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能勢は大阪の最北端、北摂の山懐に位置し、清
冽な水と清浄な空気に恵まれたところです。当
蔵は「米作りから酒造りまで一づくり」をモッ
トーとし、蔵元自営田で至極の酒米、山田錦を
自家栽培しています。平成15年10月の製造より

 全量純米酒の蔵になりました。
[製造元：秋鹿酒造有限会社]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温・冷蔵

平安の昔、貴族たちが桜狩りなど野遊びの地とし
てこよなく愛でた交野の里。天野川の清流とその
流域に広がる沃野に恵まれたこの地は、江⼾時代
には多くの酒造家を生みました。その歴史と伝統
を受け継ぎ、桜花のように「はんなり」とした趣
の酒造にいそしんでいます。やや甘口の普通酒。

 燗酒がお勧めです。
[製造元：山野酒造株式会社]

出荷可能時期 通年

大阪産（もん）名品大阪産（もん）名品大阪産（もん）名品大阪産（もん）名品

納入時の状態 常温

日本酒[ブランド名：清酒 上撰片野桜］

- 1 -

日本酒[ブランド名：秋鹿］

酒類等飲料

酒類等飲料

酒類等飲料

近鄕の優良米と阿武山山系の清水で醸され、江
⼾の酒徒から「純で濁らず、⾹りの良さとコク
が身上」と称えられた「富田酒」。その持ち味
を追求するため、五味調和をモットーに、繊細
で知られる但馬杜氏がその五感を駆使して酒造
りに取り組んでいます。 酸をおさえて飲みやす

 いタイプ。後口スッキリで飽きのこないお酒。
[製造元：清鶴酒造株式会社]

大阪産（もん）名品大阪産（もん）名品大阪産（もん）名品大阪産（もん）名品

出荷可能時期

納入時の状態

通年

常温

1

2

3

日本酒[ブランド名：清酒 清鶴 本醸造上撰］



江⼾時代から摂津郷の三島地⽅は、酒造りに適
した大粒米「三島雄町」の産地で、日本一とい
われた酒米所。その「三島雄町米」を原材料
に、北摂山系に端を発する鮎川の伏流水で酒造
りにいそしんできました。品質第一の姿勢をい

 まも守り続けています。
[製造元：高島酒造株式会社]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

室町時代に始まり江⼾時代に全盛を迎えた池⽥の
酒造り。元禄十年、加茂屋平兵衛により創業の
蔵、その三百余年の伝統を受け継ぎ「澄んだ酒の
最初」を意味する「緑一」。まろやかな味と香り

 が特徴。
[製造元：吉田酒造株式会社]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

日本酒[ブランド名：緑一］

- 2 -

日本酒[ブランド名：寿杯］

酒類等飲料

酒類等飲料

酒類等飲料

池田の街は、元禄の昔から伊丹とともに名醸地
として知られていました。酒銘の「呉」は池田
の古い雅称「呉服の里」に由来し池田のこと。
「春」は中国の唐時代の通語で「酒」のこと。
五月山の伏流水で醸される「呉春」は池田の酒

 のこと。
[製造元：呉春株式会社]

出荷可能時期

納入時の状態

通年

常温

4

5

6

日本酒[ブランド名：呉春］



大正二年の創業以来今日まで百余年間「まろや
かな甘み」を特徴とした酒造りに打ち込んでい
ます。酒銘は中国の古い言葉「松花伴飛鶴」に

 由来しています。
[製造元：藤本酒造場]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

清少納言が「野はかた野」と讃え、狩場として名
高い河内交野の磐船村に文永九（1826）年創業。
生駒山脈の濃い山並に抱かれ、清冽な湧水に恵ま
れたこの地で、日本酒の伝統と本質を頑なに守り

 続けています。
[製造元：大門酒造株式会社]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

日本酒[ブランド名：利休梅］

- 3 -

日本酒[ブランド名：松花鶴］

酒類等飲料

酒類等飲料

酒類等飲料

蔵⼈は「⻑龍の味」を醸し出すために、先⼈た
ちが築き上げてきた技術を伝承し、さらに新し

 い工夫を加え酒造りに挑んでいます。
[製造元：⻑龍酒造株式会社]

出荷可能時期

納入時の状態

通年

常温

7

8

9

⽇本酒[ブランド名：⻑龍］



創業より三百年の歴史。灘の宮水と同じ硬水で
酒造りをします。酒蔵は、国の登録有形文化財
に指定された昔ながらの木造の蔵。モットー
は、あくまで手造りで心のこもった酒造りで

 す。
[製造元：浪花酒造有限会社]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

「吟醸」というクオリティにこだわり、香りと独
特の旨みを大切に丁寧に醸造することを信念に酒
造りをしています。だんじり祭りの心意気が酒に

 生きる、キリッと引き締まった辛口のお酒。
[製造元：寺田酒造有限会社]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

日本酒[ブランド名：元朝］

- 4 -

日本酒[ブランド名：浪花正宗］

酒類等飲料

酒類等飲料

酒類等飲料

「佳い酒を少しずつ」をモットーに南部杜氏の
伝承の「軽ろ味」の技で醸した酒は、キレがよ

 く、かつふくよかな旨口を身上としています。
[製造元：有限会社北庄司酒造店]

出荷可能時期

納入時の状態

通年

常温

10

11

12

日本酒[ブランド名：荘の郷］



近鄕の優良米と阿武山山系の清水で醸され、江
⼾の酒徒から「純で濁らず、⾹りの良さとコク
が身上」と称えられた「富田酒」。安政三年の
創醸以来、その持ち味を追求するため、五味調
和をモットーに、繊細で知られる但馬杜氏がそ
の五感を駆使して酒造りに取り組んでいます。
中でも、創醸年数を冠した「純米吟醸 百六十
二年目乃お酒」は、香りも味もある純米吟醸酒

 です。
[製造元：清鶴酒造株式会社]

出荷可能時期 通年

たかつき土産認定たかつき土産認定たかつき土産認定たかつき土産認定

納入時の状態 常温

「だんじり」で有名な岸和田市は、祭りにつきも
ののように数々の銘酒を生み出してきました。そ
のひとつが「三輪福」です。中でも、純米大吟醸
三輪福 米の華は、城山の伏流水に恵まれ、酒米は
酒造好適米の代表の山田錦を51％を精米して使
用。喉ごしと「華」の名にふさわしいフルー

 ティーな香りが特徴です。
[製造元：井坂酒造場]

出荷可能時期 通年

岸和田ブランド認定岸和田ブランド認定岸和田ブランド認定岸和田ブランド認定

納入時の状態 常温

日本酒[ブランド名：純米大吟醸 三輪福 米の華 ］

- 5 -

日本酒[ブランド名：純米吟醸 百六十二年目乃お酒］

酒類等飲料

酒類等飲料

酒類等飲料

摂津国富⽥郷は、江⼾への下り酒の産地として
名声をはせました。酒銘はその摂津国随一の酒
という意味で名付けられました。文政五年の創
業以来、五百年と言われる歴史を持つ「富田
酒」の伝統を頑なに守り続ける一方、新しい酒
を追求しつづける酒蔵です。 中でも、國乃⻑
大吟醸は山田錦を精米歩合50%まで磨いて造

 る、芳香なる大吟醸酒です。
[製造元：壽酒造株式会社]

たかつき土産認定たかつき土産認定たかつき土産認定たかつき土産認定

出荷可能時期

納入時の状態

通年

常温

13

14

15

⽇本酒[ブランド名：國乃⻑ ⼤吟醸］



千利休純米大吟醸酒は、酒造好適米の中でも酒
米の王様とも言われる「山田錦」を１００％使
用、４０％まで精米。
米本来の甘みとふっくらとした旨味、酸と甘み
のバランスが絶妙に取れた、なめらかでコクの

 ある味わいを心ゆくまでお楽しみください。
[製造元：堺泉酒造有限会社]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

太閤秀吉をはじめ多くの英雄たちが愛飲した僧坊
酒「天野酒」。歴史に残る酒銘を天野山金剛寺の
好意を得て、享保三年よりこの地で酒造業を営む
蔵元が復活させたもの。特に、天野酒 大吟醸
湖底熟成酒については、府下最大の貯水量を誇る
河内⻑野市の滝畑ダム湖底で熟成した超レアなお
酒です。光が届かない、温度が一定等、酒蔵での
熟成とは異なった湖底ならではの環境で熟成され

 ています。
[製造元：⻄條合資会社]

出荷可能時期 平成31年6⽉〜

納入時の状態 冷蔵

日本酒[ブランド名：天野酒 大吟醸 湖底熟成酒］

- 6 -

日本酒[ブランド名：千利休 純米大吟醸酒］

酒類等飲料

酒類等飲料

酒類等飲料

門真市内で田植えから収穫まで行った山田錦を
 使用した100％門真産の純米吟醸酒。

[製造元：山野酒造株式会社]

出荷可能時期

納入時の状態

通年

常温

16

17

18

日本酒[ブランド名：かどま酒］



自社畑合名山のメルロを使用。ぶどう畑の個性
を反映した深い果実味とオーク特有の甘いニュ
アンスの香り、落ち着きのある赤い色調が特

 徴。赤辛口。
[製造元：カタシモワイナリー]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

大阪産デラウェアぶどうを使用したスパークリン
グワイン。バランスの取れたしっかりとしたコク

 も感じる中口。食前、食中にオススメ。
[製造元：カタシモワイナリー]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

ワイン[ブランド名：たこシャン］

- 7 -

ワイン[ブランド名：合名山 メルロ2017］

酒類等飲料

酒類等飲料

酒類等飲料

大阪府よりエコ農産園に認定された自社畑「合
名山北畑」のデラウェア葡萄を使用したやや辛
口のスパークリングワイン。日本ワインコン

 クール2017 銅賞受賞。
[製造元：カタシモワイナリー]

出荷可能時期

納入時の状態

通年

常温

19

20

21

ワイン[ブランド名：K.S.合名山北畑デラウェアスパークリング2015］



大阪府柏原市の自社農園で減農薬栽培されたエ
コ農産物で、樹齢30年以上の堅下本葡萄を原料
として作った辛口白ワイン。洋梨の様な豊かな
果実味が膨らみ、ほのかに感じる苦味がボ
リューム感を出し、爽やかな酸が余韻を感じさ

 せる味わいです。
[製造元：カタシモワイナリー]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

大阪府柏原市の自社畑で栽培されたマスカットベ
リーAを丹念に醸造し、オーク木樽で熟成した辛
口ワイン。 China Wine & Spirits Awards（香

 港）にてBest Value GOLD MEDALを受賞。
[製造元：カタシモワイナリー]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

ワイン[ブランド名：利果園 赤 2016］

- 8 -

ワイン[ブランド名：堅下本葡萄 2017 合名⼭南⻄畑］

酒類等飲料

酒類等飲料

酒類等飲料

大阪府柏原市の自社農園で栽培された堅下本葡
萄（甲州ぶどう）を原料に醸造しました。柑橘
系の香りとさわやかな酸、厚みのある味わいを
お楽しみください。フェミナリーズ世界コン

 クール2018(フランス)にて銀賞を受賞。
[製造元：カタシモワイナリー]

出荷可能時期

納入時の状態

通年

常温

22

23

24

ワイン[ブランド名：利果園 白 堅下本葡萄 2017］



2017年自社農園収穫シャルドネ種を100％使用
し、瓶内ニ次醗酵による本格的なシャンパー
ニュ方式で造られたスパークリングワインで
す。 グレープフルーツのような柑橘系の香り、
深みのある味わいとしっかりとしたボディ、ミ
ネラル感と穏やかな酸味が心地よい喉ごしで

 す。
[製造元：飛鳥ワイン]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

2017年産大阪府柏原市自社農園合名山畑の減農薬
で栽培したシャルドネをオーク木樽熟成しまし
た。オークやバニラの香り、新鮮な果実味ときれ

 いな酸とのバランスがよい白ワインです。
[製造元：カタシモワイナリー]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

ワイン[ブランド名：合名山 シャルドネ 木樽熟成 2017］

- 9 -

ワイン[ブランド名：飛鳥 スパークリング シャルドネ 2017］

酒類等飲料

酒類等飲料

酒類等飲料

2017年自社農園で栽培された欧州葡萄品種
（Vitis vinifera)16種類を混醸し瓶内二次醗酵に
よる本格的なシャンパーニュ方式で造られたロ
ゼスパークリングワインです。品種の個性が混

 ざり合い独特な風味を醸しています。
[製造元：飛鳥ワイン]

出荷可能時期

納入時の状態

通年

常温

25

26

27

ワイン[ブランド名：飛鳥 スパークリング ヴィニフェラ16 2017 ］



飛鳥ワインが誇る自社農園の中でも特に優れた
葡萄畑からお届けする「飛鳥の秀逸畑から」シ
リーズ。自社農園の穴ヶ谷畑は南向き斜面に位
置しているため太陽の恵みをいっぱい受け完熟
したシャルドネ種を実につけます。果樹園に吹
く風を思わせる柑橘類、大地や樹木の爽やかな
香りが感じられ、味わい深い酸味がエレガント

 な余韻を残します。
[製造元：飛鳥ワイン]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

2013年に自社塚原圃場で収穫されたカベルネ・
ソーヴィニヨン種を丹念に醸造し、フランスのア
リエ産オーク樽で48ヶ月間熟成させることで香ば
しい樽香とまろやかで柔らかい口当たりに仕上が
りました。葡萄本来の個性を活かせる為、”ノン

 フィルター生詰め”にこだわっています。
[製造元：飛鳥ワイン]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

ワイン[ブランド名：飛鳥 カベルネ・ソーヴィニヨン 2013 赤］

- 10 -

ワイン[ブランド名：〜⾶⿃の秀逸畑から〜 完熟のシャルドネ ⽩］

酒類等飲料

酒類等飲料

酒類等飲料

2013年自社農園穴ヶ谷畑収穫シャルドネ種を
100％使用したワインです。 葡萄本来のポテン
シャルを最大限引き出す為、破砕後スキンコン
タクト、デブルバージュ、または生詰めにこだ
わりました。南国フルーツのような香り、しっ
かりとしたボディ、ミネラル感、穏やかな酸味
が心地良いワインです。国産ワインコンクール

 で銅賞受賞。
[製造元：飛鳥ワイン]

出荷可能時期

納入時の状態

通年

常温

28

29

30

ワイン[ブランド名：飛鳥 シャルドネ 2013 白］



2017年に収穫した完熟デラウェアの果汁を凍ら
せて旨味を凝縮させた後、発酵させて作った甘
口デザートワイン。フルーティーなアロマと酸
味、濃厚なデラウェア本来の甘味を楽しめま

 す。
[製造元：河内ワイン]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

飛鳥ワインが誇る自社農園の中でも、特に優れた
葡萄畑からお届けする「飛鳥の秀逸畑から」シ
リーズ。自社農園「奥久保畑」収穫のメルロー種
をフランスの名門アリエ産オーク樽にて熟成させ
ました。芳ばしいトースト、ナッツ、秋の針葉樹
林を思わせる香りが次々と感じられ、程よいタン
ニンと果実の酸味がまろやかなバニラの香りと共

 に心地良い余韻をもたらせます。
[製造元：飛鳥ワイン]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

ワイン[ブランド名：〜⾶⿃の秀逸畑から〜 樽熟成のメルロー ⾚］

- 11 -

ワイン[ブランド名：河内葡萄酒 スウィートデラウェア2018］

酒類等飲料

酒類等飲料

酒類等飲料

大阪・河内のデラウェアづくりには100年を越
える歴史があります。「河内葡萄酒 デラウェ
ア」は、選び抜いた果実から生まれる年に1度
の限定品。もぎたての葡萄を頬張っているかの
ようなフレッシュな香りと広がりがある酸味が

 特徴的な、和食にも合うワインです。
[製造元：河内ワイン]

出荷可能時期

納入時の状態

通年

常温

31

32

33

ワイン[ブランド名：河内葡萄酒 デラウェア新酒2018］



メルロ主体
丹念に造り上げた、希少なロゼワイン。

 ワインが苦手な方にもお薦めの銘柄です。
[製造元：仲村ワイン工房]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

羽曳野・飛鳥の地で育まれた、まろやかで滋味深
 い味わいのメルロ種主体の赤ワイン。

[製造元：仲村ワイン工房]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

ワイン[ブランド名：蝶・大阪メルロ］

- 12 -

ワイン[ブランド名：大阪メルロ ロゼ］

酒類等飲料

酒類等飲料

酒類等飲料

カベルネ・ソーヴィニョン主体。
工房の赤ワインの中では、最も飲み応えのある
銘柄。

 渋みとボディ感をじっくりと味わえます。
[製造元：仲村ワイン工房]

出荷可能時期

納入時の状態

通年

常温

34

35

36

ワイン[ブランド名：花 カベルネ・ソービニヨン］



工房発足30周年記念商品。カベルネ主体に、メ
ルロとマスカット・ベーリーAをブレンドして
おります。選りすぐりのロットを用い2010年の
メルロを15%ブレンドすることで、通常のがん
こより奥行きがあり一段上の味わいに仕上がり

 ました。
[製造元：仲村ワイン工房]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

カベルネ・ソーヴィニョン主体、メルロとマス
カット・ベーリーAをブレンド
当工房の赤の看板銘柄。懐深い故に、和から洋と

 ジャンル問わず食事に合います。
[製造元：仲村ワイン工房]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

ワイン[ブランド名：がんこおやじの手造りわいん］

- 13 -

ワイン[ブランド名：がんこおやじの手造りわいん・ゴールド（通称：ゴールドがんこ）］

酒類等飲料

酒類等飲料

酒類等飲料

甲州、ソーヴィニョン・ブランとデラウェアを
ブレンド。当工房の白の看板銘柄。優しい飲み
口の中にも、芯と心地よい余韻がしっかりと感
じられます。
 

[製造元：仲村ワイン工房]

出荷可能時期

納入時の状態

通年

常温

37

38

39

ワイン[ブランド名：手造りわいん さちこ］



自家農園デラウェア種主体とソーヴィニョン・
 ブラン種のブレンド。

[製造元：仲村ワイン工房]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

工房発足30周年記念商品。ソーヴィニョンブラン
主体に、甲州とデラウェアをブレンドしておりま
す。選りすぐりのロットを用いることで、通常の

 さちこより一段上の味わいに仕上がりました。
[製造元：仲村ワイン工房]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

ワイン[ブランド名：手造りわいんさちこ・シルバー（通称：シルバーさちこ）］

- 14 -

ワイン[ブランド名：夢あすか・白］

酒類等飲料

酒類等飲料

酒類等飲料

デラウェアとソーヴィニョン・ブランをブレン
ド。
日常の食卓にも合わせやすい、優しい味わいの

 白ワインです。
[製造元：仲村ワイン工房]

出荷可能時期

納入時の状態

通年

常温

40

41

42

ワイン[ブランド名：夢あすか・赤］



甲州種主体の国産葡萄から丁寧に造り上げたグ
ラッパ。
蒸留分の大変貴重な初留部分のみ使用していま

 す。
[製造元：カタシモワイナリー]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

門真市内の飲食店や小学校、一般家庭などで栽培
したブドウを一部使って作った、飲みやすく、柔

 らかい味わいのワイン。
[製造元：カタシモワイナリー]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

ワイン[ブランド名：ぼくらのワイン］

- 15 -

ブランデー[ブランド名：葡萄華 58度   ジャパニーズグラッパ ］

酒類等飲料

酒類等飲料

酒類等飲料

数々の受賞歴がありオリジナル品種を次々と創
り出している大野ぶどう農家がつくったワイ
ン。完熟デラウェアのロゼや、ウインクとオリ
ジナル品種の銀河でつくった赤、シャインマス
カットの白など、糖度の高い大野ぶどうから醸

 したワインはライトボディで爽やかです。
[製造元：中村オリジナルぶどう園]

出荷可能時期

納入時の状態

4⽉〜6⽉

常温

43

44

45

ワイン[ブランド名：大野ぶどうのワイン］



厳選された⼤⻨を原料とし、⾹ばしさとうまみ
を最大限に引き出す常圧蒸留によって仕上げた
本格⻨焼酎。芳⾹な⻨の旨み、コクとキレのあ

 る味わいです。
[製造元：サントリー株式会社]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

すっきりした味わいの中にほのかな甘さが広がり
ます。コーヒーやビターチョコレートを思わせる
フレーバーと、クリーミーな喉ごし、ドライな後
味にこだわった、飲み飽きない一品。
International Brewing Awards 2017 Dark Beer
部門 銅賞、World Beer Cup 2016 Dry Stout部

 門 金賞
[製造元：箕面ビール株式会社]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 冷蔵

ビール[ブランド名：箕面ビール（スタウト）］
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焼酎[ブランド名：それから］

酒類等飲料

酒類等飲料

酒類等飲料
通常の2.5倍のモルトとホップで仕込んだアル
コール度9％のストロングエール。しっかりと
した苦みと、ふんだんに使用したカスケード
ホップのアロマ、濃厚なモルトのフレーバーの
バランスを楽しむことができます。
International Brewing Awards 2017 Strong

 Ale部門 金賞
[製造元：箕面ビール株式会社]

出荷可能時期
納入時の状態

通年

冷蔵

46

47

48

ビール[ブランド名：箕面ビール（W-IPA）］



名水と森、そして湿潤な環境で育まれた世界が
認める国産ウイスキー。世界的権威のある酒類
コンテストでの数々の受賞歴がその品質の高さ

 を表しています。
[製造元：サントリースピリッツ株式会社 山
崎蒸溜所]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

切れのいい口当たり、料理の味を引き立てるスッ
キリした味わいのれんこん焼酎。門真市の「家電
の城下町」としてのイメージを醸し出す、ユニー

 クな裸電球を模したボトルも特徴です。
[製造元：木村酒類販売株式会社]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

焼酎[ブランド名：門真れんこん焼酎「蓮の宴」］
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ウイスキー[ブランド名：山崎］

酒類等飲料

酒類等飲料

酒類等飲料

農業女子５名が、都会の農地で、農薬・化学肥
料を使用せず、さつまいも（安納芋）と米（コ
シヒカリ）を⼀般市⺠と共に栽培し、常温保存
が可能な流動食（焼酎）へと加工したもので
す。この焼酎１本を飲むことで、１㎡の貴重な
都会の農地が守られます。

出荷可能時期

納入時の状態

通年

常温

49

50

51

焼酎[ブランド名：都会の農ガールが作った農地を守れる東大阪産焼酎］



桃の糖度世界一のギネス記録を持つ園主が生産
した桃を使った酵素液。美容・健康の展示商談

 会でも人気。
[製造元：マルヤファームプラス]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

日本初の実入り梅酒を開発したCHOYAの次世代に
向けた実入り梅酒。2019年梅酒づくり60周年を迎
え、全世界へ梅酒文化を発信するThe CHOYAシ
リーズとして発売。CHOYAはG20（サウジアラビ
アを除く19か国）を含む約80か国で販売中でもあ
り、海外でも親しみを持たれるブランドを目指し

 ています。
[製造元：チョーヤ梅酒株式会社]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

梅酒[ブランド名：The CHOYA Single Year 至極の梅］
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酵素液[ブランド名：桃の妖精］

酒類等飲料

酒類等飲料

酒類等飲料

International Spirits Challenge 2016におい
て、梅酒として世界初の金賞を受賞。創業が農
家故の梅の品質へのこだわり、⻑期熟成で⾼品
質を保つ貯蔵環境、半世紀以上の梅酒づくりで
培ったブレンド技術、450基のタンクと同等数
の原酒から選定するブレンダーの目利きと保有
量世界一といわれる梅酒原酒量より、熟成期間
3年以上5年未満の南高梅原酒を3種類以上使用
するブレンドへの探究心から生まれた最高級の

 梅酒。[製造元：チョータ梅酒株式会社]出荷可能時期
納入時の状態

通年

常温

63

64

52

梅酒[ブランド名：The CHOYA Aged 3 Years］



昭和初期から販売している田代珈琲のスタン
ダードブレンド。ブラジルコーヒーをベースに
農園指定でブレンドしているのが特徴。休日に
飲んでゆっくり過ごしてほしいとの創業者の思
いが込められた商品名です。
スペシャルティコーヒーを中心とした自家焙煎
珈琲で、受注したコーヒーを焙煎した日に発送

 しています。
[製造元：田代珈琲株式会社]

出荷可能時期 通年

大阪産（もん）名品大阪産（もん）名品大阪産（もん）名品大阪産（もん）名品

納入時の状態 常温

「茶の葉」をこんがり芳ばしく焙じることで、強
い焙煎香を引き出したのがほうじ茶「心斎橋」。
炒りたての芳ばしい香りとさっぱりとした味わい
が、美味しい料理の後口をすっきりと締めくくる
のにぴったりのお茶です。「茶の茎」を焙じるこ
とで独特の甘みのある香りを引き出したのが、ほ

 うじ茶「なにわ」です。
[製造元：株式会社宇治園]

出荷可能時期 通年

大阪産（もん）名品大阪産（もん）名品大阪産（もん）名品大阪産（もん）名品

納入時の状態 常温

茶[ブランド名：ほうじ茶心斎橋 ほうじ茶なにわ］

- 19 -

コーヒー[ブランド名：ホリデーブレンドコーヒー］

酒類等飲料

酒類等飲料

酒類等飲料

千利休のふる里、堺に創業した老舗お茶屋の看
板商品で、味・香り・水色、どれをとっても上
質な、甘くまろやかな味わいの煎茶です。嘉永
三年(1850年)創業、 百六⼗有余年という⻑きに
わたり、 堺の良質のものを 生み出す風土の中
で育てられ、伝統におごらずひたむきにお茶づ
くりに 専念しながら時代を超えてのれんを守り

 続けています。
[製造元：株式会社つぼ市製茶本舗]

大阪産（もん）名品大阪産（もん）名品大阪産（もん）名品大阪産（もん）名品

出荷可能時期

納入時の状態

通年

常温

53

54

55

茶[ブランド名：利休の詩（白）］



こだわりの素材と昔ながらの製法にこだわっ
た、カタシモのひやしあめです。製造開始以
来、土佐の生姜を今も変わらず自社で搾ってい
ます。子供のころに飲んだ懐かしいお味を今に
伝えます。３から４倍に薄めてお飲みくださ

 い。
[製造元：カタシモワインフード株式会社]

出荷可能時期 通年

大阪産（もん）名品大阪産（もん）名品大阪産（もん）名品大阪産（もん）名品

納入時の状態 常温

ぶどうマイスターに選ばれた園主のもと、⻑年に
わたる品種改良で多くの独自品種を育成。それら

 の品種で100％ジュースを製造。
[製造元：中村オリジナルぶどう園]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

ジュース[ブランド名：ぶどう100％ジュース］

- 20 -

ジュース[ブランド名：カタシモのひやしあめ］

酒類等飲料

酒類等飲料

酒類等飲料

昔ながらの反転法により製造している瓶入りラ
ムネ。ビー玉も入って、「カラカラ」と涼しげ
な音とともに夏を演出します。
ラムネ生産量・日本一、ラムネといえば、やは
りハタ鉱泉のラムネ。創業以来の変わらない味

 をお試しください。
[製造元：ハタ鉱泉株式会社]

大阪産（もん）名品大阪産（もん）名品大阪産（もん）名品大阪産（もん）名品

出荷可能時期

納入時の状態

通年

常温

56

57

58

ジュース[ブランド名：瓶ラムネ］



濃厚でフレッシュなおいしさが特徴で、赤・白
ともに素材そのままの味わいが楽しめるぼくら

 のワイン、ジュースバージョン。
[製造元：カタシモワイナリー]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

良質な花崗岩層をくぐりもたらされる銘水で、ほ
のかな甘みを含むミネラルウォーター「NOSE
NATURAL WATER」や、能勢町釈迦ヶ岳から湧き
出る桜川の名水で仕込んだ能勢ソーダ、能勢ジン
ジャーエール、梅香泡などの清涼飲料の数々で

 す。
[製造元：能勢酒造株式会社]

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温

ジュース、ミネラルウォーター
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ジュース[ブランド名：ワインジュース］

酒類等飲料

酒類等飲料

酒類等飲料

大阪市平野区の宮野農園で水耕栽培により育て
られた桃太郎トマトを使用しています。砂糖・
食塩・保存料その他添加物不使用のトマト
ジュースです。トマト本来の自然な甘み、適度
なとろみと、さっぱりとした後味が特徴です。
冷蔵庫で冷やして、よく振ってからお飲みくだ

 さい。
[製造元：宮野農園]

大阪産（もん）大阪産（もん）大阪産（もん）大阪産（もん）

出荷可能時期

納入時の状態

5⽉〜7⽉

常温

59

60

61

ジュース[ブランド名：トマトジュース（無添加）平野区⻑吉の宮野さんがつくった トマトだけ］



出荷可能時期

納入時の状態

糀から甘酒を作っていましたが、若年層にも味
わってほしいという気持ちから、岸和田は包近の
桃を使い、甘酒をフルーティーな味わいに仕上げ
る事に成功。その「もも糀」は、ビタミン類をは
じめ食物繊維やオリゴ糖、アミノ酸やブドウ糖な
どを豊富に含んでおり、栄養を無理なく効率よく

 摂取できる非常に優れたものです。
[製造元：株式会社岸和田南宗]

出荷可能時期 通年

岸和田ブランド認定岸和田ブランド認定岸和田ブランド認定岸和田ブランド認定

納入時の状態 冷蔵

甘酒[ブランド名：もも糀（桃の甘酒）］
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酒類等飲料

酒類等飲料

酸味料・香料・着色料などを使用せず、梅と砂
糖と炭酸だけで作った梅果汁10％の本格梅酒
ソーダテイスト。ムスリムの方にも安心して召
し上がって頂けるよう、国内ハラル認証（イス

 ラミックセンタージャパン）も取得。
[製造元：チョーヤ梅酒株式会社]

ハラル認証ハラル認証ハラル認証ハラル認証

（イスラミックセンタージャパン）（イスラミックセンタージャパン）（イスラミックセンタージャパン）（イスラミックセンタージャパン）

出荷可能時期

納入時の状態

通年

常温

62

65 ノンアルコール梅酒[ブランド名：CHOYA 酔わないウメッシュ］


