
６次化に係る県内の加工事業者一覧 

NO 受託加工事業者名 所在地 電話番号 受託加工の内容 最小ロット

（最小発注金額）

その他留意事項

1 株式会社国際漢方研究所 二本松市太田寺沢21-1 0243-61-7011 清涼飲料水瓶詰加工

（15、20、50ｍｌ）

1500本 充填容器は15ｍｌ、20ｍｌ、50ｍｌ茶色瓶のみ。原料供

給可能（乾燥した原料、冷凍ブルーベリーなど）

HP（https://meirusenju.jp/）

2 四季の里農産加工館 福島市荒井字上鷲西1-1 024-593-0109 ジュース、ジャム、コンポート、ドライフルーツ 6kg～ 利用は福島市内の生産者限定

HP

（https://www.city.fukushima.fukushima.jp/nougyou-

hanbai/shisetsu/bunka/nosankakokan.html）

3 ふくしま果樹加工考案室 福島市南沢又字上並松2-3 050-5856‐8359 シロップ、清涼飲料水加工、グラノーラ 応相談

1 橋本りんご園ジュース加工

所

郡山市富久山町福原字舟橋26 024-938-4288 りんごジュース 持ち込み時要相談 12月下旬頃から受け入れ可能

2 有限会社マイハピネス 須賀川市江持字仲の平189-3 0248-72-8588 りんごジュース 持ち込み時要相談 酸化防止剤は使用しない

HP（https://happiness-ringo.com/）

1 ファームつばさ 東白川郡鮫川村赤坂東野字葉貫13-2 090-4884-4355 クリームチーズ、牛乳（業務用）5L、牛乳（ビン）

500mL、ソフトクリームミックス4L

-

1 企業組合ぴかりん村 会津若松市北会津町下荒井字宮ノ東

15-3

0242-58-1050 清涼飲料水、ジャム、ジュース、味噌、赤飯 出来高でりんごで1

ℓ1本327

HP（https://www.pikarinmura.com/）

県南

令和４年１０月６日 ふくしま農山漁村発イノベーションサポートセンター

（ふくしま地域産業６次化サポートセンター）

ジュース（清涼飲料水）

県北

県中

・一覧は事業者の承諾を得て公開しています。

・加工を委託する場合は、必ず、委託をお願いしたい事業者に計画段階から事前にご相談ください。

・一覧に掲載している事業者とのトラブル及び損害等が生じた場合、当センターでは一切責任を負いかねますので、発注のご判断につきましてはご自身の責任で行ってくださいますようお願いいたします。

・一覧に掲載を希望する加工事業者様は当センターまで直接ご連絡ください。

会津



1  株式会社いわき遠野らぱん いわき市遠野町上遠野字若宮60－1 0246-89-3125 レトルト、ジャム、ドレッシング、野菜ジュース、プ

リン、ゼリー、ペットフード

レトルト100㎏～、

ジャム・ドレッシ

ング30㎏～、野菜

ジュース500本

（瓶）～、

プリン・ゼリー900

個（瓶）～、

ペットフード40㎏

～

HP（https://www.iwakitohno-lapin.co.jp/）

2 株式会社ワンダーファーム いわき市四倉町中島字広町1 0246-38-8133 トマトジュース（搾汁必要なリンゴ、モモは不可）、

トマトジャム、その他は要相談

他は要相談 トマト

300㎏～

応相談

HP（http://www.wonder-farm.co.jp/）

いわき



NO 受託加工事業者名 所在地 電話番号 受託加工の内容 最小ロット

（最小発注金額）

その他留意事項

1 四季の里農産加工館 福島市荒井字上鷲西1-1 024-593-0109 ジュース、ジャム、コンポート、ドライフルーツ 6kg～ 利用は福島市内の生産者限定

HP

（https://www.city.fukushima.fukushima.jp/nougyou-

hanbai/shisetsu/bunka/nosankakokan.html）

2 Ｓｏｌｅｉｌ ソレイユ 二本松市戸沢立石2 090-2769-8934 ジャム、総菜、漬物、焼き菓子 応相談 添加物不使用。原料の野菜、果物はなるべく低農薬、有

機栽培で。精製塩は使用しない

3 株式会社丹治製菓 福島市矢剣町13-5 024-534-1336 ゼリー、甘納豆、クッキー、ケーキ ゼリー40kg～、他

は要相談

HP（http://www.tanjiseika.com/）

4 ふくしま果樹加工考案室 福島市南沢又字上並松2-3 050-5856‐8359 シロップ、清涼飲料水加工、グラノーラ 応相談

5 有限会社岡崎 伊達市梁川町五十沢株木9 024-577-0683 ジャム500本～、ピューレ200kg～、そうざい - HP（http://okazaki-egao.jp/）

6 有限会社ニューキムラヤ 福島市三河北町3-16 024-536-1028 菓子加工品、ジャム等農産加工品 応相談 加工を目的としないで開発を目的としているのでお互い

の考えが一致した農家の方と仕事をしたい

1 農園やい子ばあちゃん 石川郡石川町南山形羽貫田141 0247-26-4773 ジャム 2kg～ HP（https://farm-yaiko.jimdofree.com/）

2 磐梯熱海ファーム倶楽部 郡山市熱海町熱町6-223 024-984-2579 各種ジャム 原材料10kg～ 材料により対応。瓶サイズは120、140ｇの２種

3 都路ナツハゼの会 田村市都路町岩井沢字馬酢木沢212の1 080-5552-8345 ビンづめジャム 2kg 依頼品持込みのこと

4 東栄産業株式会社 郡山市田村町上行合北川田33-4 024-943-3314 ジャム ペースト加工、

カット加工したも

の５kg～小ロット

受付可能。（仕上

がり時、瓶30～35

本程度～）

材料によりジャムにできない場合があり。種を取るよう

な材料や処理が時間を要する材料（トマト、とうがらし

や桑の実など）は手作業のためロット単価が大幅に増え

てしまう場合あり

1 株式会社しらかわ五葉倶楽

部

白河市舟田字薬師下42 0248-29-8491 冷凍野菜、ゼリー、ジャム、ドライフルーツ、ペース

ト、ピューレ

基本加工料金

100,000円

試作費30,000円

HP（https://shirakawa-goyouclub.com/）

2 明陽食品工業有限会社 白河市大信隈戸中島40 0248-46-3057 ドレッシング（200ｍｌの場合）360本～、ジャム100

～、ゼリー・水ようかん100本

- HP（https://meiyo-foods.co.jp/）

県南

ジャム、ゼリー、ピューレ

県北

県中



1 奥川こらんしょ村 耶麻郡西会津町奥川飯里沢ﾉ目449-6 080-1695-3405 レトルト加工品、漬物、ジャム（瓶詰不可、真空パッ

ク可）

50個 事前要問合せ

2 株式会社山際食彩工房 会津若松市大塚2-5-10 0242-85-7703 レトルト120袋、ジャム100個 - HP（https://yamagiwa-koubo.com/）

3 企業組合ぴかりん村 会津若松市北会津町下荒井字宮ノ東

15-3

0242-58-1050 清涼飲料水、ジャム、ジュース、味噌、赤飯 出来高でりんごで1

ℓ1本327

HP（https://www.pikarinmura.com/）

4 橋谷田商店 喜多方市諏訪160-9 0241-22-1303 和洋スイーツ、ジャム、そうざい、スープ、ドレッシ

ング、レトルト加工

小ロットから可能 菓子製造業、そうざい製造業、調味料製造業許可。

スチコン・真空包装機・ブラストチラー・達人釜

HP（https://hashiyada-shoten.jp/）

5 やまひろファーム 河沼郡会津坂下町曲田1357-2 0242-83-0733 ジャム類 100本 依頼人と共に作業して、加工を覚え、自立希望の考えを

持つ方優先に受付。単発的依頼・不可。充填のみの依頼

不可

1  株式会社土っ子田島Farm 南会津郡南会津町田部字八幡前60 0241-62-0116 ジャム、ジュース、ピューレ ジュースは200㎏

～、ジャムは20㎏

～

HP（https://tutikko.com/）

1 株式会社いわき遠野らぱん いわき市遠野町上遠野字若宮60－1 0246-89-3125 レトルト、ジャム、ドレッシング、野菜ジュース、プ

リン、ゼリー、ペットフード

レトルト100㎏～

ジャム・ドレッシ

ング30㎏～、野菜

ジュース500本

（瓶）～

プリン・ゼリー900

個（瓶）～、

ペットフード40㎏

～

HP（https://www.iwakitohno-lapin.co.jp/）

2 西野屋食品株式会社 いわき市常磐上矢田町田端8-1 0246-28-2833 いちごジャム・ブルーベリージャム等（仕上がり10㎏

～）、ドレッシング等（100本程度から）、佃煮等（要

相談）、漬物（40㎏～）

HP（http://www.nishinoya.jp/）

会津

南会津

いわき



NO 受託加工事業者名 所在地 電話番号 受託加工の内容 最小ロット

（最小発注金額）

その他留意事項

1 あだたらのちち株式会社 二本松市西町2-1 090-7562-3643 ソフトクリーム原料 応相談 繁忙期は引き受けできない場合あり

1 株式会社須賀川ジェラート 須賀川市江持字仲の平191-1 0248-63-7501 1 ジェラート（アイスミルク、氷菓、ソフトミルク） 100mlカップ100

個、2L容器6個、

4L容器3個～

試作対応可（料金別途）

2 四季彩菓子アトリエ・さと

うとバニラと

郡山市逢瀬町多田野新池下18-6 024-967-1511 ジェラート・シャーベット等50個～、ブランデーケー

キ・ウイスキーケーキ、ギフト菓子等

持ち込み時要相談 配達不可（取りに来ていただくか、宅配便）

1 明陽食品工業有限会社 白河市大信隈戸中島40 0248-46-3057 ドレッシング（200ｍｌの場合）360本～、ジャム100

～、ゼリー・水ようかん100本

- HP（https://meiyo-foods.co.jp/）

2 ファームつばさ 東白川郡鮫川村赤坂東野字葉貫13-2 090-4884-4355 クリームチーズ、牛乳（業務用）5L、牛乳（ビン）

500mL、ソフトクリームミックス4L

-

1 木村ミルクプラント株式会

社

いわき市平下神谷宿135 0246-34-2542 ジェラート、ヨーグルト、のむヨーグルト ジェラート120ml

カップ50個～（250

円～300円）、ヨー

グルト100～ｌ

（110ｇカップ、

350ｇカップ、

1000ｇパウチ）、

のむヨーグルト

100L～（150ｍ

ｌ、800ｍｌ）

9月以降なら受け入れ可。原料、殺菌して納品

県中

県南

乳製品、アイスクリーム

県北

いわき



NO 受託加工事業者名 所在地 電話番号 受託加工の内容 最小ロット

（最小発注金額）

その他留意事項

1 株式会社ラポール泉 福島市泉上谷地20-3 024-572-3790 チョコレート菓子、焼菓子

核となる素材にチョコレート等をコーティング

個包装、表示シール等の貼り付け

要相談（少量から

でも相談可）

2 白根料理加工グループみ

ゆーるの会

伊達市梁川町白根舘56 (会⾧宅) 090-6628-6252 クッキー（6枚入）※米粉ともろこし使用、

切り餅、豆餅

応相談 製造から包装まで日数がかかるものがあるので、依頼は

１週間前まで

3 Ｓｏｌｅｉｌ ソレイユ 二本松市戸沢立石2 090-2769-8934 ジャム、総菜、漬物、焼き菓子 応相談 添加物不使用。原料の野菜、果物はなるべく低農薬、有

機栽培で。精製塩は使用しない

4 株式会社丹治製菓 福島市矢剣町13-5 024-534-1336 ゼリー、甘納豆、クッキー、ケーキ ゼリー40kg～、他

は要相談

HP（http://www.tanjiseika.com/）

5 Ｓｏｌｅｉｌ ソレイユ 二本松市戸沢立石2 090-2769-8934 ジャム、総菜、漬物、焼き菓子 応相談 添加物不使用。原料の野菜、果物はなるべく低農薬、有

機栽培で。精製塩は使用しない

6 まちなか夢工房 福島市本町5-31 024-524-2230 パン製造、菓子類 応相談 （一社）シャローム福祉会

7 有限会社ニューキムラヤ 福島市三河北町3-16 024-536-1028 菓子加工品、ジャム等農産加工品 応相談 加工を目的としないで開発を目的としているのでお互い

の考えが一致した農家の方と仕事をしたい

1 株式会社郡山製餡 郡山市富久山町久保田郷花4-16 024-943-5200 餡 100kg 要相談

HP（http://k-seian.com/）

2 株式会社宗 石川郡平田村上蓬田銭神88 0247-55-3530 ゴボウのチップス、ゴボウの蒲焼、マコモダケとゴボ

ウの冷凍餃子、ピクルス

50袋～

3 合同会社フォーユー 郡山市八山田6丁目146 024-925-0126 ・大豆スィーツ類：パウンドケーキ、チーズケーキ、

チョコレートケーキ等

   ・食パン類：全粒粉パン、ライ麦パン、オートミー

ルパン、大豆粉パン等

   ・レトルト加工品類：カレー、シチュー、ソース等

   ・漬物類：胡瓜、大根等

   ・スモーク類：卵、肉、ナッツ、ドライフルーツ等

   ・スパイス類：オリジナル

   ・フルーツジャム：ルバーブ、いちご、もも、りん

ご等

・イタリアン食品；ピザ、パスタ、ソース等

商品の小ロット製

造可（ジャム以

外）

4 四季彩菓子アトリエ・さと

うとバニラと

郡山市逢瀬町多田野新池下18-6 024-967-1511 ジェラート・シャーベット等50個～、ブランデーケー

キ・ウイスキーケーキ、ギフト菓子等

持ち込み時要相談 配達不可（取りに来ていただくか、宅配便）

5 平田屋菓子店 郡山市池ﾉ台14-17 024-921-4194 練り餡（こし、つぶ） 1パック

6 MANA 須賀川市八幡山87-11 0248-76-1554 アップルパイ、台湾カステラ、ピクルス パイ、カステラは

20個～

7 有限会社安積製菓所 郡山市桜木2丁目13-22 024-923-3596 飴 原材料45kg～

県中

県北

和菓子、洋菓子



1 橋谷田商店 喜多方市諏訪160-9 0241-22-1303 和洋スイーツ、ジャム、そうざい、スープ、ドレッシ

ング、レトルト加工

小ロットから可能 菓子製造業、そうざい製造業、調味料製造業許可。

スチコン・真空包装機・ブラストチラー・達人釜

HP（https://hashiyada-shoten.jp/）

2 株式会社丸峰庵 会津若松市大戸町芦ﾉ牧下夕平1013 0242-92-3104 まんじゅう 300個

1 笹屋皆川製菓 南会津郡下郷町弥五島道上3340-1 0241-67-2648 和菓子 応相談 応相談

1  株式会社いわき遠野らぱん いわき市遠野町上遠野字若宮60－1 0246-89-3125 レトルト、ジャム、ドレッシング、野菜ジュース、プ

リン、ゼリー、ペットフード

レトルト100㎏～

ジャム・ドレッシ

ング30㎏～、野菜

ジュース500本

（瓶）～

プリン・ゼリー900

個（瓶）～、

ペットフード40㎏

～

HP（https://www.iwakitohno-lapin.co.jp/）

いわき

南会津

会津



NO 受託加工事業者名 所在地 電話番号 受託加工の内容 最小ロット

（最小発注金額）

その他留意事項

1 むろうどん製麺所 福島市北矢野目字桶越1番地 024-563-4997 製麺（各種）、製粉（野菜、果物） 40㎏～

500ｇ×80袋

練りこむ粉末など、製麺加工前から要相談

HP（https://mojikon.shop-

pro.jp/?mode=cate&cbid=2654724&csid=0）

1 アルファ電子株式会社 食

品事業部

岩瀬郡天栄村大字飯豊字向原60-2 0120－400－106 米粉麺（白米麺・玄米麺）各 細（1.5㎜）中太（３

㎜）太（７㎜）

量産の最小ロット

は、玄米５０キロ

～

仕上がりが大体５

００～６００食

（１００ｇ入り）

価格としまして

は、

玄米支給の場合

100円/食

玄米弊社備蓄米使

用の場合  115円/

食

試作は玄米10キロ

～可能

試作費用30,000円

仕上がった麺の数

量（約100食）×上

記単価

「玄米持ち込み」や「弊社備蓄米使用」など確認点をま

とめた「OEMヒアリングシート」あり。問い合わせを

HP（https://umaimen.net/）

2 円谷製麺株式会社 石川郡浅川町大字福貴作字六斗蒔251 0247-36-3345 そば・うどん・そうめん・中華めんの製造・パスタ

（乾麺及び生麺）

50㎏～ 納期3～4週間

HP（http://www.tsuburaya-seimen.com/）

3 野澤精米製麺所 石川郡平田村上蓬田三斗蒔22 0247-55-2115 小麦うどん加工15kg～、小麦製粉15kg～、米製粉10kg

～

- うどん加工は自然乾燥のため、梅雨・寒の時は製造不可

4 有限会社釘屋商店 石川郡玉川村大字中字屋敷前35-4 0247-57-2026 うどん、そば、中華めん 生めん25㎏～

乾麺250㎏～

試作対応可（別途料金）

めん類

県北

県中



1 会津製麺工業有限会社 会津若松市高野町大字中沼字東坂才甲

628

0242-32-1646 パスタ、そうめん、乾そば、乾うどん 100㎏～

2 株式会社夏の國 耶麻郡磐梯町磐梯十王堂38 0242-73-2633 生ラーメン、生うどん、生そば ラーメン3kg～、

生うどん・生そば

2kg～

1 株式会社奈良屋 南会津郡南会津町田島田島柳6-1 0241-62-0156 乾麺 125kg～（応相談） 特別な原料は持込

2 合同会社宮本屋高原ファー

ム

南会津郡下郷町音金宮ﾉ前262 0241-67-3999 そば製粉 22.5㎏（玄そば１

袋）

依頼日より、３日前までに予約いただければ加工可能

1 鈴木製麺株式会社 いわき市四倉町西2-6-3 0246-32-2703 乾麺・生麺 小麦粉30kg 野菜、果物、穀類の粉末で持ち込みして下さい。肉、魚

は不可

HP（https://suzukiseimen.co.jp/）

南会津

いわき

会津



NO 受託加工事業者名 所在地 電話番号 受託加工の内容 最小ロット

（最小発注金額）

その他留意事項

1 燻製工房木香 福島市立子山甚念坊山9-1 024-597-2177 燻製：温燻全般

川魚（鮎・ヒメマス・ヤマメ・イワナ等）

海鮮類（メヒカリ・つぶ貝等）

卵、ナッツ類

食材持込み

スモークオーダー

可

魚の場合、１０日間の加工日数がかかる

2 伊達物産株式会社 伊達市梁川町南町谷川13 024-577-2111 食肉加工、総菜等 応相談 原材料を加熱しない場合は、菌検査を実施する

HP（http://www.datebussan.co.jp/）

3 有限会社まるい 福島市岡部字中川原118-1 024-534-0101 総菜、冷凍冷蔵食品加工、食肉加工、レトルト 応相談 HP（http://www.534-0101.com/）

1 株式会社いとうフーズ（営

業部・工場）

郡山市石塚1-2 024-942-2983 ソーセージ類50kg～、単味品（ハム・ベーコン等）

60kg～、乾燥品（ジャーキー等）30kg～、ペットフー

ド

要相談。納品時は

業務用袋にて納

品。

HP（http://www.itofoods.co.jp/）

2 株式会社鈴畜中央ミート 郡山市富久山町久保田下河原83 024-944-1594 食肉加工品（焼き豚、ローストビーフ等） 持ち込み時要相談

3 トレーディングフーズ郡山

有限会社

郡山市土瓜1丁目154番地１ 024-966-3680 食肉加工品、ハラル製品、ペットフード 要相談 要事前連絡

1 有限会社飯塚商店 相馬市尾浜字高塚212-13 0244-38-7534 タコのボイル、アンコウの切り身、どんこ肝つみれの

製造など1次加工

どんこ肝つみれ

（20玉）～

HP（http://maruai88.weebly.com/）

2 有限会社福相食品工業 南相馬市小高区岡田上川原田112 080-3321-9062 食肉製品（ハム、ソーセージ等）70㎏、レトルト品

（200ｇ以下）500パック～、特殊加工1ロット

最少ロットを下回るとコストが高くなる。試作は50,000

円～（内容による）。技術的に不可能な場合あり。検査

費用・規格書作成は別途。運送別途・消費税別（8％～

10％）

HP（https://www.fukusosyokuhin.com/shop）

相双

食肉加工、魚加工

県北

県中



NO 受託加工事業者名 所在地 電話番号 受託加工の内容 最小ロット

（最小発注金額）

その他留意事項

1 Ｓｏｌｅｉｌ ソレイユ 二本松市戸沢立石2 090-2769-8934 ジャム、総菜、漬物、焼き菓子 応相談 添加物不使用。原料の野菜、果物はなるべく低農薬、有

機栽培で。精製塩は使用しない

2 伊達物産株式会社 伊達市梁川町南町谷川13 024-577-2111 食肉加工、総菜等 応相談 原材料を加熱しない場合は、菌検査を実施

HP（http://www.datebussan.co.jp/）

3 未来農業株式会社 福島市松川町水原花折20 024-502-4617 糀加工、味噌加工（原料全て持込）

菓子類、瓶詰め製品など

10kg ロットの大きすぎるものは要相談

HP（https://mirainogyo.com/）

4 山吉青果食品株式会社 伊達市箱崎上川原41 024-582-3838 ①こんにゃくゼリー

②総菜

①2000PC

②応相談

電話等での協議でなく対面で、原料・包装資材、容器

（包材の材質）製造に伴う納品期間等協議が必要

HP（https://satomaruku-n.co.jp/）

5 有限会社岡崎 伊達市梁川町五十沢株木9 024-577-0683 ジャム500本～、ピューレ200kg～、そうざい - HP（http://okazaki-egao.jp/）

6 有限会社第一食品 福島市松山町76 024-531-6735 燻製加工（卵・ナッツ類） 卵 10kg～ 肉類は不可

HP（http://daiichi-syokuhin.co.jp/）

7 有限会社まるい 福島市岡部字中川原118-1 024-534-0101 総菜、冷凍冷蔵食品加工、食肉加工、レトルト 応相談 HP（http://www.534-0101.com/）

1 株式会社宗 石川郡平田村上蓬田銭神88 0247-55-3530 ゴボウのチップス、ゴボウの蒲焼、マコモダケとゴボ

ウの冷凍餃子、ピクルス

50袋～

2 株式会社フーズネット福島 郡山市舞木町正神平115-1 024-956-6601 粉末・パウダー 持ち込み時要相談 惣菜は内容・レシピにより対応できない場合あり

HP（http://foods-net.com/）

1 こまや合同会社 白河市白坂勝多石29-1 0248-21-8444 たれ、ドレッシング、韓国総菜製造 応相談

2 西郷ゆば工房 西白河郡西郷村羽太馬廻23 090-6251-4638 ゆば 30枚 HP（https://www.nishigo-yubakobo.com/）

1 株式会社山際食彩工房 会津若松市大塚2-5-10 0242-85-7703 レトルト120袋、ジャム100個 - HP（https://yamagiwa-koubo.com/）

2 橋谷田商店 喜多方市諏訪160-9 0241-22-1303 和洋スイーツ、ジャム、そうざい、スープ、ドレッシ

ング、レトルト加工

小ロットから可能 菓子製造業、そうざい製造業、調味料製造業許可。

スチコン・真空包装機・ブラストチラー・達人釜

HP（https://hashiyada-shoten.jp/）

1 華正樓 いわき市平下平窪字四左ェ門内152-6 0246-23-9548 豚まん等 応相談 応相談

県南

会津

いわき

そうざい

県北

県中



1 燻製工房木香 福島市立子山甚念坊山9-1 024-597-2177 燻製：温燻全般

川魚（鮎・ヒメマス・ヤマメ・イワナ等）

海鮮類（メヒカリ・つぶ貝等）

卵、ナッツ類

食材持込み

スモークオーダー

可

魚の場合、１０日間の加工日数がかかる

2 有限会社井上商店 二本松市若宮2丁目164-18 0243-23-5858 製粉（小麦粉、きな粉、米粉）、豆菓子、ポン菓子、

押豆

小麦15㎏、きな粉5

㎏、米2㎏、豆菓子

（豆2升）、ポン菓

子（1升）

最短で加工に1週間程度

HP（http://www.inoue-kinako.jp/）

1 有限会社まめや 郡山市鶴見坦3-1-14 024-922-4517 いり豆加工、味付け加工 選別必須。1.2～

1.4kg～。以降２升

単位で受付。

種類別（色別）にし、粒のそろっている大豆、もしく

は、ピーナツ。青大豆でもあおばたと秘伝豆を分ける

HP（https://soy-mameya.com/）

1 株式会社オクヤピーナッツ

ジャパン

喜多方市天満前8930 0241-23-7630 生落花焙煎 5kg 一次乾燥が甘い場合は、別に乾燥費がかかる。又、選別

や袋詰めの依頼があれば、別途、お引き受け

HP（https://okuya-pj.co.jp/）

豆加工

県北

会津

県中



NO 受託加工事業者名 所在地 電話番号 受託加工の内容 最小ロット

（最小発注金額）

その他留意事項

1 未来農業株式会社 福島市松川町水原花折20 024-502-4617 糀加工、味噌加工（原料全て持込）

菓子類、瓶詰め製品など

10kg ロットの大きすぎるものは要相談

HP（https://mirainogyo.com/）

2 有限会社岡崎 伊達市梁川町五十沢株木9 024-577-0683 ジャム500本～、ピューレ200kg～、そうざい - HP（http://okazaki-egao.jp/）

3 有限会社糀和田屋 本宮市本宮字上町22 0243-34-2140 糀、甘酒、味噌、三五八 麹15ｋ、甘酒400個

等応相談

HP（http://www.koujiwadaya.co.jp/）

1 野木沢地区まちづくり委員

会

石川郡石川町中野水無59 野木沢自治セ

ンター内

0247-26-4939 かあちゃん漬け（キュウリ）、なすの辛子漬け（ナ

ス）、大根葉っぱふりかけ

200g～ 要事前予約（地元のお母さん達（１３名）が集まって

行っている加工所のため常時稼働はしていない）

HP（https://nogisawajiti.com/）

2 有限会社かねきや糀店 郡山市中田町中津川字五升薪94 024-973-2187 味噌、甘酒※冬期のみ、糀 大豆10～20㎏。 HP（http://kanekiya.life.coocan.jp/）

3 有限会社ミドリヤ 郡山市富久山町久保田古町21-1 024-944-4151 納豆専問です。多品種小ロットでの生産可能です。お

客様の要望にできるだけ沿いたいと考えています。

30kg～で要相談 醗酵食品のため、注文から納品まで２週間はかかる

HP（http://minorinatto.com/）

4 吉田食品 石川郡石川町大字双里字谷津前28-2 0247-26-1830 納豆、味噌※4～6月、糀※9月中旬～4月 持ち込み時要相談

1 会津天宝醸造株式会社 会津若松市神指町東城戸202 0242-23-1616 調味味噌、甘酒 200kg 生食肉の加工は不可（加熱処理のみ）。

HP（http://www.aizu-tenpo.co.jp/）

2 石橋糀屋 会津若松市御旗町3-26 0242-27-2136 麹の委託製造（自家米の持ち込み可。応相談。要連

絡）

応相談

60～120kg

HP（http://ishibashi.aizu1.com/）

3 奥川こらんしょ村 耶麻郡西会津町奥川飯里沢ﾉ目449-6 080-1695-3405 レトルト加工品、漬物、ジャム（瓶詰不可、真空パッ

ク可）

50個 事前要問合せ

4 企業組合ぴかりん村 会津若松市北会津町下荒井字宮ノ東

15-3

0242-58-1050 清涼飲料水、ジャム、ジュース、味噌、赤飯 出来高でりんごで1

ℓ1本327

HP（https://www.pikarinmura.com/）

5 山里まめてん（山里食加工

所）

大沼郡会津美里町沼田三五郎田甲1460 0242-78-2342 糀 10kg HP（https://yamasato.jp/）

6 有限会社伊藤醸造店 喜多方市高郷町上郷惣座丁472-2 0241-44-2966 味噌、糀（味噌） 7.5㎏～ HP（https://www.aizu-city.net/itou/）

7 若菜農園 喜多方市岩月町宮津勝耕作3819 0241-22-9459 味噌、加工味噌 味噌20㎏～

加工味噌50kg～

農閑期のみ。要事前申込

HP（http://wakananouen.fukulan.com/）

8 渡部麹屋 大沼郡金山町横田居平656 0241-56-4031 味噌（麹10割入） 20～30㎏ 添加物は入れない昔ながらの製法

発酵食品

県北

県中

会津



NO 受託加工事業者名 所在地 電話番号 受託加工の内容 最小ロット

（最小発注金額）

その他留意事項

1 内池醸造株式会社 福島市瀬上町字西上新田1-7 024-554-6581 つゆ・たれ・ドレッシング/小袋加工可 500K超 原料の選別・洗浄、規格書（当社フォーム）の作成

（http://www.uchiike.co.jp/）

2 高保製薬工業株式会社 福島市瀬上町字西上新田25-2 024-553-5015 調味料、食品添加物製剤（各種）、焼き肉のたれ 200㎏～ 食品工場向け

HP（https://www.takayasu.co.jp/）

1 合同会社フォーユー 郡山市八山田6丁目146 024-925-0126 ・大豆スィーツ類：パウンドケーキ、チーズケーキ、

チョコレートケーキ等

   ・食パン類：全粒粉パン、ライ麦パン、オートミー

ルパン、大豆粉パン等

   ・レトルト加工品類：カレー、シチュー、ソース等

   ・漬物類：胡瓜、大根等

   ・スモーク類：卵、肉、ナッツ、ドライフルーツ等

   ・スパイス類：オリジナル

   ・フルーツジャム：ルバーブ、いちご、もも、りん

ご等

・イタリアン食品；ピザ、パスタ、ソース等

商品の小ロット製

造可（ジャム以

外）

1 こまや合同会社 白河市白坂勝多石29-1 0248-21-8444 たれ、ドレッシング、韓国総菜製造 応相談

2 明陽食品工業有限会社 白河市大信隈戸中島40 0248-46-3057 ドレッシング（200ｍｌの場合）360本～、ジャム100

～、ゼリー・水ようかん100本

- HP（https://meiyo-foods.co.jp/）

1 株式会社山際食彩工房 会津若松市大塚2-5-10 0242-85-7703 レトルト120袋、ジャム100個 - HP（https://yamagiwa-koubo.com/）

2 合名会社高砂屋商店 河沼郡会津坂下町古市乙141 0242-83-2032 オリジナルドレッシング50ℓ～、オリジナルたれ類200ℓ～、瓶詰おか
ずみそ類（100ｇ程度）400個～

- 野菜類の加工を主とする。畜肉類や油脂を使用する加工

品は要相談。アレルゲン特定７品目原料についても要相

談

HP（https://www.kintakasago.com/）

3 Ｓｎｏｗ Ｄａｎｃｅ 大沼郡昭和村佐倉馬場793-1 090-7338-7770 乳化液状ドレッシング 70本 特定産地の受注も可

4 橋谷田商店 喜多方市諏訪160-9 0241-22-1303 和洋スイーツ、ジャム、そうざい、スープ、ドレッシ

ング、レトルト加工

小ロットから可能 菓子製造業、そうざい製造業、調味料製造業許可。

スチコン・真空包装機・ブラストチラー・達人釜

HP（https://hashiyada-shoten.jp/）

5 林合名会社 会津若松市材木町1丁目9 番18号 0242-27-4055 つゆ、タレ つゆ、タレ100L～ HP（https://igeta-hayashi.jp/）

県中

県南

会津

県北

ドレッシング、つゆ、たれ



1  株式会社いわき遠野らぱん いわき市遠野町上遠野字若宮60－1 0246-89-3125 レトルト、ジャム、ドレッシング、野菜ジュース、プ

リン、ゼリー、ペットフード

レトルト100㎏～

ジャム・ドレッシ

ング30㎏～、野菜

ジュース500本

（瓶）～

プリン・ゼリー900

個（瓶）～、

ペットフード40㎏

～

HP（https://www.iwakitohno-lapin.co.jp/）

2 西野屋食品株式会社 いわき市常磐上矢田町田端8-1 0246-28-2833 いちごジャム・ブルーベリージャム等（仕上がり10㎏

～）、ドレッシング等（100本程度から）、佃煮等（要

相談）、漬物（40㎏～）

HP（http://www.nishinoya.jp/）

いわき



NO 受託加工事業者名 所在地 電話番号 受託加工の内容 最小ロット

（最小発注金額）

その他留意事項

1 株式会社吾妻山麓醸造所 福島市桜本字梨子沢4-2 024-563-5057 ワイン、シードル 応相談

2 有限会社福島路ビール 福島市荒井横塚3-182 024-593-5859 ビール、くだものを使用した発泡酒、果実酒 550ℓ～ HP（http://www.f-beer.com/）

1 笹の川酒造株式会社 郡山市笹川1丁目178番地 024-945-0261 焼酎（野菜・穀類）

清酒

焼酎：穀類230kg

野菜：種類による

仕上がり

720ml600本程度

清酒：白米300kg

リキュールは不可

HP（https://www.sasanokawa.co.jp/）

1 ハイランドポートブルワ

リー

西白河郡西郷村小田倉大平131-3 0248-25-7461 クラフトビール 100ℓ 酒税法に従った条件でのみ対応。材料、製法により、数

量、金額は変動あり

HP（https://craftbeer-

supporters.fubu.jp/brewery/highlandport）

1 特定非営利活動法人みどり

の杜福祉会 いわきワイナ

リー

いわき市平南白土2-1-5 0246-84-6200 果実酒 500kg 事前要問合せ（タンクや資材等の用意が必要なため）

HP（https://iwakiwinery.com/）

酒類（果実酒、クラフトビールなど）

県北

県中

県南

いわき



NO 受託加工事業者名 所在地 電話番号 受託加工の内容 最小ロット

（最小発注金額）

その他留意事項

1 株式会社GNS 二本松市安達ヶ原5-254-12 0243-62-2201 製粉、なたね油・エゴマ油（洗浄・乾燥、焙煎・搾油

選別）

10㎏～ ラベル作成印刷、貼り付け可能

HP（https://global-n-s.co.jp/）

2 四季の里農産加工館 福島市荒井字上鷲西1-1 024-593-0109 ジュース、ジャム、コンポート、ドライフルーツ 6kg～ 利用は福島市内の生産者限定

HP

（https://www.city.fukushima.fukushima.jp/nougyou-

hanbai/shisetsu/bunka/nosankakokan.html）

3 むろうどん製麺所 福島市北矢野目字桶越1番地 024-563-4997 製麺（各種）、製粉（野菜、果物） 40㎏～

500ｇ×80袋

練りこむ粉末など、製麺加工前から要相談

HP（https://mojikon.shop-

pro.jp/?mode=cate&cbid=2654724&csid=0）

4 有限会社井上商店 二本松市若宮2丁目164-18 0243-23-5858 製粉（小麦粉、きな粉、米粉）、豆菓子、ポン菓子、

押豆

小麦15㎏、きな粉5

㎏、米2㎏、豆菓子

（豆2升）、ポン菓

子（1升）

最短で加工に1週間程度

HP（http://www.inoue-kinako.jp/）

5 有限会社岡崎 伊達市梁川町五十沢株木9 024-577-0683 ジャム500本～、ピューレ200kg～、そうざい - HP（http://okazaki-egao.jp/）

6 有限会社ヘルシーサポート 伊達市梁川町新田町通131 024-577-4088 食品原料のエキス抽出及び乾燥粉末加工 10kg 臨機応変に対応致します（食品原料に限る）

HP（https://healthy-gs.jp/company/）

1 株式会社ジェイラップ 須賀川市泉田字作田18-2 0248-62-5899 乾燥、粉末化 試作2万円/10㎏

100kg～

HP（https://ssl.j-rap.co.jp/）

2 株式会社フーズネット福島 郡山市舞木町正神平115-1 024-956-6601 粉末・パウダー 持ち込み時要相談 惣菜は内容・レシピにより対応できない場合あり

HP（http://foods-net.com/）

3 野澤精米製麺所 石川郡平田村上蓬田三斗蒔22 0247-55-2115 小麦うどん加工15kg～、小麦製粉15kg～、米製粉10kg

～

- うどん加工は自然乾燥のため、梅雨・寒の時は製造不可

4 増子米店 郡山市富久山町久保田字水口19 024-932-5442 小麦製粉（全粒粉）、米粉、そば粉、きな粉 米粉３kg～

5 わくわくあぶくま夢ファー

ム

田村市滝根菅谷字畑中259 0247-78-3488 キクイモ（他に果樹、野菜、塩こうじ）粉末、錠剤 60kg（20キロも

可）

委細協議

HP（https://r.goope.jp/abukumayumefarm）

1 追原そば生産組合 西白河郡西郷村鶴生追原山1 0248-25-7245 石臼びき そば粉 22.5kg 搬入、搬出は依頼主負担。宅配便は着払

HP（http://oiharasoba.com/kumiai/kumiai.html）

2 株式会社佐川商店 東白川郡矢祭町東舘桃木町27 0247-46-2283 コンニャク粉 1000kg

3 東日本薬草合同会社 東白川郡棚倉町大字八槻字大宮78番地 0247-33-8090 乾燥・粉砕・粉末、ティーパック加工（不織布・ひも

無し）、熱水抽出飲料水のビン（50ml,100ml）充填・

ラベル貼り、ジュース充填

- 試作対応可（別途料金）

HP（https://karadani.jimdofree.com/）

県中

乾燥・粉末、製粉

県北

県南



1 株式会社奥会津金山大自然 大沼郡金山町大字横田字古町682 0241-58-5661 フリーズドライ 50ℓ以下 フリーズドライについては、品物によって仕上がり金額

が変更。加工賃、800円／ｈで最低４日で仕上がり

HP（https://www.daisizen.biz/）

2 株式会社山際食彩工房 会津若松市大塚2-5-10 0242-85-7703 レトルト120袋、ジャム100個 - HP（https://yamagiwa-koubo.com/）

3 有限会社白虎食品 会津若松市北会津町東小松舘ﾉ内14-1 0242-56-5530 乾燥 3kg サンプルテストしてからのお見積り

HP（http://www.byakko-food.com/）

1 NPO法人あたご 南会津郡南会津町中荒井字西原47 0241-62-6211 減圧乾燥（野菜、果実）、粉末 、ドライフルーツ 原料10㎏～ 水分活性測定、金属探知、梱包も可、ドライフルーツ

HP（https://www.npo-atago.com/）

2 合同会社宮本屋高原ファー

ム

南会津郡下郷町音金宮ﾉ前262 0241-67-3999 そば製粉 22.5㎏（玄そば１

袋）

依頼日より、３日前までに予約で加工可能

1 エヴリート株式会社 いわき市勿来町白米穂町49 0246-65-4860 製粉（米・麦）、精米、精麦 10kg 要相談

HP（https://www.gurutto-

iwaki.com/detail/471/index.html）

会津

南会津

いわき



NO 受託加工事業者名 所在地 電話番号 受託加工の内容 最小ロット

（最小発注金額）

その他留意事項

1 あだたらのちち株式会社 二本松市西町2-1 090-7562-3643 ソフトクリーム原料 応相談 繁忙期は引き受けできない場合あり

2 伊達物産株式会社 伊達市梁川町南町谷川13 024-577-2111 食肉加工、総菜等 応相談 原材料を加熱しない場合は、菌検査を実施する

HP（http://www.datebussan.co.jp/）

3 有限会社まるい 福島市岡部字中川原118-1 024-534-0101 総菜、冷凍冷蔵食品加工、食肉加工、レトルト 応相談 HP（http://www.534-0101.com/）

1 株式会社須賀川ジェラート 須賀川市江持字仲の平191-1 0248-63-7501 1 ジェラート（アイスミルク、氷菓、ソフトミルク） 100mlカップ100

個、2L容器6個、

4L容器3個～

試作対応可（料金別途）

2 株式会社宗 石川郡平田村上蓬田銭神88 0247-55-3530 ゴボウのチップス、ゴボウの蒲焼、マコモダケとゴボ

ウの冷凍餃子、ピクルス

50袋～

3 郡山冷蔵製氷株式会社 郡山市富久山町久保田字太郎殿前2番

地6

024-944-1655 果物、農畜産物の緩慢凍結保存、自然解凍、冷凍冷蔵

品の保存

持ち込み時要相談

（ケース、400㎏

～）

賞味期限等のラベル発行と貼付可。ドライアイス販売

HP（http://gunrei.com/）

4 四季彩菓子アトリエ・さと

うとバニラと

郡山市逢瀬町多田野新池下18-6 024-967-1511 ジェラート・シャーベット等50個～、ブランデーケー

キ・ウイスキーケーキ、ギフト菓子等

持ち込み時要相談 配達不可（取りに来ていただくか、宅配便）

1 株式会社しらかわ五葉倶楽

部

白河市舟田字薬師下42 0248-29-8491 冷凍野菜、ゼリー、ジャム、ドライフルーツ、ペース

ト、ピューレ

基本加工料金

100,000円

試作費30,000円

HP（https://shirakawa-goyouclub.com/）

県北

冷凍冷蔵

県中

県南



NO 受託加工事業者名 所在地 電話番号 受託加工の内容 最小ロット

（最小発注金額）

その他留意事項

1 伊達物産株式会社 伊達市梁川町南町谷川13 024-577-2111 食肉加工、総菜等 応相談 原材料を加熱しない場合は、菌検査を実施する

HP（http://www.datebussan.co.jp/）

2 有限会社まるい 福島市岡部字中川原118-1 024-534-0101 総菜、冷凍冷蔵食品加工、食肉加工、レトルト 応相談 HP（http://www.534-0101.com/）

1 奥川こらんしょ村 耶麻郡西会津町奥川飯里沢ﾉ目449-6 080-1695-3405 レトルト加工品、漬物、ジャム（瓶詰不可、真空パッ

ク可）

50個 事前要問合せ

2 株式会社山際食彩工房 会津若松市大塚2-5-10 0242-85-7703 レトルト120袋、ジャム100個 - HP（https://yamagiwa-koubo.com/）

3 合名会社高砂屋商店 河沼郡会津坂下町古市乙141 0242-83-2032 オリジナルドレッシング50ℓ～、オリジナルたれ類

200ℓ～、瓶詰おかずみそ類（100ｇ程度）400個～

- 野菜類の加工を主に念頭においています。畜肉類や油脂

を使用する加工品は要相談。アレルゲン特定７品目原料

についても要相談

HP（https://www.kintakasago.com/）

4 橋谷田商店 喜多方市諏訪160-9 0241-22-1303 和洋スイーツ、ジャム、そうざい、スープ、ドレッシ

ング、レトルト加工

小ロットから可能 菓子製造業、そうざい製造業、調味料製造業許可。

スチコン・真空包装機・ブラストチラー・達人釜

HP（https://hashiyada-shoten.jp/）

1 株式会社会津物産 南会津郡南会津町関本字下休場754番

地1

0241-66-2232 レトルト、瓶詰 １万円未満要送

料、個人の方は1個

からでもOK

缶詰はやらなくなった。清涼飲料水（パック）の許可も

取っているが基本受けない

2 只見特産株式会社 南会津郡只見町大字小川字荒井原25 0241-84-2545 缶詰、レトルト 応相談（物によっ

てまちまちなの

で）

3 たのせふるさとづくり会 南会津郡南会津町たのせ72-2 0241-78-2169 レトルトそうざい（応相談） 50袋 集落全戸（農家18軒）で取り組んでいるため特に農繁期

等事前の打ち合せを要する

1 有限会社福相食品工業 南相馬市小高区岡田上川原田112 080-3321-9062 食肉製品（ハム、ソーセージ等）70㎏、レトルト品

（200ｇ以下）500パック～、特殊加工1ロット

最少ロットを下回るとコストが高くなる。試作は50,000

円～（内容による）。技術的に不可能な場合あり。検査

費用・規格書作成は別途。運送別途・消費税別（8％～

10％）

HP（https://www.fukusosyokuhin.com/shop）

会津

南会津

相双

缶詰、瓶詰、レトルト

県北



1  株式会社いわき遠野らぱん いわき市遠野町上遠野字若宮60－1 0246-89-3125 レトルト、ジャム、ドレッシング、野菜ジュース、プ

リン、ゼリー、ペットフード

レトルト100㎏～

ジャム・ドレッシ

ング30㎏～、野菜

ジュース500本

（瓶）～

プリン・ゼリー900

個（瓶）～、

ペットフード40㎏

～

HP（https://www.iwakitohno-lapin.co.jp/）

2 小泉食品株式会社 いわき市泉町下川大剣392-1 0246-68-6983 レトルト（パック）食品、ペットフード 1000P 一次加工処理（カットやスライス）は不可。ボイルは可

3 西野屋食品株式会社 いわき市常磐上矢田町田端8-1 0246-28-2833 いちごジャム・ブルーベリージャム等（仕上がり10㎏

～）、ドレッシング等（100本程度から）、佃煮等（要

相談）、漬物（40㎏～）

HP（http://www.nishinoya.jp/）

いわき



NO 受託加工事業者名 所在地 電話番号 受託加工の内容 最小ロット

（最小発注金額）

その他留意事項

1 株式会社GNS 二本松市安達ヶ原5-254-12 0243-62-2201 なたね油・エゴマ油（洗浄・乾燥、焙煎・搾油 選

別）

10㎏～ ラベル作成印刷、貼り付け可能

HP（https://global-n-s.co.jp/）

2 有限会社ヘルシーサポート 伊達市梁川町新田町通131 024-577-4088 食品原料のエキス抽出及び乾燥粉末加工 10kg 臨機応変に対応（食品原料に限る）

HP（https://healthy-gs.jp/company/）

1  一般社団法人日本エゴマの

会・ふくしま

田村市船引町中山字田代380-4 0247-86-2319 エゴマ搾油（黒：生350円/㎏、焙煎400円/㎏、白：生

400円/㎏、焙煎450円/㎏）、瓶代80円150ｍL、90円

300ｍL ※今後値上げの可能性あり

5㎏～ 洗浄、乾燥も可

HP（https://egoma1.shop-pro.jp/）

1 只見農産加工企業組合 南会津郡只見町只見宮前1331 0241-82-2387 えごま油 2.5kg～ えごまの実ゴミ等を除き、水洗いを完全にすること。乾

燥も５％台にすること

HP（http://www.uyou.gr.jp/genkimura/）

油、エキス抽出

県北

県中

南会津



NO 受託加工事業者名 所在地 電話番号 受託加工の内容 最小ロット

（最小発注金額）

その他留意事項

1 株式会社GNS 二本松市安達ヶ原5-254-12 0243-62-2201 なたね油・エゴマ油（洗浄・乾燥、焙煎・搾油 選

別）

10㎏～ ラベル作成印刷、貼り付け可能

HP（https://global-n-s.co.jp/）

1 合同会社フォーユー 郡山市八山田6丁目146 024-925-0126 ・大豆スィーツ類：パウンドケーキ、チーズケーキ、

チョコレートケーキ等

   ・食パン類：全粒粉パン、ライ麦パン、オートミー

ルパン、大豆粉パン等

   ・レトルト加工品類：カレー、シチュー、ソース等

   ・漬物類：胡瓜、大根等

   ・スモーク類：卵、肉、ナッツ、ドライフルーツ等

   ・スパイス類：オリジナル

   ・フルーツジャム：ルバーブ、いちご、もも、りん

ご等

・イタリアン食品；ピザ、パスタ、ソース等

商品の小ロット製

造可（ジャム以

外）

日本調理技術専門学校 郡山市安積4-229 024-946-8600 レシピ開発、加工のアドバイス 要相談 レシピ開発等内容によって料金が異なる。問い合わせを

担当者名／石井様

HP（http://www.nitcho.com/）

1 株式会社夏の國 耶麻郡磐梯町磐梯十王堂38 0242-73-2633 生ラーメン、生うどん、生そば ラーメン3kg～、

生うどん・生そば

2kg～

2 株式会社山際食彩工房 会津若松市大塚2-5-10 0242-85-7703 レトルト120袋、ジャム100個 - HP（https://yamagiwa-koubo.com/）

3 橋谷田商店 喜多方市諏訪160-9 0241-22-1303 和洋スイーツ、ジャム、そうざい、スープ、ドレッシ

ング、レトルト加工

小ロットから可能 菓子製造業、そうざい製造業、調味料製造業許可。

スチコン・真空包装機・ブラストチラー・達人釜

HP（https://hashiyada-shoten.jp/）

レシピ開発

県北

県中

会津



NO 受託加工事業者名 所在地 電話番号 受託加工の内容 最小ロット

（最小発注金額）

その他留意事項

1 白根料理加工グループみ

ゆーるの会

伊達市梁川町白根舘56 (会⾧宅) 090-6628-6252 クッキー（6枚入）※米粉・もろこし使用、

切り餅、豆餅

応相談 製造から包装まで日数がかかるものがあるので、依頼は

１週間前まで

2 有限会社井上商店 二本松市若宮2丁目164-18 0243-23-5858 製粉（小麦粉、きな粉、米粉）、豆菓子、ポン菓子、

押豆

小麦15㎏、きな粉5

㎏、米2㎏、豆菓子

（豆2升）、ポン菓

子（1升）

最短で加工に1週間程度

HP（http://www.inoue-kinako.jp/）

1 増子米店 郡山市富久山町久保田字水口19 024-932-5442 小麦製粉（全粒粉）、米粉、そば粉、きな粉 米粉３kg～

2 アルファ電子株式会社 食

品事業部

岩瀬郡天栄村大字飯豊字向原60-2 0120－400－106 米粉麺（白米麺・玄米麺）各 細（1.5㎜）中太（３

㎜）太（７㎜）

量産の最小ロット

は、玄米５０キロ

～

仕上がりが大体５

００～６００食

（１００ｇ入り）

価格としまして

は、

玄米支給の場合

100円/食

玄米弊社備蓄米使

用の場合  115円/

食

試作は玄米10キロ

～可能

試作費用30,000円

仕上がった麺の数

量（約100食）×上

記単価

「玄米持ち込み」や「弊社備蓄米使用」など確認点をま

とめた「OEMヒアリングシート」あり。問い合わせを

HP（https://umaimen.net/）

1 有限会社矢萩食品 白河市旭町2-154 0248-23-2885 米粉入りコンニャク 30kg 当社でもっていないサイズのカット刃使用の時は、カッ

ト刃を作る必要があるので納期に１ヶ月位かかる

HP（https://yahagi-foods.com/）

米粉・米粉加工品

県北

県中

県南



NO 受託加工事業者名 所在地 電話番号 受託加工の内容 最小ロット

（最小発注金額）

その他留意事項

1 高保製薬工業株式会社 福島市瀬上町字西上新田25-2 024-553-5015 調味料、食品添加物製剤（各種）、焼き肉のたれ 200㎏～ 食品工場向け

HP（https://www.takayasu.co.jp/）

1 株式会社いとうフーズ（営

業部・工場）

郡山市石塚1-2 024-942-2983 ソーセージ類50kg～、単味品（ハム・ベーコン等）

60kg～、乾燥品（ジャーキー等）30kg～、ペットフー

ド

要相談。納品時は

業務用袋にて納品

HP（http://www.itofoods.co.jp/）

2 トレーディングフーズ郡山

有限会社

郡山市土瓜1丁目154番地１ 024-966-3680 食肉加工品、ハラル製品、ペットフード 要相談 要事前連絡

1 有限会社矢萩食品 白河市旭町2-154 0248-23-2885 米粉入りコンニャク 30kg 当社でもっていないサイズのカット刃使用の時は、カッ

ト刃を作る必要があるので納期に１ヶ月位かかる

HP（https://yahagi-foods.com/）

1 プリマリア 耶麻郡北塩原村大字檜原字剣ケ峰

1093-715 リバーコープ裏磐梯201号

090-4557-2520 せっけん 応相談 HP（http://www.primaria.jp/）

1 合同会社メーデルリーフ 南会津郡只見町大字楢戸字舘ノ川1562

番地1

080-5731-5568 玄米の発芽処理 10㎏～30kg 送料は発注者が負担 乾燥のみで、もみ殻や小石などの

選別はしない

HP（https://medelleaf.localinfo.jp/）

その他

県北

県中

県南

会津

南会津



1 株式会社磐城高箸 いわき市田人町南大平坪内95-1 0246-65-0848 箸､鉛筆、その他木工製品 全て50個（本）～ まずはお問合せから

HP（https://iwaki-takahashi.biz/）

2 木村ミルクプラント株式会

社

いわき市平下神谷宿135 0246-34-2542 ジェラート、ヨーグルト、のむヨーグルト ジェラート120ml

カップ50個～（250

円～300円）、ヨー

グルト100個～

（110ｇカップ、

350ｇカップ、

1000ｇパウチ）、

のむヨーグルト

100L～（150ｍ

ｌ、800ｍｌ）

9月以降なら受け入れ可。原料、殺菌して納品

いわき


