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来場者・予約商談バイヤー募集!!

集合

ホームページにて出展者の情報を随時お知らせいたします

※九州食の展示商談会Facebookページからも情報発信いたします。



〆切／平成27年10月16日（金）

18 19

18 19
野嶋

18 19
相談コーナー❶

第１回　11月18日（水）13：00～14：00

主　　　催／中小企業基盤整備機構九州本部
お問合せ先／中小企業基盤整備機構九州本部（高橋?092-263-0323）

地域資源・農商工連携事業
窓口相談

海外輸出促進に資する海外展開セミナー（仮題）

相談コーナー❹

主　　　催／九州地域バイオクラスター推進協議会
お問合せ先／九州地域バイオクラスター推進協議会（浦部?096-289-3116）

講　　　師／未定
主　　　催／日本政策金融公庫熊本支店、ジェトロ熊本
お問合せ先／日本政策金融公庫熊本支店農林水産事業農業食品第一課（唐島?096-353-7016）

第２回　11月18日（水）14：15～15：15
農商工連携認定事業事例発表
「亜麻種子由来の飼料と地元産飼料米を用いＤＨＡ・α-リノレン酸を強化した鶏卵及び加工品の開発と販路の開拓（仮題）」
講　　　師／株式会社　緒方エッグファーム　代表取締役　緒方克也氏、営業企画部長　緒方幸代氏
主　　　催／九州経済産業局
お問合せ先／九州経済産業局中小企業経営支援室（嶋﨑?092-482-5491）

第３回　11月19日（木）11：00～12：00
農業の６次産業化の展開方向（仮題）

講　　　師／未定
主　　　催／日本政策金融公庫熊本支店
お問合せ先／日本政策金融公庫熊本支店農林水産事業農業食品第一課（唐島?096-353-7016）

①研究先機関マッチングに関する相談
②商品開発・販路開拓に関する相談

相談コーナー❺

主　　　催／熊本県信用保証協会
お問合せ先／熊本県信用保証協会
　　　　　　経営支援部経営支援第１課（春木?096-375-2000）

資金繰り、経営相談窓口
相談コーナー❻

主　　　催／（公財）日本健康・栄養食品協会　九州支部
お問合せ先／（公財）日本健康・栄養食品協会　九州支部事務局（松林?092-643-0081）

①健康食品の機能性表示に関する相談
②食品保健指導士養成講習会説明

相談コーナー❸

主　　　催／九州農政局
お問合せ先／九州農政局　経営・事業支援部
　　　　　　事業戦略課（後藤?096-211-9311）

九州農政局
６次産業化相談コーナー

相談コーナー❷

主　　　催／日本政策金融公庫熊本支店
お問合せ先／日本政策金融公庫熊本支店
　　　　　　農林水産事業農業食品第一課（唐島?096-353-7016）

ご融資に関する相談窓口

〆切／平成27年10月30日（金）

18 19

18 19

メールでお申し込みください。
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福 岡 県
一般出展小間

　

小倉協同物産（株） 福岡県

これが九州の高菜たい
九州産の高菜を１００％使用した高菜漬の油炒め
です。ご飯のお友に、ラーメンのトッピングに！！

　

博多王さん亭 福岡県

水餃子・焼餃子
博多の老舗餃子専門店です。こだわりの安心安
全で美しい餃子を製造しております。

　

ロイヤルジャパン株式会社 福岡県

黒薩摩源、与那国青汁
鹿児島産黒酢に発酵黒玉葱・黒ゴマを贅沢に使
用した黒の力、黒薩摩源と与那国島長命草に大
麦若葉・明日葉・抹茶・乳酸菌を配合した料理に
も使える美味しい与那国青汁です。

　

（農）秋香園・（有）池末豊矯商店 福岡県

ぶなしめじ、菌床椎茸、その他きのこ
大木町は総面積の１６％を掘割、クリークが張り
巡っており、日本屈指の水郷地帯です。そんな水
と緑豊かな大木町で、安心安全で美味しいきのこ
を生産販売しております。

　

JAふくおか八女 福岡県

JAふくおか八女管内でとれた農産物、
加工品、八女茶等
自然環境に恵まれた地域で採れた農産物と、そ
れを使った加工品をご紹介させていただきます。

（茶、果物、野菜、花）

　

株式会社　天野商店 福岡県

農産物加工品
福岡県の特産である「あまおういちご」をはじめと
する、農産物の加工食品をラインナップしました。

　

麦のいしばし 福岡県

麦・雑穀・お菓子
国内産の大麦を主流とし、麦や雑穀など展開して
おります。「大麦」を使った今までにないお菓子や
飲料類も多数揃えておりますので是非ご覧下さ
い。

　

久留米南部商工会　はとむぎプロジェクト 福岡県

はとむぎリキュール、はとむぎ餃子、
はとむぎアイスクリーム　他
久留米市の地域資源であるはとむぎを使った商
品です。また地元の特産品も出品します。

　

茶の葉堂　（有）原野製菓本舗 福岡県

奥八女茶、奥八女茶を使用したお菓子等
当社は、茶葉の製造から加工、販売まで一貫製
造販売をしており、その特徴をいかして季節感・味・
香り・水色等にこだわり、オリジナル商品の開発も
行っております。又、奥八女茶（抹茶、煎茶、ほうじ
茶）を使用した茶菓子・だし等も製造しております。

　

Red Spice 福岡県

トン足、手羽先、炭火焼鳥もも
湯煎で簡単おつまみです。豚足は、じっくり煮込ん
で、とろける柔らかさ味は、塩焼き・醤油・とまと・ピ
ザ・コチジャン。手羽煮は醤油煮込み。鶏モモは
本格炭火焼きです。

北九州市

梅の里工房 福岡県

梅ドレッシング、梅酢味噌、梅ジャム
地元の梅を素材に、主婦が集まって作った合馬
特産のうめちゃんシリーズです。体に良い、食する
ほどに健康になるというコンセプトの、安心、安全、
美味しい手作り商品です。

北九州市

さるはみブランド委員会 福岡県

門司猿喰あまざけ、
門司猿喰あまざけマドレーヌ
かつて飢饉から民を救った「猿喰新田」の発展と、
干拓を行った石原宗祐翁の功績を伝えるために、
その田圃のお米で健康にいい地産地消の甘酒
を作りました。
北九州市

（株）藍島ぶらんど倶楽部 福岡県

一本釣りのさわらのたたき
一本釣りの釣りたてのさわらを即、船上で捌き、ひ
と手間、ふた手間かけて身を締めてバーナーで程
よく焼いています。バイヤーの方々に高評価を頂
いている自慢の逸品です。

北九州市

株式会社　海成 福岡県

あかもく
あかもくは、天然海藻で低カロリーの上、食物繊維
やカルシウムが含まれ、ねばねば成分フコイダンも
豊富に含まれています。

　

博多鳴海屋のめんたい 福岡県

ちかっぱうまいめんたいこ(便利なチューブ
タイプで新発売)、めんたいせんべい

（鳴海屋のちかっぱうまいめんたいこ）便利な
チューブタイプで新発売｡

（めんたいせんべい）明太子の程良い辛さと､甘い
タレでじっくりと焼き上げました｡

　

株式会社　クロスエイジ 福岡県

青果物全般
九州を中心とした青果物を産地直送で、業務関
連、量販店様を中心に供給を行っております。弊
社ならではの特徴のある青果物を商品化し他社
との差別化に貢献できます。

北九州市

とよみつ姫実行委員会 福岡県

福岡県産イチジクを使ったスイーツ
「とよみつ姫」
福岡県産ブランドのイチジク「とよみつひめ」を
使ったスイーツです。県内のお菓子屋さんが作っ
た焼き菓子などの詰合せ「とよみつ姫の玉手箱」
は贈答用にもおすすめです。

　

天洋社薬品株式会社 福岡県

ウコンゼリー
クルクミン３０mｇ配合したスティックタイプのゼリー
です。マンゴー味で手軽でおいしいウコンゼリーで
す。

佐 賀 県
一般出展小間

　

宮島醤油株式会社 佐賀県

まぐろ節こくうま醤油、佐賀シリーズ
鹿児島県産まぐろ荒本節を使用した、だし醤油と
佐賀県産原料を使用した醤油、味噌、カレーで
す。

　

大串製菓店 佐賀県

神埼銘菓　ひしぼうろ
産学官連携で共同開発した菱の皮を使った「ひ
しぼうろ」です。皮には抗酸化作用があるポリフェ
ノールが多く含まれております。菱の形をかたどっ
たユニークな形が特徴です。

　

和糀 佐賀県

糀ドリンク「ストーク・ロゼ」
発売以来メディアでも話題の「ストーク」は、人気の

「さがびより」と希少で縁起の良い「紫福米」を使
用した日本初の発酵糀ドリンク。無添加無着色。
女性への贈物にお薦め。

　

株式会社　まんてん 佐賀県

ごまドレッシング（辛口）、
ごまサブレ（生姜・シナモン）
モンドセレクション１３年連続金賞受賞（すりごま）
こだわりの胡麻メーカーです。新商品「ごまドレッシ
ング（辛口）」「ごまサブレ（生姜風味）、（シナモン
風味）」３品を中心にご案内します。

佐賀市

佐賀市 佐賀県

『いいモノさがし』認定品
佐賀市の農林水産物を用いて製造された「農林
水産加工品」を一定の評価基準により審査し、認
定した『いいモノさがし』認定品をご紹介します！

佐賀市

みつせ村農園 佐賀県

焦がし米粉餅　三瀬ぜんざい
焼き餅風味が新しい“焦がし米粉餅”を、優しい甘
さの自家製“小豆餡”で包み込みました。今までに
ない手軽さで食べられる本格ぜんざいです。

佐賀市

えがちゃん農園 佐賀県

ひげにんにくのガーリックオイル
無農薬による軽石水耕栽培で育てた、根っこと芽
が出た「ひげにんにく」。その「ひげにんにく」から
じっくり低温にて抽出したガーリックオイルです。

〆切／平成27年10月16日（金）

18 19

18 19
野嶋

18 19
相談コーナー❶

第１回　11月18日（水）13：00～14：00

主　　　催／中小企業基盤整備機構九州本部
お問合せ先／中小企業基盤整備機構九州本部（高橋?092-263-0323）

地域資源・農商工連携事業
窓口相談

海外輸出促進に資する海外展開セミナー（仮題）

相談コーナー❹

主　　　催／九州地域バイオクラスター推進協議会
お問合せ先／九州地域バイオクラスター推進協議会（浦部?096-289-3116）

講　　　師／未定
主　　　催／日本政策金融公庫熊本支店、ジェトロ熊本
お問合せ先／日本政策金融公庫熊本支店農林水産事業農業食品第一課（唐島?096-353-7016）

第２回　11月18日（水）14：15～15：15
農商工連携認定事業事例発表
「亜麻種子由来の飼料と地元産飼料米を用いＤＨＡ・α-リノレン酸を強化した鶏卵及び加工品の開発と販路の開拓（仮題）」
講　　　師／株式会社　緒方エッグファーム　代表取締役　緒方克也氏、営業企画部長　緒方幸代氏
主　　　催／九州経済産業局
お問合せ先／九州経済産業局中小企業経営支援室（嶋﨑?092-482-5491）

第３回　11月19日（木）11：00～12：00
農業の６次産業化の展開方向（仮題）

講　　　師／未定
主　　　催／日本政策金融公庫熊本支店
お問合せ先／日本政策金融公庫熊本支店農林水産事業農業食品第一課（唐島?096-353-7016）

①研究先機関マッチングに関する相談
②商品開発・販路開拓に関する相談

相談コーナー❺

主　　　催／熊本県信用保証協会
お問合せ先／熊本県信用保証協会
　　　　　　経営支援部経営支援第１課（春木?096-375-2000）

資金繰り、経営相談窓口
相談コーナー❻

主　　　催／（公財）日本健康・栄養食品協会　九州支部
お問合せ先／（公財）日本健康・栄養食品協会　九州支部事務局（松林?092-643-0081）

①健康食品の機能性表示に関する相談
②食品保健指導士養成講習会説明

相談コーナー❸

主　　　催／九州農政局
お問合せ先／九州農政局　経営・事業支援部
　　　　　　事業戦略課（後藤?096-211-9311）

九州農政局
６次産業化相談コーナー

相談コーナー❷

主　　　催／日本政策金融公庫熊本支店
お問合せ先／日本政策金融公庫熊本支店
　　　　　　農林水産事業農業食品第一課（唐島?096-353-7016）

ご融資に関する相談窓口

〆切／平成27年10月30日（金）

18 19

18 19

メールでお申し込みください。
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佐賀市

株式会社そよかぜ館 佐賀県

柿ドレッシング
佐賀県内でとれた柿をペースト状に加工し、甘味
と酸味のバランスにこだわったドレッシングです。

佐賀市

山領ファーム 佐賀県

食べる玉ねぎドレッシング
減肥料栽培で生産した、１年中生でかじれる玉ね
ぎを使用しています。水を全く使わない製法で玉
ねぎの旨みだけを閉じ込めた玉ねぎドレッシングで
す。

長 崎 県
一般出展小間

　

（株）若宮水産「壱膳」 長崎県

長崎県産「あわびの煮貝」「おこわセット」
「芝エビ、さざえグラタン」「アヒージョ」
あわび、さざえの専門商社（長崎、福岡）加工品ブ
ランド「壱膳」さざえ、イカ、壱岐牛のカレーシリー
ズ、イカみそ漬け等。今回は、長崎産の上記新商
品を提案いたします。

南島原市商工会

めんの山一 長崎県

島原手延べそうめん
三百余年の伝統の手延べ製法を用いて造り上げ
た山一の手延べそうめん。コシの強さとのどごしの
良さは麺通も唸らせるほどです。

南島原市商工会

みかど本舗　長崎かすてら 長崎県

長崎かすてら
誰もが認める本物の味を追求した「みかど本舗　
長崎かすてら」は、素材選びにいちばん時間をか
けて生まれました。本場長崎の味を妥協なく求め
た自信作です。

南島原市商工会

㈲たなか物産 長崎県

あごだしで食べるらーめん、あごだしで食べる
手延細うどん、あごだしで食べる手延そうめん
上品でスッキリした旨味のある飛魚のだしを使用し
た自慢のあごだしスープと中華麺をセットにしまし
た。あっさりスッキリしたラーメンを５食入のボリュー
ムでお楽しみ下さい。

南島原市商工会

道の駅 みずなし本陣ふかえ 長崎県

島原納豆味噌漬からすみ、冷凍具雑煮
穴子素麺、いりこせんべい
島原納豆味噌漬からすみ　からすみを通常の塩
漬けの製法でなく、島原の納豆味噌と合わせる事
によりからすみの塩加減と滑らかな納豆味噌の甘
みを最大限に引き出した逸品

　

（株）梅月堂 長崎県

長崎ご当地スイーツ　シースクリーム
どこかにあるようで、どこにもない。長崎ケンミン御
用達ケーキ　梅月堂のシースクリーム

　

南島原市有機農業推進協議会 長崎県

有機農産物、特別栽培農産物
長崎県島原半島で生産される有機農産物・特別
栽培農産物で、安心・安全・自然環境汚染のない
栽培を行い、有機肥料で栽培し、味・品質共に自
信の持てるものを出荷している。

　

五島手延べうどん　マルマス 長崎県

五島手延べうどん　椿
日本列島　最西端の五島列島の特産である椿
油と海水塩、厳選した国内産小麦粉を使用した
細いながらもコシの強い、つるつるとした食感のう
どんです。

　

株式会社　大光食品 長崎県

絶品生姜焼き
九州産若鶏のムネ肉を使用し、鹿児島県産の黄
金生姜を熟成もろみ入りの特製タレに漬け込みま
した。生姜の風味としっとりとした肉の柔らかさを
楽しめる絶品生姜焼きです。

　

(株)セミナリヨの丘銀杏畑 長崎県

南島原翡翠銀杏
収穫した直ぐの銀杏は、翡翠色を保ちながら香り
と苦みがあり、他の食品にはない もちもち した食
感がある。本品は、収穫時の状態で真空パック処
理しました。

　

九州油糧工業（株） 長崎県

ゆうこうぱん
長崎の伝統柑橘ゆうこうを使用したロングライフパ
ンです。甘みのあるまろやかな酸味が特徴のゆう
こうマーマレードを加えました。賞味期限／冷凍保
管４ヶ月自然解凍後３５日

　

長崎のめん　小林甚製麺 長崎県

長崎ゆうこうらーめん
長崎のみで収穫されている果実「ゆうこう」など、
長崎県産の原材料を使用した、オリジナル性の高
いラーメンを始め、こだわりのめん類の紹介。

熊 本 県
一般出展小間

　

城下町蒟蒻屋　鳥丸八十七商店 熊本県

「Ｓ」エスコン（Ｓ型断面形状こんにゃく）仮
称

【新商品】「こんにゃく？！」の常識を覆す味をしみこ
ませるのではなく、味を含ませる新たな発想のこん
にゃく商品です！バイヤーご自身で体感し、是非お
声かけ下さいませ！

　

有限会社　阿蘇健康農園 熊本県

阿蘇バジルペースト
熊本県農産物加工食品コンクール受賞。自社栽
培の無農薬バジルをふんだんに使用した香り高
いバジルペースト。「まぜるだけ、かけるだけ」で本
格イタリアンが楽しめます。

熊本県北３市物産商談会連絡調整協議会

松風本家 正観寺丸宝 熊本県

正観寺　松風
日本一、うすい和菓子

　

（株）お菓子の彦一本舗 熊本県

お菓子
創業明治２９年。お菓子作り一筋のノウハウと技
術力で、オリジナル商品や新商品の企画・製造の
お手伝いをいたします。大福、製あん、饅頭、ゼリー
など和洋可能です。

　

（有）高見商店 熊本県

からし蓮根
「熊本名産からし蓮根」は商標登録された地域ブ
ランド商品です。冷蔵と単品、オードブル等で簡単
に熊本・九州の味を演出できる冷凍業務用をご
提案させていただきます。

　

（株）フレッシュ青果 熊本県

青果物
青果市場や農家さんから仕入れた青果物を、ホテ
ルや結婚式場、飲食店や病院、学校他広範囲の
外食産業様へ安全・安心を心がけ、安定的に納
品しています。たとえ1個・1本のご注文でもすぐに
御対応させて頂きます。

　

みやび鯛グループ株式会社坂田水産 熊本県

鯛めし
だしはみやび鯛のアラから時間をかけて丁寧に取
り出しました。たけのこ、しめじ、山椒の具も入って
おり、ご自宅で手軽に料亭の味をお楽しみいただ
けます。

　

株式会社　山内本店 熊本県

まぼろしの味噌
創業260余年。老舗味噌蔵「山内本店」の醸造
技術と「現代の名工」永田富浩の技が造り出す
こだわりの調味料。無添加まぼろしの味噌をはじ
めとする、各種調味料のご紹介。

　

合同会社土和竹香 熊本県

ほおずきアイスクリーム、
野菜の力を活かした野菜
野菜の持つ力を活かすため、様々な試行錯誤をし
ています。その中で見つけた方法で作った野菜を
販売しております。また、その野菜を使った加工品
の開発にも尽力しています。

熊本都市圏協議会（大津町）

（有）のだ・香季園 熊本県

青汁「すいおう」
ポリフェノール、鉄、食物繊維、ルテイン、Mg等の
成分を含む植物「すいおう」を畑から育て農薬等
を使用せず青汁にしました。予防医療からの視点
でも注目されています。

熊本都市圏協議会（大津町）

あそ大王ファーム 熊本県

天草大王正肉・加工品
① 生産から加工まで一貫体制。オリジナルカットも

可能。
② 急速凍結機で朝引きの新鮮さをそのままお届

け！
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タイガフーズ　株式会社 熊本県

ばってん餃子
九州産の肉・野菜（国産の為季節及び天候で産
地が変わります）を使用しています。皮は、特別ブ
レンドで一晩低温熟成させる為焼き面は、パリッと
上はモチッとしています

　

エヴァウェイ　株式会社 熊本県

唐辛子、きくらげ
【唐辛子】寒暖の差を活かして栽培した国産唐辛
子（天鷹）。辛味、甘味、旨味を味わえます。

【きくらげ】純国産肉厚、歯応え十分でどんな料理
にも合います。

　

一般社団法人クラッシーノこうし 熊本県

we米めん（ウイマイメン）
消化されにくい“でんぷん”（難消化性澱粉）や食
物繊維などを含んだwe米（ウイマイ）を使用した麺
を開発しました。健康や美容を意識した食事に最
適です。

　

和水町地域雇用創造協議会 熊本県

なごみ古墳カステラ、なごみスイーツ
ご当地農産品を使用した、お土産品やグルメの紹
介をします。和水町の江田船山古墳を型どったカ
ステラや、町内特産品を活かしたスイーツやお惣
菜の提案を行います。

熊本都市圏協議会（合志市）

いしはら農園 熊本県

レモングラス、ステビア等のハーブ関係の
栽培、加工、販売
３年前にサラリーマンを退職し、農業をはじめ将
来的に海外を目指し情熱をもって取り組んでいま
す。商品はハーブの原料、商品の卸売りの２通り
で提案させて頂きます。

熊本都市圏協議会（菊陽町）

菊陽町 熊本県

菊陽町の農家がまごころこめて作った新
鮮野菜
菊陽町は、にんじんをはじめとする露地野菜の栽
培が盛んであります。ほかにも、魅力ある作物がた
くさんあります。この機会にぜひご覧ください。

　

いずみの里 熊本県

香福醪チーズケーキ
もろみ豆腐を使った新感覚のチーズケーキです。
ビスケット部分には自園自製の挽き茶をまぜ込み
一つ一つ時間をかけて手作りしています。どこにも
ないこだわりの商品です。

熊本都市圏協議会（西原村）

けやき工房 熊本県

ラスク
けやき工房のオリジナルパンで手作りしたこだわり
ラスクです。（地元のバジル・トマト・人参を使った
野菜ラスクも含みます）

熊本都市圏協議会（西原村）

阿蘇トルティ（株） 熊本県

阿蘇レモンバジルドレッシング、阿蘇旨肉タレ、阿
蘇バジルペースト、よもぎこんぺいとう、よもぎあめ
あか牛料理専門店がつくる「あか牛の炙り（熊本
の赤認定）」「あか牛入ぎょうざ」「阿蘇のおもてな
し食然トリプルソース（熊本県優良商品賞）」をご
紹介致します。

　

（株）漱石 熊本県

「こはだのなんとか」「青摘みとまと」
八代の海の名産「こはだ」と陸の名産「青トマト」
を材料に、加工品をつくりました。「こはだ」は薫製
オイル漬けに、「青トマト」はピクルス漬けにしまし
た。ご家庭でのパーティーにお楽しみ下さい。ワイ
ンやシャンパンに相性抜群です。
熊本県健康サービス産業協議会

熊本県健康サービス産業協議会 熊本県

協議会会員の健康サービス産業関連商
品
産学連携や医農商工連携等による質の高い健
康志向製品・サービスとして支援する「くまもと健
康志向型プロダクツ」商品及び会員企業の取扱
い商品を紹介いたします。

熊本県健康サービス産業協議会

ユニバーサル・クリエート株式会社 熊本県

ローヤルジュレ
一日に必要な栄養素をギュッと濃縮。朝のわずか
３分でらくらくチャージ。４０種類の栄養素が入っ
たローヤルゼリー＆ナチュラル鉄ミネラル入りの

「ローヤルジュレ」です。

熊本県健康サービス産業協議会

株式会社　オレンジブロッサム 熊本県

青みかんシリーズ、健美作りの青みかん
健康な日 を々過していただく皆様を、青みかんのヘ
スペリジンが応援します。生産・加工・販売迄自信
を持って運営しています。

熊本県健康サービス産業協議会

有限会社　緑商 熊本県

生鮮いちご「ひのしずく」、いちご飲料品・
加工食品等
土耕栽培「ひのしずく」の好食味と抗酸化力はア
レルギー方から満足いくものと評価され、いちご飲
料・食品は素材逸品性と機能性エビデンス化に
取組んでいる推奨品です。

熊本県健康サービス産業協議会

株式会社　阿蘇自然の恵み総本舗 熊本県

乳酸菌含有菊芋食品、グルテンフリークッ
キー
水溶性食物繊維豊富な菊芋を自社で栽培から加
工まで管理。高品質の菊芋原料に乳酸菌を配合
したサプリや乳酸菌入りグルテンフリークッキー等
で腸の健康を支援。

　

火乃国商事株式会社 熊本県

冷凍白玉
本格的な白玉を簡単・便利にお召し上がり頂ける
ように、当社独自の技術と製法で冷凍加工しまし
た。白玉三大産地である熊本の白玉をぜひ、ご賞
味下さい。

　

玉名市役所　6次産業推進室 熊本県

玉名市の農産物加工品（6次産業化で生
まれた商品）
玉名市の生産者が心をこめて栽培、加工をした
極上の農産物加工品（6次産品）を展示していま
す。今回は特に地域性や県加工品コンクールで
受賞した逸品を皆様にご案内します。

　

株式会社　岡本商店 熊本県

熊本県産七城ヒノヒカリ、有機JAS米、
パックライス

「熊本の大地」で収穫されたお米を、米生産者か
ら集荷し、自社工場で精米しています。玄米から
白米まで幅広くご提案ができます。

熊本都市圏協議会（合志市）

株式会社　釜屋 熊本県

国産ごま使用ドレッシング
貴重な国産ごまを１００％使用したドレッシングで
す。丹念に味の調整を行ったドレッシングは、まろ
やかで濃厚。深いごまの香りと甘みが特徴です。

　

あさぎり町 熊本県

あさぎり町産農産物加工品、あさぎり町加
工品
自然豊かな球磨盆地の中心にあるあさぎり町は、
農林畜産業が盛んです。生産者・製造者の顔が
見える地元産の農林畜産物を利用した加工品を
多数出品いたします。

熊本都市圏協議会（宇城市）

吉田果樹園 熊本県

熊本県三角産　特別栽培レモンと果汁、
みかん（肥のあけぼの）
熊本型特別栽培農法により「安全・安心」でかつ
爽やかな香りと絶妙な酸味を丸かじりできるレモン
です。会場にて、一度ご賞味下さい。

熊本都市圏協議会（御船町）

お茶乃のぐち 熊本県

すすり茶セット（茶葉と茶器のセット）
急須で飲む日本茶と違い、専用茶器に自社で栽
培製造された茶葉と湯を入れ抽出し、そのまま飲
みます。数滴しか出ませんが出汁のような濃厚で
贅沢な【しずく】を味わえます。

熊本県北３市物産商談会連絡調整協議会

えこめ牛推進コンソーシアム 熊本県

えこめ牛（牛肉）
阿蘇外輪山、鞍岳の麓で悠々と育った「えこめ
牛」は、餌にお米を加えることで、地下水涵養等の
役割を担っています。肉質がジューシーで、赤身が
多いのが特徴です。

熊本県北３市物産商談会連絡調整協議会

有限会社　蘇鉄園芸 熊本県

蘇鉄とまと、ミニトマト、トマトジュース、
ピューレ、ドライトマト、ミニトマトコンポー
ト、トマトコンフィチュール
トマトにこだわり、"トマト農家の360日"をテーマにし
トマトの加工品を消費者にお届けします。

熊本都市圏協議会（益城町）

㈲コウヤマ　芋屋長兵衛 熊本県

いきなり団子・冷凍焼芋・さつま芋加工品
など
芋農家が「自らの手で大切に育てたさつま芋でう
まかもんば造りたい」という想いを込めた「いきなり
団子」や「おやついも」などの加工品を取り揃えて
おります。

熊本県北３市物産商談会連絡調整協議会

（株）農業法人明るい農村天水 熊本県

ショコラみかんチップス
大人気のみかんチップスにチョコレートをコーティ
ングしました。（スイート・ビター・ホワイト）みかんの
風味とチョコレートの相性が抜群です。

熊本県北３市物産商談会連絡調整協議会

（株）れんげ・カンパニー 熊本県

そいぷーどる
全国でも珍しい全粒無臭大豆粉を使った体に優
しいホットケーキミックスなどのシリーズを展示しま
す。
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熊本県北３市物産商談会連絡調整協議会

（有）原田食品製造所 熊本県

食べる甘酒
熊本県産発芽玄米を使用したノンアルコールの
発酵食品です。新食感のスイーツ「食べる甘酒」
を提案します。

熊本県北３市物産商談会連絡調整協議会

株式会社　坪井食品 熊本県

スモークターキードラム
七面鳥の下モモ肉をスモーク加工し塩分も日本
人の味覚に合うように抑えて製造しております。ス
モークの風味が非常によく見た目もダイナミックで
購買意欲をそそります。

熊本県北３市物産商談会連絡調整協議会

株式会社　熊本チキン 熊本県

肥後のうまか赤鶏
第10回地鶏・銘柄鶏食味コンテストで最優秀賞
を受賞。歯ごたえもあり、肉質のうまみがあります。

　

農業生産法人　株式会社　ミチファットリア 熊本県

お米
　

水俣・芦北地域雇用創造協議会

企業組合エコネットみなまた　はんのうれん 熊本県

甘夏みかん、１００％みかんジュース、サラ
ダ玉葱
農薬・化学肥料不要の甘夏みかん・温州みかんの
１００％ジュース。特に、害虫に弱い温州みかんの
農薬不使用は日本でも珍しく、その果実を使った
ジュースは希少。
水俣・芦北地域雇用創造協議会

まどか工房 熊本県

たまねぎせんべい、生姜せんべい、甘夏か
りんとう
国産小麦粉を使用し、一つ一つ丁寧に仕上げた
熊本県産の原料にこだわった逸品です。

水俣・芦北地域雇用創造協議会

すずめ 熊本県

生姜のべっこう漬け、みその三ツ星味
第４回T-1グランプリ個人の部優勝商品で特製み
そを使用し、３種類の樽中で１年半かけて漬け込
んだ商品。特製みそで作ったみそだれも好評発売
中。

水俣・芦北地域雇用創造協議会

株式会社　水俣葦北オーガニクス 熊本県

茄子（ひごむらさき）、かぼちゃ
茄子：品種はひごむらさき。灰汁がないので生でも
食べられ、生の茄子にチーズを乗せてオーブンで
焼いて食べるととてもふっくらして美味しい。

水俣・芦北地域雇用創造協議会

（株）福田農場ワイナリー 熊本県

九州フルーツシロップ
九州７県の自然の恵み、ご当地フルーツの本物の
味わいと香り、地域の魅力が詰まったシロップをお
楽しみください。

　

双和食品工業㈱ 熊本県

冷凍生餃子
熊本で餃子メーカーとして、餃子を作り続けて
四十数年、国産の肉・野菜で作りたてを急速冷凍
した生餃子ですからいつまでも出来たての美味し
さが楽しめます。

熊本都市圏協議会（山都町）

そよ風パーク 熊本県

ブルーベリー関連商品、もろみ豆腐
山都町産ブルーベリーを１００％使用した、無添
加・砂糖不使用の安心安全ブルーベリージャムで
す。

　

くまさんの焼きグリ 熊本県

県産栗の加工品
熊本県山江村産の栗を100％使った栗の甘露
煮及びペースト。当社の売りである焼き栗を活用
することにより、栗をむく手間を省き、色や品質を
見極めながら製造できる。

　

くまもと農畜産物販売強化本部 熊本県

ＪＡ熊本経済連、熊本県酪農業協同組合
連合会
　

　

熊本ネクストソサエティ（株） 熊本県

産品事典
自治体ごとの食材・生産者情報を集約し、食関連
事業者向けに発信するサイト「産品事典」。熊本
市ほか行政と連携した販路開拓の取組みを紹介
します。

　

熊本ネクストソサエティ（株） 熊本県

ヒノマルキッチン
熊本県の”顔の見える生産者”の食材を使用した
新しい食ブランド「ヒノマルキッチン」。小売・業務
卸両方において、美味しい・よいものを日々お届け
します。

熊本都市圏協議会（甲佐町）

パン工房　ふうさん 熊本県

みそ汁(FD)、ニラでスープ
甲佐町産のニラをたっぷり使いすべて九州産で
作ったみそ汁です。

甲佐町商工会

肥後そう川手延べ麺 熊本県

即席煮込み　ごぼーめん
健康野菜のごぼうを練り込んだ手延べ麺です。茹
で上げせずに、そのまま煮込むと「ごぼうと塩」で
ダシが出ます。簡単に美味しく食べれる健康麺で
す。

甲佐町商工会

森川健康堂株式会社 熊本県

森川酵甦（コウソ）
当社オリジナル酵素商品(自社製造）に、スティッ
クタイプが商品化されました。1回分使い切りで、
しかもお手頃価格です。

熊本都市圏協議会（甲佐町）

高田精肉店 熊本県

にらメンコ。®
熊本県下でNO1の出荷量をほこる甲佐町産のニ
ラを使用し精肉店としての厳選された黒毛和牛と
国産豚肉の合ミンチで作った贅沢なメンチカツで
す。

　

株式会社　丸山えび 熊本県

車えび(EM菌使用）
良質なプランクトンが生育している上天草の海。
それに加えてEM菌（乳酸菌、酵母などの有用微
生物群）を使用することによって甘みやプリプリ感
も最高のクルマエビです。

　

通宝海苔 熊本県

納豆ふりかけSP
2014年全国ふりかけグランプリ銅賞受賞。化学
調味料無添加フリーズドライのひきわり納豆と有
明海産の良質な海苔を使用。

　

株式会社　肉の大塚 熊本県

ASOのあか牛
ASOのあか牛→自社牧場で３０ヶ月齢までこだわ
りを持って肥育されたあか牛です。健康志向の現
代に低カロリー高エネルギーのASOのあか牛をご
提案致します。

熊本都市圏協議会（美里町）

みやざき屋 熊本県

里のあかり
遠赤外線乾燥し、半年以上熟成させることで、糖
度とまろやかさが増し、色が鮮やかです。一般的な
干柿がない時期に販売ができます。

熊本都市圏協議会（美里町）

高島園 熊本県

干柿・粉末茶（べにふうき茶）
遠赤外線乾燥特選干柿
生活習慣病予防の粉末茶（アレルギーを止める

「べにふうき茶」）

熊本都市圏協議会（熊本市）

パン・オ・ルヴァン 熊本県

くまもと野菜畑シリーズ　赤いスープ・白
いスープ、赤酒のレンコンピクルス
熊本の旬の野菜を中心に、手軽に栄養バランス
を整えられる野菜スープ２種を無添加無着色で作
りました。熊本の赤酒を使った蓮根ピクルスもパ
ンにも合います。
熊本都市圏協議会（宇土市）

（株）クリエイト光 熊本県

ベビーリーフ、サンチュ
美容にも健康にも良いクリエイト光のベビーリー
フとサンチュ！！サラダや炒め物等にも使いやすく
栄養価も豊富です。皆さま是非一度御試食くださ
い。

　

橋本醤油合資会社 熊本県

豆乳と合わせる麹apple vinegar、ダシ香
る味噌おでんの素
おもて面は冷や汁の素、裏面は味噌おでんの素、
売り場に寄ってフェイスを変える事ができる、冷蔵
タイプのおでんの素。化学添加物や保存料など
一切不使用の商品です。
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熊本都市圏協議会（玉東町）

玉東町商工会 熊本県

ハニーローザ（生果）、ハニーローザアイ
ス、ハニーローザ加工品
ハニーローザとはスモモの品種の一種で、玉東町
は日本一の生産量を誇っています。旬は非常に短
く流通量も多くはないため「幻のスモモ」とも呼ば
れています。

　

海苔の若新 熊本県

有明海産の海苔を使った海苔の加工・販
売
有明海産の海苔を焼海苔、味付のりにした商品
に加え、新たに新商品として、北海道羅臼産昆布
と熊本県産木耳の入った海苔佃煮をご案内しま
す。

　

秀明ナチュラルファーム熊本 熊本県

TANA　掌　GOKORO
2014年フランスの『ル・ボン・マルシェ』の日本特
別展でベストコレクションとなった逸品。農薬も肥
料も与えず自然の力だけで育てた小麦を使用した
素麺とうどんです。

熊本都市圏協議会（西原村）

野の花工房 熊本県

阿蘇のうまか梅
のせるだけ、まぜるだけねり梅に馬肉。日本初の
贅沢おかず梅です。アイデア次第で何にでも使え
る便利な逸品です。

熊本都市圏協議会（熊本市）

おだ商店 熊本県

れんこんクッキー、れんこんチップ
れんこんクッキー：熊本産蓮根を粉末にして生地
に使用、蓮根型に焼きました。
れんこんチップ：熊本産蓮根をカリッと揚げたチッ
プです。おつまみに最適です。

熊本都市圏協議会（熊本市）

ショコラ　カフェビストロ 熊本県

玉ねぎの塩ジャム
県産の無農薬の玉ねぎ、甘酒、天日塩で作った
ジャム。お肉やお野菜にも合う商品で弊社の馬
肉のコンビーフソーセージ（新商品）との相性抜
群。併せて出品します。

熊本都市圏協議会（熊本市）

杉果園 熊本県

お疲れさまゼリー（飲むゼリー）
杉果園で収穫した果物をふんだんに使い果物と
少しの砂糖で作っています。冷やして飲むゼリーと
して、凍らせてシャーベットでも食べられます。

　

くまもと食品科学研究会 熊本県

くまもと食品科学研究会大賞受賞商品
熊本県内の食品に関する産学官の集まりの当会
では、会員の新商品やロングセラー商品を対象に
表彰する制度を設けており、その受賞商品を出展
いたします。

大 分 県
一般出展小間

　

有限会社かぼす本家 大分県

かぼす果汁・柚こしょう
大分県特産品「かぼす」をはじめとする日本のかん
きつを中心に、１００％果汁や調味料等を販売し
ています。お客様にニーズに合った商品づくりや、
食空間の提案も行います。

宮 崎 県
一般出展小間

　

農事組合法人　香川ランチ 宮崎県

鶏卵、鶏卵加工品、鶏肉加工　他
宮崎県より大自然で育った元気な鶏より生れた
新鮮なたまごを中心に、茶碗蒸しや玉子とうふ、
スイーツなど九州を中心に各地にご案内していま
す。

　

矢野園芸 宮崎県

キュウリ、ミニトマト、えのき
地域の有志で作る農産物共同出荷組合です。品目はきゅうり、
とまと、えのき、極早生ミカン等です。矢野園芸の農産物の強み
は産地直送でとにかく新鮮です。使用する有機質１００％の肥
料も海藻入りのオリジナルを使い、棚もちが良くおいしいです。
生産・出荷・加工・販売機能が揃った生産者だけの集団です。

一般社団法人　都城圏域地場産業振興センター

ミルククラブ中西牧場 宮崎県

甘乳蘇
日本最古の和製チーズ
手作りで生乳だけで作ります。

一般社団法人　都城圏域地場産業振興センター

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県

空飛ぶ玉ネギドレッシング
宮崎県延岡産のブランド玉ネギをたっぷり使った
ノンオイルタイプの和風ドレッシングです。

一般社団法人　都城圏域地場産業振興センター

（有）竹森商事 宮崎県

味付鶏はらみ　しょうゆ味　200ｇ
国産鶏のはらみを味付タレに漬込みました。製品
を解凍し、カットした野菜と一緒に炒めて下さい。

一般社団法人　都城圏域地場産業振興センター

（株）上沖産業 宮崎県

宮崎県産きゅうりの醤油漬
生産量日本一の宮崎県産きゅうりを使用したきゅ
うりの醤油漬です。新鮮な状態で漬け込んだきゅ
うりをしっかりと水分をしぼって味入れをしています
ので食感も◎

一般社団法人　都城圏域地場産業振興センター

黒豚直売所「豚ぷきん」（有）スワイン清藤 宮崎県

黒豚肉、ウインナー、ベーコン
自社生まれの黒豚に自社農場で生産している無
農薬のかぼちゃを与え仕上げています。厳選した
黒豚だけ別飼いし、特別配合の飼料を与えていま
す。脂身が甘いのが特徴です。

一般社団法人　都城圏域地場産業振興センター

（有）タケモリ 宮崎県

タルタルソース
国産玉ねぎ、宮崎県産ゆで卵を使用した具材たっ
ぷりのフレッシュなタルタルソースです。

一般社団法人　都城圏域地場産業振興センター

日本信頼農業株式会社 宮崎県

きゅうりを原材料にした新製品
オイ・キムチとして、今までにない食感です。バー
ガーは試験中ですが、間に合えばインタレスト・
バーガーになります。ワンタッチ・トゲあるきゅうりで、
シャキットつまみになります。

一般社団法人　都城圏域地場産業振興センター

（株）岡崎エッグ　都城店 宮崎県

五目厚焼玉子
南九州産の鶏卵を使用し、山くらげ、きくらげ、人
参、椎茸、グリーンピースを混ぜ込んで焼き上げま
した。見た目にも色鮮やかで具だくさんの栄養満
点の玉子焼きです。

一般社団法人　都城圏域地場産業振興センター

（株）都城田中家 宮崎県

菌床生しいたけ
材料は宮崎県産のもので、自社内完結生産。ト
レーサビリティー体制を確立した、安心・安全な商
品生産を行っています。容器も箱、袋詰め等ご要
望に応じて対応致します。

一般社団法人　都城圏域地場産業振興センター

霧島酒造株式会社 宮崎県

白霧島
白麹仕込みの本格芋焼酎「白霧島」。南九州産
のさつまいも「黄金千貫」と霧島連山の地下水で
仕込み、なめらかな口当たりと飲み飽きない美味し
さを実現しております。

一般社団法人　都城圏域地場産業振興センター

株式会社　鶏愛 宮崎県

みやざき地頭鶏（鶏肉）
県産ブランドの地鶏で良質な脂で臭みのない鶏
肉に仕上げる為に餌に海草を配合し、大自然の
中、ゆったりと飼育しています。全国に安心・安全・
鮮度一番で直送しております。

一般社団法人　都城圏域地場産業振興センター

フードライフ　株式会社 宮崎県

みやざき好いーと　チーズ饅頭
チーズ饅頭は、宮崎県で生まれました。宮崎の郷土菓子として定着
しつつありましたので、他店とは一味違う味を追求しました。チーズあ
んは、デンマーク産ブコチーズを使用。白あんと合わせる事で、オリジ
ナルのチーズあんに仕上げ、外生地にはアーモンド、表面のそぼろ
にはハチミツを使用した一風変わったチーズ饅頭に仕上げました。

一般社団法人　都城圏域地場産業振興センター

ばあちゃん本舗株式会社 宮崎県

観音池ポークの焼くだけミート・シリーズ
宮崎県都城産ブランド豚「観音池ポーク」を使用
してこだわりのタレに漬け込み熟成　６種類のバ
リエーションがあり簡単解凍、調理で現代人向き
で使いやすくおいしいシリーズです！

　

株式会社　轟園産 宮崎県

にんじん、白菜、キャベツ、ほうれん草、ブ
ロッコリー、レタス、ネギ、玉ねぎ
轟方式農業技術で農家さんが精根込めて作っ
た野菜は味が均一でおいしいと評判です。正確
な栽培管理で高い品質を長期に安定供給できま
す。
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ＪＡ宮崎経済連

株式会社　ミヤチク 宮崎県

宮崎牛　宮崎ブランドポーク　加工品
全国和牛能力共進会にて連続日本一を受賞した

「宮崎牛」をはじめ、「宮崎ブランドポーク」や宮
崎県産のハムソーセージなど、畜産王国「宮崎」
の魅力溢れるブースです。

ＪＡ宮崎経済連

（有）白水舎乳業 宮崎県

百白糀
栄養バランスの良い牛乳を、糀の酵素の力で細か
く分解、ブドウ糖とアミノ酸は効率よく体に吸収さ
れ、必要なところに効果的に届きます。体にやさし
い新しい乳飲料です。

ＪＡ宮崎経済連

宮崎県農協果汁㈱ 宮崎県

日向夏ドリンク190ｇ缶、日向夏ウォーター、
塩日向夏ウォーター５００ｍｌＰＥＴ、日向夏
紅茶ＰＥＴ、日向夏１００％１２５ｍｌ、紅酢
200ｍｌＰＥＴ、紅酢125ｍｌ、濃い人参125ｍｌ
～宮崎の大自然と地域の農業とともに共生・発展
し、安全・安心な商品を提供し続ける～

ＪＡ宮崎経済連

JA宮崎経済連 宮崎県

卵　米の子
「米の子」は宮崎県内で採卵される卵のうち、①
宮崎県産飼料用米、②エスク（卵殻質改善飼
料）、③ＺＫミックスの３つを原料飼料として義務つ
けたものです。

鹿 児 島 県
一般出展小間

　

日高水産加工有限会社 鹿児島県

さつま揚げ　豆腐入り
すけそうだらなどのすり身に豆腐、地酒、甘酒を
たっぷり使用した、甘みがありソフト感のある小判
型のさつま揚げです。

　

有限会社　鹿児島ますや 鹿児島県

無添加鶏肉ウインナー
無添加ウインナーは食感が悪いのが一般的です
が、これは鶏肉ムネ肉100％でありながら食感が
あり、ジューシーさも兼ね備えた未だ世に存在しな
い逸品です。

　

小城製粉株式会社 鹿児島県

ノングルテン米粉スイーツ、パン、わらびも
ちミックス粉、しょうゆもち、求肥素材
　

　

（株）豆一番 鹿児島県

黒糖柿ピーナッツ
黒砂糖・落花生・柿の種をブレンドし独自製法でカ
リッカリッとした軽ーい食感と程よい甘さはついつ
い手の出る美味しさ　これまでの常識を覆した商
品ではと評価されています

　

福山黒酢株式会社 鹿児島県

黒酢加工品
通常の黒酢の２～３倍長く熟成させた三年熟成
黒酢を使用した黒酢加工品、黒酢菓子、黒酢調
味料等を自社製造販売しております。添加物、化
学調味料等は使用していません。

霧島商工会議所

石野商店 鹿児島県

熟成芋焼酎「樫樽・甕」貯蔵、竹細工及
び竹芋焼酎
樫樽貯蔵や甕貯蔵など希少価値のある熟成芋
焼酎、竹細工師による竹芋焼酎や竹の器など、
貴店の焼酎ラインナップをさらに引き立てるご提
案をご用意しております。

霧島商工会議所

（有）赤塚屋百貨店 鹿児島県

鹿児島限定販売焼酎
鹿児島県のみの販売で味、香りのはっきりした焼
酎を紹介させて頂きます。鹿児島県酒造組合、鹿
児島大学認定の焼酎マイスターが焼酎選びのお
手伝いをさせて頂きます。

霧島商工会議所

有限会社　徳重製菓とらや 鹿児島県

創作生かるかん
霧島の天然名水と、厳選した地元特産の自然薯
を使って蒸しあげました。従来のかるかん饅頭の
概念を超えた、しっとりとした食感と上品な風味を
お楽しみくださいませ。

霧島商工会議所

有限会社　かわいち国分 鹿児島県

熟成紅はるか干芋
2ヶ月以上熟成した鹿児島県産「紅はるか」をねっ
とりあまい干芋に仕上げました。

霧島商工会議所

千石温泉 鹿児島県

日当山の温泉水（２Ｌ、500ｍｌ）、Ｓｉｌｉｃａ117（２
Ｌ、500ｍｌ）、本格芋焼酎　千の華（900ｍｌ）
シリカをたっぷり含んだ霧島日当山の温泉水。超
軟水で、水本来の甘さが感じられる天然ミネラル
ウォータです。焼酎『千の華』はこの温泉水を割水
にした本格芋焼酎です。

　

奄美の里 鹿児島県

奄美鶏飯（けいはん）、黒豚みそ、龍郷の
ドラゴンフルーツ
鶏飯はご飯に具をのせ、熱々の鶏ガラスープをか
ける奄美の郷土食。奄美の粒みそと黒豚、鰹節
の素朴な黒豚みそ。ドラゴンフルーツは奄美の自
社農園で無農薬栽培しています。

　

薩摩鰹節　（株）丸庄 鹿児島県

だしパックあごブレンド
九州産のあご（飛魚）・いわし・かつお・さばの四種
類の原料をバランスよく配合。化学調味料・食塩
など無添加。味を強く、香りを良くするために遠赤
焙焼をしております。

　

鹿屋市 鹿児島県

鹿屋市の農畜産物
鹿屋市内で生産された農畜産物の加工食品をお
届けします。

　

種子島地域産業推進協議会 鹿児島県

キビナゴ（生・冷凍）
黒潮の恵みに育てられた種子島近海のキビナゴ
は、夏から冬へ身がしまり、大きく成長します。新鮮
なまま－４０℃で急速冷凍。刺身・天ぷら・塩やき
等に使用できます。

福 岡 県
農商工連携・6次産業化出展小間

　

みやこハム株式会社 福岡県

地域の特産品を使用した加工品
本場ドイツ製法を継承した商品造りと多品種小
ロット生産を得意とし、地域の特産品とのコラボ
商品の開発から販売までを手掛けております。

　

朝倉物産（株） 福岡県

あさくら農園より～葱ドレッシング
化学肥料を一切使用せず栽培した、自社農場の
青葱をたっぷり使った葱ドレッシングです。

　

ニシモト食品 福岡県

わさびり～ふ（マイルド）（スパイシーホッ
ト）
福岡県でもワサビが採れる！ワサビの根・茎・葉を丸
ごと使用し、シャキシャキとした食感が癖になる新
感覚の博多・新薬味です！

　

竹の葉月　柿農園 福岡県

竹炭・竹灰・竹酢液で育てた甘くておいし
い富有柿
糖度が増す働きがある竹炭、竹灰、竹酢液を土壌
改良に使い化学肥料を一切使わず甘くて美味し
い柿を育てています。また病虫害の発生を少なく
できる為減農薬で育てています。

　

田中製粉（有） 福岡県

福岡県産小麦粉
福岡県産小麦を１００％使った無添加の薄力粉、
中力粉、強力粉を業務用、小売用ともに製造して
おります。きめ細かさと風味の良さが特徴です。ま
たこれらの小麦粉を使った各種ミックス粉も小ロッ
ト・OEMで承ります。
　

味の和光 福岡県

博多あごふりだし
厳選した6種類の国産天然原料を使用したこだわ
りの和風だしです。また、下味は調えてありますの
で、お料理が簡単に美味しく出来上がります。

　

久留米市農業協同組合 福岡県

博多和牛ローストビーフ・味噌ドレッシン
グ・たれ
福岡県久留米市で生産された農畜産物を、多く
の人に知ってもらうため、「自分の家族にも食べさ
せたい商品」づくりに取り組んでいます。
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糸島市商工会二丈支所

浮嶽くじら処理加工組合 福岡県

サイコロ肉、スライス肉、スペアリブ、ブ
ロック肉

「浮岳」とは糸島にある山の名で、「山くじら」はイ
ノシシを指します。福岡・糸島産の野生イノシシ肉
のおいしさの秘密は①地抜き②温度管理③手作
業。是非、ご堪能下さい。

　

富士食品株式会社 福岡県

冷凍　糸島ねぎ入玉子焼き
自然豊かな糸島の大地で育てられた葉ねぎと九
州各県の厳選した卵を使い一つ一つ、心を込め
て巻いた玉子焼きです。

　

株式会社　ワカヤマ 福岡県

いちじく美人、レモン美人
九州産素材を使い、自然豊かな九州を感じてもら
える商品作りを心がけています。弊社のTenブラン
ドは、農家さんと直接向かい合って商品開発を進
めています。

　

青空きのこ園 福岡県

松きのこ
松茸と椎茸の突然変異から生まれた新種の食用
きのこです。ほんのりとした甘味で風味も良く歯ご
たえのある食感です。無農薬で安心して召し上が
れます。

　

株式会社　里山商会 福岡県

簡単一手間「里山ごはん」
福岡県産夢つくし（特別栽培米）と、九州で昔から
愛され続けてきた混ぜご飯の素（4種）がセットに
なった「里山ごはん体験キット」。里山の食を体験
していただける贈り物にぴったりな商品。

佐 賀 県
農商工連携・6次産業化出展小間

　

香月さんちのいちご畑 佐賀県

つまめる粒ジャム
苺農家のお母さんが一年中苺を食べて貰いたい
思いを形にしました。苺の粒をまるごと乾燥させて
一袋に約３０粒以上詰込みました。甘ずっぱく粒々
した食感をお楽しみ下さい。

　

野々香 佐賀県

野々香のフレンチドレッシング、ジャポネ
ソース、佐賀ドレ（レンコンドレッシング）
佐賀県白石特産の玉葱、レンコンを使用し、野々
香の料理長が独自に作ったドレッシングです。

　

竹と共に成長する大橋農園　KAGUYA 佐賀県

朝摘み完熟果実ボイセンベリー・ビネガー
ドリンク・スパークリング
佐賀県で育てたボイセンベリーを贅沢に使った、
飲むお酢とそのお酢の入った炭酸飲料です。女
性に喜ばれる手土産をイメージして作りました。

　

風の牧場 佐賀県

風の牧場「牛の匠が作る本格カレー」
愛情をかけ、大切に育てた自家産牛（牛ロース、牛
スジ）をたっぷり使って作った本格カレー

長 崎 県
農商工連携・6次産業化出展小間

南島原市商工会

（農）サンエスファーム 長崎県

生椎茸、椎茸栽培セット、チップス、かりん
とう、白だし、シロップ
しいたけチップスは椎茸を素材そのまま、まるごと
食べることができる無添加・油不使用のヘルシー
な商品です。お酒のおつまみや、様々な料理アレ
ンジにも活用できます。
　

株式会社　大地のいのち 長崎県

西海カラマンダリン完熟じゅうす
全国でも希少なカラマンダリンという品種の柑橘をしぼったストレー
トジュースです。土づくりからこだわって栽培したカラマンダリンは、
糖度は１５度以上にもなり、青果は生協でも人気商品です。今回
特別なジューサーで作ったストレートジュースは、そのものよりも美味
しいと評判です。他にはない特別なジュースをぜひいかがですか？
　

松尾コーヒー株式会社 長崎県

ビーンズしょくらあと抹茶風仕立て
長崎県産「そのぎ茶」を使用した、「ビーンズしょく
らあと抹茶風仕立て」が新発売となりました。

　

株式会社きんかい茸 長崎県

長崎霊芝珈琲
長崎産霊芝をたっぷりブレンドした体にやさしい珈
琲です。薬用きのこ生薬として名高い「霊芝」をで
きるだけ美味しく飲んで頂くため、コーヒー専門店
と共同制作しました。

熊 本 県
農商工連携・6次産業化出展小間

熊本県北３市物産商談会連絡調整協議会

有明ファーム（四ツ山食品） 熊本県

有明ファーム（トマト・しいたけ）及びその
加工品（カレー等）
自社農園（椎茸・トマト）を保有し、その農産品と地
方特産品をいかして農業の六次産業化を自社で
一貫して行っております。

　

株式会社　山下果樹園 熊本県

みかんジャムソース、まるごとぎゅーっとゼ
リー他
私たち山下果樹園は昭和40年代より柑橘の栽
培を行ってきています。ジャム、ゼリーなどは旬の原
料を使用し添加物等を限りなく減らした果樹園な
らではの商品です。

　

有限会社　サウピッカニア 熊本県

あすかま塩・塩ガーリック　天草の海水塩、熊
本産にんにく、レッドペッパー利用のスパイス
あすかま塩・塩ガーリック　熊本県内で１万個以
上の販売実績があるすぐれ物。天草の海水塩、
熊本県産にんにく、赤とうがらし等を利用した調味
料

　

あゆみきのこ 熊本県

きくらげ
美容と健康維持に、あゆみきのこのきくらげを！

　

おがた健康農園 熊本県

雑穀グラノーラ『里のたより』　『どうぞそ
のまま食べて』他
砂糖　塩　油分など不使用の素焼きしただけの
ヘルシー食品です　大豆　もちむぎ　黒米の本
来の味が楽しめます、子供のおやつ　ビールのつ
まみ　朝食に
　

花の香酒造 熊本県

スパークリング清酒
地元産の米・麹を使ったこだわりスパークリング清
酒をご案内します。

　

欧風菓子MAEHIRO 熊本県

荒尾梨を使ったお菓子など
特産の荒尾梨を自店で加工し使用した様々なお
菓子です。梨のお菓子の他に、７月に世界文化
遺産に登録された万田抗をイメージした黒いお菓
子も色々あります。

　

(有)木之内農園 熊本県

阿蘇高原のいちごジャム　他
南阿蘇で20年手作りしています。苺生産者なら
ではの果実ぎっしりジャム。また晩白柚とデコイチ

（不知火）をミックスした晩・デコジャムも人気で
す。

　

株式会社　染彩 熊本県

幻の塩黒糖
弊社は天然無添加、安心、安全を大事にしており
ます。大人気の「幻の塩黒糖」は熟練の職人が
すべて手作りに拘り一つ一つ丁寧に仕上げた弊
社のロングセラーです。

　

磐石ローヤルゼリー　株式会社 熊本県

熊本県産非加熱はちみつ
日本で流通している蜂蜜の中で、国産蜂蜜の割
合は７％に満たない大変貴重なものとなっており
ます。その中でも、全て熊本県内で採取、手詰し
た非加熱の蜂蜜です。

　

阿蘇ドリー夢ファーム 熊本県

自然農法栽培米
第１６回米・食味分析鑑定コンクール国際大会に
於いて金賞を受賞。農薬・化学肥料を使用せず、
米ぬかと稲わらで育てた自然農法米です。極めて
安全で美味です。
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天草梅肉ポーク（株） 熊本県

天草梅肉ポーク
「完全無薬」安心安全の豚肉です。餌に自社独
自の梅肉エキスを混ぜ与え抗生物質を一切投与
しない飼育が可能です。脂身が本当に甘く、豚独
特の獣臭がない美味しい豚肉です

　

山本建設株式会社 熊本県

うなぎの蒲焼
熊本県甲佐町の自社養殖場で育てた「うなぎ」を
香ばしく焼き上げ急冷凍。ふっくら焼きたての美味
しさを、そのままお届けいたします。

　

わくわく健康倶楽部 熊本県

青みかんの力、い草のふしぎ、キクイモ
九州熊本で育まれた自然の恵みを主原料とし、熊
本の自社工場にて原料を丸ごと、植物由来のカ
プセルに手作業充填した「自然派ハンドメイド・サ
プリメント」をお届けします

　

宇城４H加工研究会 熊本県

宇城地域の農産物
宇城地域の若手農業者で作った農産物です。

　

有限会社　山一食品 熊本県

阿蘇たかな漬
阿蘇で生産、阿蘇で漬込んだつけもの「阿蘇たか
な漬」

　

有限会社　熊本有機農産 熊本県

ムクダイ　野菜
農薬、化成肥料は全く使わず土地を元気にしてそ
こで作った野菜です。安心、安全、新鮮です。おい
しく育てています。

　

ジェラテリア　カプリ 熊本県

王妃に夢（ジェラート）
沖縄県産の尚和三盆糖を使用した黒糖風味の
ジェラートです。卵未使用で無添加です。

熊本県北３市物産商談会連絡調整協議会

（有）きくち観光物産館 熊本県

菊芋・ヤーコン加工品
機能性野菜を使用した加工品に力を入れていま
す。

熊本県北３市物産商談会連絡調整協議会

（有）七城町特産品センター 熊本県

乾燥フルーツ、野菜、メロンカレー、ドレッ
シング等
地元食材をふんだんに使用しています。素材に自
信があります。

熊本県北３市物産商談会連絡調整協議会

（有）ファームきくち 熊本県

きくち古代穀
熊本県菊池市に広がる棚田で、菊池渓谷の水を
いただき、ゆっくり大切に育てています。

熊本県北３市物産商談会連絡調整協議会

お茶のナカヤマ 熊本県

乾燥フルーツ、健康茶
食べて健康、飲んで健康

熊本県北３市物産商談会連絡調整協議会

斉藤製茶園 熊本県

茶、茶スイーツ
「くまもと夢挑戦ファンド」認定商品　”カテキン含
有率No.1のお茶”で作る和チョコ・クッキー

熊本県北３市物産商談会連絡調整協議会

錦の露合資会社 熊本県

清酒、錦の露、たますぱ
大正15年日本一に輝いた名酒を玉名産酒米を
用い復刻させた酒。玉名産酒米を使用したスパー
クリング清酒

熊本県北３市物産商談会連絡調整協議会

菊鹿町干し柿研究会 熊本県

あんぽ柿ほっぺ、干し柿すてぃっく
今までになかった干し柿　あんぽ柿ほっぺ　干し
柿すてぃっくをどうぞ・・

熊本県北３市物産商談会連絡調整協議会

株式会社　アビストＨ＆Ｆ 熊本県

浸みわたる水素水
老化防止、抗炎症、坑アレルギー、美白、ダイエッ
ト、二日酔い。健康サプリとして今話題の水素水！
熊本の美味しい天然水に水素がたっぷり溶け込
んでいる高濃度水素水です。

五木村商工会

五木村商工会女性部 熊本県

大人の贅沢椎茸ごはん、子供も喜ぶ椎茸
ごはん
五木村の原木椎茸をぜいたくに使い、美味しい椎
茸ごはんが簡単にできる混ぜ込ご飯の素を作りま
した。原木ならではの風味とアワビのような食感を
お楽しみ下さい。

五木村商工会

株式会社絵瑠夢 熊本県

五木団子（５種入り）
福岡県産小麦粉使用、芋は熊本県大津産紅は
るか使用、塩は長崎県の西端、五島灘に面した
崎戸島、５種アイテム大麦若葉、黒ごま、きな粉、
紫芋、雑穀米

五木村商工会

民宿山里 熊本県

豆腐の味噌漬け、セリの佃煮
豆腐の味噌漬け　天然にがりで作った豆腐を無
添加の味噌に漬け込んだ浅漬けタイプと四ヶ月
以上じっくりと漬け込んだ濃厚な味やわらかタイプ
です。

五木村商工会

株式会社　子守唄の里五木 熊本県

鹿ソフトジャーキー
五木村産野生鹿の肉を山桜チップでいぶした、香
ばしくやわらかいジャーキーです。日本酒や焼酎、
ワインや洋酒などお酒のつまみや、オードブルの
一品にどうぞ。

　

㈱優光 熊本県

旨辛ぎょうざ
ゆずこしょうをあんに入れた、タレ要らずのぎょうざ
です。

　

有限会社　中村忠義商店 熊本県

活あさり海水パック及び貝類関連食品
熊本県の「活あさり貝」を中心に、貝類全般の食品

（生鮮・冷凍・レトルト）を提案いたします。

　

阿蘇壱番屋 熊本県

キクイモ商品
阿蘇の大地で育ったキクイモの力を届けます。

大 分 県
農商工連携・6次産業化出展小間

　

株式会社イイノ研 大分県

オリーブ苗木、ピロール米（大分産）、つる
みの磯塩（大分産）
めしの食える農業はオリーブとピロール、医食農の
一体をめざして機能性食品の開発をめざし産官
学共同研究商品開発特許商品約２０品目の紹
介です。会場でお待ちしています。

　

渡邉食品企画 大分県

大分　鶏めしの素
大分県郷土料理「鶏めし」出来上がった白いご飯
に混ぜるだけで簡単にお作り頂けます。米２合用
と少世帯向けで低価格ですが、国産鶏を使用し
あっさりとコクのある逸品です。

　

株式会社　村上椎茸農園 大分県

大分県産　生椎茸
世界農業遺産　国東半島から
空気が美味しい！
椎茸が美味しい！

　

松岡椎茸生産販売（株） 大分県

干し椎茸加工品、干し椎茸のギフト製品
大分県産原木干し椎茸を１００％使用。昔ながら
の味付け「椎茸うま煮」、パンやパスタに「しいたけ
のアヒージョ」是非一度お試し下さい。

10



　

有限会社　麻生醤油醸造場 大分県

調味料及び加工食品
新感覚調味料「みそマヨネーズタイプ」や九州産
素材を用いた高付加価値のある調味料を製造・
販売しております。

　

喜多屋 大分県

和TaRu（ワタル）　豆乳から作った和の
タルタルソース
豆乳をベースに植物性素材でタルタルソースを作
りました。動物性素材・化学調味料不使用です。
野菜にそのままディップしても、フライにつけても美
味しいです。

　

大分県農林水産部　おおいたブランド推進課 大分県

大分県産の加工原料向け農林水産物・
加工品
大分県は「The・おおいた」のブランド化に取組ん
でいます。今回は、大分県産の加工原料向け農
林水産物や加工品を皆さんにご紹介します！

　

（有）ティ・アンド・エス総合企画 大分県

ハーブ・パプリカを使用した調味料
栽培管理システム（養液管理・温度・湿度・光をす
べてコンピュータ管理するシステム）で栽培された
ハーブやパプリカを使い、調味料（ドレッシング等）
を開発。安全・安心な商品の販売を行っている。

　

おおやま夢工房 大分県

梅酒　ゆめひびき
梅の里大分県日田市大山町
地元産の梅を100％使用し、梅園の真ん中に工
場を構え梅酒を専門に製造。長期熟成製法（3年
以上）のこ梅酒を製造しています。

宮 崎 県
農商工連携・6次産業化出展小間

　

成合平兵衛酢園 宮崎県

へべす完熟、へべす果汁、皮ペースト
へべすは他の香酸かんきつ類より香りが優しく種
も少なく、果汁が豊富なのが特徴です。生果と果
汁をしぼった加工品も用意しています。

　

（株）日向屋 宮崎県

手羽煮、炭火焼、ホルモン焼、レバー等
常温商品で鶏手羽、鶏の炭火焼、豚ホルモン、鶏
レバー等、さまざまなアイテムを取り揃えておりま
す。他には無い商品が盛りだくさん！

　

株式会社　岡崎牧場 宮崎県

パイン牛
黒毛和牛の生産農場として宮崎市内に２店飲食
業も経営しており、直接お客様の反応を牧場の
生産現場へ反映させてきました。今年の４月には
生食用加工所も新設し、宮崎県唯一の施設とし
て稼動しています。

　

胡麻屋　しも農園 宮崎県

煎りごま、すりごま、ねりごま等
有機・無農薬で生産した三股町産ごま（ブランド
名：みまたんごま）を原材料にした加工品です。

　

株式会社　早日之峰光自然農場 宮崎県

鶏肉及び鶏肉を加工したもの（焼トリ、く
ん製）
強健に育成する為に様々な工夫を重ねた鶏肉

（平飼い鶏）は食べていただくと違いがわかりま
す。美味しさが、食べた人の体でわかる鶏肉です。

　

宮崎和牛　齋藤牛 宮崎県

宮崎和牛　齋藤牛、齋藤牛黒カレー
自社牧場で独自に開発した、発酵飼料を給餌し
愛情込めて飼育した、あっさりとした脂質が特徴の
オリジナルブランド和牛です。この齋藤牛を使用し
た特製黒カレーも紹介します

　

農業生産法人有限会社　すき特産 宮崎県

粒栗、ゆずスッパイチップス
宮崎県小林市須木。特産である、甘くて大きな
栗、香りが高く味わいのある柚子をつかった加工
品の製造をしています。生産者の想いと共に、㈲
すき特産の商品をご覧下さい。

　

康卵の里 宮崎県

康卵、霧島宝卵
霧島の天然水と有効微生物入り飼料で育てた
生命力あふれる健康な鶏が産んだ卵です。嫌な
臭みがほとんどなく、一般的な卵と比べ、コクと旨
味ある濃厚な味わいが特徴です。

鹿 児 島 県
農商工連携・6次産業化出展小間

　

エスオーシー株式会社 鹿児島県

天然ミネラルウォーター「温泉水９９」
・ 鹿児島県桜島産でｐＨ９.９の天然アルカリイオン

水！
・硬度１.７の超軟水！
・まろやかで常温でも美味しい水！
・健康と美容、料理にお薦め！
　

屋久島ふれあい食品株式会社 鹿児島県

屋久島オレンジピールチョコ
屋久島特産品「たんかん」でストレートジュースを
製造する時に出るたんかん果皮を砂糖漬けにし
て、チョコレートをコーティングしました。

　

居酒屋民宿珊瑚礁のさかな工房 鹿児島県

キダカ（ウツボ）黒酢蒲煮
種子島で獲れた活きたキダカを神経締めし新鮮
な状態で骨取りし特殊冷風乾燥機で加工し炭火
焼きし黒酢煮にしました。他とびうおメンチカツなど
魚加工品を提供しております

　

農業生産法人そのやま農園（株）鹿児島県

鹿児島県湧水町産有機野菜と『食べる
人参ジュース』
鹿児島県湧水町の5haの畑で年間30種類の有
機野菜を育て、主力の人参を使って『食べる人参
ジュース』を作っています。直営レストラン「森のか
ぞく」も経営しています。

　

㈱薩摩つけもの工房 鹿児島県

きゅうのすけ
南国薩摩の肥沃な大地で育まれた風味豊かなミ
ニきゅうりを浸透圧を活用した弊社独自の製法と
地元福山町の名産物である黒酢を使った国産和
風ピクルスです。

　

農事組合法人　薩摩西郷梅生産組合 鹿児島県

梅干し　他
薩摩西郷梅は香り豊かで果肉が厚く、肉質良好、
粒が大きめの最高級品種の「南高梅」で作られて
います。

南さつま市商工会

食堂　勝八 鹿児島県

焼ハツピリ辛にんにく風味
豚の心臓部分をピリ辛のにんにく風味に仕上げま
した。南さつまの黒酢で旨みと香りを引き出しまし
た。

南さつま市商工会

坊津やまびこ会 鹿児島県

サジンダンゴ
月桃の葉で包んで蒸したダンゴ。香りがよくJR九
州の「ななつ星」のデザートにも採用されていま
す。

南さつま市商工会

水溜食品株式会社 鹿児島県

ぽり×2
天日干しされた割干大根を味付けし、小包装にし
ました。

南さつま市商工会

ジョイ・クラフト 鹿児島県

手づくり海塩「笠沙のしお」
鹿児島県薩摩半島の南西端で、釜だきの海塩を
手づくりしています。海からの恵みをたっぷり含ん
だ、やさしい味の塩です。

南さつま市商工会

坊津蔵 鹿児島県

①さかなの醤油　②魚の薫製
① 天然の調味料でカツオ、キハダマグロを4年間

発酵
②原木で９時間薫製した本格的薫製

南さつま市商工会

（有）二見屋商店（味の石燈籠）鹿児島県

長命草黒豚ギョーザ、長命草お魚ギョー
ザ、長命草しゅうまい、つくだに
南さつま産の長命草を使いギョーザやしゅうまい
の皮に練りこみました。新商品としてつくだにを開
発いたしました。
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南さつま市商工会

（有）清木場果樹園 鹿児島県

甘夏マーマレード、河内晩柑マーマレード
砂糖とレモン果汁だけで作り上げた、無添加の
マーマレードです。

南さつま市商工会

さつま亭 鹿児島県

①鰤のネギみそ　②キンカンの甘煮
鰤は南さつまの海で育った鰤で、深ネギも地元産
です。金柑は、ハウス育ちの春姫というブランド物
です。

南さつま市商工会

健太郎商店 鹿児島県

たかえび塩辛、たかえび塩麹漬
塩分控えめで子供から大人まで食べられるよう甘
めの商品に仕上げました。

　

まる正福茶園 鹿児島県

お茶
「福茶」は自社の茶園で丹精込めて茶葉を作り製
造しています。１番茶のみ使用している「福茶」旨
み、コク、甘みを合わせたまろやかな味をお楽しみ
頂けます。

広告小間・観光等

展示小間

　

株式会社　丸信 福岡県

包装資材・シール印刷・紙器印刷加工
シール印刷・紙器印刷加工・包装資材販売を通
じ、商品開発からセールスサポートまで幅広いご
提案活動を通じて、あらゆるお客様のニーズに応
えて参ります。

　

UNIFILLER JAPAN 株式会社 大阪府

食品加工機械、充填機・搬送ポンプ
当社は充填機と移送ポンプメーカーです。シンプ
ルで部品が少ない電気を使わないエア駆動方式
は水場には最適、根強い支持を頂いており液体
～固形物～高粘度に最適です！

　

農研機構　九州沖縄農業研究センター 熊本県

研究成果のご紹介
食料・農業・農村に関する研究機関として、営農、
加工・利用、流通、販売等の現場で使っていただ
きたい成果をご紹介します。

　

（株）ハイパック・（株）古川製作所 広島県

食品包装機、真空包装機
真空パックで無駄なし、安心、価値アップ！
卓上式～ベルト式真空包装機、真空密着包装
機、プラスチッククリップ結束機。
面白パッキングマシーンの勢揃い！

FAX
送信票

申　込　日
フリガナ

番号記入欄

講師／未定

第1回

名

第2回
農商工連携認定事業事例発表 名

第3回

名

番号記入欄

番号記入欄

フリガナ ご紹介者名

九州食の展示商談会各種申込書（来場者用）
九州食の展示商談会実行委員会事務局行

ＦＡＸ．０９６-３２４-７００４

追加希望枚数をご記入ください（　　枚）
ご入場には1名につき1枚の招待券が必要です。
3名以上でご来場される場合は招待券の追加申込が必要です。

　　　　　セミナー

　　　

社　名
団体名

携帯　　　 -　　　　-
FAX　　　　-　　　　-
TEL　　　　-　　　　-

平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　　　　　招待券追加申込み

〆切/平成27年10月30日（金）
※定員80名ですので申込多数の場合は先着順となります。

第1回　13：00～14：00

参加者

〒

業種等を番号でお選びください
（複数回答可）
①百貨店　②量販店・スーパー　③小売店
④通信販売　⑤生協　⑥コンビニ
⑦外食チェーン・レストラン・食堂
⑧居酒屋　⑨旅館・ホテル
⑩弁当・惣菜販売　⑪食事宅配業
⑫食品製造業　⑬市場　⑭商社　⑮仲卸
⑯物流業　⑰　輸出業　⑱出展者
⑲後援団体　⑳国　㉑県　㉒市町村
㉓商工業団体　㉔農水産業団体
㉕学術・研究機関　㉖その他（　　　　　　　）

E-mail：

第3回　11：00～12：00

住　　所

住　　所

〒 TEL　　　　-　　　　-
FAX　　　　-　　　　-
携帯　　　 -　　　　-
E-mail：

■各セミナーの参加人数をご記入ください。

■氏名 ■所属 ■役職

社　名
団体名

　

■役職

業種等を番号でお選びください
（複数回答可）
①百貨店　②量販店・スーパー　③小売店
④通信販売　⑤生協　⑥コンビニ
⑦外食チェーン・レストラン・食堂
⑧居酒屋　⑨旅館・ホテル
⑩弁当・惣菜販売　⑪食事宅配業
⑫食品製造業　⑬市場　⑭商社　⑮仲卸
⑯物流業　⑰　輸出業　⑱出展者
⑲後援団体　⑳国　㉑県　㉒市町村
㉓商工業団体　㉔農水産業団体
㉕学術・研究機関　㉖その他（　　　　　　　）

参加者

■氏名 ■所属

お申込み先：九州食の展示商談会実行委員会事務局
　　　熊本市農商工連携推進課内 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1  ☎096-328-2384　担当/川上、四方田、池田

社　名
団体名

フリガナ ご紹介者名

■氏名 ■所属 ■役職

※申込に記載された情報は、本商談会に関する情報提供、開催結果報告及びアンケート調査の目的で利用させていただきます。

※申込に記載された情報は、本商談会に関する情報提供、開催結果報告及びアンケート調査の目的で利用させていただきます。

業種等を番号でお選びください
（複数回答可）
①百貨店　②量販店・スーパー　③小売店
④通信販売　⑤生協　⑥コンビニ
⑦外食チェーン・レストラン・食堂
⑧居酒屋　⑨旅館・ホテル
⑩弁当・惣菜販売　⑪食事宅配業
⑫食品製造業　⑬市場　⑭商社　⑮仲卸
⑯物流業　⑰　輸出業　⑱出展者
⑲後援団体　⑳国　㉑県　㉒市町村
㉓商工業団体　㉔農水産業団体
㉕学術・研究機関　㉖その他（　　　　　　　）

住　　所

〒

①当日は、名刺2枚が必要です。②名刺をお持ちでない方は全てご記入ください。③右の業種等以外の一般の方のご入場はできませんので、予めご了承ください。

TEL　　　　-　　　　-

農業の６次産業化の展開方向（仮題）
講師／未定

海外輸出促進に資する海外展開セミナー（仮題）

講師／（株）緒方エッグファーム
代表取締役　緒方克也氏、営業企画部長　緒方幸代氏

第2回　14：15～15：15

①当日は、名刺2枚が必要です。②名刺をお持ちでない方は全てご記入ください。③右の業種等以外の一般の方のご入場はできませんので、予めご了承ください。

FAX　　　　-　　　　-
携帯　　　 -　　　　-
E-mail：

参加者

ＦＡＸ．０９６-３２４-７００４

11
月
18
（水
）

11
月
19
（木
）

ご招待券

ご招待券
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FAX
送信票

申　込　日
フリガナ

番号記入欄

講師／未定

第1回

名

第2回
農商工連携認定事業事例発表 名

第3回

名

番号記入欄

番号記入欄

フリガナ ご紹介者名

九州食の展示商談会各種申込書（来場者用）
九州食の展示商談会実行委員会事務局行

ＦＡＸ．０９６-３２４-７００４

追加希望枚数をご記入ください（　　枚）
ご入場には1名につき1枚の招待券が必要です。
3名以上でご来場される場合は招待券の追加申込が必要です。

　　　　　セミナー

　　　

社　名
団体名

携帯　　　 -　　　　-
FAX　　　　-　　　　-
TEL　　　　-　　　　-

平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　　　　　招待券追加申込み

〆切/平成27年10月30日（金）
※定員80名ですので申込多数の場合は先着順となります。

第1回　13：00～14：00

参加者

〒

業種等を番号でお選びください
（複数回答可）
①百貨店　②量販店・スーパー　③小売店
④通信販売　⑤生協　⑥コンビニ
⑦外食チェーン・レストラン・食堂
⑧居酒屋　⑨旅館・ホテル
⑩弁当・惣菜販売　⑪食事宅配業
⑫食品製造業　⑬市場　⑭商社　⑮仲卸
⑯物流業　⑰　輸出業　⑱出展者
⑲後援団体　⑳国　㉑県　㉒市町村
㉓商工業団体　㉔農水産業団体
㉕学術・研究機関　㉖その他（　　　　　　　）

E-mail：

第3回　11：00～12：00

住　　所

住　　所

〒 TEL　　　　-　　　　-
FAX　　　　-　　　　-
携帯　　　 -　　　　-
E-mail：

■各セミナーの参加人数をご記入ください。

■氏名 ■所属 ■役職

社　名
団体名

　

■役職

業種等を番号でお選びください
（複数回答可）
①百貨店　②量販店・スーパー　③小売店
④通信販売　⑤生協　⑥コンビニ
⑦外食チェーン・レストラン・食堂
⑧居酒屋　⑨旅館・ホテル
⑩弁当・惣菜販売　⑪食事宅配業
⑫食品製造業　⑬市場　⑭商社　⑮仲卸
⑯物流業　⑰　輸出業　⑱出展者
⑲後援団体　⑳国　㉑県　㉒市町村
㉓商工業団体　㉔農水産業団体
㉕学術・研究機関　㉖その他（　　　　　　　）

参加者

■氏名 ■所属

お申込み先：九州食の展示商談会実行委員会事務局
　　　熊本市農商工連携推進課内 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1  ☎096-328-2384　担当/川上、四方田、池田

社　名
団体名

フリガナ ご紹介者名

■氏名 ■所属 ■役職

※申込に記載された情報は、本商談会に関する情報提供、開催結果報告及びアンケート調査の目的で利用させていただきます。

※申込に記載された情報は、本商談会に関する情報提供、開催結果報告及びアンケート調査の目的で利用させていただきます。

業種等を番号でお選びください
（複数回答可）
①百貨店　②量販店・スーパー　③小売店
④通信販売　⑤生協　⑥コンビニ
⑦外食チェーン・レストラン・食堂
⑧居酒屋　⑨旅館・ホテル
⑩弁当・惣菜販売　⑪食事宅配業
⑫食品製造業　⑬市場　⑭商社　⑮仲卸
⑯物流業　⑰　輸出業　⑱出展者
⑲後援団体　⑳国　㉑県　㉒市町村
㉓商工業団体　㉔農水産業団体
㉕学術・研究機関　㉖その他（　　　　　　　）

住　　所

〒

①当日は、名刺2枚が必要です。②名刺をお持ちでない方は全てご記入ください。③右の業種等以外の一般の方のご入場はできませんので、予めご了承ください。

TEL　　　　-　　　　-

農業の６次産業化の展開方向（仮題）
講師／未定

海外輸出促進に資する海外展開セミナー（仮題）

講師／（株）緒方エッグファーム
代表取締役　緒方克也氏、営業企画部長　緒方幸代氏

第2回　14：15～15：15

①当日は、名刺2枚が必要です。②名刺をお持ちでない方は全てご記入ください。③右の業種等以外の一般の方のご入場はできませんので、予めご了承ください。

FAX　　　　-　　　　-
携帯　　　 -　　　　-
E-mail：

参加者

ＦＡＸ．０９６-３２４-７００４

11
月
18
（水
）

11
月
19
（木
）

ご招待券

ご招待券



申　込　日
フリガナ

番号記入欄

TEL FAX

携帯電話番号

E-mail

企業概要

ＰＲ

URL

青果 精肉 鮮魚 酒・飲料 食品加工 冷凍食品 菓子・スイーツ その他（　　　　）

お申込み先：九州食の展示商談会実行委員会事務局
　　　熊本市農商工連携推進課内 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1
        ☎096-328-2384　担当/川上、四方田、池田

九州食の展示商談会予約商談会申込書（バイヤー用）

氏名

平成27年10月16日（金）

※申込に記載された情報は、本商談会に関する情報提供、開催結果報告及びアンケート調査の目的で利用させていただきます。

■氏名 ■職名 ■担当業種（分野）

http://

商談希望
業　　種

商　談
希　望
商品等

（複数記入可）

■希望出展者（出展者様の中に商談希望先がある場合は会社名をご記入ください）

■希望商品

■商談ニーズ（必要とする素材、量などをご記入ください）

 締切日

参加者

社　　名

　-　　　　- 　-　　　　-

◆予約商談会とは
出展者と予約商談会に参加するバイヤー双方の希望を事前に事務局で取りまとめ、当日指定の時間帯に商談を行っていただくものです。九州食の
展示商談会実行委員会事務局では、この予約商談会にご参加いただくバイヤー様を募集しております。

◆旅費支援制度について
予約商談を５商談以上（２日間で１０商談以上の場合は割増予定）行っていただけるバイヤー様を対象に旅費支援制度を設けております。制度のご
利用をお考えの方は、事務局までお問い合わせください。なお、予算上の都合で制度のご利用ができない場合がございますので、あかかじめご了承
ください。

◆マッチングについて
１０月送付予定の出展者ガイドブックを基に、バイヤー様に商談希望先を選んでいただくとともに、出展者様の商談希望を踏まえマッチングを行う予定
です。

企業情報

商談希望業種の□内にチェックしてください。（複数選択可）

住　　所

連　絡
担当者

■参加希望日の商談可能な時間帯の
□内にチェックをしてください。
11月18日（水）　・　11月19日（木）
10：00～10：30　　　10：00～10：30
10：30～11：00　　　10：30～11：00
11：00～11：30　　　11：00～11：30
11：30～12：00　　　11：30～12：00
12：00～12：30　　　12：00～12：30
12：30～13：00　　　12：30～13：00
13：00～13：30　　　13：00～13：30
13：30～14：00　　　13：30～14：00
14：00～14：30　　　14：00～14：30
14：30～15：00　　　14：30～15：00
15：00～15：30
15：30～16：00

〒

業種等を番号でお選びください
（複数回答可）
①百貨店　②量販店・スーパー　③小売店
④通信販売　⑤生協　⑥コンビニ
⑦外食チェーン・レストラン・食堂
⑧居酒屋　⑨旅館・ホテル
⑩　弁当・惣菜販売　⑪食事宅配業
⑫食品製造業　⑬市場　⑭商社　⑮仲卸
⑯物流業　⑰　輸出業
⑱その他（　　　　　　　　　　）

平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

ＦＡＸ．０９６-３２４-７００４
Email．nousyoukourenkei@city.kumamoto.lg.jp

地域区分 北海道・東北 関東・北陸 東海・近畿 中国・四国 九州（熊本県を除く） 沖縄県

支援金額（1人当たり） 40,000円 30,000円 20,000円 10,000円 2,000円 25,000円
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■希望出展者（出展者様の中に商談希望先がある場合は会社名をご記入ください）

■希望商品

■商談ニーズ（必要とする素材、量などをご記入ください）

 締切日
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社　　名

　-　　　　- 　-　　　　-

◆予約商談会とは
出展者と予約商談会に参加するバイヤー双方の希望を事前に事務局で取りまとめ、当日指定の時間帯に商談を行っていただくものです。九州食の
展示商談会実行委員会事務局では、この予約商談会にご参加いただくバイヤー様を募集しております。

◆旅費支援制度について
予約商談を５商談以上（２日間で１０商談以上の場合は割増予定）行っていただけるバイヤー様を対象に旅費支援制度を設けております。制度のご
利用をお考えの方は、事務局までお問い合わせください。なお、予算上の都合で制度のご利用ができない場合がございますので、あかかじめご了承
ください。

◆マッチングについて
１０月送付予定の出展者ガイドブックを基に、バイヤー様に商談希望先を選んでいただくとともに、出展者様の商談希望を踏まえマッチングを行う予定
です。

企業情報

商談希望業種の□内にチェックしてください。（複数選択可）

住　　所

連　絡
担当者

■参加希望日の商談可能な時間帯の
□内にチェックをしてください。
11月18日（水）　・　11月19日（木）
10：00～10：30　　　10：00～10：30
10：30～11：00　　　10：30～11：00
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11：30～12：00　　　11：30～12：00
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14：30～15：00　　　14：30～15：00
15：00～15：30
15：30～16：00

〒

業種等を番号でお選びください
（複数回答可）
①百貨店　②量販店・スーパー　③小売店
④通信販売　⑤生協　⑥コンビニ
⑦外食チェーン・レストラン・食堂
⑧居酒屋　⑨旅館・ホテル
⑩　弁当・惣菜販売　⑪食事宅配業
⑫食品製造業　⑬市場　⑭商社　⑮仲卸
⑯物流業　⑰　輸出業
⑱その他（　　　　　　　　　　）

平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

ＦＡＸ．０９６-３２４-７００４
Email．nousyoukourenkei@city.kumamoto.lg.jp

地域区分 北海道・東北 関東・北陸 東海・近畿 中国・四国 九州（熊本県を除く） 沖縄県

支援金額（1人当たり） 40,000円 30,000円 20,000円 10,000円 2,000円 25,000円
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主催：九州食の展示商談会実行委員会
（構成団体）熊本市/熊本県/熊本県農業協同組合中央会/熊本県経済農業協同組合連合会/熊本県酪農業協同組合連合会/熊本県果実農
業協同組合連合会/熊本県畜産農業協同組合連合会/熊本県漁業協同組合連合会/熊本県商工会議所連合会/熊本県商工会連合会/熊本県
中小企業団体中央会/一般社団法人熊本県物産振興協会/一般社団法人熊本市物産振興協会/熊本産業文化振興株式会社（グランメッ
セ熊本指定管理者）

共催団体：日本貿易振興機構（ジェトロ熊本）/中小企業基盤整備機構九州本部/九州経済国際化推進機構/九州地域バイオクラスター推進協議会/
九州農業成長産業化連携協議会/日本政策金融公庫熊本支店/熊本県信用保証協会

後援団体：九州農政局/九州経済産業局/内閣府沖縄総合事務局/福岡県/佐賀県/長崎県/大分県/宮崎県/鹿児島県/沖縄県/北九州市/福岡市/福岡県市
長会/佐賀県市長会/長崎県市長会/熊本県市長会/大分県市長会/宮崎県市長会/鹿児島県市長会/沖縄県市長会/福岡県町村会/佐賀県町村
会/長崎県町村会/熊本県町村会/大分県町村会/宮崎県町村会/鹿児島県町村会/沖縄県町村会/一般社団法人九州経済連合会/福岡県農業
協同組合中央会/全国農業協同組合連合会福岡県本部/佐賀県農業協同組合中央会/長崎県農業協同組合中央会/全国農業協同組合連合会
長崎県本部/長崎県酪農業協同組合連合会/大分県農業協同組合中央会/全国農業協同組合連合会大分県本部/大分県酪農業協同組合/宮
崎県農業協同組合中央会/宮崎県経済農業協同組合連合会/鹿児島県農業協同組合中央会/鹿児島県経済農業協同組合連合会/沖縄県農業
協同組合中央会/福岡県漁業協同組合連合会/福岡有明海漁業協同組合連合会/佐賀玄海漁業協同組合/佐賀県有明海漁業協同組合/長崎
県漁業協同組合連合会/大分県漁業協同組合/宮崎県漁業協同組合連合会/鹿児島県漁業協同組合連合会/沖縄県漁業協同組合連合会/福
岡県商工会議所連合会/福岡県商工会連合会/福岡県中小企業団体中央会/公益社団法人福岡県物産振興会/佐賀県商工会議所連合会/佐
賀県商工会連合会/佐賀県中小企業団体中央会/佐賀県物産振興協会/長崎県商工会議所連合会/長崎県商工会連合会/長崎県中小企業団
体中央会/一般社団法人長崎県物産振興協会/大分県商工会議所連合会/大分県商工会連合会/大分県中小企業団体中央会/公益社団法人
大分県物産協会/一般社団法人宮崎県商工会議所連合会/宮崎県商工会連合会/宮崎県中小企業団体中央会/公益社団法人宮崎県物産貿易
振興センター/鹿児島県商工会議所連合会/鹿児島県商工会連合会/鹿児島県中小企業団体中央会/公益社団法人鹿児島県特産品協会/沖
縄県商工会議所連合会/沖縄県商工会連合会/沖縄県中小企業団体中央会/株式会社沖縄県物産公社/公益社団法人沖縄県工業連合会/福
岡県農業法人協会/佐賀県農業法人協会/長崎県農業法人協会/熊本県農業法人協会/大分県農業法人協会/一般社団法人宮崎県農業法人
経営者協会/鹿児島県農業法人協会/沖縄県農業法人協会/公益財団法人くまもと産業支援財団/株式会社肥後銀行/フード・アクション・
ニッポン推進本部/オール日本スーパーマーケット協会/一般社団法人国際観光日本レストラン協会/Food EXPO Kyushu実行委員会/一般
社団法人日本加工食品卸協会/公益財団法人日本健康・栄養食品協会/日本小売業協会/日本スーパーマーケット協会/日本チェーンスト
ア協会/公益社団法人日本通信販売協会/日本百貨店協会/一般社団法人日本フードサービス協会/一般社団法人日本フランチャイズ
チェーン協会/一般社団法人日本弁当サービス協会/一般社団法人日本ホテル協会/一般社団法人日本旅館協会


