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北竜町………子実油､子実の菓子：JA北竜町　【2800万円】 9-661 （TEL.0164-34-2211）
本別町………生豆袋販売：JA本別町女性部まめっこ倶楽部　【290万円】 9-527 （TEL.01562-2-3111）
夕張市………メロンゼリー・シャーベット：㈱石炭の歴史村観光　【13億円】 10-625 （TEL.01235-

2-3845）

青森県
横浜町………菜の花ドーナツ：JA横浜町女性部　9-599 （TEL.0175-78-2039）
岩木町………羊羹､もち､アイスクリーム：嶽きみの会　9-575 （TEL.0172-83-2022）
黒石市………ライスめん：黒石アグリビジネス加工振興協議会　【100万円】 4-225 （TEL.0172-52-

3290）
黒石市………タケノコの水煮：大川原山菜加工組合　【500万円】 5-367 （TEL.0172-54-2020）
新郷村………クッキー､まんじゅう：新郷村温泉館・㈱大竹菓子舗　9-29 （TEL.0176-22-4715）
深浦町………ダイコン一押漬：農事組合法人黄金崎農場　【1億円】 5-53 （TEL.0173-75-2122）
天間林村……減臭ニンニク（229）加工品：JAとうほく天間　【8億2000万円】 1-319 （TEL.0176-

68-3131）
田子町………ニンニク乾燥チップ：（財）田子町ガーリックセンター　【5000万円】 10-467

（TEL.0179-32-3165）

岩手県
陸前高田市…ジュース､切干し：JA陸前高田市､地域振興㈱　【500万円】 9-693 （TEL.0192-55-2111）
一関市………地ビール：いわて蔵ビール（世僖の一酒造） 1-63 （TEL.0191-21-1144）
一関市………リンゴジュース：JA岩手南園芸集出荷センター　【1500万円】 5-601 （TEL.0191-82-

5139）
一関市………直火燻煙ハム・ソーセージ：㈲一関ミート　【7500万円】 6- （TEL.0191-24-2687）
花泉町………黒米の粉､菓子､ワラ加工：花泉古代稲生産組合　【1000万円】 9-129 （TEL.0191-82-

3429）
葛巻町………ヤマブドウワイン：葛巻高原食品加工㈱　【3億3000万円】 1-365 （TEL.0195-66-3111）
釜石市………柿酢：仙人柿酢醸造所　【600万円】 11-183 （TEL.0193-23-0660）
岩泉町………ナチュラルミネラルウォーター：（社）岩泉町産業開発公社　【4億円】 5-739

（TEL.0194-22-4432）
久慈市………焼きしとぎ､まんじゅう他：端神部落会　9-643 （TEL.0194-57-2305）
九戸村………甘茶：JA九戸村・･九戸村地場産開発　【230万円】 5-661 （TEL.0195-42-4004）
水沢市………豆腐､うどん､あぶら麩：水沢市農林課　9-603 （TEL.0197-24-2111）
盛岡市………冷麺：岩手県乾麺工業協同組合　4-557 （TEL.019-624-4736）
大東町………タカキビ粉：曽慶高きび生産組合　【420万円】 9-677 （TEL.0191-75-4490）
田老町………自然放牧牛乳：㈲中洞牧場　【8000万円】 6-51 （TEL.0193-87-5959）
北上市………ヒマワリ入り味噌：㈲西部開発農産　【3億4000万円】 9-667 （TEL.0197-73-6471）

宮城県
古川市………ずんだもち：㈲もちべえ　【1200万円】 4-163 （TEL.0229-34-3029）
古川市………アルファ米：尾西食品㈱　【10億円】 9-135 （TEL.03-3452-4020）
志波姫町……納豆：JA栗っこ志波姫営農センタ－　【700万円】 5-293 （TEL.0228-25-3214）
瀬峰町………カボチャまんじゅう､うどん：泉谷農産加工クラブ　【300万円】 10-145 （TEL.0228-

38-2871）
大河原町……仙台みそ：㈱ヤマコメ　【1億8000万円】 7-73 （TEL.0224-52-1001）
大郷町………モロヘイヤパウダー：大郷町農産加工グループあやめ会　【100万円】 5-439

（TEL.022-359-2491）
名取市………タケノコ水煮缶詰：名取市農産加工連絡協議会　【15万円】 5-371 （TEL.022-384-

2111）
鳴瀬町………有色豆腐：上下堤生活改善クラブ　【800万円】 5-197 （TEL.0225-87-3738）

秋田県
上小阿仁村…きりたんぽ：きりたんぽ農家グループ　【1000万円】 4-41 （TEL.0186-77-3120）
象潟町………海草入り干しもち：生活研究クラブ・関加工グループ　【20万円】 4-167 （TEL.0184-

43-2608）
大潟村………もち、納豆、味噌、豆菓子など：㈲せりた　【6000万円】 1-241 （TEL.0185-45-2356）
飯田川町……梅漬：生活研究グループこすもす会　【150万円】 5-403 （TEL.018-877-2561）
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北海道
虻田町………納豆：羊蹄食品　【900万円】 5-289 （TEL.0142-76-2466）
剣淵町………ニンジンジュース：剣淵町トマトジュース生産協会　【304万円】 5-597 （TEL.0165-

34-3043）
更別村………じゃがいも澱粉：神野でんぷん工場㈱　【1500万円】 4-551 （TEL.0155-52-2498）
江別市………北海道産小麦粉：江別製粉㈱　【2億円】 4-517 （TEL.011-383-2311）
札幌市………内麦うどん（乾めん）：㈱マルナカ　【2億2000万円】 4-321 （TEL.011-711-9181）
札幌市………内麦ラーメンほか：㈱マルナカ　【2000万円】 4-371 （TEL.011-711-9181）
鹿追町………手打ちそば：西上経営組合（観光農園にしかみ） 【715万円】 4-271 （TEL.01566-6-

1515）
芽室町………スイートコーン缶詰：日本缶詰㈱十勝工場　【67億7900万円】 9-567 （TEL.0155-62-

7845）
小樽市………飲料：㈲さっぷ　【8000万円】 11-149 （TEL.0134-23-8201）
上士幌町……ミルクジャム（練乳）：㈲十勝しんむら牧場　【4500万円】 6- （TEL.01564-2-3923）
石狩市………缶入り豆：杉野フーズ㈱　【3000万円】 5-107 （TEL.0133-73-1145）
足寄町………ラワンブキ水煮：JAあしょろ山菜加工場　【7000万円】 10-569 （TEL.01562-5-2444）
滝上町………ジャンボピザ：カラスとゴンベーの会　9-751 （TEL.01582-4-2521）
鷹栖町………トマトジュース：㈱鷹栖町農業公社　【3億円】 5-593 （TEL.0166-87-2938）
中標津町……ナチュラルチーズ：三友牧場チーズ館　【600万円】 6-155 （TEL.01537-3-3986）
南幌町………キャベツキムチ：㈱南幌町農産物加工センター　【3500万円】 10-175 （TEL.011-378-

2352）
美深町………羊乳のアイスクリーム：㈲松山牧場　【400万円】 6- （TEL.01656-2-4765）
風連町………切りもち：もち米の里・ふうれん特産館　【8000万円】 4-159 （TEL.01655-3-2332）
平取町………米こうじ味噌：JA平取町女性部農産物加工部会　【170万円】 7-69 （TEL.01457-2-

2211）
北見市………オニオンソテー：㈱グリーンズ北見　【12億7100万円】 10-341 （TEL.0157-36-3611）
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『食品加工総覧』で掲載した、全国各地の加工に取り組むグループや団体・企
業の事例を一覧表にしました。視察先の選定などにご利用ください。

「地域資源活用　食品加工総覧」の
掲載事例一覧（258事例、北から南へ配列）

北海道
虻田町…………納豆：羊蹄食品　【900万円】 5-289 (TEL.0142-76-2466）

記事で扱った
主な加工品 掲載巻-頁

年販売金額

問い合わせ先
市町村 グループ・団体名
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（TEL.027-378-3583）
大間々町……乾めん：星野物産㈱　【3000万円】 4-329 （TEL.0277-73-3333）
富岡市………こんにゃくのスポンジ：㈲山本農場　【1億円】 9-305 （TEL.0274-63-4566）

埼玉県
皆野町………醤油漬：JAちちぶ皆野農産物加工センター　【7000万円】 10-373 （TEL.0494-62-1240）
吉川市………ゴマ油：松本製油㈱　【1億1500万円】 9-251 （TEL.0489-81-2495）
小鹿野町……あんぽ柿：小鹿野町特産振興組合　【3500万円】 5-549 （TEL.0494-75-1221）
名栗村………饅頭、カリントウ、ジャム：名栗村特産協議会加工部　【2000万円】 1-641

（TEL.0429-73-5621）
両神村………氷こんにゃく利用製品：秩父こんにゃく㈱　【5億円】 9-309 （TEL.0494-79-1130）

千葉県
鴨川市………大福餅、混ぜご飯、赤飯、焼米：正木フミ　【400万円】 1-153 （TEL.0470-98-0638）
栗源町………ハム、ソーセージ：農事組合法人大権農場ハム工房　【3100万円】 1-649 （TEL.0478-

75-2929）
佐原市………玄米麹味噌：佐原市自然村の会農産加工部　【700万円】 7-77 （TEL.0478-57-1203）
山田町………野菜ふりかけ：山田町地域振興協同組合　【1000万円】 5-463 （TEL.0478-78-5400）
市原市………大福､カステラ､クッキー他：市津農産加工部会　【290万円】 9-235 （TEL.0436-52-

2700）
銚子市………茹でレトルトラッカセイ：JA銚子　【8000万円】 9-769 （TEL.0479-23-9666）
銚子市………メロン漬：豊岡ひまわりエプロンの会　【200万円】 10-631 （TEL.0479-23-8331）
富里町………スイカみりん漬：なでしこ会　【120万円】 10-273 （TEL.0476-93-3041）

東京都
伊豆大島……海塩：海の精㈱　【4億5000万円】 7-427 （TEL.03-3460-3914）
町田市………ブルーベリージャム：ワーカーズコレクティブ凡　【7980万円】 7-785 （TEL.042-734-

4261）
八王子市……酒まんじゅう：㈲よしの飯村屋　【2000万円】 7-731 （TEL.0426-22-3327）

神奈川県
秦野市………ジェラート：農事組合法人秦野アイス工房プラート　【5000万円】 6- （TEL.0463-82-

0141）

新潟県
越路町………各種野菜漬：㈲ドリーム岩塚　【4600万円】 5-57 （TEL.0258-92-6477）
巻町…………地ビール：上原酒造㈱　【4億5000万円】 7-565 （TEL.0256-72-2039）
頸城村………押しずし：農事組合法人あやめフード　【960万円】 4-119 （TEL.0255-30-4365）
新井市………弁当：JA新潟頸南新井女性部　【1000万円】 4-113 （TEL.0255-72-4126）
妙高高原町…ソバの実エキス入り野草酒：妙高高原町役場・ミヤトウ野草研　【500万円】 9-453

（TEL.0255-86-3131）
長岡市………おにぎり：㈱ライスボード新潟　【8000万円】 4-49 （TEL.0258-66-0077）
田上町………梅干し：田上町農協農産物加工センター　【900万円】 5-405 （TEL.0256-57-5031）
湯之谷村……野沢菜漬：㈱大沢加工　【16億円】 1-665 （TEL.02579-2-0884）
栃尾市………切りもち：農事組合法人田代農産　【2500万円】 4-183 （TEL.0258-58-2667）
弥彦村………切りもち、おこわ、かたもち：農業組合法人麓二区生産組合　【2813万円】 1-657

（TEL.0256-94-4053）
弥彦村………惣菜缶詰：四季乃里工房　【90万円】 5-375 （TEL.0256-94-3833）
両津市………茶がゆ缶詰：佐渡農業協同組合　【450万円】 4-55 （TEL.0259-22-4116）

富山県
宇奈月町……もち､おこわ：宇奈月町女性加工グループ　【300万円】 9-241 （TEL.0765-65-2037）
舟橋村………ミネラルウォーター：立山黒部サービス㈱　【1800万円】 5-745 （TEL.076-464-1828）
大山町………みょうがずし：JA大山中央　【3700万円】 4-125 （TEL.0764-83-1417）
氷見市………茶､せんべい：細越ハトムギ生産組合　【880万円】 9-625 （TEL.0766-91-1489）
福光町………せんべい、お茶：JA福光町・南蟹谷支所　【450万円】 11-71 （TEL.0763-58-1011）
福野町………香紫米のすし､おはぎ：農事組合法人となみ野自然食品組合　【3000万円】 9-145

（TEL.0763-22-7566）
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比内町………凍結乾燥ヤマノイモ粉：㈱おぐら製粉所　【1000万円】 9-731 （TEL.0186-55-3090）
矢島町………松皮色素入りもち：生活研究グループ・しあわせ会　【200万円】 4-171 （TEL.0184-

56-2895）

山形県
羽黒町………ブルーベリージュース：月山高原鈴木農園　【1200万円】 5-605 （TEL.0235-62-4042）
金山町………メープルサップ・シロップ：暮らし考房　【50万円】 11-155 （TEL.0233-52-7132）
三川町………きな粉：農事組合法人庄内協同ファーム　【2億3567万円】 9-533 （TEL.0235-66-

3540）
酒田市………かゆ缶詰：庄内みどり農業協同組合　【5900万円】 4-45 （TEL.0234-26-5535）
白鷹町………冷凍アケビ：JA山形置賜白鷹支店白鷹あけび部会　1-369 （TEL.0238-85-5159）
白鷹町………みそ入りもち：白鷹農産加工研究会　【500万円】 4-175 （TEL.0238-85-1210）
余目町………酢めし、おにぎり、もちなど：JAあまるめ　【4億3806万円】 1-615 （TEL.0234-42-

2770）

福島県
葛尾村………凍みもち：㈲ふるさとのおふくろフーズ　【680万円】 4-179 （TEL.0240-29-2259）
滝根町………練りじゅうねん：滝根町役場　【550万円】 9-175 （TEL.0247-78-2111）
福島市………雑穀入りパンなど：銀嶺食品工業㈱　【5億円】 4-447 （TEL.024-557-0341）
福島市………各種こんにゃく：㈱元気アップつちゆ　【2200万円】 4-615 （TEL.024-595-2044）
梁川町………もろこし焼酎：豊かな白根の里づくり推進協議会　【768万円】 7-525 （TEL.024-577-

0312）

茨城県
明野町………ドジョウの甘露煮、佃煮など：成田のどじょう養殖グループ　1-405 （TEL.0296-52-

5556）
阿見町………がんもどき､まんじゅう他：阿見ヤーコン味工房・トーフのねぎし　9-697 （TEL.0298-

87-1727）
下妻市………豚の半丸枝肉ハム・ソーセージ：美味工房ウイマム食肉加工部　【400万円】 6-

（TEL.0296-30-5121）
玉里村………レンコン餃子ほか：茨城玉川農業協同組合惣菜工場　【1億5000万円】 10-521

（TEL.0299-58-4841）
金砂郷町……そばパン、そばクッキーなど：西金砂そばの郷　【300万円】 1-623 （TEL.0294-76-

9000）
水戸市………ヤギ乳のチーズ：（財）水戸市農業公社森のシェーブル館　【3000万円】 6-167

（TEL.029-255-1482）
水府村………凍みこんにゃく：中嶋商店　【550万円】 4-621 （TEL.0294-85-1436）
大子町………浅漬、おやき、木工品など：大子町特産品開発研究会（役場） 1-89 （TEL.02957-2-

1111）
土浦市………芽ハス加工品、ハス葉パウダー：ＮＰＯ法人　近くの田舎　1-327 （TEL.090-7730-

9510・千本松）
土浦市………レンコンめん､サブレー：㈲JA土浦サービス　【1億円】 10-515 （TEL.0298-23-6700）
日立市………ウメ果汁：JA茨城ひたち中里加工研究会　【150万円】 5-609 （TEL.0294-59-0100）
八郷町………納豆：JAやさと納豆工場　【2億円】 5-295 （TEL.0299-46-1815）

栃木県
葛生町………シソ飲料：原人ドリンクグループ　【180万円】 5-709 （TEL.0283-85-2400）
黒磯市………かんぴょう入りパンなど：㈲秋元ベーカリー　【300万円】 4-455 （TEL.0287-65-3351）
西方町………イチゴジュース：西方町役場　【400万円】 5-613 （TEL.0282-92-0307）

群馬県
下仁田町……さしみこんにゃくほか：㈱ヤマキ　【2億円】 4-625 （TEL.0274-82-3115）
下仁田町……ジャージーバター：（財）神津牧場　【1160万円】 6-83 （TEL.0274-84-2363）
昭和村………こんにゃく､しらたき：㈲グリーンリーフ　【12億円】 4-631 （TEL.0278-24-7711）
前橋市………内麦パン：けやき工房（JA前橋市ゆうあい館） 【500万円】 4-459 （TEL.027-261-5811）
前橋市………硬焼きパン：曽我製粉・㈱ベーカーズストリート　【6億円】 4-463 （TEL.027-265-3522）
倉渕村………味噌、まんじゅう：生活改善農産加工あじさいグループ　【200万円】 1-633
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額田町………味噌：生活改善実行グループ連絡研究会　【650万円】 1-693 （TEL.0564-82-3239）
碧南市………しろ醤油：日東醸造㈱　【5000万円】 7-149 （TEL.0566-41-0156）
名古屋市……お茶､パフ：㈱浅井　【1億円】 9-217 （TEL.052-831-4646）

三重県
阿山町………生パスタ：伊賀の里モクモク手づくりファーム　【3000万円】 4-409 （TEL.0595-43-

2011）
阿山町………地ビール：伊賀の里モクモク手づくりファーム　【2億5000万円】 7-573 （TEL.0595-

43-2011）
宮川村………ミネラルウォーター：㈲森と水を守る会　【6000万円】 5-747 （TEL.05987-7-2819）

滋賀県
近江八幡……千枚漬：JAグリーン近江大中漬物工場　【1800万円】 5-69 （TEL.0748-46-4032）
永源寺町……アイスクリーム：㈲池田牧場　【7000万円】 1-701 （TEL.0748-27-1600）
甲賀町………切りもち：小佐治もち工房　【1300万円】 4-195 （TEL.0748-88-5841）

京都府
京都市………焼き麩､生麩：㈱半兵衛麩　【12億7800万円】 4-581 （TEL.075-312-0008）
京都市………各種あん：㈱イマムラ　【4億8600万円】 9-13 （TEL.075-531-2177）
京北町………納豆入り切りもち：六ヶ地域営農組合　【1000万円】 4-199 （TEL.0771-53-0767）
精華町………サツマイモのつるの佃煮：精華町特産品開発連絡協議会　【30万円】 5-109

（TEL.0774-95-4312）
精華町………青汁ケール：京都やましろ農業協同組合精華支店　【500万円】 10-205 （TEL.0774-94-

2103）
木津町………柿渋エキス：三桝嘉七商店　【6000万円】 11-189 （TEL.0774-72-0216）

兵庫県
温泉町………そば：春来そば生産組合　【1500万円】 1-713 （TEL.0796-92-2770）
篠山市………黒大豆、ヤマノイモ等の加工品：篠山町農協（特産館ささやま） 【6834万円】 1-249

（TEL.0795-52-3386）
但東町………花のジャム：JAたじま但東支店　【450万円】 7-793 （TEL.0796-54-1080）
但東町………ざるそば、かりんとう、雑炊：「赤花そばの郷」生産組合　【2500万円】 9-457

（TEL.0796-56-0081）
朝来町………黒ダイズ入り味噌：㈲朝来農産物加工所　【2800万円】 9-537 （TEL.0796-77-1421）
姫路市………無ろ過・純米清酒：㈱本田商店　【8億円】 7-497 （TEL.0792-73-0151）

奈良県
下北山村……とちもち：JA下北山村　【700万円】 4-203 （TEL.07468-6-0054）
大宇陀町……くず澱粉：㈱黒川本家　4-561 （TEL.0745-83-0025）
奈良市………柿の葉すし：ゐざさ㈱中谷本舗　【21億円】 4-133 （TEL.0742-48-5000）
當麻町………乾燥粉末野菜：農事組合法人當麻町特産加工組合　【100万円】 1-723 （TEL.0745-48-

7000）

和歌山県
海南市………ハッサクジュース：和歌山ノーキョー食品工業㈱　【2億2500万円】 11-309

（TEL.073-483-6220）
那賀町………チキンカリー、華御膳弁当ほか：青洲の里レストラン「華」 【4000万円】 1-413

（TEL.0736-75-6008）
那智勝浦町…国内産丸大豆醤油：㈲藤野醤油醸造元　【1億200万円】 7-155 （TEL.0735-52-0277）
古座川町……ユズ飲料：古座川ゆず婦人部　【500万円】 5-623 （TEL.0735-77-0123）
田辺市………梅干し：和歌山県農協連紀南梅工場　【10億円】 11-95 （TEL.0739-22-8365）

鳥取県
大栄町………すいか糖：フローリスト西園　【15万円】 7-739 （TEL.0858-37-3378）
東伯町………イチジクアイスクリーム：大山乳業農協・JA鳥取西部女性会　【1250万円】 11-55

（TEL.0858-52-2211）
淀江町………うどんほか：㈱白鳳　【1500万円】 11-159 （TEL.0859-56-6798）
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立山町………かゆ：㈱ライスリム　【6000万円】 4-59 （TEL.0764-63-1936）

石川県
野々市町……切りもち､丸もち：㈲林農産　【2300万円】 4-189 （TEL.076-246-1241）

福井県
宮崎村………タケノコ水煮缶詰：宮崎村農業協同組合　【2000万円】 5-379 （TEL.0778-32-2300）
三国町………和風ドレッシング：㈲三里浜農産　【150万円】 7-211 （TEL.0776-82-3339）
朝日町………カボチャパウダー：（財）朝日町公共施設管理公社　【2200万円】 5-443 （TEL.0778-

34-0637）
福井市………レトルトがゆ：㈲米又　【6億円】 4-65 （TEL.0776-26-1019）

山梨県
若草町………ワイン漬：長谷川醸造㈱　【130万円】 5-65 （TEL.055-282-1516）
早川町………熟成ロースハム：（財）南アルプスふるさと活性化財団　【1427万円】 6- （TEL.0556-

45-2507）
早川町………ナメコ缶詰：早川町森林組合　【200万円】 11-753 （TEL.0556-45-2029）

長野県
須坂市………十割乾そば：本十割そば研究会（長野県農工研） 【1億円】 4-275 （TEL.026-248-

0875）
伊那市………カブ漬：羽広菜生産加工組合　【200万円】 10-135 （TEL.0265-76-1387）
開田村………干しそば：㈱霧しな　【4億円】 4-279 （TEL.0264-44-2341）
鬼無里村……えごまクッキー：鬼無里村生改グループ協議会　【64万円】 9-179 （TEL.026-256-

2428）
高森町………低温殺菌牛乳、飲むヨーグルト：農事組合法人信州市田酪農　【1億3000万円】 1-685

（TEL.0265-34-2288）
上田市………発芽玄米：ドーマー㈱　【8800万円】 4-69 （TEL.0268-38-0050）
東部町………乾燥果実､パン､まんじゅう：農事組合法人味工房ゆらり　【5000万円】 11-479

（TEL.0268-64-1166）
豊科町………リンゴジュース：㈱あづみアップル　【1億円】 5-619 （TEL.0263-73-5532）
北御牧村……豆腐：北御牧村味の研究会　【2500万円】 5-203 （TEL.0268-67-3623）
北御牧村……ウォッシュタイプチーズ：清水牧場チーズ工房　【500万円】 6-177 （TEL.0268-67-

3632）
箕輪町………そば焼酎：リカーショップ留美庵　【350万円】 7-529 （TEL.0265-70-6954）

岐阜県
美濃加茂市…スパゲティ､マカロニ：桜井食品㈱　【7000万円】 4-405 （TEL.0574-54-2251）
安八町………ホウレンソウうどん：安八町農産加工運営委･漬物部会　【50万円】 10-601

（TEL.0584-64-3828）
荘川村………だんご､かゆ：荘川村黒谷地区､三島艶子　9-411 （TEL.05769-2-2053）
池田町………茶のふりかけ：池田町学校給食センター・商工会　【150万円】 5-467 （TEL.0585-45-

8000）
中津川市……味噌こうじみそ・しょうゆ：㈲広岡農産加工センター　【1000万円】 7-81

（TEL.0573-63-2946）
美山町………おこわ､蒸しパン､フライ：ふれあいバザール生産物直販組合　【1300万円】 9-163

（TEL.0581-53-2125）
明宝村………ケチャップ：㈱明宝レディース　【2500万円】 5-383 （TEL.0575-87-2388）

静岡県
浅羽町………食パン､地粉など：遠州中央農協浅羽営農センター　【5540万円】 9-287 （TEL.0538-

23-2411）
中川根町……よもぎまんじゅう、そばなど：㈲ふれあい・四季の里　【1億1000万円】 1-225

（TEL.0547-56-0542）

愛知県
安城市………糖果菓子：タンポポグループ　【6000万円】 11-49 （TEL.0566-73-4400）
一宮市………γ-アミノ酪酸富化の米胚芽：オリザ油化㈱　9-149 （TEL.0586-86-5141）
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小城町………梅漬・梅干し：JA小城郡生活課・里姫会　【100万円】 11-99 （TEL.0952-73-3633）
多久市………ウリの粕漬：多久市農業協同組合野菜加工場　【3637万円】 10-263 （TEL.0952-75-

6736）
唐津市………まんじゅう､味噌：みなとん里かあちゃん加工部　【1000万円】 1-779 （TEL.0955-79-

1239）
白石町………テンペ：白石町ふるさと産品普及の会　【100万円】 5-315 （TEL.0952-84-2115）
肥前町………味噌、そば、クッキー：ひぜん生き活きの里加工組合　【290万円】 1-787

（TEL.0955-54-1191）

長崎県
三井楽町……自然熟成ハム・ソーセージ：㈲五島牧場　【8000万円】 6- （TEL.0959-84-3377）

熊本県
熊本市………茹でラッカセイ：㈱イシザカ　【2億1000万円】 9-773 （TEL.096-380-1616）
小川町………白玉粉：若城食品加工（合） 【1000万円】 4-495 （TEL.0964-43-0154）
水上村………手打ちそば：山の幸館　【1200万円】 4-285 （TEL.0966-46-0052）
清和村………山菜と野菜の混ぜご飯の素：JA熊本清和農産加工所　【4700万円】 5-121 （TEL.0967-

82-2421）
泉村…………羊羹､クッキー：五家荘平家の里管理組合　【320万円】 7-757 （TEL.0965-67-5372）
姫戸町………ポンカン缶詰：JAあまくさ姫戸町統括支所　【100万円】 5-387 （TEL.0969-58-2155）
本渡市………まんじゅう､ぼたもち：下浦加工グループ　【550万円】 7-751 （TEL.0969-23-2890）
矢部町………ゆず果汁、ジャム、羊羹など：㈲生活改善グループみゆき会　【1900万円】 1-795

（TEL.0967-74-0015）

大分県
上津江村……ワサビアイスクリーム､ワサビ漬：上津江村生産物直売所　【700万円】 10-741

（TEL.0973-54-3013）
竹田市………酒まんじゅう、ソバなど：竹田市わかば農業公社　1-101 （TEL.0974-66-3553）
直川村………豆乳入りアイスクリーム：野々下豆腐店　【390万円】 5-143 （TEL.0972-58-2302）
耶馬溪町……ベーコン､焼き豚、ウインナー：下郷農業協同組合　【4000万円】 1-803 （TEL.0979-

56-2222）

鹿児島県
吉田町………乾燥ニガウリ：吉田町農産加工グループ　【400万円】 10-439 （TEL.099-294-2211）
喜入町………サツマイモペースト：喜入町農産加工組合　【260万円】 9-369 （TEL.0993-45-2346）
国分市………あん入りかるかん：㈲九面屋　【7億円】 9-363 （TEL.0995-45-0895）
指宿市………サツマイモの茎葉茶：いぶすき健康農産物生産会　【1500万円】 5-677 （TEL.0993-25-

3268）
菱刈町………黒ゴマ油：㈲鹿北製油　【2億円】 9-257 （TEL.09952-6-2111）
牧園町………生醤油：㈲もんぺおばさん　【2000万円】 7-161 （TEL.0995-76-0611）
加世田市……冷凍焼きいも：鹿児島県経済連農産加工センター　【5億円】 9-359 （TEL.0993-53-

6135）

沖縄県
粟国村………海塩：㈱沖縄海塩研究所　【1億2000万円】 7-433 （TEL.098-988-2160）
伊是名村……アルファー化米：JA伊是名村　【265万円】 4-79 （TEL.0980-45-2457）
下地町………パパイア酢漬：下地町農漁村生活研究会　【500万円】 5-417 （TEL.09807-6-2435）
平良市………ウコン粉末・錠剤：宮古郡農業協同組合　【1200万円】 10-73 （TEL.09807-3-5050）
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島根県
五箇村………おにぎり：久見海産加工グループ　【10万円】 4-75 （TEL.08512-5-2509）
津和野町……クリ加工品：風土菓子本舗千舎ノ木　【1700万円】 1-733 （TEL.08567-2-1855）
弥栄村………米こうじ・麦こうじ味噌：㈲やさか共同農場　【1億2000万円】 7-89 （TEL.0855-48-

2510）

岡山県
阿波村………山菜佃煮：（財）あばグリーン公社　【180万円】 5-113 （TEL.0868-46-7070）
岡山市………ハトムギ加工品：㈲国定農産　【8400万円】 9-631 （TEL.082-296-8112）
建部町………野菜入り無発酵パン：生活改善グループ・山ゆりの会　【50万円】 4-469 （TEL.0867-

22-3434）
勝北町………オオムギ粉・粒：福田製粉精麦加工所　【500万円】 9-189 （TEL.0868-29-0672）
新庄村………もち・クッキー・おこし：㈱メルヘンプラザ　9-33 （TEL.0867-56-2908）
総社市………甘酒：秋山糀店　【300万円】 7-633 （TEL.0866-92-0948）
大佐町………佃煮、味噌：大佐農産加工部　【389万円】 1-739 （TEL.0867-98-2624）
東粟倉村……もち､大福：東粟倉農協､東粟倉工房　【1億7000万円】 9-47 （TEL.08687-8-2677）

広島県
吉舎町………まんじゅう：㈲後藤菓子店　【1000万円】 9-737 （TEL.0824-43-2023）
向島町………トマト・イチジクジャム他：JA向島町ふるさと産品生産部会　【73万円】 7-797

（TEL.0848-44-2105）
世羅西町……もち､味噌、菓子：せらにしふれあいの会　【3700万円】 1-745 （TEL.08473-7-1114）
大和町………ハトムギ入りもち：JA広島中央　4-207 （TEL.08473-4-1096 ）
東野町………つわぶき佃煮：ふるさとの味研究会　【150万円】 5-117 （TEL.08466-5-2247）
内海町………せんべい：ひよりの里グループ（田島漁協） 【100万円】 7-747 （TEL.0849-86-2304）
福富町………食パンなど：㈲カントリー・グレイン　【4000万円】 4-473 （TEL.0824-35-2326）

山口県
宇部市………漬物、ちまき：小野特産手づくりグループ　【240万円】 1-757 （TEL.0836-64-2203）
玖珂町………ライスめん：玖珂町特産品開発グループ　4-229 （TEL.0827-82-5955）

徳島県
一宇村………雑穀もち：生活改善グループ・わさけの会　【100万円】 4-211 （TEL.0883-67-2111）
宍喰町………寒茶：宍喰町寒茶生産部会　【200万円】 5-665 （TEL.0884-76-3161）
上板町………ソース：光食品㈱　【10億8000万円】 7-247 （TEL.088-637-6123）
上板町………和三盆糖：岡田製糖所　【1億5000万円】 9-393 （TEL.088-694-2020）
石井町………すし、パン、赤飯：農産直売所「百姓一」 【300～630万円】 1-765 （TEL.088-674-

7377）

香川県
高松市………冷凍うどんなど：香川県経済農業協同組合連合会　【6211万円】 4-335 （TEL.087-886-

2314）
香川町………煮豆､だんごなど：JA浅野ひょうげ味の里研究会　【61万円】 9-469 （TEL.0878-89-

0763）
池田町………塩蔵品・オイル：東洋オリーブ㈱　【3億9000万円】 11-123 （TEL.0879-75-0260）
豊浜町………ナシの粕漬：豊浜町梨加工研究会　【50万円】 5-413 （TEL.0875-52-2952）

愛媛県
岩城村………レモンゼリー：㈱いわぎ物産センター　【8200万円】 11-653 （TEL.0897-75-3288）
面河村………ヨモギ粉：面河特産品開発センター　【1000万円】 10-697 （TEL.0892-58-2440）

高知県
中村市………クワの葉茶：立風舎桑茶生産部　【100万円】 5-669 （TEL.0880-35-4158）
馬路村………飲料､ポン酢：馬路村農業協同組合　【25億7300万円】 11-615 （TEL.08874-4-2211）

佐賀県
呼子町………ゼリー：島ホリおこしかあちゃん組　【3300万円】 11-315 （TEL.0955-82-2920）
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