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【 展示会に関するお問合せ 】
ウルノ商事株式会社　水戸本店　
TEL (029)304-2555 / FAX  (029)304-2030　担当：和野・大内・眞野まで

▶ URUNO公式web サイト
https://www.uruno.co.jp/index.html

TIMESCHEDULE

お客様各位

猛暑の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御
礼申し上げます。
　さてこのたび弊社は 8月 24日 ( 土 ) に水戸プラザホテルにて展示会を開催させて頂くこととなり
ました。今回の展示会のメインテーマは『美味健康』サブタイトルは『～食から始める美味しい健
康生活～』です。
　コンセプトは、「健康と美味しさの一致」で、人の身体に良いだけではなく、美味しさも追求した
減塩・減糖商品を中心に、弊社の得意とする地産地消商品や、時流に沿った商品等の展示、提案を
考えております。食の安全・安心はもちろんのこと、お客様がより美味しく健やかな食事を通して、
幸せになってほしいという想いで企画致しました。
　つきましては、ご多忙とは存じますが、ぜひ皆様方のご来場を賜りますようご案内申し上げます。
ご試食・ご飲食につきましては、同会場内にご用意してあります。

ウルノ商事株式会社　代表取締役社長　宇留野 正義
本店・支店　営業部一同

ウルノ商事大展示会のご案内ウルノ商事大展示会のご案内

（最終受付  15：30）（最終受付  15：30）

水戸プラザホテル水戸プラザホテル
茨城県水戸市千波町 2078-1　（TEL）029-305-8111茨城県水戸市千波町 2078-1　（TEL）029-305-8111
〇お車でお越しのお客様
　水戸プラザホテル無料駐車場(約750台収容可能)をご利用ください。
〇電車でお越しのお客様
　JR常磐線「水戸駅」下車、水戸プラザホテル無料シャトルバスもしは
タクシー・バスの交通機関をご利用ください。

〇お車でお越しのお客様
　水戸プラザホテル無料駐車場(約750台収容可能)をご利用ください。
〇電車でお越しのお客様
　JR常磐線「水戸駅」下車、水戸プラザホテル無料シャトルバスもしは
タクシー・バスの交通機関をご利用ください。

2019 年 8 月 24 日（土）　9：00 ～ 16：002019 年 8 月 24 日（土）　9：00 ～ 16：00

展示コーナー紹介 ��� � �

エスビー食品 Presents
MY七味唐辛子づくり体験

● オリジナル七味を作ろう！
七味唐辛子は、香り、辛味、色味を持った 7つの原料が絶妙な
バランスで配合されています。配合表を基本にお好みのスパイスを
ブレンドして自分だけの「オリジナル七味」を作りましょう！

① スパイス＆ハーブを調合します。
　 お好みな分量、紙コップに入れます。
② よく混ぜ、アルミ袋に入れます。
③ アルミ袋のチャックをしっかりしめます。
④ オリジナルラベルに名前を記入して、
　 アルミ袋に貼り付けて完成です。

開催場所 ： 第二会場 （グリーンルーム）
入口入って右奥に特設ブースを設けております。
皆さまのご来場お待ちしております。
※ 専用容器なくなり次第イベント終了になりま
す。 ご了承のほどよろしくお願いします。
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【 展示会に関するお問合せ 】
ウルノ商事株式会社　水戸本店　
TEL (029)304-2555 / FAX  (029)304-2030　担当：和野・大内・眞野まで

▶ URUNO公式web サイト
https://www.uruno.co.jp/index.html

TIMESCHEDULE

お客様各位

初夏の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御
礼申し上げます。
　さてこのたび弊社は 8月 24日 ( 土 ) に水戸プラザホテルにて展示会を開催させて頂くこととなり
ました。今回の展示会のメインテーマは『美味健康』サブタイトルは『～食から始める美味しい健
康生活～』です。
　コンセプトは、「健康と美味しさの一致」で、人の身体に良いだけではなく、美味しさも追求した
減塩・減糖商品を中心に、弊社の得意とする地産地消商品や、時流に沿った商品等の展示、提案を
考えております。食の安全・安心はもちろんのこと、お客様がより美味しく健やかな食事を通して、
幸せになってほしいという想いで企画致しました。
　つきましては、ご多忙とは存じますが、ぜひ皆様方のご来場を賜りますようご案内申し上げます。
ご試食・ご飲食につきましては、同会場内にご用意してあります。

ウルノ商事株式会社　代表取締役社長　宇留野 正義
本店・支店　営業部一同

ウルノ商事大展示会のご案内ウルノ商事大展示会のご案内

（最終受付  15：30）（最終受付  15：30）

水戸プラザホテル水戸プラザホテル
茨城県水戸市千波町 2078-1　（TEL）029-305-8111茨城県水戸市千波町 2078-1　（TEL）029-305-8111
〇お車でお越しのお客様
　水戸プラザホテル無料駐車場(約750台収容可能)をご利用ください。
〇電車でお越しのお客様
　JR常磐線「水戸駅」下車、水戸プラザホテル無料シャトルバスもしは
タクシー・バスの交通機関をご利用ください。

〇お車でお越しのお客様
　水戸プラザホテル無料駐車場(約750台収容可能)をご利用ください。
〇電車でお越しのお客様
　JR常磐線「水戸駅」下車、水戸プラザホテル無料シャトルバスもしは
タクシー・バスの交通機関をご利用ください。

2019 年 8 月 24 日（土）　9：00 ～ 16：002019 年 8 月 24 日（土）　9：00 ～ 16：00
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ふりかけふりかけ

mishima presents

展示コーナー紹介 ��� � �

元号が令和となり初の展示会です。令和は「万葉集」巻五、梅の花の歌三十二首
序文からの引用とのこと。その梅の花にかけて今回は、三島食品 ゆかりや乾燥のカ
リカリ梅などがセレクト出来る、「Myふりかけ作り」のイベントを行います！！
世界に一つ、自分だけのマイふりかけを作ろう！

★ お好みをセレクトしよう！

鰹削り節･黒のり･青のり･ゆかり･ごま･卵･昆布･煎り米･乾燥のｶﾘ
ｶﾘ梅など 9 ～ 10 種類の素材から 4 種類を選択していただきます！

★ こだわりのマイふりかけを作ろう！

出来上がったふりかけに 「HappyMy ふりかけ」 の
オリジナルシールでデコレーションしましよう！
展示会のお土産にもぴったり！
ご来場のお子様にも楽しんでいただけるイベントです！
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２０１９年８月２４日 (土 ) 

水戸プラザホテル水戸プラザホテル
茨城県水戸市千波町 2078-1

(TEL)029-305-8111

展示コーナー紹介 ��� � �
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THE FOOD SERVICE EXHIBITION 2019

【 展示会に関するお問合せ 】
ウルノ商事株式会社　水戸本店　
TEL (029)304-2555 / FAX  (029)304-2030　担当：和野・大内・眞野まで

▶ URUNO公式web サイト
https://www.uruno.co.jp/index.html

ウルノ商事大展示会のご案内ウルノ商事大展示会のご案内
お客様各位

新緑の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御
礼申し上げます。
　さてこのたび弊社は 8月 24日 ( 土 ) に水戸プラザホテルにて展示会を開催させて頂くこととなり
ました。今回の展示会のメインテーマは『美味健康』サブタイトルは『～食から始める美味しい健
康生活～』です。
　コンセプトは、「健康と美味しさの一致」で、人の身体に良いだけではなく、美味しさも追求した
減塩・減糖商品を中心に、弊社の得意とする地産地消商品や、時流に沿った商品等の展示、提案を
考えております。食の安全・安心はもちろんのこと、お客様がより美味しく健やかな食事を通して、
幸せになってほしいという想いで企画致しました。
　つきましては、ご多忙とは存じますが、ぜひ皆様方のご来場を賜りますようご案内申し上げます。
ご試食・ご飲食につきましては、同会場内にご用意してあります。

ウルノ商事株式会社　代表取締役社長　宇留野 正義
本店・支店　営業部一同

川嶋 志乃舞
◆ ミニライブ開催のご案内 ◆

津軽三味線奏者
みとの魅力宣伝部長
笠間特別観光大使 さん

TIMESCHEDULE
【第 2会場】グリーンルーム

特設ステージ
・AM11：00～
・PM14：00～　（2回公演）

伝統芸能ポップアーティストとして三味線と歌で日本を表現する和楽器
界のパイオニア！みとの魅力宣伝部長、笠間特別観光大使を務めるなど
茨城を代表する和楽器アーティストです！津軽三味線全国大会 4度の優
勝の実力を持つ彼女。この機会にどうぞ会場まで足をお運びください！

ｷﾗｷﾗ
ｼｬﾐｾﾘｽﾄ

ウルノ商事は、茨城県の地元食材における地産地消への取り組みのみならず、
                                                 全てにおいて「茨城」の魅力を応援、発信し続けます！！
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ウルノ商事大展示会のご案内ウルノ商事大展示会のご案内

平成 29年度展示会

津軽三味線演奏者
川嶋 志乃舞さん
ミニライブ開催！

２０１９年８月２４日 (土 ) 

水戸プラザホテル水戸プラザホテル
茨城県水戸市千波町 2078-1

(TEL)029-305-8111

展示コーナー紹介 ��� � �

近年健康を意識される方が増え、「糖質オフ」を意識した商品、
通称「ロカボ」商品の扱いが増えてきています。ロカボとなる商
品は、単に極端に糖質を抜いたものではなく、“おいしく楽しく
適正糖質を取ること”を推奨した商品に称されます。
今年の展示会では、当社選りすぐりの「ロカボ」商品をご提案い
たします！どうぞお楽しみに。

お客様 各位

 陽春の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し
上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申
し上げます。
 さてこのたび弊社は 8月 24日 ( 土 ) に水戸プラザ
ホテルにて展示会を開催させて頂くこととなりまし
た。なお、ご来場の皆様方にご満足いただけるご提
案・お役立ち催しも予定しております。
 つきましては、ご多忙とは存じますが、ぜひ皆様方
のご来場を賜りますようご案内申し上げます。

ウルノ商事株式会社
代表取締役社長　宇留野 正義

本店・支店　営業部一同

企画・イ
ベント

まだまだ
盛りたく

さん

計画中で
す！

【 展示会に関するお問合せ 】
ウルノ商事株式会社　水戸本店　
TEL (029)304-2555 / FAX  (029)304-2030　担当：和野・大内・眞野まで

▶ URUNO公式web サイト
https://www.uruno.co.jp/index.html
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