
「越中とやま食の王国フェスタ2019～秋の陣～出展者一覧
NO.1

市町村 出展者名 主な出展物

大沢野特産加工グループ いちじくジャム、コンポート、パウンドケーキ

(有)土遊野 平飼卵、玄米粉シフォンケーキ・マフィン・スコーン、有機野菜、有機米、プリン、アイスクリーム

(農)味彩おおやま
みょうが寿し、山菜ちらし寿司、こおり餅、草もち、おこわ、にんじん・モロヘイヤうどん、にんじん・
梅ジャム

(農)音川加工 赤かぶ漬、大かぶ漬、赤飯、切餅等、七色漬、きゃらぶきしその実漬ほか

ホーライサンワイナリー(株) ワイン

NPO法人　山田の案山子 牛岳高原りんご、ポン菓子、ジャガイモの煮っ転がし、牛岳高原大根、リンゴジャム

森下友蜂堂 蜂蜜はちみつボンボン、、関所せんべい、らっきょう漬

高岡市 高岡市農業特産物振興協議会 パン、ケーキ、ぶどう・りんごジュース、ぶどう、おこわ、おにぎり等

(有)へちま産業 へちま化粧水、へちま石けん、へちまタワシ、へちま茶、へちま靴中敷

ヒーリー農園 ジャム、ジュース

小杉農村女性グループ連絡協議会 たけのこ水煮・ご飯、すはま、いちご・いちじくジャム、寒餅、大根、白菜、柿、ネギ

さと味工房 おこわ（黒豆・金時・栗）、餅（草もち・豆もち・ささぎもち）、げんきくん

もちもちハウス 草もち、山菜おこわ、三色おはぎ

郷土おやつ　あっぽ堂 あっぽ堂のおやき（冷凍品・完成品）、米（コシヒカリ「富の環」）

向島水産 煮干、みりん干、カマス開、アジ開、その他氷見産ひもの

稲積好梅サークル 梅干、梅肉、しそ粉、梅ジャム、梅みそ、梅のり、みょうがすし、からし漬、ビール漬

細越ハトムギ生産組合 はとむぎ茶、仏生寺湯、はとむぎせんべいはとむぎの里、餅

氷見稲積梅株式会社 梅干、梅ドレッシング、その他

外幸水産 煮干（あじ、いわし）、丸干（いわし）、開き（カマス）、みりん干（あじ）

花みつ 天然はちみつ

滑川市農村婦人研究会 りんごジャム、梅干し、かづみ野健康茶、凍り餅、ゆかり、酢ずき、しんかい味噌

農事組合法人　水土里 果物アイス（３種類）、その他乾燥野菜等

黒部市食祭とやま出展実行委員会
（くろべ牧場まきばの風）

手盛りジェラート、牛乳、コーヒー牛乳、プリン、シフォンケーキ等

黒部市食祭とやま出展実行委員会
（うなづき食工房）

おはぎ、おこわ、おこわ、クッキー等菓子

黒部市食祭とやま出展実行委員会
（黒部市果樹振興会）

りんご、干しぶどう

黒部市食祭とやま出展実行委員会
（新川地区獣肉生産組合）

いのししの焼肉、いのししハム

金屋ゆず生産組合 柚子加工品

ふく福柿出荷組合 ふく福柿

小矢部市飼料用米推進協議会
おやべ米(ｍｙ)たまご、とれたて小矢部たまご専用しょうゆ、ぐるるばあむ、とれたて小矢部たま
ご、いなばのハトムギたまご

小矢部市農業特産物推進協議会
（いなばヤーコン倶楽部）

ヤーコン、ヤーコンのたれ、ヤーコンドレッシング、ヤーコン茶

小矢部市農業特産物推進協議会
（有川花蜂園）

県産ハチミツ、ハチミツレモンキャンディ

小矢部市農業特産物推進協議会
（手をつなぐとなみ野）

ぷりたまちゃん（宮島峡温泉卵）

　
販売
・
飲食

富山市

射水市

魚津市

氷見市

滑川市

黒部市

砺波市

小矢部市



権次郎漬本店 かぶら寿し、梅干し、大根浅漬、黒うり粕漬、田舎たくあん

㈱なんとポーク なんとウインナー5種、なんとベーコン、なんとベリーハム

ふる里の味加工組合 かぶら寿し、大根甘酢漬、千枚漬、きゅうり・なす漬、菓子パン

富山干柿出荷組合連合会・みかくグループ 富山あんぽ柿、柿娘、福の葉づつみ

上市町観光協会
上市でしょうが、かりんとうでしょうが、穴の谷しょうゆラスク、おさしみこんにゃく、アルプスはと麦
茶、酢ずいき、メグスリノキの九宝茶、剣岳クッキー、おやき餅

オフィスH株式会社
イノシシカレー、スモークチキンカレー、里芋のポタージュ、ドレッシング5種、レトルト食品、季節
のピクルス

上東果樹生産組合 ラ・フランス

米っ粉倶楽部 米粉シフォン、米粉パン、米粉ラスク、米粉湯だねばん

（農）食彩工房たてやま 立山権現寒もち、大福、豆おこわ

入善町 入善ジャンボ～ル王国
キューブ米、入善ジャンボ西瓜ドーナツ・羊羹など、エゴマ味噌、玄米珈琲、黒豆茶、入善ジャン
ボ西瓜グッズ

食彩あさひ 押し寿司、みそ、金時豆おこわ、草団子、おはぎ、どら焼き

なないろ朝市組合 甘酒、糀、漬物、はとむぎ茶

朝日町

販売
・
飲食

①45団体

南砺市

上市町

立山町



NO.2

通番号 出展者名 主な出展物

1
富山県農業法人協会
富山県企業稲作経営者協会（8団体）

米、里芋、野菜、リンゴ、リンゴジュース、卵、米加工品、餅、味噌、豆腐、ニシンの麹漬、バーム
クーヘン、漬物

2 (有)放生若狭屋 かりんとうまんじゅう、富山米のカステラ

3 富山県いきいき物産（株） 海のミネラル水、深海遊夢（水）、有磯せんべい、白えび十割煎餅、ほたるいか沖漬

4 富山県養豚組合連合会 豚肉加工品

5 富山県有機農業研究会 米、野菜、加工品

6 糀ASOBI 高道ロール、高道プリン、高道シフォン、高道ガトーショコラ、高道フロマージュ、高道クッキー

7 富山福舞本舗（株） キクラゲヌードル、生・乾燥・冷凍キクラゲ

8 ジェック経営コンサルタント（株） ご飯のとも・お酒のともシリーズ、おぼろ昆布のます寿し、白とろろ＆黒とろろ昆布のます寿し

9 大門漁業協同組合 あゆ塩焼き

10 グランマルシェ　タケダ(株) 食肉加工品

11 （有）松本魚問屋 氷見ぶり御飯、ぶりジャーキー、ホタルイカ沖漬け、ぶりしゃぶしゃぶ用盛り皿、燻製ブリハム

12 魚殿 どじょう蒲焼、すり身揚げ、鮎・いわなの塩焼き、もくずガニ

13 (一社)富山県食品産業協会 米粉、米粉食品

14 （株）河内屋 揚げかまぼこ（白えび）

15 （有）大場養蜂園 はちみつ、焼き菓子、石けん

16 三和食品（株） かぶら寿し、魚漬、昆布巻、大根寿しさば糀漬

17 （有）　とと屋 ます寿し、ぶり燻、ぶり燻ピリ辛、ほたるいかの魚醤干し、ますくん

18 富山県大豆産地協議会 県産大豆を使用した加工品

19
全国農業協同組合連合会富山県本部
生活燃料部　生活用品課

はとむぎ豆乳飲料

20 富山県農山漁村女性活動推進会議 おにぎり、きのこ鍋

21
全国農業協同組合連合会富山県本部
畜産課

精肉（とやま牛、とやまポーク）、とやま和牛ビーフジャーキー

22 有限会社　恵那栗 栗（きんとん・渋皮煮・羊羹・甘露煮）、中山道（寒天）富有柿、ブロッコリー、他

23 岐阜市農産物販路拡大実行委員会（岐阜県） 富有柿、ブロッコリー

24 長野県（山ノ内町認定農業者連絡協議会） 志賀高原産りんご（生果・ジャム等加工品）

25 富山県酒造組合 清酒

26 JA富山県女性組織協議会 富富富おにぎり、ちゃんこ鍋、ペットボトルお茶、伝承料理煮物など

27 富山県漁業協同組合連合会 ボイルガニ、シロエビ唐揚、富山湾の地魚（朝獲れ・又は、鮮魚）、水産加工品

28
地域資源活用・農商工連携コーナー
(６団体）

農商工・地域資源活用開発商品等

1 (有)駅前ラーメン　ひげ 中華そば等

2 富山県肉用牛協会青年部 富山県産牛串焼き

3 浪花や 県産ポーク焼そば、白えびどんどん焼

4 麵処　煮込亭 立山ポークのもつラーメン、こくうまラーメン、天塩ラーメン、もつ煮込み、ペットボトル飲料

5 ＣＤＴ企画　鈴家 ロングポテト、チーズドック、タピオカドリンク

販売

飲食

②34団体



NO.3

出展者名 主な出展物

富山市 有限会社　グリーングラス・ニットー
ネギ、大根、キャベツ、トマト、ナス、キュウリ、
ほうれん草、切り花等

高岡市 高岡市農業特産物振興協議会 りんご、りんご加工品（ジュース等）

魚津市 魚津市野菜出荷協議会 大根、白菜、ネギ、レンコンなど

滑川市 公益財団法人滑川市農業公社 里芋

砺波市 砺波市農産物直売所連絡協議会 干ズイキ、黒豆、里芋、落花生、いんげん、りんご、ねぎ、乾燥野菜等加工品　等

小矢部市 宮島峡赤かぶ生産組合 かぶ、赤かぶ、栗、サツマイモ、宇宙イモ、にんにく、葉物野菜

立山町 青空市グループ ネギ、ジャガイモ、玉葱、里いも、柿、梅干

農業法人
協会

(有)ドリームファーム
（有）中山農産
（有）サカタニ農産

白菜・タマネギ
サトイモ・ニンジン
キャベツ・リンゴ

出展者名 主な出展物

県関係 富山県花卉協会 切花・鉢物・花苗・葉もの・枝等

県関係 富山県米消費拡大推進協議会 県産米等のＰＲ

企画１ 富山湾鮨 富山県鮨商生活衛生同業組合 富山湾鮨

2 ます寿し 富山ます寿し協同組合 ます寿し

3 おにぎり JA富山県女性組織協議会 富富富おにぎり、ちゃんこ鍋、ペットボトルお茶、伝承料理煮物など

4 令和弁当
富山県調理師会
全日本司厨司協会富山県本部
日本中国料理協会富山県支部

和・洋・中の創作弁当

5 学生
新川高校、富山短期大学、
青池学園

学生等の考案によるオリジナル料理

共催事業

④２団体

⑤9団体

王国
旬彩
市場

③10団体



NO.4

区分 出展者名 主な出展物

1 アサヒビール株式会社　富山支社
富山県の産品を使った料理を提供する飲食店のレシピや当社が発売するオリジナルデザイン商
品の展示

2 キリンビール(株) 商品パンフ展示

3 JA富山県青壮年組織協議会 手づくり作品コンクール展示、組織活動紹介（パネル、写真）

4 (公社)富山県栄養士会
「健康への一歩は食生活から！」
自分が食べた物についてバランスが取れているか知る

5 (一社)富山県食品産業協会 富山県食品産業協会認証食品の展示

6 富山県漁業協同組合連合会
富山の魚のＰＲ（紅ズワイガニ、シロエビ等）、パネル・ポスターの展示、パンフレット配布等、富
山の漁業の紹介

7 富山県栄養教諭等研究会 資料展示、レシピ配布、クイズ、栄養教諭の仕事内容展示

8 北陸農政局
「スマートに！近未来の農業の形」農業分野におけるICT、ロボット技術の活用例などの取組紹
介。パネル、パンフレット、ちらし　など

9 岐阜市・富山市観光物産交流推進協議会 岐阜市の観光・物産PR　パンフレット等の配布、ポスター掲示、アンケート実施

10 農山漁村女性活動推進会議
男女共同参画社会の実現で築く次代の農山漁村「自分らしく輝く農山漁村女性をめざして」ポス
ター、パネル、チラシ、アンケート又はクイズ　等

11 農林水産総合技術センター ポスター、研究開発品等の展示

12 とやま農業未来カレッジ 研修内容パネル展示、募集パンフレット等

13 (公社)とやま観光推進機構 観光パンフレット・観光ポスター

14
中部圏ブランド食材ワーキンググ
ループ

中部圏の各県のチラシ、ポスター展示

農林水産企画課（とやま食の匠）

農林水産企画課（ふるさと認証食品）

農林水産企画課（富山県食育推進会議）

農林水産企画課（とやま地産地消県民会議）

農林水産企画課（富山米新品種「富富富」）

農林水産企画課（富のおもちかえり）

農産食品課（食品安全推進本部）

農村振興課（ジビエ）

農村振興課（農村女性起業）

農村振興課（農家レストラン・カフェ）

農村振興課（6次産業化）

健康課（がん対策）

商工企画課（幸のこわけ）

商業まちづくり課（べつばら）

経営支援課（地域資源活用・農商工連携コーナー）

観光・交通・地域振興局地域振興課（富山県推奨とやまブランド）

合計　129団体　176小間

⑥30団体

富山県の取り組み紹介15～30

展示


