
出展者一覧 NO.１

通番号 出展者名 主な出展物

1 ㈱四十物昆布 昆布各種

2 おいはら餅店 餅・赤飯・菓子類

3 オークス㈱ とやまポーク煮、バイ貝肝煮ほか

4 (有)大場養蜂園 はちみつ

5 三和食品㈱ かぶら寿し、大根寿し、昆布巻、魚漬

6 全農とやま 豆腐、ハトムギ豆乳

7 地域資源活用・農商工連携コーナー 農商工開発商品　共同販売

8 富山県漁業協同組合連合会 魚加工品販売、かに剥き身販売

9 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

10 富山県酒造組合 清酒

11 富山県社会就労センター協議会 イチゴアイス･パウンドケーキ･シュークリーム･ロールケーキ･タルト、ねぎ、人参

12 富山県深層水協議会 深層水ペットボトル、富山らーめん、白えびせんべい、ほたるいか沖漬

13 富山県鮨商衛生協同組合 富山湾鮨

14
富山県農業法人協会
富山県企業稲作経営者協会

米･里芋･リンゴ･卵、米加工品･餅･味噌･豆腐･ニシンの糀漬、ガレット

15 とやま県産肉販売協議会 豚肉加工品

16 富山ます寿し協同組合 ます寿し

17 とやま有機・エコ農業パワーアップ協議会　有機野菜

18 菱富食品工業㈱ こまつ菜漬、大根こうじ漬、千枚漬

19 ㈱ラックス 富のおもちかえり（ます寿し、蒲鉾、和風ﾋﾟｸﾙｽ、ｵｲﾙ漬、あわせ寿し等）

20 岐阜県 栗蒸し羊羹、栗きんとん、栗羊羹、栗の甘露煮、富有柿、イチゴ菓子、りんご、鮎菓子

21 長野県 りんご、野沢菜漬、日本酒

1 (有)駅前ラーメン　ひげ 中華そば

2 ㈱柿里 氷見牛コロッケ

3 ㈱河内屋 揚げかまぼこ（白えび）

4 鈴家 どんどん焼、米粉ロングポテト

5 大門漁業協同組合 鮎塩焼き

6 たこ焼き 仁JIN たこ焼き

7 合同会社　善商 入善ブラウンラーメン、高岡グリーンラーメン、富山ブラックラーメン、入善牡蠣ラーメン

9 とやま県産肉販売協議会 富山県産牛串焼き

8 富山県農山漁村女性活動推進会議 おにぎり

10 浪花や 富山ブラック焼ラーメン、白えびたこ焼、牛串

11 町屋カフェ　えいじあん カラーコロッケ（ブラック、ホワイト、大仏、シロエビ）

12 麵処　煮込亭 もつラーメン、もつ煮込み（立山ポーク）

13 氷見　牛屋 氷見カレー、氷見牛メンチカツ

14 氷見ラーメン本店 氷見ラーメン

15 ホルモン焼　しゅう 牛ホルモン焼　モツ煮

16 岐阜県 飛騨牛串焼き

飲食

販売



出展者一覧 NO.２

通番号 出展者名 主な出展物

1 アサヒビール㈱富山支社 富山の食材料理レシピ展示

2 キリンビールマーケティング㈱ 商品パンフ展示

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 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

5 全農とやま（富山県産大豆産地協議会） 豆腐など

6 (公社)富山県栄養士会 サットシステムによる栄養指導

7 (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

8 (一社)富山県食品産業協会 協会認証食品の展示

9 富山県漁業協同組合連合会 紅ｽﾞﾜｲｶﾞﾆ、サンマ、マグロの紹介

10 富山県栄養教諭・学校栄養職員研究会 給食発表事例、給食・食べ物のクイズ

11 富山県園芸振興推進協議会 ポスター展示、りんご展示

12 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

13 北陸農政局富山支局 各種施策・食育推進の紹介、豆つかみゲーム、割り箸鉄砲ゲーム

14 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

富山県の取り組み紹介 富山米新品種の名称公募＜農産食品課＞

とやま食の匠＜農産食品課＞

ふるさと認証食品＜農産食品課＞

とやまジビエ＜農村振興課＞

６次産業化取組み紹介＜農村振興課＞

農村女性起業・農産加工品

「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＞

がん検診普及啓発＜健康課＞

試験研究の紹介＜農林水産総合技術センター＞

地域資源活用・農商工連携コーナー＜経営支援課＞

第68回全国植樹祭のＰＲ＜森林政策課＞

べつばら＜商業まちづくり課＞

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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出展者一覧 NO.３

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・ワイン煮・コンポート、ジャム入りケーキ(ナーニ）

(有)土遊野 玄米粉シフォンケーキ、平飼卵、有機コシヒカリ、有機野菜、プリン

(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

(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、胡瓜粕漬、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

NPO法人　山田の案山子 じゃがいもの煮っ転がし、おやき、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

森下友蜂堂 はちみつ、関所せんべい、はちみつボンボン、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、おにぎり、ぶどう、ぶどう・りんごジュース、なす漬

(有)へちま産業 ヘチマ化粧水、天然ヘチマ、へちま美人茶

ヒーリー農園 ジャム、ジュース、焼き菓子

小杉農村女性グループ 真空たけのこ、ジャム、こり餅、ふきのとう味噌、すはま

さと味工房 おこわ、みょうが寿し、餅類

魚津市 (有)源七 おやき、魚津バイ飯おこわ、おこわおにぎり、餅

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

外幸水産 煮干、丸干、みりん干、開き物

花みつ はちみつ

ケーキ工房風車 ハト麦スイーツ、野菜クッキーとプリン、田舎ロール

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、梅ドレッシングほか

滑川市農村婦人研究会 りんごジャム・ジュース、凍り餅、かづみ野健康茶、みょうが寿司、野菜ブーケ

滑川市農業公社 ねぎ、さといも

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、押しずし、開拓大根

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、ヤーコンのたれ、ヤーコンドレッシング、ヤーコン茶

小矢部市飼料用米推進協議会 おやべ米ｍｙたまご、たまご専用しょうゆ

有川花蜂園 県産ハチミツ、ハチミツレモン飴

（福）手をつなぐとなみ野 ぷりたまちゃん（宮島峡温泉卵）、豆菓子

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、たくあん、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、きゅうりうまみ漬、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、酢ずいき、こんにゃく、味付山菜、九宝茶、かりんとう、ﾊﾄﾑｷﾞ茶

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

食彩工房たてやま 立山権現寒もち、大福、豆おこわ、漬物

米粉倶楽部 立山シフォン、米粉パン

入善町 にゅうぜん特産王国（入善町役場） ジャンボ西瓜サイダー･ケーキ･ガム･飴ほか

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

南砺市

砺波市

射水市

滑川市

販売
・

飲食

富山市

氷見市

小矢部市



出展者一覧 NO.４

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 ネギ、大根、キャベツ、トマト、ナス、キュウリ、ほうれん草、切花

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、ジャム、酢）

魚津市 魚津市野菜出荷協議会 大根、白菜、ねぎ、れんこん

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

小矢部市 宮島峡赤かぶ生産組合 かぶ、赤かぶ、サツマイモ、栗、宇宙イモ、ニンニク、葉物野菜

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 青空市グループ 白ネギ、ジャガイモ、柿、赤ズキ等

(有)ドリームファーム (有)中山農産 たまねぎ、はくさい、里芋、にんじん

（農）サカタニ農産 キャベツ、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

企画 農家カフェ・レストラン 梅香園、スリジェ、ラ・ナテゥーラ 米粉ワッフル、サンドイッチ、カボチャカレー、糀ドリンクほか

10周年記念弁当
富山県調理師会、全日本司厨士協会富山県本
部、日本中国料理協会富山県支部

柴田理恵さん監修弁当

10周年記念鍋 富山県農山漁村女性活動推進会議 きのこ鍋
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共催事業

富山県農業
法人協会


