co.jp

昭和35年創業の食料品製造販売メーカーです。
お惣菜・調理食品・冷凍惣菜・山菜漬物類の完
調品を中心に数百種類のアイテムがございま
す。

１、ザーサイ油炒め
２、生姜の甘辛煮
３、いけメン
４、塩ねぎエリンギ
５、珈琲煮豆
６、LLC五目うの花

１、日本人が好む味付けの美味しい油炒めに調理
しました
２、生姜をシンプルに甘辛く煮詰めた商品です
３、シャキシャキとしたメンマを風味油で和えました
４、コリコリとしたエリンギを風味油で和えました
５、大黒花芸豆に南米コロンビア産とベトナム産の
珈琲で香りよく風味をつけました
６、定番の和風惣菜「うの花」です

7 ジオリサーチ　株式会社 発芽にんにく栽培 日光市土沢１６６６－３ 0288-26-2916 -

弊社は創業以来50年間にわたって地質調査を
主体とした建設コンサルタント業を行って来た。
近年の社会情勢の変化に伴い受注額の減少が
続いている。そこで、地元日光市の優位性である
豊富で清涼な地下水を用いた健康野菜(発芽に
んにく)の人工照明水耕栽培(野菜工場)を5年前
から開始した。

・発芽にんにく（水耕栽培でにんにくを発
芽させたもの）

地元日光市の優位性である豊富で清涼な地下水を
用いた健康野菜(発芽にんにく)の人工照明水耕栽
培(野菜工場)を行つている。栽培プラントは特に食
品衛生安全に留意した完全オリジナルのものです。
栽培には農薬を使用せず、安心安全の健康野菜を
心がけている。
栽培面積:120㎡ 年間収穫量:400,OOO株(最大プラ
ンド能力)

日光市食のビジネス交流会　出展企業一覧

商品等画像

https://nikko-salmon.stores.jp/
https://www.kanayahotelbakery.co.jp/
https://www.kanayahotelbakery.co.jp/
https://www.gourmet-world.co.jp/shopping/
https://www.gourmet-world.co.jp/shopping/
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8 有限会社　北野谷商店 こんにゃく・ところてん製造販売 日光市土沢１５５６－５ 0288-26-2884 http://kitanoya.co.jp/

栃木県日光市で大正7年(1918年)創業。少量か
ら大量ロットまで幅広く対応致します。「誰もが平
等に幸せで楽しい食卓に着ける社会を実現す
る」を経営理念に、美味しく、ワクワクする商品を
開発・製造しています。

・神々の蒟蒻　板こんにゃく
・神々の蒟蒻　5枚入
・日光　いちごみるく　あんみつ
・突きところてん9本入

【こんにゃく】空気をたっぷり混ぜ込む伝統製法“バ
タ練り”で製造。じっくり煮込んでもほどよい弾力を
保ち、味しみも抜群のこんにゃくです。【ところてん・
寒天】国産天草を複数種をブレンドし、じんわり熱を
伝える蒸気釜で煮上げました。百年に渡り改良を重
ねてきた秘伝の製法です。

9 たくみ庵 飲食品の提供（主に蕎麦） 日光市匠町７－４６ 0288-53-6323
https：/

www.facebook.com/takumiansandai
me

日光産の蕎麦、野菜を使用し、蕎麦の新たな魅
力や地域の活性化を目的とし、商品開発、イベ
ント等を行っています。

・蕎麦の恵み
・蕎麦のシフォンケーキ
・蕎麦茶のブランマンジェ
・その他

・蕎麦の恵み：蕎麦の栄養素は水溶性、食後に蕎麦
湯を楽しむ食文化がある事から全てをゼリー寄せに
してきな粉と黒蜜で愉しむ甘味としました。
蕎麦のシフォンケーキ：蕎麦は焼き菓子に向いてい
る特徴を活かし日光蕎麦の粗挽き粉を使用して手
軽に食べられるシフォンケーキに仕上げました。風
味食感を楽しんでいただける事と思います。
蕎麦茶のブランマンジェ：ルチン通常蕎麦の120倍と
言われる韃靼そばを使用、ブランマンジェを作りまし
た。蕎麦の香ばしさ新たな魅力を楽しんでいただけ
ることと思います。

10 (株)日光食品 ゆば製造業 日光市森友１５１３－２７ 0288-22-7054 http://www.nikko-syokuhin.com/

栃木県産大豆１００％と日光銘水を使用し、手作
りで製造したゆばは、
さしみゆばや味付ゆばはもちろん、ゆばを使った
加工品をいろいろと取り揃えております。
常温保存可能な商品（お土産・贈答品）から、業
務用冷凍商材までいろいろと取り揃えておりま
す。
ここ近年はテレビ・新聞・雑誌等でも取り上げて
いただいております。

・味付ゆば
・ゆばさし
・ゆばミニセット
・ゆばらーめん
・ゆばチップス（塩コショウ・のりしお）

・味付ゆば・・巻きゆばにかつおと醤油だしのうまみ
のきいた味付け巻きゆばです
・ゆばさし・・国産大豆のうまみを存分に味わえるさ
しみゆばです。
・ゆばらーめん・・生めんの中に生ゆばを練りこん
だ、もちっとした食感のらーめんになります。
・ゆばチップ・・国産大豆のゆばをカリッとした食感に
仕上げ、おやつやおつまみにぴったり
　　　　　　　　の食感に仕上げました。

11 日光いなかクラブ
（えびちゃんち）

健康茶作り
フラワーアレンジメント

日光市大桑町１３９７－１８ 0288-25-5752 -

設立2016年　日光いなかクラブ（オーナー制度で
米・野菜作り）　鬼怒川大雨で日光いなかクラブ
休止（えびちゃんち変更）
再開2022年　日光いなかクラブ（えびちゃんち）
健康茶づくり

・いちご茶
・えごま茶
・どくだみ茶
・ヤーコン茶
・松葉茶

松葉茶→パソコンにて検索すると脳に良いことがわ
かった。その他どくだみ茶、いちご茶、ヤーコン茶、
えごま茶、その他を6次化産業にもとづき畑から販
売迄行っています。

12 (有)山中商店
添加ハム　ソーセージの製造

販売
日光市下鉢石７９８の１ 0288-54-0323 http://nikko-yamanaka.com/

自家製ハム　ソーセージを無添加製造。　販売
（小売り　卸売り）しています。

・自然熟成生ハム
・無添加熟成サラミ

県内喜連川産あさのポークを原料に完全無添加で
長期熟成した生ハムとサラミを製造しています。無
添加での生ハムと熟成サラミを製造　販売している
県内唯一の工房です。

http://kitanoya.co.jp/
https://www.facebook.com/pages/%E6%97%A5%E5%85%89%E3%81%9D%E3%81%B0%E5%87%A6 %E3%81%9F%E3%81%8F%E3%81%BF%E5%BA%B5/140241299351826/
https://www.facebook.com/pages/%E6%97%A5%E5%85%89%E3%81%9D%E3%81%B0%E5%87%A6 %E3%81%9F%E3%81%8F%E3%81%BF%E5%BA%B5/140241299351826/
https://www.facebook.com/pages/%E6%97%A5%E5%85%89%E3%81%9D%E3%81%B0%E5%87%A6 %E3%81%9F%E3%81%8F%E3%81%BF%E5%BA%B5/140241299351826/
http://www.nikko-syokuhin.com/
http://nikko-yamanaka.com/


13 日光霧降高原大笹牧場株式会社 レストハウス事業 日光市瀬尾字大笹原３４０５ 0288-97-1116 https://www.nikko-ozasa.jp/

弊社は酪農家を擁する栃木県酪農業協同組合
を母体とし、牛乳・乳飲料を製造販
売・大笹牧場レストハウス事業・ブラウンスイス牛
乳を使用した乳製品の製造販売を
しています。

・ブラウンスイス牛乳
・ブラウンスイスのむヨーグルト各種
・ブラウンスイス贅沢カフェオレ

ブラウンスイス牛は、日本で数千頭と少数で搾乳量
もホルスタインの半分と大変希少な生乳を使用して
おります。99℃45秒間で殺菌することにより、牛乳
本来の香り甘味、クリーミーさが特徴です。
それを使用し、牛乳、飲むヨーグルトを作りました。
是非、一度ご賞味下さい。

14 日光八木澤ファーム 農産物生産、６次化、飲食店 日光市瀬尾２９２４－１ 070-3880-2515 https://yagisawafarm.jp/

日光市の棚田で、お米、そば、ハバネロの生産
をしています。
収穫したもので加工品を作っています。
お米ではジェラート、米粉、ぽん菓子
そばではそば粉、むきそば、ぽん菓子
ハバネロではドレッシングを作っています

・そば
・ぽんがし
・ハバネロドレッシング

日光連山を流れる雪解け水で育つ農産物はとても
おいしいです
また、山あいの地域のために厳しい自然環境は農
産物も強く育ちます
日光で育った農産物はとてもおいしいです
その農産物を消費者の皆さんが食べやすいように
加工してお届けすることもしています

15 株式会社つけもの樋山 たまり漬け、たまり醤油の販売 日光市石屋町４１４ 0288-53-5111 http://www.tamaritsuke.com/

本社工場は鹿沼市茂呂にあります。主にたまり
漬けとたまり醤油を製造しております。
工場直売もありますが、日光店と那須店を中心
に販売しております。その他スーパーやホテルな
どにも卸しております。

・たまり漬けだいこん

国産の厳選した素材を、保存料・着色料無添加でた
まり醤油に漬込みました。
ご飯に乗せて焼き海苔で包んで食べるのがお勧め
です。
スライス大根がパリパリと歯切れ良く、年齢を問わ
ず人気ナンバーワンの商品です。

16 盛田株式会社　日光工場
食料品製造業（液体調味料ほ

か）
日光市土沢１４４２番地１ 0288-21-0001 http://moritakk.com/

醤油、液体調味料、惣菜　製造　（日光工場）

1789年　醤油醸造開始、醤油をベースに液体料
全般
ボトル・小袋・コンテナなど家庭用から業務用ま
で
製造しています。

・本醸造　特級　しょうゆ
・金印　つゆの素5倍
・昆布だし　うすじお醤油
・たまり漬の素

「マルシチ本醸造　特級　しょうゆ」が令和4年度　全
国醤油品評会「農林水産省　大臣官房長賞」を受賞
いたしました。
「金印　つゆの素5倍」は日光ブランド認定品（日光
市・食分野）です。

17 株式会社　三本松茶屋
お土産物販売・飲食業・ビール

製造業・惣菜製造業
日光市木和田島１５６４－４ 0288-25-3631 http://www.sanbonmatsu.com

弊社は創業100年余り、日光国立公園内の老舗
企業です。
弊社の企業理念は「人と自然の調和　文化と歴
史の継承」です。私たちの会社が世界中から訪
れる観光客と奥日光の自然を繋ぐ架け橋となり
ます。そして、私たちは地域の歴史と文化を伝え
ます。私たちの事業を通してこの場所を、世界中
で最も多くの観光客が集まる場所にすることが
弊社の抱くビジョンです。主力商品は観光土産物
と御食事とクラフトビールです。

・ビアジャーキー(栃木県産和牛100%使
用)
・アップルパイ(栃木県産りんご100%使用)
・アイスミルク(栃木県産いちご100%使用)
・奥日光のクラフトビール

アップルパイ-栃木県産の甘酸っぱいりんごを100%
使用。サクサク食感でお召し上がりいただけます。
いちごアイスミルク-栃木県産いちごを贅沢に100%
使用した三本松茶屋オリジナルのいちごアイス商品
です。
ビアジャーキー-栃木県産牛を奥日光の天然水で
作ったビールで仕込みました。高級感あふれる大き
なサイズのビアジャーキーはビールとの相性が抜
群です。ぜひNikko Brewing製造のクラフトビールと
共にお召し上がりください。
奥日光のクラフトビール-日光市のクラフトビール工
場Nikko Brewingで、奥日光の天然水を使用して
作ったクラフトビールです。

https://www.nikko-ozasa.jp/
https://yagisawafarm.jp/
http://www.tamaritsuke.com/
http://moritakk.com/
http://www.sanbonmatsu.com/


18
有限会社亀屋菓子本舗
（鬼怒川お菓子の城）

和洋菓子の製造 日光市柄倉７９０－２ 0288-76-2255
https://www.nikko-
okashinoshiro.com/

施設内で製造過程を窓越しに自由に見学がで
き、自社工場製品を中心に和洋菓子を約１００種
販売、また同施設内にカフェ・手焼き体験コー
ナーを設けコーヒーとともに一部自家製商品を
飲食することもできる施設です。

・どら焼
・栗どら焼
・かりんとうまんじゅう
・アップルパイ
・チーズケーキ(ホール)
・シューラスク(シュガーバター・黒糖)

出展商品は原料にこだわり自社工場で製造販売し
ている。
どら焼やかりんとうまんじゅうの自家製餡は北海道
産小豆を使用。
アップルパイのりんごは国内産を使用。チーズケー
キ(ホール)は日光ブランドにも選ばれた逸品。
シューラスクは柔らかめでありながらサクサクした食
感を残すことで幅広い年齢層に人気。

19 片山酒造株式会社 清酒製造販売 日光市瀬川１４６－２ 0288-21-0039 http://www.kashiwazakari.com/
創業明治12年　日光のおいしい水と越後杜氏か
ら代々伝わる技法で手造りにこだわった酒造りを
しています。

・原酒柏盛Ｍ
・原酒柏盛素顔
・酒ケーキ

昔ながらの佐瀬式の槽（ふね）で丁寧にしぼった原
酒です。

20 株式会社石田屋 米菓・和菓子の製造販売 日光市本町４－１８ 0288-53-1195 http://www.jingorou.com/

創業明治40年、代々良き煎餅作りに専念してき
た弊社の煎餅は、機械に頼りすぎず、手間ひま
をかけ愛情をそそぎ作られています。
創業以来の技と伝統を継承する匠の精神で、お
客様に五感で楽しんでいただける商品作りに励
んでいます。

・日光甚五郎煎餅
・伝統塩バター

軽くサクッとした焼き上がりの生地に、バターの風味
とあっさりした塩味がよく合う日光甚五郎煎餅は幅
広い世代の方に愛されています。
和紙パッケージのお煎餅はフレーバーも数種類あ
り、おしゃれな包装紙が人気の商品です。

21 株式会社渡邊佐平商店
日本酒及び焼酎の製造販売

酒蔵見学の実施
日光市今市４５０番地 0288-21-0007 http://www.watanabesahei.co.jp/

江戸末期の天保13年（1842年）から、日光の名
水と涼しい気候の下、酒造りを行っています。特
に純米酒に力を入れ、純米率県内NO1です。ま
た、酒蔵見学も大好評で英語での対応も可能で
す。

・日本酒　純米吟醸日光誉　生酛純米尊
徳
・焼酎　地酒焼酎日光誉
・酒蔵仕込み水サイダー
・酒蔵見学の案内

日本酒・・・日光市内の酒米を使用した純米吟醸日
光誉や、むかしながらの生酛造り純米、山廃純米尊
徳など、日光奈良ではの拘りのお酒があります。
酒蔵見学・・・日本語だけでなく英語でも案内できる
数少ない酒蔵。日光や鬼怒川観光に合わせてお立
ち寄りいただけます。

22 株式会社日昇堂 菓子製造業 日光市今市１４４７ 0288-21-0533 https://ganso-nisshodo.co.jp/

弊社は栃木県日光の地で創業して今年で８5年
になります。２０１２年に発売を始めました「日光
ラスク」は人気があり皆様にご好評をいただいて
おります。

・日光ラスク

日光ラスクは「コロコロ」「サクサク」で一口サイズ。
バターをたっぷり使用したジューシーな食感が特
徴。チョコレートは、独自製法によりパンの中まで充
分染み込ませた新しい食感に仕上げました。

https://www.nikko-okashinoshiro.com/
https://www.nikko-okashinoshiro.com/
http://www.kashiwazakari.com/
http://www.jingorou.com/
http://www.watanabesahei.co.jp/
https://ganso-nisshodo.co.jp/


23 株式会社もめん弥 米菓、和菓子（卸、販売） 日光市下鉢石町９４７ 0288-25-3771 https://momenya.co.jp/

「がんこ職人」
職人達は技と誇りをかけ、丹精込め「おかき・お
煎餅」を創り上げ商品管理は厳しい機銃のもと
「安全・安心」を追求しております

・はな咲くさく（単品、HS-8、HS-15、HS-
20、HS-30）
・紗揃（GU-20,GU-30）
・豊楽八種
・堅焼きげんこつ
・丸餅無選別
・正角無選別

・はな咲くさく：かわいらしく個性の光る美味しいあら
れ・お煎餅を「花」「水」「緑」３種の小袋に詰合せた
人気の詰合せです。
・紗揃：素材へのこだわりと、職人技からうまれた究
極の薄さ、繊細で美しく味わい深い米菓の詰合せ。
・豊楽八種：がんこ職人でも売れ筋の7名の職人が
作るおかき8種を詰合せました。さまざまな味や食感
を楽しめます。
・堅焼げんこつ：コシと風味をいかす為に「ひよくも
ち」を主に使用。厚切りの餅生地を天日でじっくりと
乾燥し時間をかけて焼き上げた逸品です。
・丸餅無選別：アオサを煉りこみ白醤油で味付けた
後に、表面に植物油をかけました。コクのある味わ
いが特徴の大判の無選別おかき。
・正角無選別：こんがりと焼き上げ、醤油で味を付け
た大判の無選別のおかき。細かいヒビの中に醤油
を程よく染みこませ、色よく焼き上げた人気の商品
です。

24 株式会社けっこう漬本舗
漬物、ゆば、ミネラルウォー

ター製造業・飲食業
日光市平ヶ崎５５－９ 0288-21-1487 https://kekkozuke.co.jp

日光を見ずして結構と云うなかれ」から社名を
「けっこう漬」と称し現在に至ります。ワイン・蜂蜜
仕込みのたまり漬、日光名物のゆばやそば、ミネ
ラルウォーターの製造販売をおこなっておりま
す。

・たまり漬各種
・味噌漬各種
・バター商品各種
・ゆば

①けっこう漬　らっきょう
こがね色に輝く人気商品。甘口に仕上げた味と香
り、ワイン蜂蜜仕込みのハイカラ仕込みのたまり漬
です。
②栃木・秋田県産の厳選大豆をあざやかにブレンド
して使用。香り、味、食感ともに自慢の「刺身ゆば」。
日光名物の「揚巻ゆば」などがございます。

25 新関東観光株式会社 宿泊業／旅行業／写真業 日光市土沢1969-28 0288-93-3420 https://kajikasou.info

1888年に日光市足尾町で足尾銅山オーナーの
古河市兵衛の要請を受け、銅山写真撮影のため
に創業。2014年より日光市営の宿泊施設国民宿
舎かじか荘、銀山平キャンプ場の指定管理者と
して、施設運営を担っている。

・足尾の味　ホルモン　（かしら・シロ）

日光市足尾町の国民宿舎かじか荘が、３年前に閉
店するまで60年にわたり地元で愛されたホルモン専
門店「ホルモン末広」の味を復活させた。「過疎化が
進む足尾の文化や歴史を伝えるものになれば」と、
冷凍食品「足尾の味ホルモン」として商品化。ホルモ
ンは、シロとカシラ各２人前入りでタレ付９００円。

26 小野糀 糀、味噌の製造加工販売 日光市塩野室町796-1 0288-26-8333 http://ono-kouji.com

創業1921年の糀屋です。昔ながらの製法・手造
りにこだわり糀を作っています。
糀、味噌、甘酒の製造加工販売をおこなっていま
す。

・糀調味料
・味噌
・（甘酒）

昔ながらの製法にこだわり手造りでつくる糀、味噌、
甘酒です。
お米本来の優しい甘み、糀の新しい活用方法をご
提案します！！

https://momenya.co.jp/
https://kekkozuke.co.jp/
https://kajikasou.info/
http://ono-kouji.com/

