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【阿蘇バジルペースト】
有限会社阿蘇健康農園

○６次産業化にまつわるストーリー
平成28年4月16日、熊本地震によって

最先端の農園施設が全壊。「ここでやめ
たら、地震に負けた気持ちになる。」と、
強い思いで立ち上がりました。手作りで
香り豊かなバジルペーストの生産を再開
しています。

○商品紹介
農薬不使用のバジルをふんだんに使っ

たジェノベーゼソース。最高級のスペイ
ン産エキストラバージンオリーブオイル
や南阿蘇村の香り高いニンニク、内モン
ゴル産の湖から採取した天日塩など厳選
した素材を絶妙なバランスで調合しまし
た。

商品パッケージ写真

希望小売価格（税込） 864円／瓶

提供可能時期 通年

原材料
エキストラバージンオリーブオイル、

バジル、パルメザンチーズ他

主原料産地 熊本県阿蘇郡南阿蘇村

内容量 100ｇ

賞味期限／消費期限 6ヶ月

１ケースあたり入数 32瓶

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

※最大供給量は相談に応じます。

発注リードタイム 3～5日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦26㎝×横25.2㎝×高さ21.8㎝

（10㎏）

住所：〒869-1404
熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽5542-1

TEL：0967-63-8500

担当者：原田（info@ahf.jp.net）
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【かぼすコンフィチュール】
あねさん工房株式会社

○商品紹介
大分県緒方産のかぼすを使ったマーマ

レードです。平成20年度大分ふるさと商品
コンクール最優秀賞受賞。パンだけでなく
ヨーグルトや紅茶に添えても楽しめます。
大分県のお土産として人気です。

人物写真

希望小売価格（税込） 756円／瓶

提供可能時期 通年

原材料 かぼす、砂糖、香辛料

主原料産地 大分県

内容量 150g

賞味期限／消費期限 12ヶ月／18ヶ月

１ケースあたり入数 30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

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦30cm×横30cm×高さ10cm

（10.2kg）

住所：〒879-6754
大分県豊後大野市緒方町冬原832番地3

TEL：0974-45-2928

担当者：後藤（biz@anesan-kobo.com）

○６次産業化にまつわるストーリー
地域の耕作放棄地を活用しながら、かぼ

すの生産を拡大し、マーマレード作りに取
り組んでいます。
コンクール受賞をきっかけに販売量が増

加し、地域の活性化につながっています。
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【ドライフルーツ詰め合わせ】
株式会社ドリームファーマーズ

○６次産業化にまつわるストーリー
若手果樹生産農家が連携して、国産ドライ

フルーツの加工・販売を企画しました。ドラ
イフルーツを通じて果物の生産地を知ってい
ただき、生産地との交流が始まることで、1
次産業や地域を活性化することを目指してい
ます。

○商品紹介
自ら生産しているぶどう（巨峰、シャイン

マスカット、ピオーネ）やミカンの素材を生
かすため、酸化防止剤や保存料を一切使用せ
ず、安全・安心の素材そのままの濃縮ドライ
フルーツです。

調理例又は盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込）
シャインマスカット1,200円、

その他600円、セット3,900円／箱

提供可能時期 通年

原材料 ぶどう・みかん

主原料産地 大分県

内容量 ぶどう35ｇ×4袋、みかん20ｇ×1袋

賞味期限／消費期限 12ヶ月

１ケースあたり入数 30箱

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 1ケース／5ケース

発注リードタイム 1週間

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦50cm×横49.5cm×高さ41.5cm

（約9ｋｇ）

住所：〒872-0521
大分県宇佐市安心院町下毛1193-1

TEL：0978-58-3534

HP：http://dreamfarmers.jp/

担当者：宮田（dream-farmers@oct-net.ne.jp）
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【緑がとても
きれいな「まっ茶」】
有限会社豊緑園

○６次産業化にまつわるストーリー
抹茶の食材用としての用途が多様化し、

需要は国内外で年々高まっています。抹茶
は、茶葉を丸ごと使用するため、有機栽培
を行っている当社へ問合せが多数寄せられ、
取組のきっかけとなりました。

○商品紹介
自然豊かな環境で、農薬と化学肥料を使

わずに育てた抹茶のパウダーです。緑色が
とても綺麗で、旨味・香り・苦味のバラン
スが良く、和菓子にも洋菓子にもとてもよ
く合います。
※業務用の200gタイプもあります。

希望小売価格（税込） 864円／袋

提供可能時期 通年

原材料 緑茶

主原料産地 宮崎県新富町

内容量 50ｇ

賞味期限／消費期限 1年

１ケースあたり入数 20袋

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 1ケース／5ケース

発注リードタイム 5日間

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦25㎝×横30㎝×高さ10㎝

（1.5㎏）

住所：〒889-1401
宮崎県児湯郡新富町大字日置5182-54

TEL：090-1343-5729

HP：http://houryokuen.jp/

担当者：森本（5252morimocha@gmail.com）
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【ドライエイジングビーフ】
株式会社岡崎牧場

○６次産業化にまつわるストーリー
国内屈指の和牛の産地である宮崎県の黒毛

和牛の中でも、業界内で低く評価されていた
経産牛のブランド化に取り組み、食用生肉や
熟成肉に加工・販売しています。

○商品紹介
黒毛和牛の経産牛を約８～１０ヶ月間、パ

イナップル粕を独自配合した飼料で再飼育す
ることで、旨味や甘みを引き出しています。
そのパイン牛を短期間で熟成させ、熟成肉

ならではのナッツ臭を適度にまろやかにして
います。

商品パッケージ写真

盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 応相談

提供可能時期 通年

原材料 黒毛和牛

主原料産地 宮崎県

内容量 50g

賞味期限／消費期限 120日

１ケースあたり入数 応相談

保存温度帯 冷凍

最低ケース／最大ケース 応相談

発注リードタイム 2週間

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ） 応相談

住所：〒880-0834
宮崎県宮崎市新別府町雀田1185番地
宮崎中央卸売市場内

TEL：0985-31-1745

HP：http://www.okazaki-bokujyo.co.jp/

担当者：尾形（okazakibokujyou@yahoo.co.jp）
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【やわらかい加工黒糖】
兼久農産物加工組合

○６次産業化にまつわるストーリー
「黒糖をもっと手軽に食べてもらいた

い」との思いから、新商品の開発に取り
組みました。従来の餅のように柔らかい
「むち黒糖」の表面をドライ加工し、
キャラメル形状にすることで、個包装化
や味のバリエーションの多種化を実現、
和菓子としての販路も確立しました。

○商品紹介
「サトウキビ畑からお手元へ」
自家農園で収穫したてのサトウキビで

作った、お子様やご高齢の方でも食べや
すい一口サイズのやわらかい黒糖です。

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） 300円／袋

提供可能時期 通年

原材料 サトウキビ(徳之島産)、粗糖、水飴

主原料産地 鹿児島県大島郡天城町(徳之島)

内容量 100ｇ

賞味期限／消費期限 1年

１ケースあたり入数 100袋

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 1ケース／100ケース

発注リードタイム 7日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦34㎝×横48㎝×高さ34㎝

(15kg)

住所：〒891-7621
鹿児島県大島郡天城町兼久1114番地1

TEL：0997-85-3957

HP：http://kaneku-nousan.com/

担当者：重田(shigeta@po5.synapse.ne.jp）
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【黒毛和牛ロース】
株式会社さつま福永牧場

○６次産業化にまつわるストーリー
牛を産地ではなく「さつま福永牛」という

ブランド牛として広く認知されることを目指
して、流通の全国展開に取り組んでいます。
より多くの人にこだわりの味を楽しんでもら
いたいとの思いから、鹿児島県内で熟成肉専
門の飲食店も展開しています。

○商品紹介
きめが細かくとろけるような口当たりと、

黒毛和牛本来の旨味が特徴です。2013年の全
国肉用枝肉共励会で名誉賞（最高賞）を受賞。
牛がリラックスできる環境と主にとうもろこ
しを原料とする「炊き餌」が独特の旨味を作
り出しています。

人物写真商品パッケージ写真

盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 7,500円／㎏

提供可能時期 通年

原材料 黒毛和牛

主原料産地 鹿児島県

内容量 約13㎏

賞味期限／消費期限 45日

１ケースあたり入数 1パック

保存温度帯 冷蔵

最低ケース／最大ケース 1ケース／応相談

発注リードタイム 5日以内

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
ご要望に応じて発送します。

（15㎏）

住所：〒895-2104
鹿児島県薩摩郡さつま町柏原1566番地1

TEL：099-260-2310

担当者：福崎（fk-fukunaga@outlook.jp）
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