NO

会社名

商談希望商品

1 林農園

ようはいこう（養肺膏）、果樹農家の梨まる搾りジュース、果樹農家のドライフルーツ

2 (有)花立山農業研究所

乳酸菌発酵大豆飲料 ミラクルそいぐると、乳酸菌発酵大豆飲料 ミラクルそいぐると（無糖）、乳酸菌
発酵大豆飲料 ミラクルそいぐると（クロダマル）

3 農事組合法人 大春の里 大春の里 プレミア菜種油 菜の春オイル、大春の里 菜の春マヨネーズ
4 糸島 内場農園

糸島 醗酵ハバネロ、糸島 醗酵ハバネロ

5 農事組合法人福栄組合

はかた地どり

6 (株)ムクノ

生ジャムほうらいし、生ジャムとよみつひめ

7 (株)Ｃａｒｎａ
8 (有) アルファー

糸島ねぎ農家とカリスマシェフの濃厚ねぎ油、糸島農家とカリスマシェフの旨味ふりかけ油、糸島産
ねぎ油＆スーパーフード入りパスタセット
（ギフト向き）笹ちまき5種詰め合わせ 15個セット、（ギフト向き）笹ちまき 鰻12個セット、（お取り寄
せ向き）笹ちまき3種詰め合わせ 贅沢セット

9 和光(有)

博多あご入りふりだし50包入

10 磯本農園

あまおうビネガーソース

11 ノノズマフィン

ヴィーガンラスク（ミールセット）、ヴィーガンラスク（スイーツセット）、ヴィーガンマフィン アートセット

12 (株)菱和

杜仲茶(有機JASオーガニック葉)、くわの葉茶、檜チップ

13 遠賀屋 糀こめのはな

冷凍米粉めん茹で

14 南筑後農業協同組合

まるごとセロリと卵のスープ、山川みかんストレートジュース、特別純米酒 つやおとめ

15 (有)道の駅たちばな

ウメ山ウメ子、のむウメ子で酢。、ウメ山ウメ子アイス

16 クルメキッコー(株)

天然醸造福岡県産丸大豆しょうゆ ３００ml、しぼりたて無調整 生（き）じょうゆ （要冷蔵品）
100ml、杉木桶二倍麹仕込醤油 舌鼓（したつづみ） 300ml

17 ベストアメニティ(株)

国内産十六雑穀米（黒千石入）、十六穀生姜甘酒、青唐辛子醤油漬け

18 (株)藍島ぶらんど倶楽部

一本釣りのさわらのたたき、塩さわら、関門たこめしの素

鎮西の宝を衣食住の形に
純米吟醸酒「せむとす」
してみよう 生産者部会
八女市健康増進施設 べ
YAME BREWERY
20
んがら村
19

21 石橋工業(株)

九州産押麦、月のえくぼ 八女抹茶、美腸生活 福岡あまおう入りグラノーラ

いちじくの女神 アイスクリーム
22 アフロディーテ
国産モリンガ専門店ライフ
23 パピヨン ミラクルグリーン モリンガゴールド粉末青汁、モリンガハーブティ、モリンガハニー
(株)
千石屋の焼き豆乳ドーナツ(プレーン)、千石屋の焼き黒米ドーナツ（米粉100％）、千石屋のカステラ
24 千石屋
千石焼（米粉100％）
25 山下商店

乾燥天然わかめ、いとしおわかめ、乾燥天然ひじき

26 山ノ里

地鶏ごはんの素、かあちゃんのうまか酢梅、かあちゃんのうまか酢梅ドレッシング

27

豊津まちづくり(有) みやこ デーツ使用の自然派ジャム あまおうジャム、デーツ使用の自然派ジャム ブルーベリージャム、
甘味舎
デーツ使用の自然派ジャム いちじくジャム

28 一番食品(株)
29

ぽっぽや（マルシンスト
アー）

九州炭火焼き博多鶏めしの素 2合用、一番亭 博多もつ鍋ちゃんぽん
米粉アイス

30 ニシモト食品(株)

わさびり～ふ（小瓶タイプ）、わさびり～ふ（マイルド）

31 (株)エコライフ福岡

ぬか漬け美人

32 あづま屋

いわしのぬか炊き

33 あつひろ農園

みつの菓

34 一般社団法人れんこん

たまねぎドレッシングプレミアム、たまねぎドレッシングジャパンプレミアムレッド、たまねぎドレッシン
グジャパンプレミアムレッド

35

(株)GGG Forall（ジース
リーフォーラル）

美活甘酒

36 (株)やまひら

有明海 むつごろうラーメン、エイリアンラーメン

37 童夢の国(株)

米粉パン、青汁米粉パン、菊芋米粉パン

一般社団法人地域商社い
けいせんのうまい米
いバイ桂川
ひびき灘漁業協同組合岩
あかもく味噌汁（フリーズドライ）、あかもくスープ（フリーズドライ）
39
屋支所
38

40 豆腐工房 ぬくもり畑
41

豆腐の味噌漬 4種詰め合わせ

田川農業協同組合 あゆ
筑豊・田川の生姜で作ったちょっと高いけれど日本一ご飯に合うしょうがの佃煮
み工房

42 辻養蜂場

百花蜜

43 (株)ワカヤマ

福岡ごろごろ果実 博多あまおう、福岡ごろごろ果実 とよみつひめ

44 (株)Prairie Cattle

むなかた牛カレー 2缶桐箱入り

45 (株)宝珠山ふるさと村

柚子と米酢のドレッシング

46 社会福祉法人 周防学園 おやつdeポン あまおう、おやつdeポン 黒糖玄米、おやつdeポン 抹茶
47 中華ﾊﾞﾙ武遊

菜種万宝醤（なたねばんほうじゃん）、菜種辣油（なたねらーゆ）、卵かけ辣醤油（たまごかけらーしょ
うゆ）

48 むぎわらFARM

燻製黒ぽん

49 (有)小野食品

皿要らずシリーズ（鶏厚揚げ大根）

50 ひろちゃんカキ

ひろちゃんカキの燻製ごま油漬け、ひろちゃんカキのアヒージョ、ひろちゃんカキのみりん干し

51 海苔業者会

味付のりふりかけ（小袋4種類）、味付け ふりかけ、姪浜生のり佃煮

52 糸島漁業協同組合

ふともずくスープ

53

合資会社川茸元祖遠藤金
川茸 塩漬け ４００g、川茸よせ黄金川
川堂

54 JAにじ 外商

トマトスープ(1食)、ごはんうどん(1食)

55 (株)うちだ自然農場

有機あまおう

56 (株)兵四郎ファーム

玄米コーヒー、HAKUSUI -酒粕石鹸‐

57 (有)小林きのこ産業

べんりジュレ、きのこのごぶ漬、きのこの佃煮

58 阪本農園

かぼちゃぷりん ６個セット、さつまいもプリン ６個セット

59 奥村醤油醸造元

トマトドレッシング、人参ドレッシング、ダイダイ醤油

60 (株)野上養鶏場

朝採り味宝卵と国産蜂蜜のかすてら

61 (株)ブランドツール

和甘柿（わかんし）、柔らかいちじく、無添加フルーツスムーズ

62 農事組合法人湊営農組合 一番搾り菜の花油450ｇ
63 (株)ズッペン

セロリズッペン15ｇ(セロリたっぷり)、セロリごはん（白米）、野菜たっぷりスープ（コンソメ）

64 (株)ヴァンベールフーズ

能古島産純粋ハチミツ「NOCOHACHI（レギュラー）」、能古島純粋はちみつ「NOCOHACHI(能古オレ
ンジミックス)」、「NOCOHACHI(ハニーナッツ)」

65 (有)ユーワフードシステム 国産（福岡・山口県産）蒸し煮竹の子 全皮付ホール
66 久留米市農業協同組合

久留米産 博多和牛ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ

67 (株)ふくれん

ふくれん のむ豆乳ヨーグルト、人参畑からジュースになりました。、イキイキケール青汁≪冷凍≫

68 (株)もりもりファーム

たまスコ

69 大一食品工業(株)

甘夏エッセンシャルオイル、不知火（デコポン）エッセンシャルオイル、柚子エッセンシャルオイル

70 みい農業協同組合

ふっくらやさしい味わい「白がゆ」

71 ｏｋａｇｅｓａｍａ杉本

きくらげの加工品、乾燥きくらげ、きくらげの佃煮

72 合同会社三宅牧場まきば 誕生餅
73 slowly kitchen""

zakuri(ザクリ）

74 梅の里工房

梅ジャム

75 まる昌醤油醸造元

八女茶あまざけ

76 平島農園 太陽梅

日本一七折小梅100g

77

九州薬用作物推進協議会
スーパーモリンガブレンド茶、薬草パウダー、モリンガリーフ
／(株)産

78 (株)栗木商店

福岡県産ラー麦使用 ざるつけ麺

79 糸島正キ

糸島野菜を食べる生ドレッシング(人参)、牡蠣クリームコロッケ、糸島野菜を食べる生ドレッシング
(玉葱)

80 (有)原野製茶本舗

大人の金平糖 抹茶、大人の金平糖 ほうじ茶、ほうじ茶ようかん

81

合同会社 穀菜ワーカー
ズ

みんなのだし、にんにくスプラウトチップ

82 (株)ごとう醤油

旬の野菜ドレッシング さつまいも、旬の野菜ドレッシング 冬だいこん

83 (有)野口食品

九州男児の素 からし高菜、九州男児の素 めんたい高菜

84 無法松酒造(有)

舞姫、相思相愛、無法松 吟醸

85 (株)里山商会

あご出汁の効いた海の幸ごはん

