
No. 事業所名 所在地 商談品目

1 (株)匠家（たくや） 古賀市 鶏ふれーく

2 (株)弥冨農園 糸島市 濃厚ねぎ油

3 (株)蔵屋 糸島市 いとしまＢＥＥＲ

4 (有)　葦農糸島支店 糸島市 伊都の塩　藻塩、229醤油、伊都の塩　梅塩

5 (有) マルト醤油醸造元 宇美町 低塩だし割醤油

6 牡蠣小屋住吉丸 糸島市 住吉丸オリジナル牡蠣カレー

7 ひろちゃんカキ 糸島市 ひろちゃんカキのアヒージョ

8 (株)　やきやま 篠栗町 筍ご飯、博多一番どり手羽元とろとろ煮、はかた一番どり水炊き

9 糸島漁業協同組合 糸島市 糸島かきオイル漬け、味噌バターっ鯛、糸島真鯛めし

10 (有)緑の農園 糸島市 つまんでご卵糸島ロール、塩麹キャラメルロール、緑茶のマカロン詰め合わせ

11 合同会社穀菜ワーカーズ 太宰府市 みんなのだし、ﾚｽｷｭｰ米（乾燥加工米）

12 ミラクルグリーン(株) 大野城市
奇跡の木からの贈り物ギフトセット（国産有機モリンガティ、平飼い卵とモリンガのカス
テラ、モリンガハニー）、モリンガゴールド粉末青汁

13 ニシモト食品(株) 大野城市 わさびり～ふ（マイルド）、わさびり～ふ（小瓶タイプ）

14 菓子処　天本家 筑紫野市 米こうじ　甘酒まんじゅう

15
農業生産法人合同会社　九州オリー
ブファーム

那珂川町 オリーブリーフパウダー

16 パティスリーマルジョレーヌ 粕屋町 粕屋産ブロッコリーとチーズのさくっとソルティクッキー

17 アリコスデリ 福岡市
お豆なオリーブソース（黒豆）、お豆なオリーブソース（青大豆）、お豆なオリーブソース
（大納言小豆）

18 徐福長寿星(株) 福岡市 金印小龍包

19 (有)ケイズブルーイングカンパニー 福岡市 あまおうノーブルスイート

20 (株)糸島みるくぷらんと 福岡市 のむヨーグルト伊都物語、たべるヨーグルト伊都物語プレーン、たべるヨーグルト伊都
物語微糖21 和光(有) 新宮町 博多あご入りふりだし50包入

22 クレッシェンド 大野城市 筑前博多珈琲　ナイトタイム　(ノンカフェイン)、筑前博多【黒豆茶】、SPORTS
RECOVERY MIX23 吉　星 筑紫野市 水ぎょうざ、焼きぎょうさ、豚まん

24 姪浜海苔業者会 福岡市 姪浜生のり佃煮、味付けのり　ふりかけ、味付け海苔ふりかけ(小袋4種類)

25 糸のスープ工房 福岡市 栗とさつま芋のポタージュ、きのこたっぷり秋のクリームスープ、パプリカ・トマト・人参
のスープ26 筑前蒲鉾本舗 福津市 押し蒲　炙り鯖、押し蒲　真鯛、押し蒲　炙りイカ

27 （株）ヴァンベールフーズ 福岡市
蜂蜜　NOCOHACHIレギュラー、NOCOHACHIノコオレンジミックス、NOCOHACHIニュー
サマーオレンジプレミアム

28 (株)ＪＯＹ・プラス 久留米市 からだよかね茶(10包入)

29 一般社団法人れんこん 久留米市
たまねぎドレッシング・オリジナル、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・２本セット

30 (株)農業都市デザインシステム研究
所

久留米市 いちじく（とよみつ姫）セミドライ、柿　秋王セミドライ
31 久留米市農業協同組合 久留米市 博多和牛ローストビーフ
32 みい農業協同組合 久留米市 赤くてかわいいラディッシュの酢漬け
33 三潴町農業協同組合 久留米市 はとむぎ入り味噌ドレッシング
34 JAにじ　外商 うきは市 トマトスープ、あまおうワイン
35 筑前町農産加工所さとうきび部会 筑前町 さとうきび釜焚き黒糖

36 農事組合法人福栄組合 久留米市
はかた地どり　モモ肉、はかた地どり　ムネ肉、はかた地どり　水炊きセットＡ、はかた
地どり　炭火焼

37 (株)さかえや 筑前町 蔵出し明太ボール
38 (有)　原野製茶本舗 広川町 玉露と焼きあごだし「天然おだし」
39 (有)　丸蜂食品 行橋市 根根菜菜　炊き込みご飯の素・三種セット
40 筑前あさくら農業協同組合 朝倉市 あさくらとよみつひめ、柿（かっき）茶、博多万能ねぎとはかた地どりの中華スープ

41
豊の国ブルーベリー協議会（ベリー
ガーデン菓實（このみ））

築上町 Konomi Royal　（コノミ　ロワイヤル）

42 （有）菓子のイトー 大牟田市 博多ゆめ雪、じゃじゃりこじゃん

43 (有)　野口食品 大牟田市 九州男児の素　からし高菜、九州男児の素　めんたい高菜

44 みよちゃんクラブ 大牟田市 筍の粕漬

45 (有)小林きのこ産業 大木町 べんりえのき（乾燥えのき）、えのき茶

46 (株)ブランドツール 筑後市 和甘柿、九州実り市場　ソフトドライフルーツ　イチジク、無添加フルーツスムージー
無花果47 美味っと筑前町 筑前町 筑前クロダマル　窯だき甘納豆

48 合同会社AURORA Pro 筑前町
恋するミューズリーバー（ココナツ味）、恋するミューズリーバー（抹茶）、恋するミューズ
リー（ショコラ味）

49 合資会社　川茸元祖　遠藤金川堂 朝倉市 川茸、川茸よせ黄金川

50 豆腐工房　ぬくもり畑 朝倉市 「豆腐の味噌漬」4種詰め合わせ

51 (株)中村園 八女市 八女茶ペパーミント、ブラックペパーミントティー、ほうじ茶ローズマリー

52 (株)山の神工房 八女市 桑の葉茶

53 福岡八女農業協同組合 八女市 あまおうゼリー

54 野菜工房ジェルメ 八女市 ツチカラ麺

55 鶴味噌醸造(株) 柳川市 相撲味噌、無添加合わせ　鶴、乾燥米こうじ

56 北野(株) 柳川市 KANTEN（あまおういちご寒天）

57 柳川農業協同組合 柳川市 柳川まめマヨ、ＡＭＡＮＥＲＯ、なすとオクラの味噌汁

58 (株)やまひら 柳川市 有明海　むつごろうラーメン、エイリアンラーメン、有明海産　刺身海苔

59 okagesama杉本 若宮市 きくらげの加工品（佃煮・甘酢漬け・からし漬け・たかな・梅肉漬け他）

60 秀芳園 嘉麻市 ぼたもち、シフォンケーキ

61 (有) アルファー 宮若市 笹ちまき　3個入り

62 宮若市認定農業者　酒づくり研究会 宮若市 みやわか宮桜　　※純米吟醸・ろ過・無ろ過

63 阪本農園 香春町 かぼちゃぷりん、さつまいもプリン、かぼちゃペースト

64 鳥越農園ネットワーク 赤村 完熟トマトケチャップ

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

66 中西商店 芦屋町 鰆みりん、鰆味噌漬け（信州みそ）、鰆味噌漬け（九州みそ）

67 遠賀屋 遠賀町 冷凍米粉めん茹で

68 農事組合法人湊営農組合 築上町 一番搾り菜の花油450?、菜の花サラダ油450?、菜の花一番搾りドレッシング

69 泉屋商店 飯塚市 白菊　特上粒　米味噌

70 合資会社　土師物産 飯塚市 笑顔あふれるお赤飯

71 菓匠むら里（筑豊製菓(株)） 飯塚市 熟おひとつ

72 一番食品(株) 飯塚市 九州炭火焼き博多鶏めしの素　2合用、博多がめ煮

73 (株)ワカヤマ 豊前市
福岡かける果実　とよみつひめ、福岡かける果実　博多あまおう、福岡ごろごろ果実
とよみつひめ

74 (株)ムクノ 豊前市 ソフトドライいちじくとよみつひめ、まるでスイーツ　いちじく生ジャムとよみつひめ

75
社会福祉法人　恵光園　ワークセン
ター栃

豊前市 どんちゃ香ポーク（ポークジャーキー）、豊前とうがらし、豚味噌

76 (株)瑞穂 豊前市 GOBOTEA、GOBOっとり、GOBOマスターど。

77 (株)芳野商店 北九州市 身土不二納豆　福岡自慢

78 (株)ごとう醤油 北九州市 旬の野菜ドレッシング　完熟トマト

平成２８年度　ふくおか｢農と商工の自慢の逸品｣展示商談会　出展者（順不同・敬称略）


