
◆商品分類

◆出展企業（商品分類別　５０音順）

頁 初 事業者名 所在地 求評希望商品

1 初 株式会社ＭＹＭウォーター 由布市
Yufu　阿蘇くじゅうの水
微粒炭酸水

阿蘇くじゅうの水
５００ｍｌ

阿蘇くじゅうの水
２０００ｍｌ

阿蘇くじゅうの水
５Ｌ（ＢＩＢ)

阿蘇くじゅうの水
１０Ｌ（ＢＩＢ)

①Yufu　阿蘇くじゅうの水
微粒炭酸水

2 九州乳業株式会社 大分市
くじゅう高原牛乳
１０００ｍｌ

ＬＬみどり３．６牛乳 ＬＬみどり豆乳
くじゅうファーム
ヨーグルト４Ｐ

くじゅう連山の湧水

3 株式会社ジェイエイフーズ
おおいた

杵築市 なしごこち みかんごこち ぶどうごこち なしごこち

4 初 有限会社住宅企画 大分市 天然炭酸水 YOIYANA
①天然炭酸水　ＹＯＩＹＡＮＡ
②よいやな梨飲料

5 初 藤居酒造株式会社 臼杵市 きっちょむジンジャー きっちょむジンジャー

6 初 山国どぶろく製造所 中津市 山椿 あま酒

7 あかれんが 宇佐市 ワッフル 大豆かりんとう

8 農事組合法人
畦道グループ食品加工組合

日田市 手造りかりんとう 手造りかりんとう

9 株式会社イマジン 大分市 みかんの花咲くころ ゆず小町
いいものづくしのふりかけ
（無添加）

いいものづくしのふりかけ
（わさび）

10 初 木村山羊牧場 大分市 山羊ミルクアイスクリーム やぎアイス

11 後藤製菓 臼杵市 臼杵せんべい・曲 臼杵せんべい・平 臼杵せんべい・黒糖
うすきせんべい・生さんど
（小豆）

うすきせんべい・生さんど
（ブルーベリー）

12 御菓子司　高橋水月堂 大分市 関あじ・関さば最中 豊後三百年の恋 かぼす最中 大分どら焼き かぼ酎ケーキ

13 株式会社つく実や 津久見市 柑の香　かぼす風味

14 有限会社トゥエンティーワン
ハシモト

大分市
クランチチョコバゥムクゥ
ヘン

木こりのまきわり ギフト商品 アイスチョコバゥム
新しいチョコバゥムとこだわりの
バゥム

15 手づくりの店ホープ 豊後大野市 冷やし焼き芋 さくさくかりんとう ぶんご小町 さつまいも煮 あまころいも
①まるっと芋（干しいも）
②冷し焼きいも

16 有限会社麻生醤油醸造場 玖珠郡 チーズマヨネーズ 焼にんにく（甘口） 甘酒 ゆず胡椒八味 蔵元果実酢　かぼ酢
①ゆず胡椒八味
②焼にんにく（甘口）

17 初 安藤オリーブファーム 豊後高田市 バジペーニョ黒ラベル バジペーニョ赤ラベル バジペーニョ黒ラベル

18 カニ醤油合資会社 臼杵市 ジャポネソース チンタオドレッシング こうじごしょう 塩こうじドレッシング

19 有限会社川津食品 日田市 川津家謹製　粒柚子胡椒 川津家謹製　柚子こしょう
甘酸っぱい柚子こしょう
YUZURICH

YUZURICH　柚子ポン酢 YUZURICH 柚子ポン酢

20 喜多屋 竹田市
豆乳のタルタルソース
和TaRu

野菜のドレッシング
KaKe Vegee

和声スイートチリソース
aroll

オレインリッチ
ひまわりオイル

椎茸ピクルス
nava na pickles

21 旅館黒嶽荘 由布市 一年熟成ゆずこしょう
食べるゆずこしょう
ゆず糀

完熟ゆずこしょう 食べるゆずこしょう　ゆず糀

22 株式会社サンヨーコーヒー 別府市
くろかんくんの
黒ゆずごしょう

湯布院長寿畑　おおいた産
大葉のいっぱいはいっちょる
ドレッシング

湯布院長寿畑　おおいた産
かぼすと椎茸のいっぱい
はいっちょるドレッシング

ジュレ寒天おおいた産
梅ぽん酢・ドレッシング

ジュレ寒天おおいた産
ネギぽん酢・ドレッシング

23 初
株式会社ニッコーフーズ

コーポレーション
大分市 豊の天然だし 豊の天然だし　松

24 初 合同会社マザーズカンパニー 別府市 水塩ＢＵＯＮＯ かぼドレポン酢
①水塩ＢＵＯＮＯ
②かぼドレポン酢

25 あねさん工房株式会社 豊後大野市 かぼすコンフィチュール やまのまりも かぼすのしずく かぼす日和

26 有限会社植木農園 大分市
大葉胡椒（スイートチリ
風）

大葉素麺・赤じそ素麺 かぼしそつゆ 大葉素麺ギフト 大葉スパイス（洋風・和風）

27 有限会社上田椎茸専門店 別府市 椎茸こんぶ角煮
どんこ椎茸のぜいたく
和風だし

柚こんぶ 椎多辛味（したしみ）
大分県産椎茸こんぶ佃煮
ギフトセット

28 初 有限会社江島 中津市 和の青汁 マジックレッド

29 有限会社エム・ナイン 竹田市
めぐみ会のトマトケチャッ
プ

トマトジャム めぐみ会のトマトジュース 赤いとまとのどれっしんぐ とまとそーす

30 香々地ボタンボウフウ研究会 豊後高田市
紫ボタンボウフウ（乾燥
葉）

紫ボタンボウフウ茶
①紫ボタンボウフウ
②紫ボタンボウフウ(粉末スティックタイ
プ)

31 初
社会福祉法人共生荘 障がい者
サポートセンター　三角ベース

国東市 びわの種粉末 びわの葉茶 柿の葉茶
よもぎボーロ・
かぼちゃボーロ

おからかりんとう
①びわの種粉末
②びわの葉茶

32 株式会社来浦ぐらんま 国東市 あぶり太刀魚おかず味噌 元気にんにくおかず味噌 しょうがジャコおかず味噌 鳥ももごぼうおかず味噌 鳥ももごぼうおかず味噌

33 株式会社クマガエ 日田市
焼きうどんこんにゃくライト
オタフクソース付き

焼きそばこんにゃくライト
オタフクソース付き

ほるこん（豆乳入りホルモン
風食感こんにゃく）

かるこん（おから入りカルビ
風食感こんにゃく）

こんにゃくようかん

34 初 JAおおいた国東事業本部 国東市 国東オリーブオイル 国東オリーブ塩漬け
①オリーブオイル
②オリーブ新漬け

35 チャイナキッチン　笑福
Ｓ．Ｈ株式会社

別府市 ドラゴンヌードル ドラゴンヌードル

36 初 末松農園 宇佐市 宇佐米味くらべ 宇佐市吟醸米（単品） 大分県旨い米詰め合わせ

37 株式会社つえエーピー 日田市 葉わさびソース 柚子ごしょうパウダー ゆず生姜はちみつ 柚子ごしょう茶漬け
マイゆずごしょう/
ペッパース、ハンディ

柚子ごしょうパウダー

38 株式会社ドリームファーマーズ 宇佐市
安心院干しぶどう
種入り巨峰（青春編）

安心院干しぶどう
種無しピオーネ

安心院干しぶどう
シャインマスカット

安心院干しぶどう
いろいろミックス

濃縮蜜柑

39 ながお梅園 日田市 梅干し ジャム しそふりかけ 梅肉 しそ生ふりかけ

40 農業生産法人　有限会社中津漬
物

中津市 ピリ辛高菜 うま辛高菜 めんたい辛子高菜 高菜漬 甘辛大根

41 初 なしこ小町 豊後大野市 干椎茸（スライス） 干椎茸（冬菇） 干椎茸（香菇）
①原木乾シイタケスライス
②原木乾シイタケどんこ

42 初 成美 大分市 豊後おがたん鶏汁　200ｇ 豊後おがたん鶏汁　640ｇ
【贈答用】豊後おがたん鶏汁
460ｇ

①豊後おがたん鶏汁　200g
②森のサザエ

43 二豊フーズ株式会社 大分市 あんかけとろみ納豆 かぼすジュレ納豆 国産くろめ納豆 国産ひきわり納豆 大分ふるさとカップ納豆 椎茸納豆あんかけとろみ

44 Happy Farm 宇佐市 ジャム各種 いちじくの赤ワイン煮 ゆず胡椒 ゆず胡椒生姜入り
①ゆず胡椒
②いちじくの赤ワイン煮

45 株式会社姫野一郎商店 竹田市
大分県産椎茸「上冬菇」
ＪＤＯ-30

大分県産どんこ椎茸３０ｇ 椎茸のふっくら煮

46 初 有限会社姫の園 　大分市
大分県産烏龍茶ティーパック
５ｇ×１５

大分県産紅茶　８０ｇ
①大分県豊後大野産　烏龍茶ティーバッ
グ
②大分県豊後大野産紅茶

47 初 冨士タンパク食品工業有限会社 臼杵市 三代目豆腐　木綿 三代目豆腐　絹 三代目豆腐　木綿厚揚げ 三代目豆腐　絹厚揚げ 三代目豆腐　生揚げ ブリリアン（プレーン・大葉・バジル）

48 初 豊後高田そば生産組合 豊後高田市 韃靼そば茶（缶入り100ｇ）
韃靼そばパスタ４種
（プレーン・お茶・桜・ゆず）

韃靼そば（なまめん）
①韃靼そば（なまめん）
②韃靼そば茶（缶入り１００ｇ）

49 初 豊後高田落花生生産者協議会 豊後高田市 落花生（殻付き） 落花生（塩煎り）
落花生（茹でレトルトタイ
プ）

①落花生（殻付き）
②落花生（塩煎り）

出展企業一覧（商品分類別）

出　展　商　品

◆　飲料　　　　　　　　　　　6社　17品

◆　菓子　　　　　　　　　　　9社　28品

◆　調味料　　　　　　　　　　9社　31品

◆　農産加工品　　　　　　　　34社　122品

飲料 菓子 水産加工品農産加工品調味料 畜産加工品 その他



◆商品分類

◆出展企業（商品分類別　５０音順）

頁 初 事業者名 所在地 求評希望商品

出展企業一覧（商品分類別）

出　展　商　品

飲料 菓子 水産加工品農産加工品調味料 畜産加工品 その他

50 初 別府漬物有限会社 別府市 別府キムチ 胡瓜キムチ 湯布院しぼり 胡瓜一本漬 茄子漬

51 株式会社豊和物産 大分市
大分県産乾椎茸冬菇
（袋物）

大分県産乾椎茸香信
（袋物）

大分県産乾椎茸冬菇
（ギフト）

大分県産乾椎茸香信
（ギフト）

52 有限会社マルナカ・フーズ 日田市 椎茸鶏めしの素まぜるだけ 椎茸鶏めしの素炊込むだけ
椎茸鶏めしの素　炊込むだけ
２合用　箱入り

53 初 ＮＰＯ法人みずき 国東市 向日葵のしずく 向日葵のしずく

54 いちじく姫本舗株式会社ムクノ 中津市 いちじくジャム極み いちじくドレッシング いちじくソフトゼリー ソフトドライいちじく いちじくビネガードリンク
①生ジャム（蓬莱柿）
②いちじくビネガードリンク

55 初 ユワキヤ醤油株式会社 大分市 いちじくジュース 赤しそジュース

56 有限会社四井製麺工場 宇佐市 長洲そうめん 豊のひやむぎ 長洲そうめん嘉市 地粉うどん嘉市 大分名物やせうま

57 ライスアルバ株式会社 大分市 米粉麺 米粉 米粉パン 米粉化粧品

58 初
大麦や

ライフスタイル・ファクトリー
大分市 大麦１００％でつくった麺 大麦の穂

大麦１００％でつくった麺
スープ付き

59 初 安部水産株式会社 佐伯市
大分産ひじきふりかけ
５０ｇ

大分産ひじきふりかけ
梅入り　５０ｇ

大分産まぜこみひじき
２５ｇ

大分産ひじきふりかけ
しそ風味　４５ｇ

大分産ひじきふりかけ
生姜風味　４５ｇ

①大分産ひじきふりかけカレー風味40g

②めかぶとひじき

60 株式会社永徳鮮魚店 津久見市
まぐろコラーゲン入り
まぐろカレー

まぐろハンバーグカレー まぐろ大角煮 ひゅうが丼

61 大分県漁業協同組合
佐賀関支店

大分市 関あじの一夜干し 関いさきの一夜干し 関さばの塩糀漬け 絲くろめ 乾燥くろめ

62 初 株式会社カスガ水産 津久見市 ひゅうが丼 ねぎとろ こわためしの素 まぐろみそ まぐろこわたキムチ

63 株式会社高田魚市場 豊後高田市 鱧しゅうまい 椎茸しゅうまい えびしゅうまい イカしゅうまい

64 有限会社髙橋商店 佐伯市 ふわふわしらす 山椒しらす サクッといわし

65 初 株式会社TSUKUMI BRAND 津久見市 まぐろ　こわた まぐろこわた

66 有限会社鶴亀フーズ 大分市 吉四六のり おつまみのり くろめお吸い物 まぐろのり佃煮

67 初 長田商店株式会社 佐伯市 あじみりん干 さば塩糀漬け 天日干しあじ開き
①さば塩糀漬け
②あじみりん干し

68 有限会社丸二水産 佐伯市 ソフトシェル伊勢海老 伊勢海老の塩辛 伊勢海老のパスタオイル 伊勢海老スナック ソフトシェル伊勢海老

69 株式会社桃太郎海苔 大分市 焼のり大分産８袋 味付大分産８袋 海の響　８袋 かぼす海苔　６袋 Ｅ－２０

70 株式会社ヤマジン 佐伯市 あじ開き（５枚）袋 うるめ丸干し（５尾）Ｐ ししゃも南蛮漬 ごまだし ぎょろっけ

71 有限会社やまめの郷 日田市 やまめの卵塩漬 やまめフィーレ やまめオス やまめメス やまめのうるか
①やまめフィーレ
②やまめごはんの素

72 株式会社やまろ渡邉 佐伯市 中骨なしあじ開き あつめし化粧箱

73 特産館あじむの里
安心院ソーセージ

宇佐市 ラックスハム 生ソーセージ各種 大分県産　煮豚 炙りベーコン
りょうたの手羽先
すずや唐揚げ

74 株式会社学食 大分市 おおいた冠地どり（正肉） 冠地どり　とりめし　110ｇ 冠地どり　岩塩焼き

75 ＫＴＳフーズ株式会社 大分市
里山の鶏炭火焼　１００ｇ
（大分県産かぼす胡椒使
用）

大分市産ニラ使用
黒豚メンチカツ１００ｇ

大分市産大葉使用
黒豚メンチカツ　１００ｇ

椎茸ドレッシング 椎茸ポン酢

76 有限会社デリカフーズ大塚 大分市 豊後とり天 府内南蛮牛めし 南蛮とり天スティック 南蛮ごぼうスティック 南蛮あじフライ

77 渡邉食品企画 日田市
津江鶏めしの素（2～3合
用）

津江鶏めしの素・
具だくさん田舎味

78 株式会社一久庵 中津市 だんご汁 やせうま かぼすめん かぼすうどん かぼすめん

79 フロム大分 国東市 やせうま だんご汁 だんご汁のダシ

◆　水産加工品　　　　　　　　14社　53品

◆　畜産加工品　　　　　　　　5社　20品

◆　その他　etc　　　　　2社　7品

合計　　　　　　　　　　79社　278品


