
商品名 さくらんぼ大根のやさしい酢漬け
（ラディッシュの酢漬け）

事業者名 株式会社カラーリングファーム
（福岡県久留米市）

連絡先 TEL：0942-78-4040
URL：http://coloring-farm.com/
E-mail：info@coloring-farm.com

商品の特徴 良質の堆肥や有機質の肥料を使い、化学
肥料を抑えた土作りを行い、愛情込めて大
切に育てたラディッシュをさくらんぼ大根と名
付けました。

鮮やかなピンクの色合い、あっさりと食べや
すい、添加物を使用していない自然な味わい
のやさしい酢漬けにしました。

食卓に、おつまみにぴったりです。

原材料 二十日大根（ラディッシュ）（福岡県産）、砂糖、
穀物酢、食塩

主な販売先 スーパー、道の駅、弁当店、ネット販売

商品イメージ
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商品名 富有柿・干し柿ペーストを練り込んだパン

（あんパン、あんロールパン、メロンパン、カ
レーパン、マヨネーズシュガーパン）

事業者名 株式会社そよかぜ館
（佐賀県佐賀市）

連絡先 ＴＥＬ：0952-64-2296
ＵＲＬ：http://www.soyokazekan.com/

商品の特徴 地域の特産物の富有柿、干し柿（佐賀市松

梅地区は約300年の干し柿作りの伝統）をペース
トにし、５種類（あんパン、あんロールパン、メロ

ンパン、カレーパン、マヨネーズシュガーパン）の
パン生地に練り込み販売を行っており、甘す
ぎず干し柿の風味が残る当店オリジナルの
人気商品です。

原材料 富有柿・干し柿ペースト、小麦粉、卵、バター、
塩、砂糖、イースト菌

主な販売先 「道の駅」大和（株）そよかぜ館（直売）

商品イメージ
【販売所＆加工所】 【柿ペーストを練り込んだパン】
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商品名 長崎ゆめびわ茶

事業者名 社会福祉法人出島福祉村
（長崎県長崎市）

連絡先 TEL：095-844-0022
URL：http://dejimafukushi.or.jp/

商品の特徴 長崎ゆめびわ茶は、耕作放棄地のびわの
木を有機肥料を使用しながら再生し、その葉
を活用して製品化しています。

商品の特徴として、農薬を一切使用してい
ない畑のびわの葉を障がいをもった人が、葉
の裏にある繊毛を手作業により除去等、丁
寧に加工しており、他社製品と違い、飲みや
すさや美味しさに磨きをかけた商品です。社
会性や地域貢献など、様々な点で、注目を
集めている商品です。

原材料 びわの葉（長崎市産）・びわの種（長崎市産）

主な販売先 グリーンコープ生協・ハウステンボス・ケンコーコム
等

商品イメージ
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商品名 ホットドッグ

事業者名 有限会社ファームヨシダ
（熊本県大津町）

連絡先 ＴＥＬ：096-293-3492
ＵＲＬ：http://farm-yoshida.jp/index.shtml
E-mail：info@farm-yoshida.jp

商品の特徴 阿蘇の山々でろ過され湧き出した水。森林
からあふれだすマイナスイオン。環境・エコロ
ジ ー の 恵 み と 専 用 飼 料 に よ る 仕 上 げ が
ファームヨシダの豚たちのおいしさの秘密で
す。 ファームヨシダの豚挽き肉を100％使用
した粗挽きウインナーを使ったホットドッグを
各種イベント会場などで緑色の移動販売車
で販売しています。

原材料 ウインナー：豚肉（熊本県産）、食塩、香辛料、
ぶどう糖、砂糖、リン酸塩（Na）、調味料（アミ
ノ酸）、酸化防止剤（ビタミンC）、発色剤（亜
硝酸Na） パン：小麦粉、砂糖、塩、脱脂粉乳、
ビタミンC、ショートニング、ライ麦粉

主な販売先 イベント等移動販売車

商品イメージ
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商品名 阿蘇小国ジャージーゴールデンミルク
のむヨーグルト

事業者名 農家レストラン カップル 梅田 喜久男氏
（熊本県小国町）

連絡先 ＴＥＬ：0967-46-5838
ＵＲＬ：http://websp01.com/couple/index.html
E-mail ：ccdnr105@yahoo.co.jp

商品の特徴 搾りたて生乳を100％贅沢に使った絶品の
「牛乳ヨーグルト」です。ジャージー牛の生乳
で作られたこのヨーグルトは、ジャージー牛
乳の栄養はもちろん、飲むときの口当たりや
喉越しの良さまでをも考え、作り上げました。
余計な添加物を加えず、ミルク本来の味を引
き立てる控え目な甘さと搾りたての牛乳その
もののまったりとした濃厚なコクが自慢です。

原材料 生乳（熊本県産）、砂糖、ぶどう糖加糖、液糖、
オリゴ糖、乳製品

主な販売先 百貨店（催事）、直営レストランで直売、観光
地の売店への卸

商品イメージ

‐309‐



商品名 モリンガサプリ（つぶのお茶）

事業者名 株式会社彩農園
（熊本県天草市）

連絡先 ＴＥＬ：0969-32-2002
ＵＲＬ：http://www.sainouen.com/
E-mail：moringa@sainouen.com

商品の特徴 北インド原産の西洋ワサビノキ科の木であ
る「モリンガ」の生葉をパウダー化し、モリン
ガの生葉から抽出したエキスで固めたモリン
ガ100％の錠剤です。

現代人に不足しがちなビタミン・ミネラルを
豊富に含んでおり、いつでも安心してご愛用
頂ける栄養補助食品です。
（詳しい成分分析表はＨＰに掲載しています。）

原材料 モリンガ（熊本県天草産）

主な販売先 ネット販売、小売（オーガニックショップ）、物
産館

商品イメージ
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商品名 かぼすのしずく

事業者名 あねさん工房株式会社
（大分県豊後大野市）

連絡先 ＴＥＬ：0974-45-2928   
ＵＲＬ：http://www.anesan-kobo.com/
E-mail：biz@anesan-kobo.com

商品の特徴 丹精込めて育てた新鮮な「かぼす」を丁寧
に手搾りで搾った果汁です。豊かな風味と
爽やかな酸味を食卓にお届けします。

気軽な使い切りタイプ（150ｍｌ）と業務用（４

Ｌ）を用意しています。
用途は刺身、焼き魚、天ぷら、揚げ物、鍋

物、水炊き、味噌汁、漬物、焼酎、カクテル、
ハイボール、ソフトドリンクなどです。

原材料 かぼす（大分県産）

主な販売先 百貨店、居酒屋チェーン、空港・駅売店、食
品メーカー

商品イメージ
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商品名 甘藷を原材料とした菓子（おいもぽっくる）

事業者名 株式会社ぽっくる農園
（宮崎県宮崎市）

連絡先 TEL：0985-78-6002
URL：http://www.pockle.co.jp/

商品の特徴 栽培履歴管理を行っており「安心で安全なさ
つまいも」を、本来の味や栄養成分を損なう事
の少ない特殊製法でサクッサクッの食感に仕上
げました。さつまいもの自然な甘さと塩味のバラ
ンスが絶妙な「塩味」と甘さ控えめでさつまいも
の風味が感じられる「黒糖味」の２種類をアソー
トしました。一口食べると止まらないおいしさで、
子供からお年寄りまで大人気の商品です。

原材料 【塩味】さつまいも、植物油脂（パーム油）、食塩、
デキストリン、昆布エキス粉末、酵母エキス粉末、
加工澱粉、調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（V.E）
【黒糖味】さつまいも、砂糖（加工黒糖、三温糖）、
植物油脂（パーム油）、酸化防止剤（V.E）

主な販売先 みやざき物産館「ＫＯＮＮＥ」、空港売店、レストラン
など

商品イメージ
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商品名 甘藷を原材料とした菓子（いもっコロ）

事業者名 株式会社ぽっくる農園
（宮崎県宮崎市）

連絡先 TEL：0985-78-6002
URL：http://www.pockle.co.jp/

商品の特徴 栽培履歴管理を行っており「安心で安全なさ
つまいも」を、本来の味や栄養成分を損なう事
の少ない特殊製法で風味豊かに仕上げました。
さつまいもの自然な甘さと塩味のバランスが絶
妙で、一口食べると止まらないおいしさです。

原材料 さつまいも、植物油脂（パーム油）、食塩、デキスト
リン、昆布エキス粉末、加工澱粉、調味料（アミノ
酸等）、酸化防止剤（V.E）

主な販売先 みやざき物産館「ＫＯＮＮＥ」、空港売店、レストラン
など

商品イメージ
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商品名 有機三年番茶

事業者名 株式会社宮﨑茶房
（宮崎県五ヶ瀬町）

連絡先 TEL：0982-82-0211
E-mail：miyazaki-sabou@cream.plala.or.jp

商品の特徴 宮崎県五ヶ瀬町で農薬も化学肥料も一切
使わずに栽培した有機茶葉を使用していま
す。

３年以上のびのびと育った有機茶園の茎
葉を、茶葉が最も糖度が上がる晩秋から冬
にかけて手作業で収穫、選別したのちに乾
燥し、薪火を焚いた平釜で炒りあげた三年番
茶です。

原材料 有機緑茶（宮崎県五ヶ瀬町産）

主な販売先 スーパー・製薬会社・ネット販売

商品イメージ
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商品名 あめんどろ（スウヰートポテトシロップ）

事業者名 株式会社唐芋農場
（鹿児島県南九州市）

連絡先 ＴＥＬ：050-3786-4132 
ＵＲＬ：http://karaimo.co.jp/

商品の特徴 「あめんどろ」は南薩摩地方の方言で、甘藷で
作る芋飴のことです。南薩摩半島の知覧で、昔
ながらの伝統製法を守り、芋飴を作り続けてき
た名人「永野エチさん」を土地っ子は敬愛し、
「永野のあめんどろ」と呼び、餅につける蜜とし
て、幼いころからこよなく愛してきました。

永野エチさんの伝統の技と時代の叡智を集結
し、100%薩摩芋だけでつくる体に優しい無添加
の芋蜜を誕生させました。ヨーグルトにかけたり、
パンにつけたり、アイスクリームにのせたり、そ
のままスプーンで食べたりと様々な楽しみ方が
できます。

原材料 さつまいも（鹿児島県産）

主な販売先 百貨店、ブランドショップ、駅・空港・ホテルの売
店、ネットショップ販売

商品イメージ

さつまいもの品種により
3種類の商品を製造・販売
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商品名 葡萄ソース

事業者名 クラシックブドウ浜田農園 濵田 隆介氏
（鹿児島県錦江町）

連絡先 ＴＥＬ：0994-25-2584
ＵＲＬ：http://classicbudou.net/

商品の特徴 観光農園の開園式では、クラシックコン
サートを毎年開催しています。実がなる頃か
ら収穫するまで、農園内ではクラシック音楽
を流しています。音楽を聴いておいしく瑞々し
く育ったブドウで、甘味と風味がギュッと詰
まったソースを作りました。

原材料 ぶどう、グラニュー糖、レモン果汁、ゲル化剤
（ペクチン）

主な販売先 空港、駅、道の駅、物産館、インターネットに
よる販売

商品イメージ
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商品名 葡萄ドレッシング

事業者名 クラシックブドウ浜田農園 濵田 隆介氏
（鹿児島県錦江町）

連絡先 ＴＥＬ：0994-25-2584
ＵＲＬ：http://classicbudou.net/

商品の特徴 観光農園の開園式では、クラシックコン
サートを毎年開催しています。実がなる頃か
ら収穫するまで、農園内ではクラシック音楽
を流しています。音楽を聴いておいしく瑞々し
く育ったブドウで、甘味と風味がギュッと詰っ
たドレッシングを作りました。

原材料 葡萄、食用調合油、醸造酢、玉葱、ペクチン
（リンゴ）、砂糖、塩、味醂、薄口醤油、胡椒

主な販売先 空港、駅、道の駅、物産館、インターネットに
よる販売

商品イメージ
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