
令和元年度　「食の國ふくい」こだわり商品展示商談会　　出展者一覧

展示予定
商品数

主な展示商品 展示予定商品（一部）

1 (株)アジチファーム 910-0052 福井市黒丸町10-16-1 http://ajichi.jp/ 3 米粉スイーツ、米麺、おかゆ

2
特定非営利活動法人アッ
プ・トゥ・ユウ

917-0041 小浜市青井21-5 http://up-to-you.info/ 4
梅のあまつぶ、梅グラッセセミドライタイプ、蜜梅クッキー、紅
映梅のフィナンシェ

3 新珠製菓(株) 915-0816 越前市小松１丁目5-1 http://www.aratama.jp/ 3
・あんころ餅
・羽二重餅

4 アルデーヌ　カナモリ 919-1301
三方上中郡若狭町気山
275-2-3

http://www.a-
kanamori.com

2
・若狭バーム
・バームらすく

5 (株)宇都宮正二商店 918-8231 福井市問屋町1-51
http://www.fukui-
utsunomiya.co.jp

5
福井ポーク餃子・越のルビートマト餃子
日本海かに餃子・白えび餃子・昆布巻

6 (株)エコファームみかた 919-1331
三方上中郡若狭町鳥浜
59-13-1

http://benichu.net/ 3
梅酒】BENICHU20°BENICHU38°
【梅ジュース】グッジョブ

7
(有)エッチ・ジェイ・ケイ
（米工房ほ・た・る）

918-2332 福井市野波町37-12
http://buyer.fisc.jp/produ
ct-maker/hjk/

6

・ほたるかきもち
・ひめほたる
・米（雪と蛍の米）
・菜のmanma  ギフト

8 (株)小田こんぶ 910-0836
福井市大和田1丁目101
福井市中央卸売市場内

http://www.odakonbu.co.j
p

5
・昆布（原藻）3種
・昆布加工品  2種

9 （合）開花亭 910-0006 福井市中央3-9-21 http://www.kaikatei.biz 3～4
・蟹の淡雪
・鍋
・押し寿し　等

10 (株)神久商店 915-0054 越前市小野谷町14-1-14 http://kouji-kamikyu.com 6
極旨シリーズ　　日本海産するめいか・国内鶏せせり・はら
み・生ガキ・サーモン・さばフィレの醤油麹漬け

11 (株)北前船のカワモト 914-0033 敦賀市鳩原21号1-9
http://www.wakasakawam
oto.co.jp/

2
・ごちそうさばめし
・ひじきごはん

12 (株)キヨカワ 918-8236 福井市和田中1-414
https://www.pureriver.jp/i
ndex.php

5

・越前バジル塩
・越前バジル＆トマト塩
・ドライバジル
・バジル生サブレ
・手打ちバジルパスタ

13 国見えのき（協） 910-3402 福井市鮎川町92-1 http://kunimienoki.com 4
ジンジャーえのき　３種
乾燥えのき

■　開催日　：　令和元年１１月１２日（火）

■　開催場所　：　福井商工会議所　コンベンションホール

HP

出展内容

NO 事業者名 郵便番号 住所
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14 (有)幸伸食品 910-1222
吉田郡永平寺町諏訪間
33-15

https://www.koshinfoods.
co.jp/

4 ごまどうふ、大とろ豆富、濃縮豆乳、豆乳クリーム

15 (株)米五 910-0019 福井市春山2-15-26

https://www.misoya.com/

https://www.komego.com
/

3 越前蔵味噌、越前おみそ汁(FD) 、おかずみそシリーズ

16 (株)杉休 919-0135
南条郡南越前町二ツ屋１
１９字６－２　一ノ瀬山荘

http://www.imajo39.com/ 1 越前今庄つるし柿 （化粧箱）

17 三里浜特産農業協同組合 913-0037 坂井市三国町黒目9-25 http://www.sanrihama.jp/ 3
・三年子花らっきょ80ｇ
・二十日大根１００ｇ
・黒瓜粕漬（手さげ箱）

18 ＪＡ永平寺 910-1222
吉田郡永平寺町諏訪間
47-27-1

http://www.ja-eiheiji.jp/ 3
・スイートコーン「ドルチェドォーロ」
・甘熟黒にんにく～永力～
・れんげ米

19 ＪＡ福井県経済連 910-0005
福井市大手３丁目２番１
８号

http:// ja-fukuikeiz.jp/ 7
県内産原料使用　純米大吟醸　福煌、純米酒　福煌、
原料本格芋焼酎　ほのぼの、本格麦焼酎　ほのぼの

20 新ちゃんみそ 910-3612 福井市清水山町10-60
https://www.facebook.co
m/shinchanmiso/

5
きなこ豆、揚げ豆、しょうが豆、大豆菓子３種箱入り、むし大豆
（冷凍商材）

21 (有)粋 910-0384
坂井市丸岡町四ツ屋10-
15

http://www.oisui.net/ 4

・浜焼き鯖の押し寿司
・浜焼き鯖の押し寿司(ハーフ)
・穴子の棒寿司
・穴子の棒寿司(ハーフ)

22 セレクション 919-0481
坂井市春江町千歩寺33
－1－17

http://selection.boo.jp 1～2
・ホーリーバジルティー（通常パッケージ）
・ホーリーバジルティー（お試パッケージ）

23 (株)髙井屋 910-0834 福井市丸山3-402
http://www.sloeberry-
plus.com/

2
ふわとろブッセ
越前ロールケーキ

24 (株)高岡 910-0837 福井市高柳1-1601 https://tkok.net 3

うちご飯をもっと楽しく
【 福のせ 】

・越前 若狭牛上志比にんにくディップ
・越前 きのこ海苔
・越前 山椒椎茸昆布

25 (株)髙橋製粉所 910-0843 福井市西開発3-701
http://echizen-
konaya.com

8
打豆（大豆食堂・たかはしの打豆・炊き込みごはん用打豆）
きな粉（越前きな粉・ミニミニきな粉）・越前麦茶・越前米粉（菓
子用米粉・越前米パンミックス）

26
(有)タキダエンタープライ
ズ

913-0004 坂井市三国町平山15-21 https://www.senbei.biz/ 4

・極上甘えび姿そのまま焼
・越前甘えびから揚げせんべい
・たこから揚げせんべい
・いかから揚げせんべい
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27 (株)武生製麺 915-0005 越前市真柄町7-37
http://www.echizensoba.c
o.jp/

10 なまそば（冷蔵）、なまそば（常温）

28 タナカ農産グループ 910-2173 福井市下東郷町15-45
http://www.tanaka-
gr.com

3
・米
・包装米飯
・黒にんにく

29 (有)谷口屋 910-0205
坂井市丸岡町上竹田37-
26-1

http://taniguchiya.co.jp 3
・谷口屋のおあげ
・あまからおあげ煮
・まぜご飯の具

30
(有)陶芸の里農産組合
雪んこ餅

916-0272 丹生郡越前町樫津4-2-1
http://www.yukinko-
mochi.co.jp

1 かきもち

31 (株)NOUMANN 919-1146
三方郡美浜町大藪21-
20-1

http://www.noumann.com
/

7
美い玉、ベビーリーフ、ブレンドレタス
紅水菜、水菜、ベビーレタスミックス、エディブルフラワー

32 福井大麦倶楽部 918-8216 福井市殿下町48-6
http://www.oomugi-
club.com

11
六条大麦丸粒φ200ｇ、もち麦φ500ｇ、六条大麦ルゥ④、大麦
入りぜんざい、そのまま食べられるおいしい麦茶 60ｇ、大麦
パンケーキミックス

33 福井缶詰(株) 917-0081 小浜市川崎1-1-3
http://www.fukuican.co.jp
/

8
鯖缶詰各種
たらのこ缶詰各種

34 (有)福田商店 910-4113 あわら市横垣39-1-4 https://www.horumon.jp/ 6
牛味噌上ホルモン200ｇ
ミックスホルモン200ｇ

35 舟木酒造（合） 910-0802 福井市大和田町46-3-1
http://www.funaki-
sake.com/

4 久寿龍

36 古村醤油 918-8004 福井市西木田2-6-28 http://www.higeko.com 15

越前かに出汁ラーメン(きのこ、根菜、あさり)、越の一滴、旨み
の一滴、冷奴醤油(2バージョン)、湯どうふ醤油(2バージョン)、
越前かに出汁つゆ(2バージョン)、越前かにだしおろしポン酢
(梅、柚子、生姜)、旨口醤油

37
風呂セントラル木材(有)食
品部　丸繁三明物産

919-1545
三方上中郡若狭町日笠
38-23

http://www.wakasa.biz/m
arushigesanmei

6
旨！焼鯖　塩味、〃醤油味、焼のどぐろ塩味
焼ぐじ（甘鯛）塩味、焼鯛開き塩味、焼若狭かれい

38 (株)マイセンファインフード 916-0074 鯖江市上野田町12-7-1
http://maisenfinefood.co
m/

6

大豆と玄米のベジフィレ100g
大豆と玄米のベジミンチ130g
おいしい玄米クッキー
おいしい米丸パン（プレーン）
おいしい米丸パン（焙煎黒焼）
おいしい玄米あんパン（あずき）

39 (有)松村米菓 910-0002 福井市町屋2丁目13-1
http://buyer.fisc.jp/produ
ct-
maker/matsumurabeika/

7

・揚名門
・こしひかりのせんべい
・白えび大判
・生にんにくせんべい
・赤えび大判
・ごま大判
・甘えび大判
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40 まるたけ蒟蒻(有) 910-0855 福井市西方2丁目21-11
http://marutakekonnyaku.
com

3

・禅の生さしみこんにゃく
・ちぎりこんにゃくお醤油炊き
・禅の生芋こんにゃく

41 (有)萬谷 915-0813 越前市京町3丁目1-3 http://www.mantani.jp 10
煮さば寿司、さばづくし四種づめ、ギフト押し寿司セット、合鴨
ロースト　他

42 (株)三国屋 919-0412
坂井市春江町江留中39-
13

http://www.mikuniyazeng
oro.com/

3
・ﾌﾟﾚﾐｱﾑ宇治抹茶入緑茶　35ｐ
・生姜の焙茶　10ｐ
・宇治抹茶入黒豆玄米茶　20ｐ

43
kitchenⅯ　(有限会社　三
田村製粉所)

915-0031 越前市余川町32-7
http://www.mitamuraseifu
njyo.com/

1 ガレット粉<日曜日のガレット>

44 (株)宗近 915-0004 越前市北町45-63-1 http://munetika.jp 3
・生粋三代　越前生そば（かけざる兼用）
・生粋三代　越前生そば（粗挽きタイプ）
・福井県産そば粉使用　三代目宗近　越前おろしそばセット

45 (株)室次 910-0018 福井市田原2-4-1 https://www.muroji.com 8
醤油パウダー5種
しょうゆ3種

46
maple*honey（メープルハ
ニー）

910-0017 福井市文京６－３５－１８
https://tabelog.com/fukui
/A1801/A180101/180040
47/

2
・越前そばプリン
・とみつ金時プリン

47 (株)ヤマゴ 910-3552 福井市茱崎町１−７７―１ https://yamago5.com/ 2
・網元四代目漁師めし
・浜焼シリーズ

48
（社福）若狭町社会福祉協
議会　コミュニティカフェ「き
らやま茶屋」

919-1303
三方上中郡若狭町三方
39-5-3

http://www.w-
shakyo.or.jp

1 手づくり　かすてら

49 若狭農業協同組合 917-0241 小浜市遠敷47-2
http://tokusan@wakasaja.
or.jp

2
飲む梅の酢300ｍｌ
ねぎ味噌

50 若狭みかた梅生産組合 919-1462
三方上中郡若狭町島の
内8-1-1

http://wakasamikataume.
com

3 しそ漬け梅干し

51 (株)若廣 917-0081 小浜市川崎1-3-5 http://wakahiro.co.jp 5
焼き鯖すし、醤油かおる焼き鯖すし、鯖寿し
柿の葉寿し、柿の葉寿し北陸三昧
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