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11

1

株式会社ぶぜん街づくり

会社

（道の駅　豊前おこしかけ）

尾家　角夫

豊前棚田ゆずペースト「丸ごとゆずし

ぼり」

農産加工品

豊前産棚田ゆずを種以外丸ごと使用し、滑らかな食感に仕上げました。料理にもお菓子にも使え、また洋酒、焼酎に入れ

たり、マヨネーズと混ぜても美味しくいただけます。

2

22

2

国産モリンガ専門店

ミラクルグリーン株式会社

三宅　恵子 はちみつとモリンガ　愛しい出会い! 農産加工品

「栄養豊富なはちみつ」のさわやかな甘みと「広範囲、高濃度の栄養のモリンガ」の風味が、絶妙なバランスで溶け合いお

口の中に幸せが広がります。ジャムの代わりにそのままパンにつけて、おいしくお召し上がりいただけます。また、ティス

プーンに適量とり、お湯にとかしてホットティーとしてお飲みください。

3

33

3 頴田うこん部会 大塚久富 春うこん 農産加工品

春うこんはショウガ科に属する熱帯性の多年草で、春に花を付ける種類であるためこう呼ばれていますが、正しくは「姜黄

（キョウオウ）」といい、根茎の切り口が黄色をしています。粉末をそのまま口に入れると強い苦みですが、ターメロン、シネ

オール、アズレン、カンファー等の１００種類以上の精油成分が含まれ、また、カルシウム、カリウム、鉄、マグネシウム、リ

ンなどのミネラルが豊富に含まれています。秋うこんに比べてクルクミンの量は少ないですが、活性化酸素を抑える抗酸

化作用や殺菌作用が強く、肝機能だけでなくいの健康を守ります。また、精油成分がコレステロールを減少させ、動脈硬

化を防ぎ炎症を抑えます。

4

44

4

株式会社　ＪＡファーム福

岡

鬼木　春人 無添加　炒めたまねぎ 農産加工品

弊社が直接生産したタマネギを原材料に使用して商品を作っておりますので、生産履歴が証明できます。また、炒める段

階から食用油も使用せずに丁寧に炒めています。もちろん、一切の添加物も使用しておりませんので、無添加と表示して

おります。利用シーンとしては、お味噌と炒めたまねぎでダシを使用しなくても、コクのあるお味噌汁ができます。その他、

野菜炒め、煮込み料理等に入れていただくだけで、本格的なお料理が時間を手間を掛けずに作ることができます。

5

55

5 株式会社　瑞穂 熊谷　道久 べっぴんごぼう茶 農産加工品

減農薬、減化学肥料栽培の認証を受けたFマークの豊前産若掘りごぼうを１００％使用。当社のごぼうは田ごぼうであり、

通常のごぼうに比べ「短い」が特徴です。短いからこそ香り、味が凝縮された柔らかなごぼうを作っています。手間を掛け

作り上げたごぼうだから、手作業で一手間を惜しまずに作り上げるごぼう茶だからこそ、豊かな香りと甘味を実現。ごぼう

にはサポニンやイヌリン等多く含まれているためダイエット効果、美容効果等の効能が得られるとされています。ごぼう茶

は気軽に美味しくごぼうの健康パワーを感じられる一品です。

6

66

6 小倉印　株式会社 井上　隆義 抹茶麹 農産加工品

この抹茶麹は、北九州市立大学の森田研究室と共同研究の末、飲む点滴と言われる甘酒に抹茶と胡桃を特殊な製法で

加える事で、栄養バランスと美味しさを高い次元で両立させる事に成功した、全国的にも珍しい商品です。しかも、飲むの

ではなく、「食べる甘酒」というのも特徴の一つです。麹菌を生きたまま冷凍保存した上に、ノンアルコールで、保存料、着

色料、化学調味料などの添加物はいっさい使用せずに自然食物のみで製造している為、美容や健康志向の高い方はも

ちろん、子供から大人まで、ブームに関係なく末永く愛される商品になり得ると考えています。今回、1日1個（35g）で、1箱7

個入りの1週間セット（35g×7個）を考案しました。食べ方は、自然解凍でそのままスプーンで食べて頂く。冷たいままアイ

スとして頂く。60℃未満にかるく温めて頂く。（60℃以上になると麹菌が失活してしまう為）その他にお勧めの食べ方とし

て、本商品と豆乳や牛乳などで割って飲む。（本商品:豆乳もしくは牛乳→１：３）　本商品をヨーグルトにお好みの量をかき

混ぜて頂く、など。

20代後半から40代くらいの働く忙しい女性がターゲットで、利用場面としては、1日のスタートの朝食代わりとして。頭の回

転を良くしたい会議や試験前。疲労が蓄積したときに疲労回復させたいとき。仕事や受験勉強などの時の夜食として。

現在、健康食品やサプリメントなどの市場規模が拡大している中、信頼できる自然の物だけで製作した本商品は、素晴ら

しい可能性を秘めていると思います。

7

77

7

社会福祉法人すみれ育成

会すみれアクティブセン

ター

柏木　利一

野菜パウダー、おからパウダー、お

からのパン粉

農産加工品

野菜をパウダーにしませんか？こだわりの無農薬野菜や余った野菜、C級品を乾燥粉末にいたします。１ロット１０ｋｇ～２

０ｋｇで承ります。おからパウダーは地元のお豆腐メーカーのご協力で国産ふくゆたかを使用した乾燥おからです。お勧め

は「おからのパン粉」糖質は薄力粉の１/７！！ヘルシー志向の方や小麦アレルギー、糖質制限されている方々にお勧め

です。また、野菜パウダーとおからパウダーを使用した「野菜畑の焼きドーナツ」も人気商品です。

8

88

8 ニシモト食品　株式会社 西本　暁美

わさびり～ふ（マイルド）（スパイシー

ホット）

農産加工品

福岡県八女産の「葉わさび」の根・茎・葉を丸ごと使用し、独自の特殊加工・カット技術で製造。従来の「薬味」の領域を脱

し、わさび本来の風味や辛み、葉わさびのシャキシャキ感が新食感の全く新しい薬味です。お肉料理、お魚料理、板わさ

や冷奴。様々な料理に使用でき、その料理の味を損なわず、更においしく頂ける薬味となっています。

9

99

9 ＪＡみなみ筑後 乗富　幸雄 山川みかんストレートジュース 農産加工品

福岡県産・山川みかんの中でも、酸度・糖度基準を合格した園地の果実を使用しています。

ピーラー搾汁により、すべての皮をむき、渋みを入れずに搾った加糖なしのストレート果汁。

みかん本来の味が際立ったプレミアムなジュースです。

10

1010

10 株式会社　若山食品 若山　広利 漬物（高菜漬、白才漬） 農産加工品 当社独自の製法で、オーガニックBFA認定の天日塩を使い、今期10月31日、HACCPの認証を業種初で修得しました。

11

1111

11 宮若じまん振興会 荒牧　博幸

あまおうジャム、あまおうソース、米、

柿、

ドレッシング、みそ、しょう油

農産加工品 宮若の生産物を若宮商工会で特産品認定し、販売促進を図る「宮若じまん振興会」

12

1212

12

株式会社　彩光コーポレー

ション

中吉敏光 彩菱茶（あやびしちゃ－菱の実茶） 農産加工品

万葉の昔から親しまれてきた菱の実からお茶を作りました。近年、有用成分の研究が進んでいる水生植物「菱」について

は、福岡県筑後地方が水田栽培の中心となっています。実にはでんぷんだけでなく、ビタミンB9（葉酸）がホウレン草の2

倍も含まれており、皮（殻）にはポリフェノールがたっぷり含まれています。菱の実から作ったお茶は「ノンカフェイン」ですか

ら、睡眠を妨げることはありません。メタボが気になる働き盛りの男性にも、健康生活に関心の深い女性にもお勧めです。

「古くて新しい」菱の実茶「彩菱茶」をどうぞお試しください。

13

1313

13 株式会社　山の神工房 巻柄　春菜 黒にんにく、梅加工製品 農産加工品

　黒にんにく：　福岡県筑後平野で無農薬栽培された原料を使って、自然熟成させた製品です。

　ターゲット：　健康志向の強いお客様、　働き盛りで疲れ気味の方、　腸の調子を整え体調を整えたい方などを主なター

ゲットにしております。

　販売希望先：　オーガニック専門店、　ドラッグストア、　その他小売業

14

1414

14

株式会社　三連水車の里

あさくら

森田　俊介 たかな炒飯、親鳥炒飯（激辛） 農産加工品

・ごはんと混ぜて炒めるだけで簡単にたかなチャーハンが出来上がります。

・コリコリの食感が絶品の親鳥炒飯。ごはんと混ぜて炒めるだけで、激辛親鳥チャーハンが出来上がります。

15

1515

15 頂味本舗 本田　哲也 ゆず香る手羽ぎょうざ 農産加工品

古賀の玉ねぎ、白ネギ、キャベツなど、季節に応じた野菜をふんだんに使っている手羽ぎょうざ。熱々を一口食べればふ

んわり広がるゆずの香り。九州産の豚ミンチもたっぷり詰まっていて、とってもジューシー。ピリッとくるスパイスが後を引く

おいしさ。

16

1616

16 田中製粉　有限会社 田中　規道 福岡県産100％小麦粉「かめ」 農産加工品

お菓子、料理、加工品に幅広く使える薄力粉です。粉のきめが細かく、生地の膨らみが良く、しっとりして弾力のある食感

に仕上がります。添加物は一切不使用。市場になかなか出回らない地粉タイプです。餃子やクレープにするとモチモチ感

がでます。パン用強力粉も若干あります。

17

1717

17

有限会社　野菜王国（自然

薯王国）

崎田　正司 自然薯とろろ 農産加工品

希少価値の高い自然薯をすり鉢すりこ木ですってふんわりとした状態のまま冷凍しました。一食分ずつになっていますの

で、する手間もいらず手が痒くなることもなく、解凍するだけですりたてのふわふわした自然薯とろろを召し上がって頂けま

す。

18

1818

18

農事組合法人宝珠山きの

こ生産組合

川村　卓三 きのこうじ　プレーン 農産加工品

3ヶ月以上熟成した塩麹と、朝採れの新鮮なキノコを煮詰めたペーストを和えた。長期熟成された塩麹の複雑な旨味、ヒラ

タケとシイタケの旨味と香りが合わさり、深みのある美味しさが口いっぱいに広がる。シンプルな塩味なので、どんな素材

とも合わせることができる。和・洋・中どんな調理法にも使用できる。お味噌汁、お吸い物、肉じゃがなどの隠し味に。“もろ

きゅう”の味噌の代わりとして。大根おろしと和えてソースに。オリーブオイルとニンニクを加えてイタリアン風に、ゴマ油と

生姜を加えて中華風にアレンジ。それぞれ、パスタに和えたり冷奴にかけたりして召し上がってください。

普段きのこを使用しないような料理にこそ使用して欲しい。

19

1919

19 株式会社　中山吉祥園 中山　浩史 コラーゲン入り緑茶　ほか緑茶 農産加工品

最高級品質の八女茶をスプレードライ加工により顆粒状に加工し、魚類由来のコラーゲンを加えました。緑茶の香りを全く

損なわず、急須で抽出した緑茶の味わいを追求しました。

20

2020

20 DUKE工房（デューク） 内村　智恵美

還元麦芽糖いちごジャム、マンナンフ

ルーツ

農産加工品

・虫歯になりにくいとされ、トクホ指定の還元麦芽糖は、急激な血糖値の上昇を抑える為、糖の制限がある方、又、低カロ

リーなのでダイエット・アンチエイジングとして食して頂けたらと思います。

・甘酸っぱいフルーツをマンナンで固め、さらにダイエットができ、お腹に優しいスイーツです。

21

2121

21 yasutakefactory 安武　美喜江

古賀産ニンジン畑のストレートジュー

ス

農産加工品

ニンジンの甘い味が、ストレートに味わえる。ニンジン農家だからこそ作れたジュース。冷やして飲むもよし。焼酎で割って

もよし。料理の隠し味にも。太陽の光をいっぱい浴びて育ち、薬膳料理にも使われたというニンジンが天然由来成分その

ままで食卓を彩ります。

22

2222

22 株式会社　ズッペン 森　弘子 セロリズッペン 農産加工品

日本３大セロリ産地みやま市瀬高町のセロリをたっぷり使って作った食べる野菜だしです。スプーン１杯お料理に入れて

いただくだけで、料理にコクとうまみが出ます。出し汁としても使え、また、野菜としても使えるすぐれものです。忙しくても

野菜をきちんと取りたい方、買い物に行けない方などにおすすめです。添加物などは一切使っていませんので、安心して

お使いください。スープやポトフ、炊き込みご飯などあらゆる料理にお使いください。

23

2323

23 農事組合法人湊営農組合 大田 孝 菜の花ボディソープ「奈々花」 農産加工品

貴重な国産の菜種油とヤシ油から作った、天然素材にこだわった液体ボディーソープです。菜種は非遺伝子組み換え品

種「ななしきぶ」を町ぐるみの循環型農法で育てました。お肌にも環境にもやさしいせっけんを目指し、合成界面活性剤・合

成着色料・酸化防止剤・保存料は使用しておりません。リモネン(オレンジオイル)＆ラベンダーオイルの、ほのかに甘い爽

やかな香りです。たっぷりとした泡立ちで、洗い上がりはしっとり。“菜々花”で毎日のバスタイムをお楽しみください。

24

2424

24 株式会社　サン・セール 岩永　陽一

有機JASごぼう茶、野菜ハーブブレン

ド茶、化学調味料無添加鍋、玄米ブ

ランピザ

農産加工品

九州産ごぼうの有機ＪＡＳごぼう茶とハーブブレンド茶、ご当地鍋は化学調味料無添加でヘルシー美味。玄米ピザは健康

ブームで人気です。
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25

2525

25 合同会社　kimama smile 上村　武史

野菜パウダー、野菜パウダーチップ

ス、豆乳ヨーグルトの素

農産加工品

豆乳に入れるだけで植物性１００％のヨーグルトができます。無農薬野菜のパウダーです。野菜嫌いなお子様にも大人気

です。

26

2626

26

株式会社　海老善屋　華

尚

坂那　美恵子 合馬筍柚味噌漬 農産加工品

・日本有数の竹林面積を誇る合馬の筍。アクが少なく、風味豊かで柔らかい筍を弊社オリジナルの柚味噌にじっくり漬け

込みました。洗わずにそのままお召し上がり頂けます。

・寿しネタにも御利用頂けます。

・日本酒との相性は格別となります。

27

2727

27 筑前あさくら農業協同組合 深町　琴一 富有柿ピューレ 農産加工品

柿の王様「富有柿」の皮部分と種を取り除き、甘くてクリーミーな果実のみにした冷凍商品です。ジャムの原料やスゥイー

ツ等、色々な加工に適した商品です。

28

2828

28 株式会社　新川製茶 樋口　勇八郎 「うきはの山茶」５本入り桐箱 農産加工品

生産者が栽培から製造・販売まで一貫して行った有機ＪＡＳ認定の５種類のお茶の詰め合わせです。化学農薬、化学肥

料、除草剤を一切使用せず、有機ボカシ肥料で土づくりをしているので、自然なほのかな甘みが特徴です。

29

2929

29 にじ農業協同組合 川原　文次

トマトピューレ、ホウレン草ピューレ、

トマトスープ、ホウレン草スープ

農産加工品 無添加の素材で料理などのレパートリーが増やせます。

30

3030

30

株式会社　農業都市デザ

インシステム研究所

井上　正隆 いちじく（とよみつひめ）、柿、秋王他 農産加工品

博多より東の耳納連山麓で育った果実いちじく、柿、梨の加工所でできたジャム、セミドライイチジクなど、美しい美しいフ

ルーツを試食ください。今、話題の商品です。

31

3131

31 赤司農園 赤司　直紀 おちび桃 農産加工品 摘果した桃の実をシロップ漬けに！茶うけや、菓子の材料に独特な食感をお楽しみください。

32

3232

32 まんま実～や 船越　美治代 鶏ごはんの具 農産加工品

古賀市に伝わってきた郷土料理（にわとりごわん）をレトルト商品にして販売しています。炊き立てのご飯に混ぜるだけで、

昔懐かしい母の味が再現できる手軽さと、あきのこないおいしさで人気の商品です。

33

3333

33

有限会社　小林きのこ産

業

小林　良充 べんりエノキ、えのき茶 農産加工品

べんりエノキ：天日干しをして、ビタミンDやうまみ成分の多くを含み、簡単にそれぞれの料理に入れてご利用ください。そ

のまま食べてもするめみたいな味でとてもおいしいです。エノキ茶：べんりエノキを使用し、健康に役立ちたいとの思いでお

茶を作りました。１パックに食物繊維やビタミン類、アミノ酸類、又しょうが、玄米を入れ、飲みやすく体にやさしい飲み物に

仕上げました。

34

3434

34 梅の里工房 明石　久実子

梅ドレッシング、梅酢味噌、梅ジャ

ム、梅干し

調味料

地元合馬でとれた梅を使用、食するほどに健康になる！をコンセプトにして10人の主婦が立ち上がりました。梅の力を１０

０％引き出し、ノンオイル、無添加、保存料なしの完全手作り商品です。日常の食生活の中でいつでも手軽に梅を実感し、

食することができる、本物健康食品です。サラダだけでなく、色々なお料理にもお使いください。

35

3535

35 青柳醤油 崎村　知弘 赤梅ぽんず 調味料

地元の味をより知って頂くために福岡県産の梅を使い、自家製梅酢の酸味とほどよい塩味がきいた肉料理や鍋ものなど

に最適です。毎日使うものだからみんな知ってるもので作りたい。

36

3636

36 糸島手造り工房　爽風 中村　宏子

ドレッシング（糸島のおいしいドレッシ

ングできました）

調味料 自家栽培の野菜を原料に糸島の素材と、化学調味料・保存料無添加にこだわった手作りドレッシング。

37

3737

37 株式会社　ごとう醤油 五嶋　隆二 若松潮風キャベツ専用ドレッシング 調味料

ざく切り生キャベツをバリバリたくさん食べてもらいたい。そんな思いでJA北九とごとう醤油が共同開発しました。ゆず胡椒

とにんにくの風味が食欲をそそります。

38

3838

38 ニビシ醤油　株式会社 末松　繁雄

鶏すきのわりした、古賀産ネーブル

のドレッシング

調味料

古賀市とニビシ醤油、地元農産加工グループで健康とおいしさをコンセプトに「ニビシ×古賀市＝オイシー！プロジェクトを

発足させ、研究開発した商品です。」

39

3939

39

株式会社　宝珠山ふるさと

村

澁谷　博昭 柚子と米酢のドレッシング 調味料

福岡県東峰村産の柚子と大川の純米酢を使用。化学調味料・着色料・保存料は一切使っておりません。野菜以外にも、

豚しゃぶの漬けだれや、お魚のカルパッチョ、鶏肉の鉄板焼きなどにも合う自然派志向の手作りドレッシングです。

40

4040

40 柳川農業協同組合 成清　法作 柳川まめマヨ 調味料

卵を使用せず、大豆を豆乳にして作ったマヨネーズ風ドレッシング。大豆のうまみと米油・酢でさっぱりとした味わい。野菜

がさらに美味しくなります。コールスローサラダや温野菜、グラタンのソースにも相性抜群です。

41

4141

41 コガノヤ 福崎　トビオ みかんドレッシング 調味料 有機100％、除草剤0％の安心安全のみかんを使用したみかんドレッシング。

42

4242

42 朝倉物産　株式会社 花田　信一 朝倉農園より～葱ドレッシング 調味料

自社農園で厳格な栽培基準を守り育てた青葱をたっぷり使って、添加物といわれる物を一切使わず手作りする、葱を進

化させた葱ドレッシングソースです。野菜、肉、魚介類など、主役を引き立て、味の広がりを期待できる優れものです。

43

4343

43 有限会社　フジノ香花園 藤野　修司 クリーミィマヨ 調味料

金太郎たまごを使ったマヨネーズです

金太郎たまごを1～2個使い、オリジナルの製法で酸味を抑えたおいしいマヨネーズです

使い方はお好みに合わせて使って下さい

食卓に多彩なバリエーションが生まれます

特にトースト、サンドイッチ、アスパラやキュウリにそのままつけても抜群においしいです

44

4444

44 遠賀町商工会女性部 尾下　宏子 遠賀ふきのジャム、ふきドレッシング その他加工品

1ｍを越す大きさが特徴の「遠賀ふき」を使用してジャムとドレッシングを遠賀町商工会女性部員が手作りしました。無添

加・無着色で体にやさしい商品に仕上がりました。

45

4545

45 Piccoｌo 小川　泰典 新宮シーフードカレー その他加工品

新宮町の「ぼた」を入れたシェフ特性の、シーフードカレーです。

レトルトです。ちょっと大人な味付けです。

46

4646

46 相撲料理　若杉山 熊本　千鶴子 ①力士味噌、②ごまさば漬け丼たれ その他加工品

①角界で特に夏巡業の時にスタミナ源として重宝されてきた“なめ味噌”。おつまみ、ご飯のお供にぜひ。

②博多の郷土料理である、ごまさばを手軽にご賞味いただけるタレ。お野菜などの和え物にも相撲料理若杉山ならでは

の風味“ごまさばのたれ”をご活用ください。

47

4747

47 CTC-LANKA　株式会社 秋山　恵利 レスキュー米、スパイスライス その他加工品

・レスキュー米…減農薬減化学肥料認定農園のご飯を入れた缶の中に液体窒素を封入し、高い保存性と豊かな風味、火

を使わずにご飯を食することが出来る商品。備蓄用としてではなく、アウトドア用にも。

・スパイスライス…天然スパイスとこんにゃくによりヘルシーで低カロリーの為、美容と健康に優しい商品。ハラール認証商

品。

48

4848

48 クレッシェンド 肥山　つや子

黒豆ブレンド珈琲　デイタイム・ナイト

タイム

その他加工品

＜女性のための珈琲＞

自家焙煎珈琲豆に福岡県筑前町特産黒大豆“筑前クロダマル”とローズヒップをブレンドしたオリジナルコーヒー。美容と

健康を意識した女性にぴったりのマイルドな珈琲。カフェイン入りの＜デイタイム＞とノンカフェインの＜ナイトタイム＞の2

種。

49

4949

49

京築里山商会

(特定非営利活動法人ス

ロー・ラボ)

吹上　紘子 京築セレクト その他加工品

福岡県京築地域の特産品セレクション「京築セレクト」。「京築の醤油屋」「京築の果樹園」シリーズでは、京築地域で素材

にこだわった醤油、ジャムを取りそろえ展開しています。

50

5050

50 立花ワイン　株式会社 鵜木　高春 博多あまおう苺ワイン 飲料 通常のワインの半分くらいのアルコール度数なので、お酒が苦手な方でも飲みやすい。

51

5151

51 株式会社　匠家 山口　剛史 コガメル（菓子） 菓子類

古賀市で採れた果物など（あまおう、でこぽん、スイートコーン、いちじく、キウイ）をたっぷり使用し、添加物を使わずに

作った生キャラメルとキャラメルサンドクッキーです。生キャラメルはのそのままスプーンですくって食べたりビスケットやパ

ン、プレーンヨーグルトなどにのせてお召し上がりください。果物はピューレにしたものとセミドライにした物をたっぷり使用

していますので果実感をしっかり味わっていただけます

52

5252

52 石橋工業　株式会社 石橋　通良 麦・雑穀、焼き菓子 菓子類

九州産押麦…昔から麦ごはん用の麦として親しまれており、懐かしい味わいが特徴です。麦とろごはんにもぴったりの産

地指定商品です。

幸せショコラ、大麦…ホワイトチョコレートをベースにして焼き上げました。クッキーでもないチョコレートでもない新食感の

お菓子です。焙煎した大麦粉の芳しい香りをお楽しみください。

2
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53

5353

53

パルセイユ　株式会社／

スウィーツソーパー

金井　誠一

スウィーツソーパーナチュラルハーベ

ストローションペリーラ

その他

福岡県芦屋町のあたか農園で農薬を使用しない栽培で作った赤紫蘇を自社でエキス化して化粧水を製造しました。クラ

スターの細かなエキスがお肌に浸透しやすく、高保水と高保湿を実現しました。石油系化学物質は無添加で原料段階にも

化学物質は含みません。トレーサビリティーがしっかりした製品です。農商工等連携認定商品。

54

5454

54 名田植物園 名田　英輔 ペット健康野菜Truelove その他

健康野菜Ｔｒｕｅｌｏｖｅは福岡県産二条大麦種子使用、種蒔きまで終了していますので、水をかけるだけで手軽に発芽しま

す。

55

5555

55 ライフデザイン　株式会社 小田　正二郎 筍の皮石鹸 その他

テレビや新聞でも紹介された『筍の皮石鹸』。古くて新しい化粧品原料「たけのこの皮エキス」を使用しています。古来より

食べ物を清潔に保つために使われていた筍の皮。その作用をお肌に活かした無添加石鹸です。また天然竹皮容器と石

鹸のコラボレーションもお楽しみください。

56

5656

56 株式会社　博多ふくいち 小山　由基政 辛子明太子 水産加工品 ８年連続モンドセレクション最高金賞受賞の博多ふくいち辛子明太子。

57

5757

57 株式会社　博水 江越　猛信

博多魚醤「えそ醤」（はかたぎょしょう

えそびしお）

水産加工品 蒲鉾の原料では最高級魚とされるエソの“あら”を用いた魚醤を開発した。福岡県発祥の高級発酵調味料。

58

5858

58 株式会社　春日丸水産 佐藤　隆二 高鮮度干物加工品 水産加工品

自社のまき網漁船団が玄界灘で漁獲した、鮮度抜群の魚をそのまま使用しています。鮮魚を干物加工したあと一回だけ

冷凍保存した「ワンフローズン」で、旨さを保っています。冷凍魚を解凍して干物加工し、再び冷凍保存した「ツーフローズ

ン」とは、味が違います。

59

5959

59

株式会社　やまひら（夜明

茶屋）

金子　英典 有明海むつごろうラーメン 水産加工品

有明海のむつごろうをラーメンの味の要に使用しました。麺にはラー麦（福岡県産ラーメン用小麦）を使用しており、むつご

ろう出汁に特製麺のコシが特徴の「地ラーメン」です。

60

6060

60

株式会社　藍島ぶらんど

倶楽部

藤野　朱美 一本釣りのさわらのたたき 水産加工品

一本釣りの釣りたてさわらを即船上で加工。ひと手間かけて身をしめてバーナーで程よく焼いています。真空パックにして

おりますので、通年お召し上がりいただけます。市場では珍しく大好評いただき絶品です。

61

6161

61 糸島漁業協同組合 仲西　利弘 糸島かきオイル漬け 水産加工品

今や、福岡県の冬の風物詩として定着した糸島カキ小屋。カキ小屋で使うカキは、もちろん、糸島の美しい海で育ったもの

です。このカキを周年、味わっていただこうと開発したのが、この商品。糸島カキを香草等とともにオイル漬けにしたもの

で、香草の香りとカキの旨味とが合わさり、風味豊かな味に仕上がっています。利用シーンとしては、つまみとしてお酒と

の相性も良いですし、また、パスタの具材としてもオススメです。

62

6262

62

合資会社　川茸元祖遠藤

金川堂

遠藤　淳 川茸（スイゼンジノリ） 水産加工品

全国で唯一、福岡県朝倉市の清流「黄金川」にのみ自生する「川茸（スイゼンジノリ）」。約250年前の江戸時代より献上御

用品として、料理を彩る逸品として重宝されています。酢の物、刺身の添え物等の和食はもちろん、中華、フランス料理と

用途は多種多様です。良質なたんぱく質、ミネラル等のほか、近年、機能性食品として注目されている「サクラン」を豊富

に含んでいます。スイゼンジノリの学名はアファノテーケ・サクラム。サクラムは「聖なる」という意味です。翡翠をも思わせ

る聖なる輝きと独特な食感をお楽しみください。

63

6363

63 九州丸一食品　株式会社 江口　志郎 明太子屋さんが作った明太松前漬け 水産加工品

明太子屋さんが作った明太松前漬け。“北”と“南”の名物コラボ商品です。さっぱりした味は、ご飯にぴったりの博多ならで

はの逸品です。

64

6464

64 有限会社　江口蒲鉾 江口　和彦 竹凛焼 水産加工品

練り上げから蒸しに至るまで一本一本手作りしています。しなやかでコシがある理想ともいえるかまぼこを作るために魚の

選定はもちろんのこと、徹底的に練りにこだわりました。また、みやま市の採れたての竹に入れ蒸し上げるためにほのか

に竹の香りがあり絶妙な味わいとなっています。また、細工や名入れをほどこすこともでき、お祝いの席や贈り物にと喜ば

れています。もちろん、保存料、甘味料、化学調味料そして澱粉も無添加で作りました。食べて頂ければ一口でその違い

に驚かれると思います。

65

6565

65

株式会社　藍島活性化グ

ループ

二見　隆 天然塩蔵わかめ 水産加工品

スナメリも泳ぐ北九州藍島の海で育った００％天然わかめです。香り豊かで肉厚なわかめ本来の味を実感していただけま

す。

66

6666

66 江の浦海苔本舗 森田　修司 のりかけシリーズ 水産加工品

有明海産の焼き海苔をたくさん使った「のりかけ」。高級真鯛やちょっとすっぱいうめや旨味が増す明太子がはいり、ご飯

にふりかけると、パリッととした香ばしさ。お茶漬けにするとふんわりとやわらかになって、スープに海苔の滋味がひろがり

ます。お好みで、サラダや麺類にも使える万能なご飯のお供です。

67

6767

67 日本鮮食　株式会社 嘉村　宏 はま吸い（即席はまぐりの澄し汁） 水産加工品

天然の殻付はまぐりが入った即席汁物です。お椀に開けてお湯を注ぐだけで、本格料理屋の汁物が召し上がれます。本

日試食も出しております。ぜひブースにお越しください。

68

6868

68 株式会社　さかえや 本山　耕三

①めんたいこ入り生のり　②明太子

入り子持ちきくらげ

水産加工品

①明太子と瀬戸内海で採れた生のりを絶妙にブレンドし、美味しく炊きあげました。生のりならではの甘みと、ピリッとした

明太子の辛みがたまらない逸品です。

②上質のきくらげに明太子をブレンドしました。きくらげのこりこりとした歯ごたえと明太子のピリッとした辛味をお楽しみく

ださい。

69

6969

69

十二堂　株式会社

（太宰府えとや）

作本　浩親 梅の実ひじき 水産加工品

厳選されたひじきと歯ごたえの良い梅の実を使用し、独自の製法で仕上げた爽やかな風味の逸品です。あったかいご飯

はもちろん、卵焼きや和え物、パスタなどお料理の具材としてもお使いいただけます。

70

7070

70 株式会社　機能性食研 富永　堅志

鰻油入りソーセージ詰合せ（国産チ

キンとハーブポーク）

畜産加工品

厚生労働省が１日に１ｇ以上の摂食を薦めているn-3系不飽和脂肪酸（ＤＨＡやＥＰＡなど）が豊富に含まれている鰻油や

骨や歯の形成に大切な栄養素の鰻のカルシウムを配合し、本場ドイツの製法でスパイスやハーブを使用し、発色剤（亜硝

酸Ｎa）不使用の健康志向な手作りソーセージ。浅ゆでをお薦め、ポトフやスープに入れてお手軽でグルメな一品を食卓

へ。

71

7171

71 株式会社　やきやま 合屋　輝一 博多一番鶏手羽元とろとろ煮 畜産加工品

在来地鶏で肉の旨さが評判の「さざなみ」とすぐれた発育性の「ホワイトロック」を交配した素材の良さがわかる鶏です。滑

らかな舌触りときめの細かな肉質で、歯ごたえもあります。また、遺伝子組み換え操作や農薬散布していないトウモロコシ

とビタミンが豊富な八女茶を使用した飼料で健康的に育てられた鶏の手羽元を醤油ベースの味付けをし、軟骨までも柔ら

かくなるまで煮込んでいます。

72

7272

72

徐福長寿星　株式会社（包

子王）

徐　兵

明太包（メンタイパオ）、小龍包（ショ

ウロンパオ）

畜産加工品

明太包は、福岡産明太子と北海道産シャケをたっぷり詰めた包子です。きんちゃく袋の形をした新しい包子です。福岡の

新しいお土産として提案したいです。

小龍包は、九州産豚肉をふんだんに使用し、天然豚のコラーゲンスープがたっぷりの小龍包です。手作りでもちもちした

皮生地の食感が特徴です。

73

7373

73

むかし竹の子の大一食品

工業

松﨑　大成 博多とりめしちくこっこ 畜産加工品

炊き上がったご飯に混ぜるだけ！簡単なのに本格的なとりめしがご家庭で味わえます！具材はすべて国産にこだわりま

した。自社ブランドの『むかし竹の子』と博多ブランド『はかた地どり』、老舗の醤油屋のこだわりの『醤油』すべての具材が

そろって出来た当社自慢の博多とりめしです。

74

7474

74 有限会社　めぐみ鶏卵 内田　啓一 宗像たまご 畜産加工品 健康な親鶏づくりと卵の味を考えたこだわりの飼料から作った宗像たまご、ご賞味ください。

75

7575

75

株式会社　糸島みるくぷら

んと

宮崎　英文 のむヨーグルト伊都物語500ml 畜産加工品

福岡県最西部にあたる糸島半島３４戸の酪農家の中で最も優れた生乳を生産する「中村牧場」の生乳を８７％贅沢に使

用し、安定剤、酸味料など添加物を一切使わず製造しております。生乳の良さと、低温で長時間発酵させることにより濃厚

でコクのある絶品のヨーグルトになります。

76

7676

76 農事組合法人　福栄組合 秋吉　智司 福岡県産　はかた地どり 畜産加工品

福岡県産　はかた地どりは、福岡県内の11ヶ所の専用農場でヒナから飼育され、福栄組合の工場にて処理、加工されて

日本全国に出荷しています。

肉質は、きめ細やかで、旨味成分のイノシン酸はブロイラーよりも約4割多く含まれています。
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