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●申請方法
「大阪産（もん）名品」募集要項をお読みいただき、申請

書類等を下記応募先へ郵送または持参してください。

●認証商品の決定

大阪産（もん）名品認証審査会による第1次審査（書面審

査）及び第2次審査（現物審査）を踏まえて、府知事が認証

します。

認証マークが使用可能

府の認証商品として商品をPRできます

販路開拓を支援

府等が開催する商談会等の
情報をお届けします

商品ＰＲを支援

府ホームページや
パンフレット等でPRします

大阪産（もん）名品とは、

「天下の台所・大阪」で時代を
超えて愛され続ける逸品で以下の

ような商品です。

◎大阪を代表する定番おみやげ

◎大切な人への贈り物

◎子どもに語り継ぎたい懐かしい味、安心の味

応募先
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1－14－16 咲洲庁舎23階

大阪府 環境農林水産部 流通対策室 産業連携グループ

ＴＥＬ ０６－６２１０－９６０６

大阪産（もん）名品に認証されると・・・

水

募集要項を必ずご確認ください

●対象商品

大阪を代表する土産物等であり、製造開始から50年以
上が経過しているなど、時代を超えて愛され続ける加工

食品又はこれに準じるもの

※お土産物等として持ち帰りできる加工食品に限る
（お店で飲食する加工食品は除く）

※製造開始から5年未満の加工食品は除く
※申請は、原則、各社１商品まで

●申請者の資格
大阪府内に主たる事業所を有し、認証を受けようとする

商品を国内で製造している食品加工業者等

募集
期間 水

平成31年



これまでに認証している大阪産（もん）名品一覧

事業者名 商品名 事業者名 商品名

有限会社モモヤ あじろの里、ジャンボ饅頭 有限会社文楽せんべい本舗 文楽せんべい

株式会社松岡製菓 満月ポン 岡村製油株式会社 パセリ印綿実サラダ油

豊下製菓株式会社 いちごとう（ストロベリー）、なにわの伝統飴野菜 他 大醤株式会社 新生

カタギ食品株式会社 いりごま白長45ｇ、直火焙煎すり胡麻白　他 上野砂糖株式会社 上野　焚黒糖

株式会社喜多林堂 有平糖　菊の露 米忠味噌株式会社 特製赤味噌、特製白味噌

株式会社あみだ池大黒 粟おこし、岩おこし　他 明治食品株式会社 浅利しぐれ煮

株式会社今井（道頓堀今井） うどん出し 能勢茸屋本舗 釜炊きしいたけ、山ぶき　他

株式会社粟玄 粟おこし、和洋　他 磯じまん株式会社 磯じまん、特選　磯じまん

株式会社小鯛雀鮨鮨萬 小鯛雀すし、柳すし　他 有限会社藤熊食品 ごぼう巻き、しょうが天　他

株式会社喜八洲総本舗 酒まんじゅう、みたらし団子 株式会社ジェイフーズ 金剛山麓糸巻き焼豚、金剛山麓ベーコン　他

株式会社戎大黒本舗 粟おこし、浪花おこし　他 本舗辻八 和泉村雨（小豆）

株式会社梅仙堂 天狗おこし 岩束おこし、たこのすけ　他 有限会社庵月堂 庵月最中

株式会社福壽堂秀信 宗右衛門、文楽かしら　他 株式会社大阪の駿河屋 富士鶴（煉羊羹）、富士鶴（夜の梅）

御菓子司亀屋茂廣 懐中志る古、草もち　他 株式会社呼人堂 あかつき

マツヤ製菓株式会社 はすね最中、むこさき　他 暮部菓子店 でっちようかん

吉野壽司株式会社 箱寿司、ちらし寿司　他 株式会社釣鐘屋本舗 釣鐘まんじゅう、名代芭蕉　他

中野物産株式会社 都こんぶ 有限会社一力総本店 郷土銘菓 寝屋川、焼もち

株式会社かん袋 くるみ餅 御菓子司　津村屋 吉志部、能勢の栗きんとん

竹利商店 時雨餅 ｻﾄﾚｽﾄﾗﾝｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 夫婦善哉

だんぢり屋製菓株式会社 だんぢり 株式会社餃子計画 桜橋しゅうまい

岡部製菓株式会社 小緑、小町かりんとう　他 株式会社かつら屋 風土銘菓　河内もなか

大寺餅河合堂株式会社 大寺餅 株式会社五色堂 すはま団子

布一屋 かた焼せんべい 株式会社リマ バナナカステラ

カタシモワインフード株式会社 カタシモのひやしあめ、堅下甲州合名山南西畑 株式会社播彦 野菜せんべい、玉子せんべい

株式会社一芳亭本店 しゅうまい（１５ヶ入） 株式会社佐々木製菓 こんぺいとう

株式会社郷田商店 おぼろ昆布、手製とろろ昆布　他 株式会社井の一 手焼の香

株式会社丸市菓子舗 斗々屋茶碗、包丁ぼうろ　他 とよす株式会社 ハイサラダ、ひなあられ

有限会社菊壽堂 梅干し 株式会社向井珍味堂 きな粉/素心技、手作り七味/素心技

株式会社珍々堂 錦マヨネーズ、吹寄 タケダハム株式会社 美味大阪　焼豚

株式会社駿河屋岡本 極上栗羊羹　ながほり、煉羊羹　他 株式会社丸萬本家 丸萬の鯛めし

本家小嶋 芥子餅、泰平餅　他 有限会社魚竹蒲鉾店 自家特製　はもの皮

株式会社小倉屋山本 えびすめ、あじろぎ　他 株式会社浪速育松月 とら吉のトラ焼、とら吉クリームサンド

丸大産業株式会社 味宗汐吹昆布、味松葉　他 有限会社松福堂正一 いちご大福

御菓子司　廣井堂 栗むし羊羹 星トンボ食産工業所 星トンボとんかつソース、星トンボソース（ウスター）

岸和田風月堂 玉時雨 株式会社栄食品 いか焼、デラバン　他

株式会社末廣堂 さつま焼 小金屋食品株式会社 なにわら納豆

株式会社釣鐘屋 釣鐘まんじゅう、釣鐘せんべい　他

株式会社長﨑堂 カステーラ、カステララスク

株式会社神宗 塩昆布 有限会社サウス農産 ぬか漬、塩漬

株式会社小島屋 けし餅 株式会社ビワコ屋 みずなす漬

株式会社薫々堂 浪花津 水なす工房やくし 水なす塩漬

福栄堂 松露だんご 南漬物株式会社 水なすぬか漬

株式会社蓬莱 豚まん、アイスキャンデー　他 まるも 水なすの郷

大寅蒲鉾株式会社 焼通し（蒲鉾）、大板（蒲鉾）　他 株式会社飛鳥 天王寺蕪粕漬、毛馬胡瓜粕漬

御菓子司髙岡福信 カステーラ「君が代」、本わらび餅　他 伊勢屋食品株式会社 水なすぬか漬、水なす切り漬　他

南曜堂 天領もなか 株式会社天政松下 水なす漬　ぬか漬、水なす漬浅漬

株式会社冨士屋製菓本舗 雀の玉子 株式会社伊勢屋商店 水なすぬか漬、水なす塩漬

株式会社松前屋 常若、松ヶ枝　他 株式会社味彩 水茄子　ぬか漬

サンヨー製菓株式会社 モロッコフルーツヨーグル 株式会社藤原商店 水茄子　液漬、水茄子　ぬか漬　他

株式会社タニチ かんてんやの糸寒天 旬茄 水なすぬか漬

御菓子司小山梅花堂 梅花むらさめ 堺共同漬物株式会社 みずなす漬（調味液漬）、天王寺かぶら浅漬　他

株式会社塩五 村雨 株式会社マツモト 泉州水なす漬（ぬか漬）、泉州水なす漬（浅漬）　他

株式会社高砂堂 名代　きんつば 株式会社福田屋 水茄子ぬか漬

朝日堂菓子舗 磯時雨（小豆）、磯時雨（栗入）　他 水なす工房よさこい 水なす液漬、水なす絹浅漬

株式会社鶴屋八幡 鶏卵素麺 泉州漬若葉本店 水なす泉州漬、水なすマイルド

株式会社大黒屋 大黒フルーツソース、なにわ名物　串かつソース　他 大阪泉州農業協同組合 水なす浅漬け

株式会社御菓子司絹笠 ふる里の味　とん蝶、商　他 髙野食品株式会社 天王寺蕪浅漬、泉州水茄子ぬか漬

大阪戎橋筋をぐら屋 扇翁、喜三味　他 旭漬物味噌株式会社 泉州水なす漬

株式会社銀装 カステ２１（青箱） 株式会社曽呂利 みずなす漬（カットタイプ）、みずなす漬（ぬか漬）　他

栄久堂吉宗 飯盛山、楠公の里　他 株式会社久吾商店 水なす漬（ぬか漬）、水なす漬（塩漬）

株式会社おきな昆布 えぞ冨貴、とろろ昆布 ダイワフード株式会社 水茄子ぬか漬

株式会社美乃や スイートポテト 株式会社会津屋 元祖たこ焼き

株式会社嶋屋 名物三嶋焼、名物あべのポテト 株式会社青木松風庵 みるく饅頭　月化粧
株式会社丸赤製菓糸田川商店 ウィスキーボンボン、フルーツボンボン 共栄製茶株式会社 森半　グリーンティー

有限会社和顔 玉子入りいかやき、玉子なしいかやき 有限会社五感 ええもんちぃ

ハタ鉱泉株式会社 瓶ラムネ 御和菓子司　壽屋 かりんとう饅頭

株式会社宇治園 ほうじ茶心斎橋、深蒸し藪北茶　小佳女（おかめ）　他 株式会社JAPAN大和グループ あさり大和煮

株式会社つぼ市製茶本舗 特選　利休の詩（煎茶） 株式会社点天 ひとくち餃子

田代珈琲株式会社 ホリデーブレンドコーヒー 株式会社縄幸 焼きあなご

山野酒造株式会社 清酒　片野桜 有限会社林宝泉堂 たこぼうずもなか

井坂酒造場 純米酒　三輪福 有限会社久國 もみじの天ぷら

壽酒造株式会社 国乃長本醸造　上撰 株式会社向新 むらしぐれ

清鶴酒造株式会社 清酒　清鶴　本醸造上撰 村田味噌株式会社 むらた蔵　蔵の技　白味噌

株式会社鳥居商店
有機しょうゆで炊いた金ごま昆布「恵幸」
有機しょうゆで炊いた椎茸昆布「宝寿」


