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自然あふれる小豆島より

自然の恵みをお届けします

株式会社 共栄食糧



事
業
案
内

事業案内
催事事業

一般のお客様のニーズを敏感に把握できるよう、
対面販売の催事展開を積極的に行っています。

催事実績
□ 銀座三越 □ 大分トキハ

□ 静岡伊勢丹 □ 一畑百貨店

□ 神戸そごう □ ながの東急

□ 遠鉄百貨店 □ 小田急新宿店

□ あべのハルカス □ 下関大丸

□ 熊本鶴屋 □ 中合福島

□ 津 松菱 □ 博多大丸

□ 新潟伊勢丹 □ 仙台三越

□ 藤沢さいか屋 □ 山形十字屋

□ おおたかの森高島屋 □ 三越恵比寿店

□ 梅田阪神 □ 北千住マルイ

□ めいてつエムザ □ 日吉東急
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事業案内
通信販売事業

小豆島より直送で全国のお客様に小豆島
の魅力満載の商品をお届けしています。

ショッピングサイト

BtoBサイト
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事業案内
販売応援

催事で培ったノウハウを活かし、販売応援として
対面販売を卸先の店舗で実施いたします。

商 品 価 値 を 伝 え る P O P 等 も ご 用 意 し て お り ま す 。
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事業案内
お取引の実績

共栄食糧は、業種・業態に合わせて、
商品のご提案をさせていただきます。

・愛媛・香川せとうち旬彩館 東京

・トモニ市場 東京

・むらからまちから館 東京

・パークハイアット東京 東京

・ホテル日航東京 東京

・かがわ物産館「栗林庵」 香川

・四国航空（高松空港売店） 香川

・センカ 東京・大阪

・道の駅小豆島オリーブ公園 香川

・道の駅源平の里むれ 香川

・小豆島オリーブ園 香川

・小豆島国際ホテル 香川

・ホテルオリビアン小豆島 香川

・Kiosk高松銘品館 香川

・京北スーパー 千葉

・北野ｴｰｽ 関東他

・日本生活協同組合 関東他

・成城石井 東京

・マルエツ 関東

・バロー 関東

・サミット 関東

・コモディイイダ 関東

・フードストアあおき 静岡・東京

・わくわく広場 関東

・阪急オアシス 関西

・パントリー＆ラッキー 大阪

・イカリスーパー 大阪

・クイーンズ伊勢丹 関東

・イズミ 広島

・マルナカ 香川

・三菱食品（株）

・（株）日本アクセス

・伊藤忠食品（株）

・（株）G7ジャパンフードサービス

・三井食品（株）

・加藤産業（株）

・（株）五味商店

・（株）マルシン

・（株）マルシン岡山

・藤徳物産（株）

・カナカン（株）

・佐藤（株）

・（株）ジャポニックス

・戎フード（株）

・ヤマエ久野（株）

・（株）BeWillInternational

・三越仙台店 宮城

・新潟三越伊勢丹 新潟

・高島屋横浜 神奈川

・そごう横浜店 神奈川

・小田急百貨店新宿店 東京

・小田急百貨店町田店 東京

・さいか屋藤沢店 神奈川

・伊勢丹静岡店 静岡

・阪神百貨店梅田店 大阪

・大丸京都店 京都

・あべのハルカス近鉄本店 大阪

・京阪百貨店枚方店 大阪

・鶴屋熊本店 熊本

・トキハ大分店 大分

・大丸博多店 福岡

・三越高松店 香川
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メ
デ
ィ
ア
実
績

メディア実績
2011年～2019年にメディアで紹介された一例です。

2015年9月20日
朝日放送 なるみ・岡村の過ぎるＴＶ

2012年10月5日
ＴＢＳ系マツコの知らない世界

2012年 11月17日
テレビ朝日 朝だ！生です旅サラダ

2017年7月23日
毎日放送 所さんお届けモノです！

食べるオリーブオイルを、そうめん
の麺つゆに薬味として入れ、所さん
絶賛でした！

2019年6月6日 日本テレビ ＺＩＰ！
いただきます！日本全国朝ごはんジャーニー

2019年6月11日 MBS 教えてもらう前と後
今夜決定!ご飯が止まらないタレ№1
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アッコさんも美味しいと絶賛でした！
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商品紹介
ラインナップの紹介

オリーブオイルを使用した商品など、素材
や製法にこだわり、化学調味料等の添加物
を出来る限り排除した商品をご提案します。

食べる〇〇シリーズ（オリーブオイル漬け）

島のパスタソースシリーズ

ドレッシングシリーズ

庄八キッチンシリーズ
（オリーブオイル漬け）

オリーブパスタ

オリーブラーメンシリーズ
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庄八キッチンおつまみ缶詰シリーズ
（瀬戸の島ＣＡＮ）



商
品
紹
介

瀬戸の島ＣＡＮ
香川県産のオリーブを美味しく食べて育った、オリーブ牛、
オリーブ夢豚、オリーブ地鶏のお肉を、小豆島のお醤油、
香川県発の夢の糖「希少糖」が入ったシロップで味付けし
た、小豆島初のおつまみ缶詰シリーズです。

小売店様のご
要望に応じ、各
サイズのＰＯＰ
もご用意してお
ります。

■品 名 瀬戸の島ＣＡＮ オリーブ牛のスジ煮こみ

■原材料 牛すじ（香川県産）、しょうゆ（大豆・小麦を
含む）、和風だし（みりん、料理酒、砂糖、
いりこ節、かつお節、昆布）片栗粉、希少
糖含有シロップ、唐辛子

■本体価格 ５００円
■規格 固形量３５ｇ 内容総量６５ｇ
■入数 ２４
■賞味期限 ２年
■ＪＡＮ ４９９７１７３９５２７１６
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■品 名 瀬戸の島ＣＡＮ オリーブ夢豚の焼き豚

■原材料 豚肉（香川県産）、しょうゆ（大豆、小麦を
含む）、片栗粉、みりん、希少糖含有
シロップ、唐辛子、玉ねぎ、ねぎ、にんにく、
生姜

■本体価格 ５００円
■規格 固形量３５ｇ 内容総量６５ｇ
■入数 ２４
■賞味期限 ２年
■ＪＡＮ ４９９７１７３９５２７３０

■品 名 瀬戸の島ＣＡＮ オリーブ地鶏の焼き鳥

■原材料 鶏肉（香川県産）、醤油（大豆、小麦を
含む）、料理酒、希少糖含有シロップ、
みりん、りんごパウダー、山椒、酵母エキス、
片栗粉、ねぎ

■本体価格 ５００円
■規格 固形量３５ｇ 内容総量６５ｇ
■入数 ２４
■賞味期限 ２年
■ＪＡＮ ４９９７１７３９５２７２３

無添加

2019年11月新発売
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食べるオリーブオイル
小豆島発 ごはんのお供

厳選されたオリーブオイルに瀬戸内自慢のチリメン
ジャコなど12種の素材を使い、具だくさんで飽きの
こない味に仕上げています。ご飯、パン、パスタ等
など色々お使いいただけます。

食べる〇〇シリーズ

■品 名 食べるオリーブオイル
■原材料 オリーブ油（スペイン製造）
ちりめん、玉ねぎ、ごま、生姜、にん
にく、唐辛子、かつおぶし、食塩、
みりん、砂糖、バジル

■本体価格 ８００円
■規格 １４５ｇ
■入数 ４０ （２０×２合）
■賞味期限 ６ケ月
■ＪＡＮ ４９９７１７３９５２１７４

小売店様のご
要望に応じ、各
サイズのＰＯＰ
もご用意してお
ります。

パンにたっぷり乗せ
てトーストすれば、ち
りめんじゃこの程よい
歯ごたえと、旨味たっ
ぷりのオリーブオイ
ルがパンに染みて
とってもおいしい

お好きな量をごはん
に乗せます、温かい
ごはんと一緒に食べ
るだけで、じゃこと唐
辛子の等の素材の
ハーモニーに心躍る
ことでしょう！

ご飯のお供シリーズ
第２弾！シャキシャ
キ国産生姜たっぷり
の甘辛いオリーブオ
イル漬け

ご飯のお供シリーズ
第３弾！シャキシャ
キ国産玉ねぎたっぷ
りの柑橘風味のオ
リーブオイル漬け

香川県産にんにくを
ゴロリ丸ごと秘伝の
タレに浸み込ませた
オリーブオイル漬け
込みました。

香川県産にんにく、
国産玉ねぎ、唐辛子
をごま油で焙煎し小
豆島の醤油で風味
付けしオリーブオイ
ルに漬け込みました 9

無添加
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骨付鳥びん詰め
しちゃいました

■品 名 骨付鳥びん詰めしちゃいました
■原材料 鶏肉、こんにゃく、食用オリーブ油、

食塩、ニンニク、洋風だし、ショウガ、
唐辛子、（原材料の一部に乳を含みます。）

■本体価格 ８００円
■規格 １６０ｇ
■入数 ４０ （２０×２合）
■賞味期限 ６ケ月
■ＪＡＮ ４９９７１７３９５２６６２

小売店様のご要
望に応じ、各サイ
ズのＰＯＰもご用
意しております。

■品 名 スモークチーズとドライトマトの
オリーブオイル漬け

■原材料 食用オリーブ油、ナチュラルチーズ、
トマト、／乳化剤、セルロース
（原材料の一部に乳を含みます。）

■本体価格 １，０００円
■規格 １６０ｇ
■入数 ４０ （２０×２合）
■賞味期限 ６ケ月
■ＪＡＮ ４９９７１７３９５２６７９

オリーブオイル漬けシリーズ

香川のソウルフード「骨付鳥」をオリジナルテイストでびん詰めしました。
特製ダレに漬け込みスモークされた親鳥と、しっかりと味の沁みこんだコンニャクの食感が絶
妙な逸品に仕上がりました。思わずビールがすすみます！

ビールがうまい！

ちょっと贅沢なおつまみ
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無添加
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オリーブラーメン

カンスイを排除した麺生地にオリーブオイルを練り
込み、手延べ製法で仕上げたラーメン

小売店様のご
要望に応じ、各
サイズのＰＯＰ
もご用意してお
ります。

さっぱり塩スープには、
チャーシュー、メンマ、玉
子等々、オーソドックスな
トッピングが合います。

■品 名 オリーブラーメン（塩スープ）
■原材料

【麺】 小麦粉、食用オリーブ油、
食塩、加工デンプン、
クチナシ黄色素

【スープ】 食塩、植物油脂（オリーブ油、ご
ま油、大豆油）、チキンエキス、野菜エキス（野
菜エキス、砂糖、ポークエキス、食塩、その他）、
動物油脂、調味ラード、オニオン粉末、砂糖、
ガーリック粉末、ジンジャー粉末、こしょう、カ
レー粉、（一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を
含む）／調味料（アミノ酸等）、酒精、増粘剤（キ
サンタンガム）、酸味料、甘味料（カンゾウ）、酸
化防止剤（V.E）
■本体価格 塩・海鮮：５５６円 トマト：５６７円
■規格 各麺１８０ｇ

塩 スープ４１ｇ×２
海鮮スープ２７ｇ×２
トマトスープ５０ｇ×２
冷麵スープ５０ｇ×２

■入数 ５０
■賞味期限 １年
■ＪＡＮ 塩 ：４９９７１７３９５５１１３

海鮮：４９９７１７３９５５１５１
トマト：４９９７１７３９５５１４４
冷麵：４９９７１７３９５２３２７

塩 海鮮 トマト

魚介の旨味たっぷりの海
鮮スープは、やはり魚介
系トッピングで！エビ、ホ
タテ等々、お好みのシー
フードでお楽しみください

程よい酸味が効いたスー
プには、フライドベーコン
や、ほうれん草、トマト等
お好みの野菜をトッピング。
最後に粉チーズをかけて
どうぞ！ 11

冷麺

瀬戸内レモン果汁、小豆
島醸造の醤油を使い、爽
やかな風味のスッキリと
した味わいに仕上げてい
ます。小エビや錦糸玉子、
お好みのお野菜で。
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オリーブパスタ

手延べ麺世界初！オリーブオイルを麺生地に練り
込んだ凸凹パスタ！香川県産小麦粉とデュラム小
麦粉を独自ブレンドしたハイブリッドパスタは、まるで
生めんのようなモチモチ食感が特徴。凸凹形状麺に
ソースが絡みつきます。

小売店様のご
要望に応じ、各
サイズのＰＯＰ
もご用意してお
ります。

■品 名 手延べオリーブパスタ
■原材料 デュラム小麦粉、小麦粉、

食用オリーブ油、食塩

■本体価格 ４１７円
■規格 １８０ｇ
■入数６０（３０×２合）
■賞味期限 ２年
■ＪＡＮ 塩 ：４９９７１７３９５５１６８
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■品 名 オリーブパスタ生
■原材料 デュラム小麦粉、小麦粉、

食用オリーブ油、食塩
クチナシ黄色素

■本体価格 ３７０円
■規格 １８０ｇ
■入数 ４０
■賞味期限 ４ケ月
■ＪＡＮ ４９９７１７３９５２４５７

共栄食糧のパスタは、
凹凸した形状となって
おりますので、他のパ
スタよりも素早く茹で
上がります。これも素
麺の伝統技術だからこ
そなせる業です。

オリーブパスタは、2013年1月18日
特許登録されました。特許5180993号

2013年９月27日
香川県産品コンクールにて
優秀賞を受賞致しました。

共栄食糧のパスタは、ゆで時間
3分とお待たせしません！
自慢の凸凹形状にソースがよく
絡みつき、どんなソースも余す
ことなくおいしくいただけます！

茹でたてパスタに絡めるだけで本格パスタが味わえる、
共栄食糧オリジナルパスタソースとの相性は抜群です！

写真はペペロンチーノ



商
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島のパスタソース

香川県産ニンニクや、小豆島のお醤油など、素材にこだわ
り、食品添加物無添加で仕上げた、オリジナルソースです。
茹でたてパスタに絡めるだけで本格パスタがお楽しみいた
だけます。

小売店様のご
要望に応じ、各
サイズのＰＯＰ
もご用意してお
ります。

■品 名 島のパスタソース
■原材料
【ペペロンチーノ】 オリーブ油（スペイン製造）、ガー
リック、グリーンオリーブ、唐辛子、魚醤、食塩、ブ
ラックペッパー、酵母エキス、バジル
【しょうゆガーリック】 しょうゆ（大豆を含む、小豆島
製造）、オリーブ油、黒豆、みりん、にんにく、魚醤、
小麦粉、酵母エキス、粉山椒
【トマト】トマト・ピューレーづけ（イタリア製造）、オリー
ブ油、玉ねぎ、グリーンオリーブ、砂糖、魚醤、食塩、
酵母エキス、バジル、コショウ
【ジェノベーゼ】 オリーブ油（スペイン製造）、バジル
ソースベース（バジル、大豆油、食塩）、チーズ（乳成
分を含む）、にんにく、アーモンド、しょうゆ（大豆、小
麦を含む）、食塩、リンゴパウダー、洋風だし（鶏肉を
含む）、酵母エキス、コショウ
■本体価格 ６００円 ジェノベーゼのみ８００円
■規格 ペペロンチーノ１４５ｇ しょうゆｶ゙ ﾘーｯｸ１６５ｇ

トマト１６５ｇ ジェノベーゼ１６０ｇ
■入数 ４０（２０入×２合）
■賞味期限 １８０日
■ＪＡＮ ４９９７１７３９５２３２７

ペペロンチーノって意外と味を
決めるのが難しい・・・でも、共
栄食糧のペペロンチーノは、香
川県産のにんにくや刻んだオ
リーブの実がたっぷり入って、
ゆでたてパスタに和えるだけで
レストランのような本格パスタ
が味わえます。 13

ペペロンチーノ
しょうゆガーリック

トマト
ジェノベーゼ

小豆島のお醤油と香川県産に
んにくがベースの和風ソース

ほんのり山椒の風味も効いた、
茹でたてパスタに和えるだけで
本格和風パスタが味わえます。
また、パスタだけでなく、グリル
チキンのソースとしてもＧＯＯＤ
です！

定番のトマトソースながら、共
栄食糧のトマトソースは、大き
めカットのゴロっとしたトマトに
刻んだオリーブの実をたっぷり
混ぜ合わせました。程よい酸
味と食感も楽しいソースに仕上
がっています。

島のパスタソースにはやっぱりオリーブパスタ！

無添加
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オリーブドレッシング

瀬戸内海伊吹島産のイリコのおだし、瀬戸内産だいだい果汁、徳島木頭ゆずを
贅沢に使った無添加ドレッシング。
イリコだしは、イリコの頭とはらわたを手作業で除去し、一晩水出ししたものを使ってい
ます。

■品 名 オリーブドレッシング
■原材料 だいだい果汁、砂糖、食用オリーブ油、しょうゆ

（大豆、小麦を含む）、ゆず果汁、米酢、本みりん、酒、
風味原料（いりこ節、昆布、かつお節）、食塩、コショウ、
バジル

■本体価格 １，０００円 ■規格 ２００ｍｌ ■入数３６
■賞味期限 １８０日 ■ＪＡＮ ４９９７１７３９５２１０５
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瀬戸内産だいだい果汁やゆず果汁をブレンド
したさっぱりとした味わいは、どんなサラダにも
よく合います。魚のカルパッチョにも相性◎

無添加

■品 名 プレミアムオリーブドレッシング
■本体価格 １，０００円
■規格 ２００ｍｌ
■入数 ２４
■賞味期限 １８０日
■ＪＡＮ ４９９７１３９１１１６４

香
川
県
・小
豆
島
産
エ
キ
ス
ト
ラ
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ジ
ン
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大人気オリーブドレッ
シングに唐辛子を加え
たピリ辛バージョン！
美味さの中に酸味と
辛みが絶妙な、まさに
大人仕様。

■品 名 大人のためのオリーブドレッシング
■本体価格 １，０００円
■規格 ２００ｍｌ
■入数 ３６
■賞味期限 １８０日
■ＪＡＮ ４９９７１３９１１１６４



セ
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ギフト商品おすすめセット

送ってうれしい、もらってうれしい、人気商品を詰め合わせました。

■本体価格 ２，０００円

■内容 食べるオリーブオイル１４５ｇ×１
食べる生姜オリーブオイル漬け１４５ｇ×１
食べる玉ねぎオリーブオイル漬け１７５ｇ×１

■賞味期限 １８０日

■ＪＡＮ ４９９７１７３９５３２２５
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食べるオリーブオイル3品セット

■本体価格 ２，０００円

■内容 しょうゆガーリック１６５ｇ×１
トマト１６５ｇ×１
ペペロンチーノ１４５ｇ×１

■賞味期限 １８０日

■ＪＡＮ ４９９７１７３９５３２３２

■本体価格 ３，０５０円

■内容 オリーブパスタ１８０ｇ×３
しょうゆガーリック１６５ｇ×１
トマト１６５ｇ×１
ペペロンチーノ１４５ｇ×１

■賞味期限 １８０日

■ＪＡＮ ４９９７１７３９５３１６４

■本体価格 ４，９１７円

■内容 オリーブパスタ１８０ｇ×７
オリーブドレッシング２００ｍｌ×１
ごまドレッシング２００ｍｌ×１

■賞味期限 １８０日

■ＪＡＮ ４９９７１７３９５２０１３

島のパスタソース3品セット

オリーブパスタ・ソース３品セット

オリーブパスタ ドレッシングセット



栄食糧は、昭和61年に、小豆島で400年以上続く伝統の

手延べそうめんの製麺所としてスタートいたしました。

今では、手延べ技術を応用した、オリーブオイルを生地に練り

込んだラーメンやパスタなど、ユニークな麺づくりも行っております。

また、近年は、化学調味料などの食品添加物を使用しない、

素材にこだわった天然の味を沢山の方々に味わっていただきたい

との思いで、様々な商品づくりにチャレンジし、ドレッシング、パスタソース、オリーブオイル漬け

など出来る限り無添加にこだわって製造しております。

共栄食糧は今後も、食の安心安全を怠ることなく、時代に合った変革と創造を行う事で、お客

様に愛され信頼される会社を目指します。

創業以来積み重ねて参りました私たちのこだわりと、小豆島が育む大自然とを織り交ぜ、全国

に笑顔と健康をお届けします。 株式会社共栄食糧 代表取締役 北原 祥一

共

「ものづくりへの想い」

会 社 概 要

社名：株式会社共栄食糧

代表取締役：北原 祥一

創業：昭和５５年１０月

設立：昭和６１年１２月８日

営業品目：手延べ麺、つゆ、ソース類、

かん詰又はびん詰食品の製造・販売

本社連絡先

〒761-4103

香川県小豆郡土庄町甲5570-2

ＴＥＬ: ０８７９（６２）５８２６

FAX： ０８７９（６２）２８２６

E-mail : info@syodoshima-umaimon.jp

URL：https://syodoshima-umaimon.jp/

関連会社：有限会社 瀬戸（通信販売）

企業サイト ＥＣサイト


