


⼩淺商事は海苔の安定供給と品質保持に努め、より良い商品提供と流通の進化を何よりの使命として海苔⼀筋の歩みを続けています

＜2020/11/24＞
「社⻑挨拶」を更新しました。
＜2020/11/20＞
「会社概要」を更新しました。
＜2020/05/25＞
⼩浅商事オンラインショップへのリンクを追加しました。
 
 
 
 

http://www.koasa.co.jp/
http://www.koasa.co.jp/
https://www.koasa.co.jp/greeting.html
https://www.koasa.co.jp/greeting.html
https://www.koasa.co.jp/gaiyou.html
https://www.koasa.co.jp/link.html
https://koasa-shop.shop-pro.jp/
http://www.yamako.net/
http://www.niconico-nori.co.jp/
http://www.koasa.com.cn/
https://koasa-shop.shop-pro.jp/
https://www.koasa.co.jp/
https://www.koasa.co.jp/aboutus.html
https://www.koasa.co.jp/business.html
https://www.koasa.co.jp/recruit.html
https://www.koasa.co.jp/link.html


⼩淺商事は海苔の安定供給と品質保持に努め、より良い商品提供と流通の進化を何よりの使命として海苔⼀筋の歩みを続けています。

代表取締役社⻑ ⽩⽻ 洋よりご挨拶申し上げます。

⼩淺商事の会社概要をご紹介いたします。

⼩淺グループについてご紹介いたします。

⼩淺商事の経営理念をご紹介いたします。

⼩淺商事の業務組織図をご紹介いたします。

⼩淺商事の営業拠点をご紹介いたします。
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商号 ⼩淺商事株式会社
＜英語表記︓Koasa Corporation＞

法⼈番号 8180001049821

資本⾦ 2億4千万円

代表者名 代表取締役社⻑ ⽩⽻ 洋（しらは ひろし）

本社所在地 〒450-8585
名古屋市中村区名駅5丁⽬1番7号
TEL（052）563-5811（代表）
FAX（052）586-4027

事業内容 (1)⾷料品の販売及び輸出⼊
(2)⽔産物、惣菜、⽣鮮⾷料品等の加⼯
(3)⽔産物加⼯機器の販売
(4)不動産の売買及び賃貸
(5)有価証券の売買
(6)飲⾷店の経営
(7)包装⽤、建築⽤等産業資材の販売
(8)⽔産物加⼯⽤機器等のリース
(9)前各号に附帯する⼀切の業務

年間売上 399億5千万円（2020年9⽉期）

関連会社 株式会社ヤマコ
ニコニコのり株式会社

主要取引先 株式会社⼭本⼭
株式会社⼭形屋海苔店
株式会社やま磯
⼤野海苔株式会社
株式会社ローソン
株式会社ファミリーマート
合同会社⻄友

主要仕⼊先 佐賀県有明海漁業協同組合
福岡県有明海海苔共販漁業協同組合連合会
熊本県漁業協同組合連合会
兵庫県漁業協同組合連合会
⾹川県漁業協同組合連合会
愛知県漁業協同組合連合会

主要取引銀⾏ みずほ銀⾏
りそな銀⾏
三菱ＵＦＪ銀⾏

従業員数 83名（2020年9⽉末現在）
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２代⽬ ⽩⽻⽂三郎に継承。

⼩淺商事株式会社 資本⾦18万円で設⽴。

福岡⽀店開設。

1868年(明治初年) 創⽴者 ⽩⽻浅吉「⼩島屋」の商号にて海産物及び薪炭商を営む。
「⼩淺」に商号を変更。

1889年(明治22年)

1921年(⼤正10年) 乾海苔の産地問屋になる。

1948年(昭和23年) 2⽉

11⽉ 資本⾦100万円に増資。

1952年(昭和27年) 名古屋出張所開設。

1953年(昭和28年) ⽩⽻⽂三郎逝去に伴い⽩⽻正⼀社⻑就任。

1958年(昭和33年) ⼤阪⽀店開設。

1959年(昭和34年) 2⽉ 資本⾦400万円に増資。

1960年(昭和35年) 7⽉ 資本⾦800万円に増資。

1961年(昭和36年)

12⽉ 資本⾦1,200万円に増資。

1963年(昭和38年) 柳川⼯場開設

8⽉ 資本⾦3,000万円に増資。



東京⽀店開設。

⼩淺中央研究所を開設。

東京⽀店新社屋落成。
安城⼯場落成。

名古屋中村区に本社社屋落成。

中国江蘇省に合弁会社「連雲港神仙紫菜有限公司」
設⽴。

11⽉ 資本⾦4,800万円に増資。

1965年(昭和40年)

1967年(昭和42年) 名古屋出張所 ⽀店に昇格。

1968年(昭和43年) 11⽉ 資本⾦6,400万円に増資。

1969年(昭和44年) 11⽉ 資本⾦8,000万円に増資。

1970年(昭和45年) 11⽉ 資本⾦1億円に増資。

1971年(昭和46年) 深川営業所開設。

12⽉ 本社営業部を名古屋⽀店に併合。

1972年(昭和47年) 11⽉

12⽉ 資本⾦1億2,000万円に増資。

1973年(昭和48年) 4⽉ 販売部⾨及び本社⼯場を分離してニコニコのり株式会社に結合。
東京⽀店深川営業所 東京⽀店に昇格。

6⽉ ⽩⽻正⼀会⻑、⽩⽻昭社⻑就任。

11⽉ 資本⾦1億6,000万円に増資。

1974年(昭和49年) 11⽉

12⽉ 資本⾦1億8,400万円に増資。

1976年(昭和51年) 10⽉ 柳川⼯場を分離して株式会社ヤマコに結合。

12⽉ 資本⾦2億円に増資。

1977年(昭和52年) 2⽉ 名古屋市中区に「⼩淺ビル」取得。

1978年(昭和53年) 9⽉ 会⻑⽩⽻正⼀退任。

1979年(昭和54年) 3⽉ 持株会社㈱⽩⽻設⽴。

8⽉ 兵庫営業所開設。

12⽉ 資本⾦2億3,000万円に増資。

1980年(昭和55年) 兵庫営業所新社屋落成。

1981年(昭和56年) 9⽉

1982年(昭和57年) 10⽉ 兵庫営業所 ⽀店に昇格。

1988年(昭和63年) 7⽉ 安城新⼯場落成。

1992年(平成4年) 1⽉ 第1回物担保附社債発⾏。

6⽉



福岡⽀店新事務所開設。

「⼩淺（上海）貿易有限公司」設⽴。

1993年(平成5年) 6⽉ 中国江蘇省に合弁会社「連雲港仙橋紫菜有限公司」
「連雲港⾼⽻紫菜有限公司」設⽴。

7⽉ 中国江蘇省に合弁会社「連雲港秦⼭島紫菜有限公司」設⽴。

1994年(平成6年) 10⽉ ⽇本のり販売株式会社並びに株式会社モーダ・ビアンカを吸収合併。

11⽉ ⽩⽻昭会⻑、⽩⽻孝社⻑就任。

1997年(平成9年) 9⽉ 会社設⽴50周年記念⾏事挙⾏。

2000年(平成12年) 12⽉ ㈱⽩⽻と合併 ⽩⽻清社⻑就任。

2001年(平成13年) 8⽉ 韓国 三海雅瑪珂株式会社への資本参加。

11⽉ 資本⾦2億4,000万円に増資。

2003年(平成15年) 4⽉ 台湾 統⼀雅瑪珂股份有限公司（現在の⼩淺雅瑪珂股份有限公司）への資本参加。

2004年(平成16年) 10⽉ 兵庫⽀店を⼤阪⽀店に統合。

2004年(平成16年) 10⽉ 中央研究所を開発営業部（現在の⾷品事業部）に統合。

2005年(平成17年) 9⽉ 「福建申⽯藍雅瑪珂紫菜有限公司」設⽴。

11⽉

2007年(平成19年) 9⽉ 「連雲港神仙紫菜有限公司」
「連雲港⽩⽻神仙海苔有限公司」
両社の中国側持分を取得し独資企業とする。

2008年(平成20年) 4⽉ 「連雲港雅瑪珂紫菜有限公司」への資本参加。

12⽉

2009年(平成21年) 1⽉ ⽩⽻昭名誉会⻑
⽩⽻清会⻑、⽩⽻悟社⻑就任。

2012年(平成24年) 12⽉ ⽩⽻清会⻑退任。

2014年(平成26年) 10⽉ 沖新海苔加⼯⼯場(バラ⼲し海苔)の稼動。

2015年(平成27年) 6⽉ 台湾 統⼀雅瑪珂股份有限公司を⼩淺雅瑪珂股份有限公司へ社名変更。

2017年(平成29年) 12⽉ ⽩⽻⼀社⻑就任。

2018年(平成30年) 1⽉ 「⼩淺KOREA株式会社」設⽴。

2020年(令和2年) 11⽉ ⽩⽻⼀会⻑、⽩⽻洋社⻑就任。
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おにぎり⽤フィルム カップ⼿巻き

おにぎり・⼿巻寿司

パリパリの海苔を味わっていただくために1枚ずつフィルム包装
した海苔。
形状は、おにぎり⽤、⼿巻寿司⽤(シート・カップ型)、包装す
る海苔も国産はもちろんのこと、韓国産、中国産、さらに味付
けした海苔など各種取扱っております。

業務⽤袋詰めタイプ 個⾷タイプ

きざみ

和⾷に限らず、様々な⾷シーンで⾵味、彩りを添えるきざみ海
苔。
⾷品⼯場、スーパー、飲⾷店で使⽤される内容量20g〜100gの
業務⽤袋詰めタイプ、そば・パスタなどに使い切りでふりかけ
る0.2g〜1.0gの個⾷タイプがあり、きざみ海苔のカットサイズ
もご要望にお応えしております。

帯のり 軍艦のり

寿司

寿司⽤、直巻おにぎり⽤、弁当⽤と、様々なサイズ・形態で使
⽤される業務⽤海苔。
国産海苔だけではなく韓国産、中国産海苔も多く取扱っていま
すので、海苔のカットサイズ、内容量等のご要望にお応えする
だけではなく、お取引先様の使⽤⽤途に最適な品質・グレード
の海苔をご提案しています。

軍艦ロール 太巻きロール

ロール巻

⾷品⼯場で巻寿司を連続して製造する機械にセットするための
ロール状海苔。
海苔の幅により太巻寿司⽤、中巻寿司⽤、細巻寿司⽤の3種があ
り、海苔を300枚〜600枚つなぎ、ロール状に巻取りしていま
す。回転寿司等で使⽤される軍艦海苔のロール状海苔も取扱っ
ております。
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バラ⼲し海苔 ヒトエグサ アオサ粉 ⻘のり

全型焼海苔 銀（全型10枚分）

有明海の海苔漁師が⼀枚⼀枚真⼼込めて
作った海苔の中から上質でとても美味し
い海苔を厳選し、全型焼きのりとしてご
提供いたします。

全型焼海苔 ⾦（全型10枚分）

「全型焼海苔 銀」よりも更にグレード
の⾼い上質の海苔を選び、⾼級な全型焼
きのりとしてご提供いたします。

海苔問屋の味付のり（8切48枚）

有明産の上質な海苔を選び、味付加⼯し
ました。素材にこだわった⾼品質な味付
のりです。

スナックのり バター⾵味（8切80枚）

有明海の初摘みの海苔を、バター⾵味に
仕上げました。スナック感覚で召し上が
れ、お⼦様連れの⽅々にも⼤変喜ばれて
おります。

スナックのり 明太⼦⾵味（8切80枚）

有明海の初摘みの海苔を、明太⼦⾵味に
仕上げました。博多名物の明太⼦屋さん
とのコラボレーションで、相性抜群で
す。

その他

各種料理のトッピング・具材として最適なバラ⼲し海苔、ヒトエグサ、アオサ粉、⻘のり。さらには各種おにぎり具材、⾷品を取扱
い、海苔を中⼼として、お取引先様の商品・メニュー開発に最適な商材を提案いたします。
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海苔の⼊札会の⾵景 海苔の値決めをしています 海苔はこのような形で出品されます

⼩淺商事は、全国⽣産⾼に対して買付け⾦額で約32％、買付
け枚数で約31％のシェアを持っており、海苔の買付け⾦額、
枚数ともに業界トップです。(※令和1海苔年度実績)

※令和1海苔年度とは令和1年11⽉〜令和2年4⽉までの⽣産
時期に相当します。

海苔は全国18か所の漁連における競争⼊札会にて買付けが⾏われます。その⼊札会に参加できる権利を⼊札
権と呼んでおり、⼩淺商事は全国の漁連の⼊札権を取得しています。(千葉県を除く)
⼊札会は毎年11⽉下旬頃から始まり、翌年の4⽉まで各県漁連ごとに⼗回近くにわたって開催されます。

海苔は産地により、また気温、⽔温、天候など⾃然環境の変化により様々に品質が変わるものです。
⼩淺商事は全国の漁場に⻑年の経験から培った調査システムを張り巡らせ、海苔の成育状況、品質、⽣産量
の予想など“⽣きた情報”をきめ細かに⼊⼿し、品質と数量を確保して、お客様に最適な商品を提供すること
を使命としております。

⼩淺商事は⾃社で仕⼊した様々なグレードの海苔をお客様の元にお届けしています。私たちは、お客様のご
意⾒、ご要望に合わせた最善のご提案を致します。

グループ企業とのスムーズな連携によりお客様のニーズに合う商品や新商品の展開に柔軟に対応致します。
⼀貫したグループ製造ラインで、常に最適な品質、価格の商品を提供できる体制を整えております。

業務⽤商品例につきましてはこちらです⇒
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連雲港の⼊札取引所 連雲港雅瑪珂紫菜有限公司内の⼆次加⼯場

海苔の品質検査⼯程

海苔は⽇本国内の⽣産で需給バランスが取れており、輸⼊品に頼らなくても100％国産品で⾃給⾃⾜できる
産品でしたが、近年では国内の⽣産量が減少傾向にあり、外国産の海苔の使⽤も必要になってきています。

当グループでは海苔のグローバル化を⾒据えて1992年(平成4年)より中国で乾海苔の⽣産を始めており、現
在では中国を起点として欧⽶をはじめ世界中においしくて栄養価の⾼い海苔製品を販売しております。

当社は1972年(昭和47年)に⼩淺中央研究所を設⽴して以来、海苔に関する様々な研究、開発を⾏ってまい
りました。

2009年(平成21年)10⽉からは、⾷品事業部研究室として、海苔を利⽤した商品の開発を中⼼に、安⼼・安
全を求めるユーザーの要望に応えております。
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地域の皆様にも御愛好いただいております 様々な商品を取り揃えております

お⼿軽にお買い求めいただけます 焼海苔、スナックのりなどの⼈気の商品を
取り扱っております

⼩淺商事の各営業拠点では店頭販売を⾏っております。
地域の皆さまにも御愛顧いただいております。

⼩売⽤商品例につきましてはこちらです⇒

⼩淺商事ではオンラインショップを開設しております。
パソコン、スマートフォンからご利⽤いただけます。

オンラインショップは下記のアイコンからアクセスできます。

ホーム > 事業内容 > ⼩売業
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file:///C:/Users/t-uchida/Desktop/Homepage_Back/HomePage-20200611/recruit.html
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⼩淺商事は海苔の安定供給と品質保持に努め、より良い商品提供と流通の進化を何よりの使命として海苔⼀筋の歩みを続けています。

ホーム > 採⽤情報

＜募集要項＞

【仕事の内容】
営業職（取引先や新規市場への海苔の販売）

【求めている⼈材】
⼤卒以上
※未経験者歓迎

【勤務地】
名古屋・東京・⼤阪・福岡
※国内・海外転勤が可能な⽅

【給与】
⽉給23万2,430円（⼤卒初任給の実績⾦額）以上
試⽤期間有（3ヶ⽉の試⽤期間中は⽉給20万2,430円）
その他⼿当
・時間外
・家族
・住宅
・通勤
・単⾝赴任
・海外赴任

【勤務時間】
9:00〜18:00

【休⽇・休暇】
完全週休2⽇制（⼟・⽇）
祝⽇
夏季
年末年始
有給
慶弔

【待遇・福利厚⽣】
昇給年1回
賞与年4回
各種社会保険完備
退職⾦制度
借上社宅制度

https://www.koasa.co.jp/
https://www.koasa.co.jp/
https://www.koasa.co.jp/
https://www.koasa.co.jp/
https://www.koasa.co.jp/aboutus.html
https://www.koasa.co.jp/business.html
https://www.koasa.co.jp/recruit.html
https://www.koasa.co.jp/link.html


＜採⽤担当者の連絡先＞

⼩淺商事株式会社
総務部総務課
TEL:052-563-5811
E-mail:recruit@koasa.co.jp

⼩淺商事会社案内
(PDF:7.43MB)

https://www.koasa.co.jp/etc/guide.pdf


⼩淺商事は海苔の安定供給と品質保持に努め、より良い商品提供と流通の進化を何よりの使命として海苔⼀筋の歩みを続けています。

⼩淺商事の⼦会社で海苔の加⼯と保管を⾏っています。

⼩淺商事の⼦会社で、コンシューマー向け商品の製造・販売を⾏っています。

⼩淺（上海）貿易有限公司のホームページです。
⼩淺商事の⼦会社で、海外事業の拠点となっています。

⼩淺商事のオンラインショップです。

連雲港神仙紫菜有限公司のホームページです。
中国江蘇省にある⼩淺商事の⼦会社です。

⼩淺雅瑪珂股份有限公司のホームページです。
台湾台南市にある⼩淺商事の⼦会社です。

JF全漁連のホームページです。

佐賀県有明海漁業協同組合のホームページです。

福岡県有明海漁業協同組合連合会のホームページです。

熊本県漁業協同組合連合会のホームページです。

海苔JAPANのホームページです。
海苔に関する情報が集結しています。

ホーム > リンク

https://www.koasa.co.jp/
https://www.koasa.co.jp/
http://www.yamako.net/
http://www.niconico-nori.co.jp/
http://www.koasa.com.cn/
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http://www.yamako.com.tw/niconico/
http://www.jf-net.ne.jp/
http://www.jf-sariake.or.jp/
http://www4.ocn.ne.jp/~ariake/
http://www.jf-kumamoto.com/.htm
http://www.nori-japan.com/index.html
https://www.koasa.co.jp/
https://www.koasa.co.jp/
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file://koasa-sv01/G-d/HomePage/link.html


海苔ジャーナルエクスプレスのホームページです。
海苔の産地情報など海苔についての様々な情報が記載されています。

http://www.j-nori.com/


⼩淺商事は海苔の安定供給と品質保持に努め、より良い商品提供と流通の進化を何よりの使命として海苔⼀筋の歩みを続けています。

ホーム > ENGLISH
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⼩淺商事は海苔の安定供給と品質保持に努め、より良い商品提供と流通の進化を何よりの使命として海苔⼀筋の歩みを続けています。

ホーム > CHINESE
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⼩淺商事は海苔の安定供給と品質保持に努め、より良い商品提供と流通の進化を何よりの使命として海苔⼀筋の歩みを続けています。

ホーム > KOREAN
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