
通番号 出展者名 主な出展物

1 （株）四十物昆布 昆布各種

2 （株）あるぺん村 ます寿司（米）、ぶりの寿し（米）

3 芋つる合同会社 豚しゃぶの塩だし〆の半生麵入り、豚しゃぶの和だし〆の蕎麦そうめん入

4 おいはら餅店 餅・赤飯・菓子類

5 （有）大場養蜂園 はちみつ

6 オーガニックマルシェ 有機野菜

7 岐阜県

栗蒸し羊羹、栗きんとん、栗羊羹、栗の甘露煮、中仙道、トマトジュー
ス、トマトピューレ、トマトカレー、飛騨牛カレー、飛騨牛シチュー、飛
騨牛生肉真空パック、焼き餃子、富有柿、イチゴタブレット、イチゴキャ
ンディ、イチゴラスク、ブロッコリー

8 三和食品（株） かぶら寿し、昆布巻、魚漬、さば糀漬

9 富山県漁業協同組合連合会 あじ酢煮干、いかカレー、カマス醤油干しほか

10 富山県原木しいたけ生産者協議会 乾しいたけ、生しいたけ

11 富山県社会就労センター協議会
トマト、トマトピューレ、りんごのケーキ、クッキー、ゴマせんべい、だ
んご、ジャム各種、味噌各種、シフォンケーキ、チーズケーキ、赤飯、
アップルパイ、米粉シフォン、桑せんべい

12 富山県酒造組合 清酒

13 富山県商工会連合会 がやｎａがや（アイスクリーム）、がや焼、クラフトオリゴ糖

14 富山県深層水協議会
海のミネラル水、深海遊夢（水）、富山らーめん、富山ラーメン、白えび
せんべい、ほたるいか沖漬

15
富山県農業法人協会
富山県企業稲作経営者協会

米・里芋・野菜・リンゴ・卵、米加工品・餅・味噌・豆腐・ニシンの糀
漬、カステラ焼き

16 富山県養豚組合連合会 豚肉加工品

17 花みつ・マリオのパン はちみつ、天然酵母のパン

18 ㈱ラックス
富のおもちかえり（ます寿しはんぶんこ、蒲鉾、和風ピクルス、オイル
漬、あわせ寿しほか）

1 （株）柿里 氷見牛コロッケ(氷見牛)、砺波庄川ゆずサイダー

2 （株）河内屋 揚げかまぼこ（白えび）

3 (有)源七 もち屋のごへいもち、おこわおにぎり、おやき、魚津バイ飯おこわ

4 ジャパンフードマネジメント 県産ポーク串焼き、五平もち

5 Gelateria ZUCCA ジェラート

6 （有）白えび屋 白えび焼きそば（白えび）

7 合同会社善商
入善ブラウンラーメン、入善レッドラーメン、高岡グリーンラーメン、お
やべホワイトラーメン、富山ブラックラーメン

8 富山県農山漁村女性活動推進会議 おにぎり、あんばやし

9 富山県肉用牛協会青年部会 富山県産牛串焼き

10 浪花や 富山ブラック焼ラーメン、白えび洋食焼、白えびたこ焼き

11 麵処　煮込亭 ラーメン(立山ポーク、モツ)、もつ煮込み（立山ポーク）

12 （株）PMC ブラック焼きそば

13 (有)駅前ラーメン　ひげ 中華そば

14 氷見ラーメン本店 氷見シロエビラーメン

15 (有)放生若狭屋 かりんとうまんじゅう

出展者一覧

販売
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通番号 出展者名 主な出展物

1 アサヒビール㈱富山支社  「絶品富山」パネル、「富山で休もう」デザインびんを展示

2 キリンビールマーケティング㈱ 商品展示

3 NPO法人グリーン・ツーリズムとやま グリーンツーリズムの紹介（パネル、パンフレット）

4 地理的表示保護制度ＧＩサポートセンター 地理的表示（GI）保護制度活用のPRポスター展示

5 JA中央会 パネル、チラシの展示

6 JA富山県青壮年組織協議会 パネル展示、手作り作品コンクール審査

7 全農とやま（富山県大豆産地協議会） 豆腐など

8 (公社)富山県栄養士会 サットシステムによる栄養指導

9 (公社)富山県観光連盟 観光パンフレット・観光ポスター

10 (一社)富山県食品産業協会 協会認証食品の展示

11 富山県漁業協同組合連合会 富山湾の魚レシピ、ブリ模型、ゲンゲサプリメント、魚のＰＲ映像

12 富山県栄養教諭・学校栄養職員研究会 15市町村の給食の写真クイズ

13 富山県園芸振興推進協議会事務局 ポスター展示、りんご展示

14 富山県農山漁村女性活動推進会議 パネル展示・加工品の展示

15 6次産業化サポートセンター ６次産業化紹介パネル、リーフレット、チラシ、ポスター展示

16 北陸農政局富山支局 各種施策の紹介、食育推進パネルの展示、豆つかみゲーム

17 中部圏ブランド食材ワーキング・グループ 中部圏内の県のチラシ、ポスター展示

とやま食の匠＜農産食品課＞

ふるさと認証食品＜農産食品課＞

ジビエPR＜農村振興課＞

農村女性起業・農産加工品＜農村振興課＞

「富山型食生活」の普及＜農林水産企画課＞

地産地消（とやま地産地消県民会議）＜農林水産企画課＞

試験研究の紹介＜農林水産総合技術センター＞

幸のこわけシリーズ＜商工企画課＞

富山県推奨とやまブランド＜地域振興課＞

展示
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～

２６
富山県の取り組み紹介



通番号 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、いちじくワイン煮、ジャム入りケーキ他

(有)土遊野 玄米粉シフォンケーキ、平飼卵、有機米コシヒカリ、有機野菜

(農)味彩おおやま
みょうが寿し、こおり餅、モロヘイヤ煎餅、モロヘイヤ・にんじんうど
ん、モロヘイヤ茶、梅ジャム、草もち、干し芋、和風ピクルス

手づくり工房　富山のもん 紅ズワイガニ饅頭肉まん

（農）八尾農林産物加工組合
ポン菓子、ごう汁の素、きな粉、梅干し、そば粉、そば乾麺、煮豆、ご
ま、切干大根、切干大根漬

(農)音川加工
大かぶ漬、しその実漬、赤かぶ漬、みょうが甘酢漬、しな漬、七色漬、
きゃらぶき漬、きゅうり粕漬、赤飯、古代米入りおこわ、きな粉もち、赤
飯饅頭、笹餅

ホーライサンワイナリー(株) ワイン

特定非営利法人　山田の案山子 じゃがいもの煮っ転がし、りんご

山田村特産加工組合 柿酢カッシュ、柿酢、リンゴ酢、原酢、柿のしずく、柿酢調味料

ほそいり山彩工房ひまわり 山菜昆布〆、みょうが寿し

森下友蜂堂
国産純粋はちみつ、関所せんべい、はちみつボンボン、もなかｄｅはちみ
つ、らっきょう漬

高岡市 高岡市農業特産物振興協議会
パン、シフォンケーキ、タルト、おはぎ・草餅、ぶどう、ぶどうジュー
ス、りんご、かきもち

魚津の朝市実行委員会 魚津蜃気楼お好み焼き、マトウ鯛ホイル焼き

魚津ごっつぉ倶楽部 かまぼこ串焼き

向島水産　あいの風 いわし丸干、煮干、みりん干、カマス・カマス一夜干、いわし糠漬

外幸水産 煮干、丸干、みりん干、開き物

かなや麵業 氷見カレーパスタ、氷見パスタ

稲積好梅サークル 梅干し、梅肉、しそ粉、梅ジャム、梅みそ、ビール漬、からし漬

ケーキ工房風車 ハト麦スイーツ、野菜クッキーとプリン

細越ハトムギ生産組合 はとむぎ茶、はとむぎの里（はとむぎせんべい）、はとむぎもち

氷見稲積株式会社 梅干し、梅ドレッシング、梅酒

滑川市 滑川市農村婦人研究会
りんごジャム、りんごジュース、凍り餅、かづみ野健康茶、梅干し、酢ず
き、みょうが寿司、ゆかり

黒部市 黒部市食祭とやま出展者実行委員会 おはぎ等菓子、おこわ、手作りジェラート

金屋ゆず生産組合 ゆず加工品、生ゆず

ふく福柿出荷組合 ふく福柿

いなばヤーコン倶楽部 ヤーコンせんべい、ヤーコンのたれ、ヤーコンドレッシング

小矢部市飼料用米推進協議会 おやべ米ｍｙたまご、醤油シフォンケーキ、たまご専用しょうゆ

有川花蜂園 ハチミツ、ハチミツレモン飴

（福）手をつなぐとなみ野 プリタマ（宮島峡温泉卵）、豆菓子

スリジェ サンドウィッチ、ピクルス

山野さといも組合 里芋、洗い里芋、干しずいき

権次郎漬本店 かぶら寿し、黒うり粕漬、紅生姜、玉ねぎ酢漬、梅干し

㈱なんとポーク なんとソーセージ、ベーコン、ベリーハム

ふる里の味加工組合 かぶら寿し、赤かぶ漬、千枚漬、茄子の味噌漬、パン

富山干柿出荷組合連合会 富山あんぽ柿

上市町 上市町観光協会
薬膳カレー、味付け山菜、酢ずいき、おさしみこんにゃく、里芋大福まん
じゅう、剣のご馳走さん

立山町 上東果樹生産組合 ラ・フランスストレートジュース、ラ・フランス

ピヨピヨグループ 米粉シフォンケーキ

にゅうぜん特産王国
飲料水、パックごはん、入善ブラウンラーメン、ジャンボスイカケーキ･
ガム･洋館、一味唐辛子、プチベール&ウコンケーキ、エゴマ味噌

朝日町 食彩あさひ、なないろ朝市組合 漬物、加工品、切花、野菜

小矢部市

南砺市

入善町
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富山市

魚津市

氷見市

砺波市



通番号 出展者名 主な出展物

富山市 (有)グリーングラス・ニットー キャベツ、きゅうり、切花、大根、トマト、ねぎ、ほうれん草等

高岡市 高岡市農業特産物振興協議会 りんご

魚津市 魚津市野菜出荷協議会 こまつな、だいこん、はくさい

滑川市 （公財）滑川市農業公社 ねぎ、里芋

砺波市 砺波市農産物直売所連絡協議会 大根、白菜、りんご、ねぎ、里芋、乾燥野菜等

宮島峡赤かぶ生産組合 かぶ、赤かぶ、栗、じゃがいも、他

ファーム義浦 さといも、じねんじょ等（縄文のさといも、畑ジネンジョほか

南砺市 ふるさと産品の会 さつまいも、さといも

上市町 アルプス農業協同組合 さといも、しょうが、りんご

立山町 青空市 じゃがいも、ねぎ、赤ズキ、柿等

(有)ドリームファーム たまねぎ、はくさい

（農）サカタニ農産 キャベツ、にんじん、さといも、りんご

富山県花卉協会 切花・鉢物・花苗・葉もの・枝等

富山県米消費拡大推進協議会 県産米等のＰＲ
共催事業

とれた
てマル
シェ

小矢部市

富山県農業
法人協会


