
株式
会社きさいち食品



100 年続く企業を目指します。
私たち株式会社きさいち食品は、お客様に愛され、信頼される企業を理想とし、
日々の努力を継続し、素晴らしい未来に向けて、100 年続く企業を目指します。

企業理念

めざす未来

お客様へ美味しさをお届けすることを追求し、日々、努力と精進を継続してまいります。

これまで、ご愛顧いただいたお客様に感謝し、地元横浜で育てて頂いた味を、
一層向上させ、全国のお客様のもとへお届けします。

従業員一人一人が、志を共有し、お互いを信頼し、協力する環境を構築し、
業務での目標達成を通じ、幸福を感じられる集団を目指します。

株式会社　きさいち食品

〒241-0803 神奈川県横浜市旭区川井本町 102-8

TEL　045-489-7902 FAX　045-489-7905

URL　http://www.kisaichi.com

昭和 24 年 10 月

昭和 33 年 11 月 1日

代表取締役社長　私市浩二

300 万円

33 名（社員 18 名　パート社員 15 名）

中華生麺　中華皮類 の製造販売

学校給食中華食材の委託製造

関連食材　食料の仕入と販売

業務用　中華生麺

業務用　中華皮類

家庭用　生ラーメン

家庭用　餃子皮

家庭用　雲吞皮

家庭用　焼売皮

家庭用　春巻皮

創業

設立

社名

所在地

代表者

資本金

従業員数

事業内容

取扱品目



厳選した北米産の小麦を

使用したシリーズです。

弊社独自の製法で、

丁寧に仕上げた皮は職人にも

愛用されております。

ご家庭で使いやすい大きさ、厚さに
なっておりスタンダードな皮です。
JANコード　4972408023706

容量　24 枚入り
サイズ　8.5ｃｍ

餃子皮
餅粉を練りこみふっくらとした
食感がお楽しみいただけます。
JANコード　4972408023720

容量　24 枚入り
サイズ　8.5ｃｍ

餃子皮　餅粉
包みやすく大きなタイプの皮です。

JANコード　4972408023713
容量　21 枚入り
サイズ　9.5ｃｍ

餃子皮　ジャンボ

使いやすいサイズの皮を
50 枚入りにしたお徳用商品です。
JANコード　4972408023485

容量　50 枚入り
サイズ　8.5ｃｍ

餃子皮　50枚
ツルッとした食感が特徴です。

JANコード　4972408023737
容量　30 枚入り

サイズ　7.8ｃｍ×7.8ｃｍ

雲吞皮

焼売の味を楽しめるように
薄い皮に仕上げました。

JANコード　4972408023744
容量　24 枚入り

サイズ　7.3ｃｍ×7.3ｃｍ

焼売皮
サクサクとした食感が特徴です。

小麦本来の味をお楽しみいただけます。
JANコード　4972408023751

容量　10 枚入り
サイズ　20ｃｍ×20ｃｍ

春巻皮
レギュラーサイズの特徴をそのまま小さく
しました。お弁当に最適なサイズです。
JANコード　4972408023768

容量　10 枚入り
サイズ　15ｃｍ×15ｃｍ

ミニ春巻皮



業務用は、お客様こだわりの大きさ、厚さを小ロットから作ります。
独自の製法で作る皮は冷蔵・冷凍どちらのご要望にもお応えします。

横浜で創業 60年。
きさいち食品の職人が独自の製法で仕上げたこだわりの逸品です。

JAN コード　4972408023379
1 食入り　スープ付き

横浜きさいち家　ピリ辛みそ味

JAN コード　4972408023829
1 食入り　120ｇ

横浜きさいち家　平打ち卵麺
JAN コード　4972408023805

1 食入り　140ｇ

横浜きさいち家　太めん
JAN コード　4972408023812

1 食入り　120ｇ

横浜きさいち家　細めん

JAN コード　4972408023324
1 食入り　スープ付き

横浜きさいち家　豚骨醤油味
JAN コード　4972408023362
1 食入り　スープ付き

横浜きさいち家　鶏ガラ醤油味



北海道産小麦を配合したシリーズです。
風味豊かな小麦粉の味をお楽しみいただけます。

ご家庭で使いやすいサイズの皮を
少し厚めに仕上げました。

JANコード　4972408023409
容量　24 枚入り　
サイズ　8.5ｃｍ

餃子皮
包みやすい大きなタイプの皮です。餅粉を練りこみ

ふっくらとした食感がお楽しみいただけます。

JAN コード　4972408023904
容量　20 枚入り　
サイズ　9.5ｃｍ

包みやすく大きなタイプの皮です。国産小麦の風味を

最大限に活かした皮が具材の味を引き立てます。

JAN コード　4972408023911
容量　20 枚入り
サイズ　9.5ｃｍ

餃子皮　大判

11ｃｍの大きな皮です。餃子はもちろん
ピザの皮としても最適です。
JANコード　4972408023515

容量　15 枚入り
サイズ　11ｃｍ

餃子皮　特大判
カリっと焼き上がるのが特徴の皮です。
具材の美味しさを最大限に引き出します。
JANコード　4972408023928

容量　25 枚入り
サイズ　8.5ｃｍ

なめらかでコシのある皮に仕上げました。

JANコード　4972408023423
容量　30 枚入り

サイズ　7.8ｃｍ×7.8ｃｍ

雲吞皮

小麦の風味を最大限に生かした薄い皮が
具材の味を引き立てます。

JANコード　4972408023430
容量　24 枚入り

サイズ　7.3ｃｍ×7.3ｃｍ

焼売皮
小麦の風味が豊かでカリッと
綺麗なキツネ色に揚がります。
JANコード　4972408023447

容量　10 枚入り
サイズ　20ｃｍ×20ｃｍ

春巻皮
レギュラーサイズの特徴をそのまま小さく
しました。お弁当に最適なサイズです。
JANコード　4972408023454

容量　10 枚入り
サイズ　15ｃｍ×15ｃｍ

ミニ春巻皮

餃子皮　大判餅粉

餃子皮　うす皮



株式
会社きさいち食品
TEL 045-489-7902 FAX 045-489-7905

〒241-0803 横浜市旭区川井本町102-8

ユニー（株） 精肉専門店

（株）ニュークイック 中華料理専門店

その他スーパー 外食産業

富士シティオ（株） 食品問屋

相鉄ローゼングループ 三菱食品（株）

日東富士製粉（株）

かちどき製粉（株）

上越スターチ（株）

MCフードスペシャリティーズ（株）

日清製粉（株）

（株）ダイショー

モランボン（株）

フライスター（株）

横浜銀行　西谷支店

神奈川銀行　洪福寺支店

1949 年 創業者私市道太郎が、横浜洪福寺にて業務用中華生麺の生産を始める。

1958 年 有限会社　私市商店　設立。

1965 年 本社保土ヶ谷工場を竣工。

1970 年 中華皮類のオートメーションでの生産に成功。

家庭用の中華皮類の販売を開始する。

1987 年 二代目社長　私市敏弘　就任。

1993 年 ソフトな食感が特徴の<家庭用餅粉入り餃子皮>を発売。

1999 年 業務用中華生麺のノウハウを活かし、麺にこだわった

2002 年 北海道産小麦粉を使用した『国産小麦粉配合　餃子の皮シリーズ』を発売。

2004 年 三代目社長　私市高一　就任。

2014 年 家庭用ラーメンシリーズ<横浜きさいち家 1食入り >を発売。

2017 年 社名を株式会社きさいち食品へ変更。本社工場を横浜市旭区に移転。

2018 年 四代目社長　私市浩二　就任。

家庭用ラーメンシリーズ<横浜きさいち家>を発売。

沿革

取引銀行

主要仕入先

主要取引先
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