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「 人・食・味を豊に 」

信頼される品質と新しい「食」の価値をつねに創造してきました。

安心の笑顔、
健康の喜び。
Smiles of Assurance, 

and the Happiness of Health. 

液体調味
食品

チルド食品・
即席麺

粉粒体
食品

日本の伝統を生かしながら、時代の、そして人々のニーズに合わせた「食」を提案する。生活に
欠かせない「食」だからこそ、一人でも多くの人たちに「味わう喜び」と「食の幸せ」を感じて
もらいたい。そのために私たちは、食文化に貢献し、新しい分野につねに挑戦し続けます。
いつの時代も変わらず「食」は皆様の暮らしに潤いをもたらし、家族や人と人との温かなコミュ
ニケーションに欠かせません。多彩な「食」の提案を通し、皆様に
「安心・安全」な製品をお届けし、豊かな暮らしの実現に貢献したい。
それがユタカフーズの願いです。
今までも、そしてこれからも…。
私たちは、皆様の笑顔が広がる「食」を創り続けます。

T o p  M a s s a g e

代表取締役社長   橋本 淳

1919年  1月 山二製材工場として創業

1944年10月 株式会社に組織変更

1953年  5月 「豊醤油」に商号変更

1961年10月 名古屋証券取引所2部に上場

1976年  8月 東洋水産(株)経営参加

1976年10月 粉体調味料（だしの素）製造開始

1976年12月 チルド食品（生麺）製造開始

1977年  9月 即席麺製造開始

1989年  7月 チルド食品（生麺）工場新築

1991年  9月 即席麺（カップ麺）工場新築

1994年10月 創立50周年

1996年  1月 粉体調味料工場･物流倉庫新築

1997年10月 「ユタカフーズ」に商号変更

2000年  3月 東京証券取引所2部に上場

2000年  7月 ISO9001認証取得

2001年  8月 粉体調味料工場増設

2001年  9月 即席麺（カップ麺）工場増設

2002年10月 液体調味料工場新築

2003年  3月 自動倉庫新築

2003年  4月 鳥取工場取得

沿革

企業理念

2006年  2月 ガスボイラー設備新設

2008年  9月 即席麺（フライ麺）設備新設

2010年10月 本社工場健康補助食品GMP適合認定
 （製剤工程）取得

2011年  4月 鳥取工場　乾式造粒ライン増設

2011年12月 鳥取工場　健康補助食品GMP適合認定
 （一貫工程）取得

2012年  4月 愛知ブランド企業に認定

2013年10月 本社　ISO14001認証取得

2014年  6月 鳥取工場　粉末清涼飲料の製造において、
 FSSC22000、ISO22000の認証取得
2018年10月 鳥取工場　新造粒工場着工

2019年  2月 本社工場　液体部門において、
 FSSC22000、ISO22000の認証取得
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古より引き継がれる
和の美味しさを食卓へ
古くから和食は、手間と時間をかけ丁寧にとる「だし」と

食材を引き立てる繊細な味つけで、多くの人々に親しまれてきました。

ユタカフーズは、和食文化を未来へ継承すべく、

原料を選別し抽出方法を吟味した良質な「だし」を

手軽な形で食卓へとお届けしています。

液体調味食品 充填方法

取扱い商品

だし汁濃縮装置
だし風味をそのまま濃縮
する逆浸透（RO)膜を採用。
味・香を損なう熱処理を
行わない濃縮装置です。

液体低温殺菌装置
素材の味を生かすため、
麺つゆなどストレートタイプ
の製品にはおいしさを保つ
低温殺菌を行います。

掻き取り式
加熱冷却装置
液体調味料には固形食品
を含んだものや粘性を要求
されるものもあります。多種
多様な製品の加熱殺菌・
冷却を行います。

製造設備

小袋充填機１
カップ麺・袋麺等に添付
される液体調味料を小袋
に充填する設備です。

小袋充填機２
こちらは液体と粉末を組み
合わせたもの。香辛料で
おいしさをアップさせます。

ボトル製品充填機
５０mlから２００mlのプラス
チックボトルに、たれ、鍋用
スープなどを充填・製品
化します。

１８Lスチール缶
製品冷却装置
大量需要の業務用向け。
シャワーや水流による回転
冷却など、品質保全の温度
管理も万全です。

紙パック製品
充填ライン
300ｍｌから2000ｍｌまで
の保存性が高く扱いやすい
紙パック容器入製品を生産
します。

瓶詰め製品
充填機
固形物入りや低塩分な
ものなどを、熱処理装置と
連動して瓶詰め製品化
します。

充填設備
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紙パックPETボトルフィルムオリヒロ 角ボトル ビン

18L缶 1t コンテナ18L BIB
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ニーズに合わせて柔軟に、
形を変え美味しいを
もっと身近に
時代とともに変化する生活スタイルに合わせて、

より素早く、より手軽に美味しさをお届けするために

「粉末」「顆粒」と形状を変えて展開しています。

使いやすく機能性の高い粉粒体食品で、

お客様のニーズにお応えいたします。

粉粒体食品

取扱い商品

粉末製造ライン

粉末スープ製造設備
麺類全般に添付するスープの主流はやはり粉末。さまざまな原料をブレンドしておいしさを表現します。

粉末スープ充填機
１台で１日２０万食の粉末製品を高速充填しています。

顆粒製品充填機
正確な計量を瞬時に行いスタンドパック化するロータリー充填機です。

流動層造粒装置
スープをはじめ、機能性食品などの幅広い顆粒製品を作り出しています。流動層造粒機と乾式
造粒機を導入、それぞれの特性を活かした製品づくりを実現しました。

スティック充填機
顆粒製品を手軽に飲用できるスティックタイプの充填包装装置です。
品質の劣化を防ぐガス置換包装も可能です。

顆粒製造ライン

充填方法

バルク化粧箱スタンドパックフィルム
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世代を越えて愛される
美味しさにこだわり続ける チルド食品・

即席麺

取扱い商品

チルド食品製造ライン ノンフライ麺製造ライン フライ麺製造ライン

半生麺製造ライン
煮込んでも変わらないおいしさとコシを持つ半生麺が
人気です。

ノンフライ麺製造ライン
オイルで揚げていないので低カロリー。生麺に近い食感
はヘルシー指向の方々にも大好評です。

フライ麺製造ライン
新設したフライ麺ラインは、マルちゃんブランドを中心に
製造しています。

フライ麺製造ライン
保存性が高く簡便、素早い出来上がりがフライ麺の
良さ。よりおいしく、よりお手軽に。

カップ麺
人気商品を集めたバラエティパックの包装設備。袋詰め
までを行います。

即席袋麺
最新の包装設備でパッケージ化。ご家庭でお求め易い
5食パックで包装しています。

ノンフライカップ麺包装ライン
大型カップとレギュラーカップを持つ包装ライン。清潔で
安全な環境を維持しています。

カップ麺
ノンフライカップ麺の定番ブランドとなった「麺づくり」。
シリーズアイテムも拡大中。

生ラーメン包装ライン
チルド食品は、品質を維持するため、製造から包装まで
すべて低温管理されています。

焼そば
麺とソースが絶妙なバランスで、多くの方に支持されて
います。焼そばのアイテムも増えています。

進します。

家庭の食卓メニューとしても人気の麺類。

需要の高まりとともに、美味しさの追求もより一層強くなってきました。

消費者ニーズの移り変わりが激しい麺業界で

末永く愛される商品であり続けるために

より美味しい麺・スープづくりに邁進します。
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受託可能な製品

設備のご案内

認証取得

OEM製造までの流れ

液体製品 粉粒体製品

1.お打ち合わせ
案件に合わせた専門の営業がご対応

いたします。お客様の指定処方や

味付け、当社にお任せなどご要望

をお聞かせください。ご依頼内容は

すべてお客様と機密保持契約を

締結しお守りいたします。

1 液体調味料掻き取り式加熱冷却装置
2 液体調味高速フィルム充填機
3 粉末製造設備
4 顆粒製造設備

ユタカフーズは品質・環境・安全における様 な々認証を取得しております。

様々なお客様のニーズに応じるため、数多くの
機器・設備を導入しています。

2.コンセプト作成
研究開発室とともに消費者のニーズ

やターゲットの特性をふまえ、お客様

のご要望に沿える製品の開発コン

セプトを作成します。

3.概算見積もり
製品コンセプトが概ね確立した段階

で、概算の見積書をご提示いたし

ます。

4.試作テスト
概算見積り内容に納得いただいた

場合、試作品のテストを行います。

製品コンセプトを元に作成したサン

プルをご賞味・評価をしていただき、

合わせて改良を加えます。

5.最終見積もり
試作品に納得いただけましたら、

正式な見積書をご提示いたします。

6.処方決定・委受託契約
見積内容に合意いただき次第、

最終処方を決定します。合わせて、

製造委受託契約書（お客様書式

または当社書式）を締結させていた

だきます。

7.生産
原材料（支給または当社手配）、包装

資材を手配し、初回生産に備え

ます。管理を徹底した工場での生産、

当社の分析工程において厳重な

品質チェックを行い商品にします。

8.納品
諸検査後、お客様規格に適合した

製品を発送ロットによりチャーター

便または路線便を使用してお届け

いたします。

1 2

3 4

OEM（受託製造）

バルク供給から最終製品まで
歴史に裏付けされた確かな製品を。
ユタカフーズでは、これまで培ってきた製法と技術を
もとに、お客様のご希望に添える高品質な製品を目指
して研究・開発に取り組んでいます。満足いただける
仕上がりはもちろん、消費者に届く美味しさを追求し
心を込めてお作りします。また、製品の安心安全を
守るためISOをはじめ認証を取得しています。
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食の安心・安全は私たちの使命です。

検査・管理体制

島根県
鳥取県

広島県
岡山県

鳥取工場

2019年秋稼働予定！

粉粒体を強化しユタカフーズの将来を担う。

鳥取工場

2019年秋に向け粉粒体食品の新工場を
建設しています。
2018年10月に着工し、計画通りに進んで
います。
新工場が完成しますと、新規設備を導入
するとともに本社武豊工場の造粒設備も
移管します。
製造効率を上げ、より一層お客様のご要望
に応えられる工場に生まれ変わります。

食に携わる企業にとって安全・衛生管理の徹底は基本です。
ユタカフーズでは、工場施設内の衛生管理や、製造工程別の検査・
全体検査など、商品を扱う全ての部署で幾重ものチェックを
行っています。
お届けする食の安心と安全を守る事、それは食品製造に携わる
私達の使命であり責任です。
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小・中学校の生徒を対象に「だしの秘密～だしの秘密を
知ってもっとおいしく、楽しく食べよう！～」として、うま味の
役割の理解を深めています。

だしの地域性で得た知識を基に、好きなつゆ具材を
組み合わせるオリジナルカップ麺（うどん）づくりと試飲を
実施しています。

納涼祭
従業員の親睦から始まった納涼会も地域住民との交流の場として30年が過ぎ、なくてはならない行事となりました。
従業員はもちろん、来場される大人から子供まで楽しめる屋台の運営に毎年全従業員は汗を流しています。

社会貢献・環境活動

良き企業市民として、
豊かな社会づくりに貢献します。
私達ユタカフーズは、幅広いステークホルダーとの信頼の構築を目指し、多方面から社会貢献に努めています。
とくに地域に密着した活動に力を入れ、世代を越えた交流を生んでいます。また、環境保全に向けて、地球に優
しい資源の有効活用にも積極的に取り組んでいます。

社会貢献活動

食育活動 オリジナルカップ麺づくり
地域の小・中学生やファミリー層を中心に多くの方が
参加したマラソン大会です。地域を盛り上げるため、
当社も協賛企業として運営に協力しています。

ゆめたろうスマイルマラソン

「明るい社会づくり運動」の後援企業として町内の河川
清掃のボランティアに毎年参加しています。2002年より
一河川より始まった河川清掃も、年を経るごとに清掃
する河川数が増えています。

武豊町のゴミ散乱防止行動期間をきっかけに工場
周辺の清掃を月２日の隔週で実施しています。少しずつ
ですが、ポイ捨てされるゴミの量も減っていると実感して
います。

河川清掃 地域清掃
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ユタカフーズオリジナル商品はネット販売をご
利用ください。オンラインショップでは商品を
使ったレシピも紹介しています。オリジナル商品を販売しています。

ユタカフーズ
オンラインショップ

◀アクセスはこちら

ユタカフーズ
楽天市場

◀アクセスはこちら

本社営業所
〒470-2395　愛知県知多郡武豊町字川脇34番地の1
TEL 0569-72-1232　FAX 0569-72-6618

商　号 ユタカフーズ株式会社
設　立 1944年10月
代表取締役社長 橋本 淳
関連会社 東洋水産株式会社
事業内容 食料品製造・販売
URL http://yutakafoods.co.jp/

本社工場
〒470-2395　愛知県知多郡武豊町字川脇34番地の1
TEL 0569-72-1231㈹　FAX 0569-72-3511

鳥取工場
〒684-0046　鳥取県境港市竹内団地206番地
TEL 0859-45-3321　FAX 0859-45-6010

会社概要

拠点

工場

認証取得

東京営業所
〒108-0075　東京都港区港南2丁目13番40号品川TSビル5階
TEL 03-3458-5376　FAX 03-3458-5377

営業所

鳥取営業所
〒684-0046　鳥取県境港市竹内団地206番地
TEL 0859-45-3321　FAX 0859-45-6010 鳥取工場・鳥取営業所

本社工場

ユタカフーズ オンラインショップ＆楽天市場


