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   【ジェラート】 
    ファゼンダかじわら合同会社 

○６次産業化にまつわるストーリー 
 果樹、野菜、畜産、米麦、茶など様々な
作物が育まれるうきはエリア。うきはの旬
の美味しさをたくさんの人に届けたい！そ
んな思いでジェラート屋「ソルベッチdoう
きは」をオープンしました。果樹農家が素
材の味を大切にしながらジェラートの製造
販売をしています。  

○商品紹介 
 通年アイテムは牛乳、お茶、いちご、栗、
ブルーベリー、きな粉の６種類。ファゼン
ダかじわら自慢のフルーツや、うきはの農
家が生産した美味しい牛乳やお茶をぜいた
くに使った「うきは味」のジェラートです。  

人物写真 商品パッケージ写
真 

調理例又は盛りつけ例 写真 

希望小売価格（税込） 3,000円／ケース（送料別） 

提供可能時期 通年 

原材料 ブルーベリー、緑茶、いちご、くり、 
きな粉、牛乳 

主原料産地 福岡県うきは市 

内容量 120ｍｌ 

賞味期限／消費期限 3ヶ月 

１ケースあたり入数 6個 

保存温度帯 冷凍 

最低ケース／最大ケース ひと月当たり1ケース／30～100ケー
ス（要時期応談） 

発注リードタイム 7～10日 

販売エリアの制限 離島は発送困難 

ケースサイズ（重さ） 縦20㎝×横27㎝×高さ14㎝ 
(1300g) 

住所：〒839-1408 
 福岡県うきは市浮羽町山北1485 

TEL：0943-77-2502           

HP：http://k-fazenda.com/  

担当者：梶原（info@k-fazenda.com） 
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  【高倉びわの葉茶】 
    やっぱぁ～岡垣 早苗泰博 

○６次産業化にまつわるストーリー 
 びわ園での作業中、剪定した「びわの葉」
を活用できないかと考え、カルシウムなどの
栄養素が多く含まれることから、茶葉にして
みようと考案しました。有機肥料で育てた安
心・安全な「高倉びわの葉茶」をお試しくだ
さい。 

○商品紹介 
 「高倉びわの葉茶」は、「貝化石」という
有機肥料で栽培した「びわの葉」を使用し、
お子様からご年配の方まで安心してお飲みい
ただけます。また、玉露の焙煎機を使用し、
低温で蒸すことで栄養素が壊れないよう、焙
煎方法にもこだわっています。 

人物写真 商品パッケージ写真 

調理例又は盛りつけ例 写真 

希望小売価格（税込） 5,000円／セット（送料別） 

提供可能時期 通年 

原材料 びわの葉 

主原料産地 福岡県遠賀郡岡垣町 

内容量 
ばら：1㎏ 

ティーパック：700ｇ 
（注）どちらか一方となります。 

賞味期限／消費期限 1年 

１セットあたり入数 
ばら：100ｇ×10袋 

ティーパック：（7ｇ×10袋）×10袋 
（注）どちらか一方となります。 

保存温度帯 常温 

最低セット数／最大セット数 1セット／ご要望に応じて 

発注リードタイム 3日 

販売エリアの制限 なし 

ケースサイズ（重さ） 縦20㎝×横30㎝×高さ10㎝ 
（1㎏） 

住所：〒811-4217   
  福岡県遠賀郡岡垣町桜台1-23 

TEL：093-282-6799           

HP ：http://www.yappa-okagaki.jp/ 

担当者：早苗（shop-info@yappa-okagaki.jp） 
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【ナチュラルせっけん 
       はみがきジェルCS】 
    さぼんどちの株式会社 

○６次産業化にまつわるストーリー 
 安心・安全に対し意識が高まる中、
自社で生産する椿油、馬油、ペパーミ
ント等天然素材を原材料とし、自然派
化粧品等の製造・販売に取り組みまし
た。   

○商品紹介 
 歯や歯茎の隅々まで浸透し、効果的
なブラッシングを実現する泡立ちをお
さえた歯みがきジェルです。歯みがき
をした後も味覚を損ないません。  

盛りつけ例 写真 

希望小売価格（税込） 486円／個 

提供可能時期 通年 

原材料 

水（基剤）、グリセリン（湿潤剤）、ソルビトール（湿潤
剤）、プロパンジオール（湿潤剤）、シリカ（粘結剤）、
海塩（矯味剤）カリ石ケン素地（清掃剤）、ジラウロイ
ルグルタミン酸リシンNa（湿潤剤）、キサンタンガム

（粘結剤）、ジェランガム（粘結剤）、セルロースガム
（粘結剤）、クエン酸Na（ph調整剤）、乳酸Ca（ph調整
剤）、ハッカ油（香味剤）、セイヨウハッカ油（香味剤） 

主原料産地 熊本県 

内容量 80g 

賞味期限／消費期限 3年 

１ケースあたり入数 50本 

保存温度帯 常温 

最低ケース／最大
ケース 1ケース／上限なし 

発注リードタイム 2日 

販売エリアの制限 なし 

ケースサイズ（重さ） 縦20㎝×横22.5㎝×高さ35.5㎝ 
（5.2㎏） 

住所：〒837-0907 
 福岡県大牟田市四箇新町1丁目3-2   

TEL：0944-32-8107           

HP :http://wwwchinoshiosya.com/ecshop/produc
ts/detail.php?product_id=255 

担当者：清水（info@savondechino.com） 
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【つよし君の飲むトマト】 
   合同会社つよし君のお野菜畑 

○６次産業化にまつわるストーリー 
 品質に問題のない規格外品を原料にジュー
スを作りました。家族や知人からの評判が高
く、製品化を行うこととなりました。  

○商品紹介 
 苗の定植から収穫までの期間中は、人の手
で一切水を与えないことで根は深く伸び、大
地から養分やミネラルを十分吸収した完熟ト
マトができます。 
 そのこだわりのトマトを１本当たり10個
以上使い、防腐剤・添加物を一切使用しない
飲むトマトを提供します。  

人物写真 

調理例又は盛りつけ例 写真 

希望小売価格（税込） 3,000円／ケース（送料別） 

提供可能時期 通年 

原材料 トマト 

主原料産地 佐賀県佐賀市富士町大字市川 

内容量 720ｍℓ 

賞味期限／消費期限 1年 

１ケースあたり入数 2本 

保存温度帯 常温 

最低ケース／最大ケース 1ケース／10ケース 

発注リードタイム 1週間以内 

販売エリアの制限 なし 

ケースサイズ（重さ） 縦31.5㎝×横20㎝×高9㎝ 
（2.8㎏） 

住所：〒840-0503 

佐賀県佐賀市富士町大字市川701-1  

TEL：0952-58-2966      

HP：http://tsuyoshikun.wpblog.jp/ 

担当者：水田(ohp6743r325513h@b2.bunbun.ne.jp） 
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【イチゴのドライフルーツ】 
     KAWAKIYA 栗原二雄 

○６次産業化にまつわるストーリー 
 就農当初からの夢であった「いちご農家」
ならではの「何か」をしたい。それが６次産
業化に繋がりました。生産部門は主に父、加
工部門は主に息子と、親子で６次産業化に取
り組んでいます。今では、色々なフルーツの
加工に取り組んでいます。  

○商品紹介 
 一番のお薦めは、自らの農園で栽培した 
「おいＣベリー」、「桃薫（とうくん）」 
を使ったイチゴのドライフルーツです。ヒー
トドライ製法により、香り・食味ともに濃厚
なドライフルーツに加工し、完全乾燥ならで
はの新しい食感が楽しめます。100％国産の
ドライ商品として、百貨店を始め高級セレク
トショップでのリピーターが増えています。 

調理例又は盛りつけ例 写真 

希望小売価格（税込）  648円／袋 

提供可能時期 通年 

原材料 
イチゴ（おいCベリー、桃薫）、トマト、 
アイコ、イエローアイコ、巨峰、柿、キウ
イ、みかん、メロン、桃、ビワ ほか 

主原料産地 長崎県 

内容量 18g 

賞味期限／消費期限 1年   

１ケースあたり入数 50袋 

保存温度帯 常温 

最低ケース／最大ケース 1ケース／6ケース 

発注リードタイム 4日 

販売エリアの制限 なし 

ケースサイズ（重さ） 縦42㎝×横30㎝×高さ28㎝ 
（1.5㎏） 

住所：〒859-2602 
 長崎県南島原市加津佐町戊259  

TEL：0957-87-4014           

ＦＢ：kawakiyaドライフルーツ  

担当者：栗原(kurihara.1583@gmail.com） 
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  【クエ鍋セット】 
  株式会社五島ライブカンパニー  

○６次産業化にまつわるストーリー 
 五島列島の過疎化や漁業の衰退を目に
する中で、地域の活性化に貢献したいと
思い養殖事業を開始しました。クエやホ
シガレイを中心に、地域ブランドの認知
度向上に取り組んでいます。  

○商品紹介 
 ギュッと締まった身の食感とまろやか
な旨味が楽しめるクエと、野菜やダシを
セットにしました。地下海水のきれいな
水を使った陸上養殖により、薬剤を使わ
ず安心して食べていただけます。 
 上品な脂と旨味を持ち、天然物にも引
けを取らない美味しさです。  

商品パッケージ写真 

盛りつけ例 写真 

希望小売価格（税込） 10,800円／セット 

提供可能時期 11月～3月 

原材料 
養殖クエ、白菜、水菜、しいたけ、長
ねぎ、あごだし（トビウオ）、うどん（小

麦、植物油（大豆、椿油）） 

主原料産地 長崎県五島市 

内容量 切り身200g、あら200g、刺身100g、 
ポン酢210㎖ 

賞味期限／消費期限 90日 

１ケースあたり入数 ご要望に応じて発送します。 

保存温度帯 -18℃以下 

最低ケース／最大ケース 1セット／500セット 

発注リードタイム 4日 

販売エリアの制限 なし 

ケースサイズ（重さ） 縦32㎝×横25㎝×高さ10㎝ 
（710g） 

住所：〒853-0007 
 長崎県五島市福江町1190-5  

TEL：0959-75-0171           

HP：http://www.tabenba.com/ 

担当者：貞方（sadakata@goto-live.co.jp） 
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