
｜形　　式｜
｜出 展 者｜
｜参 加 費｜
｜申込方法｜

｜申込期限｜
｜主　　催｜
｜共　　催｜
｜後　　援｜

来場バイヤー：展示商談会（展示ブースでのフリー形式）　招聘バイヤー：個別商談会（時間割形式）
県内企業９３社　※中面参照
無料（ただし、交通費・宿泊費・駐車料金等は参加者負担）
裏面の参加申込書に必要事項を記入の上、FAXまたはEメールにて返送ください。
当日会場受付にて入場証をお渡しします。
令和元年１０月２２日（火）
長崎県商工会連合会・日本政策金融公庫・長崎県信用保証協会
㈱十八銀行、㈱親和銀行
長崎県、長崎県商工会議所連合会、長崎県中小企業団体中央会、ジェトロ長崎､ながさき経営支援プラットフォーム

場　　所

開催日時 展示商談会 個別商談会

ホテルニュー長崎３階  長崎県長崎市大黒町14-5　TEL095-828-7117

長崎県商工会連合会 検索

長崎県商工会連合会 地域振興課 〒850-0031 長崎県長崎市桜町4-1 長崎商工会館8階

TEL:095-824-5413　FAX:095-825-0392 E-mail:shinko@shokokai-nagasaki.or.jp

令和元年１０月３０日（水）  １2：００～１７：００ 
令和元年１０月３1日（木）    9：００～１4：００

＋
個別商談会のみ

1 日目
2 日目

長崎県商工会連合会及び日本政策金融公庫、長崎県信用保証協会では、こだわりの逸品を全国に向けて
PRしたい県内企業の販路開拓を支援するために、県内外のバイヤーをお招きして商談会を行います。
豊かな地域資源を活かした様々な商品が揃っています。ぜひ、ご来場くださいますようお願いいたします。

http://www.shokokai-nagasaki.or.jp/

お申込み
お問い合せ先

来場バイヤーは 1 日目のみ入場可能です。
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魅力発信！  ながさき商談会2

カテゴリ № 出展者名 所在地 10/30 展示ブースあり

水
産
加
工
品

1 Ｍ .Y フード合同会社 小値賀町 ○

2 うえはら株式会社 対馬市 ○

3 合資会社魚住商店 長崎市 ○

4 有限会社海産物のわたなべ 平戸市 ○

5 カコイ食品株式会社 長崎市 ○

6 川口蒲鉾店 五島市 ○

7 有限会社木村蒲鉾 長崎市 ○

8 ごと株式会社 五島市 ○

9 株式会社西海クリエイティブカンパニー 西海市 ○

10 佐世保市宇久漁業集落宇久島屋 佐世保市 ○

11 しきしま蒲鉾 南島原市 ○

12 すし処 慎一 対馬市 ○

13 太洋食品株式会社 島原市 ○

14 東洋漁業株式会社 長崎市 ○

15 有限会社徳信 長崎市

16 長崎漁港水産加工団地協同組合 長崎市 ○

17 長崎県漁業協同組合連合会 長崎市 ○

18 長田食品 平戸市 ○

19 日本遠洋旋網漁業協同組合 松浦市 ○

20 有限会社はたした 新上五島町 ○

21 株式会社浜口水産 五島市 ○

22 株式会社フェニックス 西海市 ○

23 株式会社冨喜 新上五島町 ○

24 有限会社藤井からすみ店 長崎市 ○

25 フルカワマリン 新上五島町 ○

26 有限会社松園水産 新上五島町 ○

27 有限会社マルイ水産商事 平戸市 ○

28 ミサキフーズ有限会社 長崎市 ○

29 株式会社みなみしまばら 南島原市 ○

30 株式会社若宮水産 壱岐市 ○
畜
産
加
工
品

31 五島牧場有限会社 五島市 ○

32 有限会社明治屋商店 長崎市 ○

農
産
加
工
品

33 大平食品株式会社 南島原市 ○

34 九一庵食品協業組合 大村市 ○

35 株式会社米粉屋 長崎市 ○

36 株式会社大地のいのち 西海市 ○

37 つくも食品株式会社 波佐見町 ○

38 株式会社平山旅館壱岐もの屋 壱岐市 ○

39 株式会社堀内組 佐世保市 ○

40 堀内商事株式会社 佐世保市 ○

41 株式会社マルニ 雲仙市 ○

麺
類

42 株式会社雲仙きのこ本舗 南島原市 ○

43 大河内商店 五島市 ○

44 株式会社五島製麺 長崎市

45 株式会社サンフリード 長崎市 ○

46 島手そうめん販売株式会社 諫早市 ○

47 ダイニング味遊 島原市

カテゴリ № 出展者名 所在地 10/30 展示ブースあり

麺
類

48 株式会社長崎五島うどん 新上五島町 ○

49 株式会社中本製麺 新上五島町 ○

50 有限会社ふるせ 南島原市 ○

51 本多製麺有限会社 南島原市 ○

52 株式会社マルマス 新上五島町 ○

53 株式会社みろく屋 長崎市 ○

54 株式会社山一 南島原市 ○

55 社会福祉法人 南高愛隣会 コロニーエンタープライズ 雲仙市 ○

惣
菜

56 チャイオーン株式会社 長崎市 ○

57 有限会社蜂の家 佐世保市 ○
パ
ン 58 パンプラス 壱岐市 ○

調
味
料

59 割烹としポン酢株式会社 長崎市 ○

60 株式会社喜代屋（長崎） 諫早市 ○

61 五島の椿株式会社 五島市 ○

62 七福農産 佐世保市 ○

63 ナチュラルファーミング合同会社 雲仙市 ○

64 株式会社やがため 新上五島町 ○

65 山本真珠有限会社 壱岐市 ○

酒
類
・
飲
料

66 天の川酒造株式会社 壱岐市 ○

67 あられ茶房 佐世保市 ○

68 株式会社壱岐の華 壱岐市 ○

69 月香園製茶株式会社 時津町 ○

70 玄海酒造株式会社 壱岐市 ○

71 有限会社西海園 東彼杵町 ○

72 株式会社猿川伊豆酒造 壱岐市 ○

73 滝商店株式会社 諫早市 ○

74 合資会社吉田屋 南島原市 ○

菓
子

75 CAKEHOUSE Honda 雲仙市 ○

76 株式会社 kuruli 時津町 ○

77 株式会社異人堂 時津町 ○

78 有限会社和泉屋 雲仙市 ○

79 嘉祥株式会社 雲仙市 ○

80 しまうま商会 小値賀町 ○

81 株式会社須崎屋 南島原市 ○

82 株式会社長崎旨菓堂 西海市 ○

83 長崎お土産すみや 長崎市 ○

84 株式会社梅月堂 諫早市 ○

85 浜んまちＰＵＤＤＩＮＧ 時津町 ○

86 株式会社フルカワ 大村市 ○

87 株式会社まえだ 大村市 ○

88 松尾コーヒー株式会社 長崎市 ○

89 株式会社ミカド観光センターみかど本舗 南島原市 ○

90 三宅商店 雲仙市 ○

91 有限会社茂木一まる香本家 長崎市 ○

92 山本喜久栄堂 南島原市 ○

その他 93 株式会社スワン 長崎市 ○

初

初

初

初

初

初

初

初

初

初

初

初

初

初
初

初
初

初

初

初

初

初

初

初
初

初

初

初

初
初

初

初
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魅力発信！  ながさき商談会 3

五島列島の小値賀島で1本釣りのみ
で水揚げされたイサキをブランド化
し値賀咲と称し商標登録されていま
す。食事提供する中で、お土産に持
ち帰りたいとの要望がきっかけで、
長期保存加工に力をいれ、小値賀漁
協より正式に使用許可を頂き、独自
の製法で作り上げた冷凍値賀咲の棒
寿司は初夏の美味
しい時期のイサキ
の味そのままを堪
能できます。

お湯を注いで混ぜるだけで、できあ
がります。
ふる里の味　あご(長
崎県五島産)の風味と
わかめ(長崎県島原産)
の食感をお楽しみくだ
さい。

"BARI KUN"は、水揚げ後の複雑な下
処理や最適な保存管理を地元の漁業
協同組合と漁師が担当することで、臭
みがなく磯の香りと旨味が口中に広が
る逸品に仕上がりました。
魚本来の味わいをより堪能していただ
くため、老舗干物専門店に加工を依頼
し、味わい深く旨
味が 凝縮された
"BARI KUN"が完
成いたしました。

長崎県で水揚げされた天然ぶりの
美味しさを味付し贅沢に詰めこみ
ました。

含気包装で保存と同時に熟成さ
れ、常温保存で開封してそのまます
ぐ食べられます。磯の香りをそのま
ま閉じ込めました。見た目もスタイ
リッシュです。

昆布巻蒲鉾は、昔から五島列島の
伝統的な商品で、特にお祝い事な
どの時に食べられてきました。昆布
の旨みとすり身の味わいが絶妙の
バランスで活かされた逸品です。そ
のままカットして酒宴の場や料理に
添える一品として
お使いいただけま
す。巻が描く模様
が盛り付けにも彩
を添えます。

長崎県五島列島最北端宇久島の荒
海で、一本釣りで獲れたての連子
鯛を、新鮮なうちに捌き、切身を軽
く天日干しした後、両面
を炙り旨味を凝縮して
います。お米と一緒に
炊いた後は、鯛の風味
と旨味がご飯に染み渡
り、本格的な味わいを
ご家庭で楽しめる一
品となっております。

凍結機能を持った船で漁獲し、活き
たまま急速凍結したブリを、専門の
技術を持つ鹿児島県枕崎市で、凍
結したまま加工しました。変色のも
ととなる血合いも全て削っているた
め、変色、臭み、ドリップが少なく、
天然魚であるためにあっさりとした
脂をご賞味いただけます。

原卵は、海域の水質がきれいなオー
ストラリア　クィーンズランド州産
ボラ卵を使用しています。
魚卵のくせが隠され、薄塩で食材と
しての活用範囲が広がります。
ペースト状で食品
への塗布や絡め、
小分け保管が容易
です。

すり身を石臼で練り上げ、一晩低温
で寝かせることで生まれる独特の
歯ごたえがある揚げ蒲鉾です。大
きめにカットしたイカを豊富に使っ
ています。

豆腐と白身魚のすり身をブレンドし
た島原半島に伝わる健康水産練り
製品です。原料の豆腐から自社で生
産しており、素朴でまろやかなその
味と風味は広く好評をいただいて
います。

長崎県産の鮮度抜群の真あじを素
早く調理し、自社で調合した調味液
に漬け込んでいます。鯵の美味し
さがストレートに味わえる塩味で
す。ビジネスクラスの機内食にも採
用された実績があります。１食分ず
つ個包装にして
いますので保存
にも大変便利で
す。

伝統製法の炭火焼きに弊社オリジ
ナル製法を加え芯までじっくり焼
いていますので通常の焼あごに比
べうまみ成分の遊離アミノ酸は約
１.５倍あり、香ばしい風味の良い出
汁が取れます。
平成長崎俵物認定商
品です。「無添加で風
味豊か上品なあごだ
し」。

ジューシーで旨味たっぷりの最高級黒毛和牛「五島
牛」を贅沢に150g使用しています。肉質はやわらか
く、ほどよく引きしまった霜降りが特徴の五島牛のバ
ラの部位を使用し、ローズマリーをまぶしてシンプル
に焼き上げました。
長崎県五島産の鯛で出汁をとり、最新の技術を使っ
た加圧加熱殺菌により味の劣化やレトルト臭を抑え、
26年間長崎の洋食店で腕をふ
るっていたプロの料理人による
味付けは、レトルトとは思えな
い美味しさになっています。

自己所有船『幸生丸』で、拘りの漁
場（対馬西沖）だけで漁獲した穴子
を使用しています。
対馬西沖の海域（水深160～200ｍ）
で漁獲する穴子は脂の乗りが違い
ます。
特殊な漁法で漁獲する穴子は腹や
けしないので、き
れいな身のまま加
工することができ
ます。

年間通じて供給可能な商品で、3Ｄ
凍結を行うことで解凍後のドリップ
が出ないため、鮮度感のあるあじ
姿造りを提供可能にしました。

Ｍ .Y フード合同会社

カコイ食品株式会社

株式会社西海クリエイティブカンパニー

太洋食品株式会社

うえはら株式会社

川口蒲鉾店

佐世保市宇久漁業集落宇久島屋

東洋漁業株式会社

合資会社魚住商店

有限会社木村蒲鉾

しきしま蒲鉾

有限会社徳信

有限会社海産物のわたなべ

ごと株式会社

すし処 慎一

長崎漁港水産加工団地協同組合

小値賀町

長崎市

西海市

島原市

対馬市

五島市

佐世保市

長崎市

長崎市

長崎市

南島原市

長崎市

平戸市

五島市

対馬市

長崎市

値賀咲の棒寿司（冷凍）

あごだしわかめスープ

アイゴの干物「BARI KUN」

金太洋 ぶり味付（フレーク）

Fish Cook Book 
骨まで食べるあじ開き

五島岬（昆布巻、白巻）

宇久島屋 連子鯛の鯛めし

船凍ブリのたたき

生からすみ

いか天

とうふ蒲

牧島流鯵茶漬け 塩味

十割あごだし

五島の鯛で出汁をとった
プレミアムな高級カレー 五島牛

穴子の開き

長崎県産
刺身用あじ姿造りキット
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長崎県適正養殖認定制度で認定を受けた養殖
業者のエサにまでこだわりが詰まった養殖ブ
リを活き〆しフィレ加工しました。養殖技術
の向上により、脂くどくなく、非常にバラン
スの取れた味となっております。天然魚と違
い周年安定的な味を提供することができ、供
給することも可能です。刺身、煮付、ブリしゃ
ぶ、サラダに添えたり等幅広い料理に使用で
きる長崎県産養
殖ブリを一度ご
賞味ください。

地魚にこだわり無添加・無着色・
保存料不使用で、五島昔ながらの
作りが特徴です。澱粉も使用して
いませんので、魚の味がする歯ご
た え の あ る 揚
げ 蒲 鉾 に 仕 上
が っ て お り ま
す。

長崎県五島列島でとれた新鮮魚介の燻製です。長
崎県新上五島町で水揚げされた旬の新鮮魚介を、
お刺身でも食べられる鮮度のうちに、オリジナ
ルの燻製チップ（上五島産の桜と椿のブレンド）
で、燻製に仕上げました。ヒオウギ貝、あご（ト
ビウオ）、き
びなご、イカ、
あじ、カマス
など、魚種は
季節によって
変わります。

有明海の恵みをたっぷり吸収して育った、新鮮なわかめ
の葉を原料とした「わかめ麺」です。新しい感覚でわか
めを食べられ、「つるっとした喉越し」が自慢です。100
ｇ当たり６キロカロリーのヘル
シーな食材ですから、美容や健
康を気にする方にオススメの一
品です。「ひょっつる」の名前の
由来は、「ひょっ」と思いついた
時に、いつでも簡単に「つるっ」
と食べられるところからその
ネーミングがついています。

島原地方に古くから伝わる「なめみそ」
です。麦と大豆を主原料に生姜や昆布
等を混ぜ合わせ、3 ヶ月間程熟成・発
酵させました。少し甘めのみそにピリッ
とした生姜の辛味やまろやかな昆布が
プラスされ、食欲
をそそります。料
理で「みそ」の代
わりに使えば、新
たな楽しみ方が
広がります。

食塩や添加物を一切加えず、厳選
した国産原料のみを絶妙ブレンド
した無添加だしパックです。

主に山口県産の穴子を使用し、ふっ
くら柔らかく独自の製法で仕上げ
ております。
シ ャ リ に は
静 岡 県 産 の
抹茶を混ぜ、
絶 妙 な 風 味
と 後 味 の 良
い 味 わ い を
表 現 し て お
ります。

五島列島でも好漁場といわれる日島で、自営の定置網で
獲った旬の魚を冷凍することなく加工します。身がしっ
かりした状態で加工するため、血合いなどもきれいに取
り除くことができ、生臭くなく、商品自体の見た目も綺
麗です。旬の魚の美味しさを知り尽くした漁師が安心・
安全と真心を添えてお届けします。赤カマスは黒カマス
と異なり価値が高く、京都の料亭などに出荷されます。
干物にするとアミノ
酸などが増え、旨味
が最高となり、ご飯
がすすみます。

九州産小麦のピザクラストに有明
海産の芝エビをトッピングし、バ
ジルソースのピザにしました。壱
岐産柚子仕立てで後味爽やかに仕
上げました。

シュガーロード生まれのごまどう
ふです。ごまを贅沢に使用したもっ
ちりなめらかな食感の和風デザー
トです。

長崎県松浦港で水揚げされた組合のブラン
ド魚「旬さば」を風味豊かな胡麻と自家製
の醤油たれに漬け込みました。水につける
と数分で解凍でき
ますので食の簡便
化、即食ニーズに
ぴったりです。魚
の調理スペース、
技術が無い方でも
簡単に生食の魚を
提供できます。

「五島イカうまか漬け（剣先）」は新上五
島の定置網で朝水揚げされた剣先イカを
生きたまま秘伝の「かえし」に漬け込みま
した。１日寝かせ真空パックしてマイナス
60℃で凍結していますので、解凍してお
刺身風として召し
上がって頂けます。
全国商工会連合会
のバイヤーズセレ
クション 2018 に
選ばれました。

冬場に九州西方海域で漁獲される脂の乗ったサ
バを「旬 ( とき ) サバ」としてブランド魚とし
ております。この脂の乗ったサバを使い、骨抜
きから独自の下味漬け、薬草燻製漬けまで自社
工場一貫で行っております。盛漁期には水揚げ
されたすぐの魚を
加工しワンフロー
ズンでお届けする
事も可能です。長
崎県新作展奨励賞
受賞商品。

地元産のフレッシュな飲用乳から
無添加で製造しています。練圧も
人手で行いますので水分が少なく
冷凍でもガチガチになりません。
トーストや料理
にはもちろんで
すが塩分が少な
いので製菓にも
ご利用いただけ
ます。

ママのお助けアイテムです。離乳食時
期の赤ちゃんモニターと一緒に開発し
ました。赤ちゃんにとって、おいしく
体にいいものを食べさせたいというマ
マの思いから
生まれた離乳
食は家庭用に
はもちろん、
ママ友に贈り
たくなるアイ
テムです。

長崎県五島産の新鮮な飛魚を昔な
がらの炭火焼きで仕上げた焼き飛
魚 ( あご ) を使いやすく粉末パッ
クにしました。
魚臭さのない上
品なお出汁がと
れます。

生産量日本一の長崎の養殖クロマグロ。
日本三大珍味の『長崎のからすみ』を製
造する技術を応用し創り出される『まぐ
ろからすみ』は通常のからすみと違い【脂
分が少なくあっさりとした中にうま味と
風味はしっかりある】商品です。お好み
の厚さにスライスしたり削ったりしてパ
スタやリゾット、
サラダなどの料
理にあわせてお
楽しみください。

レンコ鯛のうろこ・内臓・エラを除去し、
少し甘めの汁を加え、真空包装し、気
密性容器に密閉し、加圧加熱殺菌をし
ましたので、大きな骨は、取り除いて、
小骨は、食べられます。常温で保管し
てください。
調理は電子
レンジもし
くは湯煎で
簡単に調理
できます。

亜硝酸やリン酸塩 Na など合成化
合物を一切使わず作りました。ま
た小さいお子様や、ご高齢の方に
特に必要とされ
ています「たんぱ
く質」や「カルシ
ウム」が多く含ま
れた健康にも良
い食品です。

九州産のべにはるか（品種）を、
スティック状にカットした使いや
すい冷凍さつまいもです。じっく
りと蒸してあり
ますので、果肉
はしっとりして
いて、じんわり
と甘味がお口に
広がります。

長崎県漁業協同組合連合会

株式会社浜口水産

フルカワマリン

株式会社みなみしまばら

大平食品株式会社

長田食品

株式会社フェニックス

有限会社松園水産

株式会社若宮水産

九一庵食品協業組合

日本遠洋旋網漁業協同組合

株式会社冨喜

有限会社マルイ水産商事

五島牧場有限会社

株式会社米粉屋

有限会社はたした

有限会社藤井からすみ店

ミサキフーズ有限会社

有限会社明治屋商店

株式会社大地のいのち

長崎市

五島市

新上五島町

南島原市

南島原市

平戸市

西海市

新上五島町

壱岐市

大村市

松浦市

新上五島町

平戸市

五島市

長崎市

長崎市

長崎市

長崎市

西海市

ブリ・ヒラスフィレ

五島揚げ

ISLA（イスラ）de（デ）CAMELIA（カメリア）

わかめ麺 ひょっつる

めし泥棒

あご旨だし

穴子の抹茶棒寿司（冷凍）

赤かます一夜干し（各種あり）

芝エビのバジルソースピザ壱岐産柚子仕立て

長崎ごまどうふ

胡麻さば

五島イカ うまか漬け（剣先）       

旬サバ薬草（ハーブ）燻製

ナチュラルバター

米粉の離乳食

焼きあご粉末あごだしパック

まぐろからすみ

れんこ鯛姿煮

おさかなウィンナー

冷凍じっくり蒸したさつまいもスティック

新上五島町
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魅力発信！  ながさき商談会 5

食品添加物を使わず、長崎県産の原料をふんだ
んに使用した逸品です。小串とまとは平成２
年に農林水産大臣賞を受
賞した地域の貴重な特産
品で、栽培時の水分と塩
分を調整する特殊な栽培
方法により、一般のトマ
トと比較すると糖度が高
く、風味もあります。小
串トマトの甘味と食感を
活かした鍋スープです。

簡単に皮がむけゴミの少量化を図
ることや、調理時間の短縮、長期
保存 (3 か月 ) が可能です。皮付き
の野菜なので野菜本来の香りが味
わえます。

明治 16 年（1883 年）、黒崎村出津の里（現
在の長崎市西出津町）で生ま
れた日本発の国産パスタを
復刻しました。フランス人
宣教師マルコ・マリー・ド・
ロ神父により伝えられた「手
延製法」を踏襲し、往時をし
のぶノスタルジックなテイ
ストを再現しました。弾力の
あるモチモチした食感は、妥
協のないこだわりの技です。

中本製麺が製造販売する五島手延
べうどんの主力３種類の麺が１人
前ずつ入っております。コシ・の
ど ご し、 の
違 い が 多 様
な 五 島 手 延
べ う ど ん の
良 さ を 手 軽
に 知 っ て い
ただけます。

独特のしっとりした麺とあっさり
としたとんこつスープが特徴で
す。

貴重な和蜂蜜の自然の甘さと有機
栽培で育てた南高梅の柔らかな果
肉と程よい酸っぱさが焼酎にピッ
タリです！！また、梅は自家菜園で、
和蜜も亭主
が養蜂をす
るなど、す
べて自前で
安心安全で
す。

国内産小麦粉を使ったもちもち麺
と自社栽培のきのこ 4 種の具材を
たっぷり使用し、こだわりスープ
との相性抜群です。

長崎県特産の手延べうどんと、海産物豊かな
長崎だからこそ可能な鯛だし汁をセットにし
た逸品です。黄金に輝く旨味たっぷりのスー
プと、島原の麺師が作ったコシのある手延べ
うどんが醸し出すハーモニーが特長です。旨
味たっぷりの
温かいだし汁
で 風 味 豊 か
にご賞味いた
だける逸品で
す。

細くてもしっかりとした「コシ」のある
手延べ細うどんとラー油と
ごま油の効いたちょびっと
ピリ辛の特製タレをセット
しました。茹でた麺にタレ
を絡めるだけ！の冷やしで
もなくあったかい出し汁の
あるうどんでもない全く新
しい食べ方のうどん。卵
の黄身を入れて一緒に混ぜ
るとマイルドな味わいに。

島原の伝統的な手延べの技を使っ
て造ったこだわりの商品です。

長崎県佐世保市産のオリーブの果
実を使った新漬です。オリーブ果
は当社が栽培した
もので、収穫後 2
時間以内に加工し
たものを使用して
います。

五島列島の山下地区に昔から伝わ
る郷土料理で、だしは焼いた鯖の
身を使い、具材は人参・椎茸・ご
ぼう・うすあげ等たっぷりが特徴
です。うどんはコシがある五島手
延べうどんを急速冷凍し、スープ
は最後まで飲みほせる味に仕上げ
ております。鯖
だしは湯煎の
簡単調理です。

島原伝統手法の手延べ製法でラーメン
を作りました。無添加・天然素材で仕
上げています。
麺は味があり、弾力とモチモチ食感。
スープは、ねりごまや、野
菜エキスをベースに香味野
菜を加え、豚骨風のラーメ
ンスープに仕上げました。
九州を代表する豚骨スープ
をアニマルフリーで究極に
再現した豚骨風スープです。

島原伝統の手延べそうめんの製造技術に
デュラム小麦粉 100％と長崎産の海塩、オ
リーブ油で作りました。日本人の食感に合
う和製パスタです。手延べ独自の細いなが
らも強くなめらかなコシのある麺です。ゆ
で 時 間
は 3 分、
ゆ で 塩
不 要 の
便 利 さ
です。

手延べの素麺を色々な味で、少しずつ楽しんでいただき
たいと思い商品化しました。マグカップやお椀に麺と
スープを入れ、お湯をそそ
いで 3 分。手延べの美味
しいにゅうめんが簡単に
出来あがります。コシが強
く、茹でのびしにくい麺に
なっております。わかめ
スープ、柚子お吸いもの、
お吸いもの、中華スープの
4 種類の味が楽しめます。

目に良い上、血圧、血糖値も下げ
る健康食材として近年注目を集
めている健康フ
ルーツです。

本場長崎独自の唐あくを使用した
麺は弊社独自の低温熟成冷風乾燥
により仕上げた事によりコシがあ
りもちもち
とした食感
です。オリ
ジナル特製
ちゃんぽん
スープ付で
す。

北海道・福岡・佐賀産の小麦粉と、長崎県・上
五島の美しい海水から作られた、
完全天日干し、釡炊きの食塩と、
同じく上五島に自生する藪椿の
実を搾って作られた 100％の椿
油を使用して作られています。
通常は 2 日工程で作られますが、
弊社の五島手延うどんは 3 日工
程で作られ、熟成させることで
より一層、もっちりとして喉ご
しの良い麺になります。

厳選した国産小麦と五島列島特産の椿油、五島近
海の塩 100％を原料とした無添加のオリジナル
のあごだしスープ、五島産あおさと天かす付きで、
品質・味共に安全性にも優れています。また、熟
成にもこだわった細いながらもコシの強いつるん
とした滑らか
な食感が特徴
です。食感も
美味しさも乾
麺同様の個食
タイプです。

皮はモッチリ、焼き目はカリッと、中からじゅわ～っ
とコラーゲンスープがあふれます。余分な脂分を除
いたコラーゲンスープなので、美容と健康に敏感な
女性に大人気です。長崎県産の希少なブランド豚「雲
仙うまか豚もみじ」を使用しています。長崎の特長の
ある甘い醤油を
使い、コクの有
るほのかに甘め
のまろやかな味
付けでお子様に
も大人気です。

つくも食品株式会社

株式会社マルニ

株式会社サンフリード

株式会社中本製麺

株式会社みろく屋

株式会社平山旅館壱岐もの屋

株式会社雲仙きのこ本舗

島手そうめん販売株式会社

有限会社ふるせ

株式会社山一

株式会社堀内組

大河内商店

ダイニング味遊

本多製麺有限会社

社会福祉法人 南高愛隣会 コロニーエンタープライズ

堀内商事株式会社

株式会社五島製麺

株式会社長崎五島うどん

株式会社マルマス

チャイオーン株式会社

波佐見町

雲仙市

長崎市

新上五島町

長崎市

壱岐市

南島原市

諫早市

南島原市

南島原市

佐世保市

五島市

島原市

南島原市

雲仙市

佐世保市

長崎市

新上五島町

新上五島町

長崎市

小串トマト鍋スープ

ゆでじゃが

長崎スパゲッチー

五島手延べうどん(食べ比べセット)

みろくや ちゃんぽん袋入り

女将のはちみつ梅

きのこ屋のちゃんぽん

鯛の奏で（鯛だし汁付きうどん）

まぜ麺

島原手延べ素麺「名水の絲」

オリーブ新漬け

椿鯖だし五島うどん

手延べラーメン

手延ベッティ（手延べパスタ）

小さなにゅうめん ミニ優温麺

あいあいの雫 冷凍ブルーベリー

長崎ちゃんぽん 2 人前

五島手延うどん（国産）

レンジ対応冷凍五島手延うどん 七椿（国産小麦）

マーマルイの長崎焼小籠包〈豚肉〉
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魅力発信！  ながさき商談会6

玉葱をじっくり炒めた欧風カレー
です。低温で殺菌し風味がそのま
ま残っています。レストランメイ
ド。 

魚醤油（仮）は、漁場豊かな五島列島産の魚を原料として、
そこに五島列島の椿由来の酵母である「五島つばき酵母」
を使用しています。酵母の作用もあり仕込みから短期間
で搾って出荷可能です。ゆえに他の魚醤と比べてフレッ
シュでうま味があり
ながら、魚醤特有の
生臭さが抑えられて
いるのが特徴です。
料理用としてだけで
なく、卓上醤油とし
てもご利用ください。

長寿牡蠣だしは、鰹のイノシン酸と昆布、椎茸などのグルタミ
ン酸の豊富なだしとうま味の強い「牡蠣エキス」
を加えて味をまろやかに仕上げました。牡蠣の
産地は「壱岐の島」です。美味しい海産物がた
くさんとれる場所で育った牡蠣です。九州の特
徴であるあまくち醤油に合わせました。昨今、
九州のあごを使用した「あごだし」は各メーカー
から販売されていますが、「牡蠣エキス」を使
用した「和風だし」、そして、生産者が直接手
掛けている「牡蠣だし」は全国でも少ないと思
います。基本出汁はお得な９倍濃縮タイプです。

日本一のそのぎ茶シリーズ　第
72 回全国茶品評会農林水産大臣
賞　受賞者　福田新也氏がつくっ
た、 ま さ に
日 本 一 の そ
のぎ茶です。

ニンジン臭が少なく甘みに富んだ
「京くれない」という品種
を使用しているため、ニ
ンジン独特の臭さはなく、
糖度は 11 度と他のニン
ジンジュースと比べ飲み
やすいのが特徴的です。
また、「京くれない」は他
の品種と比べ、リコピン
やβ - カロテンの栄養価
が高いことも特徴的です。

カレーパングランプリ 2018 金賞を受賞
しました。1 日 2440 個完売した壱岐島
生まれのカレーパンです。希少和牛であ
る「壱岐牛」をサイコロステーキカットし、
野菜と一緒に包み揚げた壱岐島を堪能で
きるカレーパンです。また、カレーパン
の文化の無
い国のお客
様にもご好
評いただい
ています。

弊社商品の「粗ずりゆず胡椒」の製造
方法はそのままに、柚子は 20 年以上の
古木から香り豊かな柚子の実を丁寧に
収穫し、唐辛子（鷹の爪）は、一番成
りしたものを収
穫し製造するこ
とによって、今
まで以上の味わ
いと風味を持っ
たゆず胡椒に仕
上げました。

黒麹で仕込み、常圧蒸
留をした本格焼酎です。
香ばしい麦の香りと甘
みを抑えたビターな味
わいがあります。３年
貯蔵です。平成 30 年
福岡国税局酒類鑑評会

「金賞」を受賞していま
す。

ウィスキーの「スコッチ」や「バーボン」、ワインの「ボ
ルドー」などと同様に、「壱岐焼酎」
は、麦焼酎発祥の地として、1995 年、
WTO の「地理的表示」の産地指定を受
け、国際ブランドとなっています。本商
品は、米麹 1/3・大麦 2/3 を順次仕込
み、蒸留で香味の優れている部分を採り、
芳醇で華やかな香りと琥珀色を生み出す
樫樽で貯蔵熟成させた本格焼酎になりま
す。蒸留酒なので、糖質が含まれず、健
康的に楽しむことができます。

アルコール度が 14 度と若干低め
なので飲みやすいと評判
です。はねぎで搾ってい
るので雑味がなくスッキ
リとした味わいが特徴で
す。日本酒度：＋ 1、酸
度：1.6、アルコール度数：
14、 精 米 歩 合：70 ％、
酵母：つるバラの花酵母

九州ではポピュラーな「ゆず胡椒」を、
長崎特産柑橘類「ゆうこう」の皮を原
材料として、長崎産の唐辛子、五島の
ミネラル分を多く含む粗塩を使い作
り上げました。生産
数量も「ゆうこう」
自体がまだまだ大量
に収穫出来ない為に
大量に生産する事は
出来ない希少な薬味
となりました。

各年代層のモニタリングを基に、最上級
のノンアル健康飲料
を開発いたしまし
た。爽やかな香りと
甘さ控えめで上品な
味わいを追及し、原
料のオリーブリーフ
は、自社農園で農薬
不使用・手摘み選別
収穫・品質管理を徹
底しています。

宇久・小値賀の太陽と農家の愛情・
情熱をたっぷり浴び
た糖度の高いトマト
を使用した、完全手
作りにこだわった商
品です。

世界緑茶コンテスト 2019〈金賞〉
を受賞！
ペットボトルに入れて振るだけで
本格的な「そ
のぎ茶」が手
軽に楽しめま
す。飲み終わっ
ても水を注ぎ
たせば 2 煎目
までおいしく
頂けます。

長崎ならではの『長崎かすてら』を
底にマスカルポーネチーズを使用し
たティラミスを組
み合わせました。
二層構造での食感
が楽しめる商品で
す。かすてらの卵
には、地元のミネ
ラル豊富なこだわ
りの『太陽卵』を
使用しています。

厳選された九州産のバジルをふん
だんに使用しました。
ピリッとした唐辛子と
ビネガーに、バジル
がふわっと香る新感覚
のスパイス調味料で
す。ピザやパスタはも
ちろん、様々なお料理
にさっとひとふりする
と、お料理の味をグッ
と引き立てます。

五島列島の清冽な海水のみを原料とし、直
火焚きの平釜式で昔ながらの伝統製法に
基づき、塩本来の魅力を引き出すために十
分な時間と手間をかけ焚き上げています。
また生産工程の一部に RO 膜（逆浸透膜）
を導入し、「マイクロプラスティック」などの
不純物を丁寧に取り除くことが可能にな
り、安心・安全な塩作
りを追求しています。
※ 2018 年度長崎デザ

インアワード入選

酒類消費量が減少する中、海鴉の販売数は年々倍増を続け
ています。北米産オーク樽
で熟成された海鴉は、焼酎
を通り越したエキゾチッ
クな風情が魅力です。壱岐
島では、1 ランク上の特別
な扱いを受け、引き出物や
帰省土産としての用途を
確立しています。製造は 5
年に一度。通常長崎県内限
定販売の壱岐焼酎です。

麦焼酎のふるさと「壱岐の島」の伝統を継承し、創意
工夫を重ね造り上げた、創業明治３６
年（１９０３年）以来の弊場の代表銘
柄です。明治以来の譲法、麹室カメ仕
込みを伝承。甘くやわらかでいて、あっ
さりとした口あたりに、ほのかな「麦
の焦がし香」のする壱岐焼酎ならでは
の逸品。焼酎本来の旨みと味わいを追
及するため、十分な熟成期間を経た焼
酎原酒がブレンドされた深い味わいを
お楽しみ下さい。

長崎県産の小麦を使用し無添加の
商品で、ずっしり、しっとりした
ケーキです。ちょっとした手土産
にはもちろん、人生の節目にも送っ
て頂きたい
商 品 で す。
全て手作業
で、感謝の
想いを込め
て作ってい
ます。

有限会社蜂の家

五島の椿株式会社

山本真珠有限会社

月香園製茶株式会社

滝商店株式会社

パンプラス

七福農産

天の川酒造株式会社

玄海酒造株式会社

合資会社吉田屋

割烹としポン酢株式会社

ナチュラルファーミング合同会社

あられ茶房

有限会社西海園

CAKEHOUSE Honda

株式会社喜代屋（長崎）

株式会社やがため

株式会社壱岐の華

株式会社猿川伊豆酒造

株式会社 Kuruli

佐世保市

五島市

壱岐市

時津町

諫早市

壱岐市

佐世保市

壱岐市

壱岐市

南島原市

長崎市

雲仙市

佐世保市

東彼杵町

雲仙市

諫早市

新上五島町

壱岐市

壱岐市

時津町

長崎カリー ビーフ

魚醤油（仮）

長寿牡蠣だし

福田さんのそのぎ茶

リコピン人参ジュース

日本初壱岐牛カレーパン

長崎特産 粗ずり ゆず胡椒（青）

壱岐焼酎「天の川 夘八（うはち）」

壱岐焼酎「壱岐スーパーゴールド 22」

はねぎ搾り純米酒（つるバラ酵母）

長崎薬味ゆうこう胡椒

オリーブリーフ スパークリングロゼ

トマトジュース詰合せ

そのぎ茶『そのぎシェイク』

カスティ～ラミス

バジスコ

矢堅目の塩 New-STANDARD”粗波”

壱岐焼酎「海鴉（うみがらす） 箱入り」

壱岐焼酎「猿川」

The Lemon on books（レモンケーキ）



今までに
来場された
バイヤー様の
ご感想

長崎の食材の多さ・
品質の良さに
感心した

地域の食材、
地場企業を

知ることができた

面白い商品が
多かった

愛情食彩81 愛情食彩82 愛情食彩83 愛情食彩84

愛情食彩77 愛情食彩78 愛情食彩79 愛情食彩80

愛情食彩85 愛情食彩86 愛情食彩87 愛情食彩88

愛情食彩89 愛情食彩90 愛情食彩91 愛情食彩92

愛情食彩93

初

初初

初

初
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使用原料はすべて天然自然素材を使
用。徳島の和三盆糖、長崎の太陽
卵、佐賀のもち米水飴、ザラメは純
度99％の上一等氷砂糖を砕いて敷き
詰めています。

熟練の職人と伝統の技法、吟味され
た食材によって丁寧に焼き上げた本
場の長崎カステラ。
しっとりとした口どけの良い生地と
ザラメ糖のシャリ感が絶妙です。

浜んまちプリンは地元長崎の食材にこだわっ
ています。今も豊かな自然が残る九州長崎の地
で育てた新鮮卵、弾力ある黄身と、深いコクと
幅のあるまろやかな自然な甘みが詰まったミネ
ラルが豊富なタマゴ、雲仙山系と有明海に囲ま
れた島原の自然で育った乳牛の成分無調整牛
乳。そんな長崎の自然の恵を感じる素材を活
かすために“気まじめな”職人が一生懸命に作
られた食材を真剣に考
え抜いた成分配合で作
られたプリンです。

雲仙の自然のもとで作られた、本
場長崎のかすてらです。太陽卵、も
ち米飴、カステラに相性ピッタリの
小麦粉（特おしどり）をベースに、こ
だわりの原材料を使って、作り上げ
ました。

日本で初めて希少な五島産椿油を配合した高
級洗濯洗剤・柔軟剤「ツバキスト」です。
「ツバキスト」はおしゃれ着用洗剤・普通洗
濯洗剤・柔軟剤の3シリーズを展開しておりま
す。お洗濯のたびに、配合されている椿オイル
が繊維の一本一本をトリートメント、生地の
毛羽立ちをおさえ、肌に優しく心地よいサラ
サラ感を実現し、洗い上がりの肌触りや着心
地の良さが違います。ヘアートリートメントと
同じ感覚で、髪にい
い椿オイルは洋服と
の相性も抜群です。

西海市の持つ豊かで魅力ある自然
を強みとして今に受け継がれてきた
地域資源である「かんころ餅」を、
作りたての柔らかさや
風味を楽しんでいただ
けるように、敢えて弱
めの真空でパックした
昔ながらの安心・安全
な商品です。

名水の郷、雲仙の麓の契約養鶏場
で育てられた新鮮な専用卵を使用
して、伝統の職人技で丁寧に焼き
上げた本場長崎カステラです。
しっとり、ふんわりとした味わい
をお楽しみください。

平戸産うちわえびの粉末を使った
風味良いえびせんべいです。

長崎県雲仙市を代表する名物菓子
です。雲仙普賢岳の恵み、温泉水を
使用し、サックリ焼成しました。完
全な手作り製造なので安心・安全で
す。口溶けもよく、懐かしい味が楽
しめます。

長崎ラスク カステラ味 2018年 ＩＴＱI 2
つ星 ☆☆ カステラの賞味期限が短く、日
持ちして長崎らしい商品はありませんか？
というお客様の声を商品化しました。リ
ピーターも多い商品です。長崎の太陽卵を
使って、新しいカステラをそのままラスク
にしました。バターの風味とザラメがたま
ら な い お 味
です。

昔ながらの製法で作るドライ羊羹
です。表面を乾燥させサクッとした
食感が特徴の羊羹です。製法はク
ラシックですが味は現代の人に合
わせたチョコレートで、見た目や味
だけではなくstyleとしてチョコレー
トに近づけた羊羹が&羊羹です。

カステラ風味のぷりんに長崎カステラの
「ザラメ」とぷりんの「カラメル」をイメー
ジしたその名も【ザラメル】をかけて、お
召し上がりください。ぷりんでありながら
日持ちがする、常温保存ということで様々
な販売及び使用形態へ対応可能です。
【モンドセレクション５年連続金賞受賞】・
長崎新名物コンテスト
【 長崎じげもんよか

もん食べもんGP
最高金賞受賞】

茂木びわの芳醇な香りと甘酸っぱ
さをそのままに、甘さ控えめのゼ
リーでやさしく包んだ贅沢な逸品
です。

発売は昭和30年頃。当時出始めの
生クリームをいち早く取り入れ完成
させたのがこのケーキ。フルーツは
当時の高級フルーツ缶から桃とパ
インを贅沢に組み合せました。「梅
月堂シースクリーム」の歴史の始ま
りです。60年後、長崎ご当地ソウル
スィーツとして今も愛され続けてい
ます。

五島列島の伝統食かんころ餅を手軽
に食べられるようにザクザク食感の
チップスにしました。圧搾絞りの菜
種油で、小値賀島で製造したかんこ
ろ餅（原料のもち米・さつまいも共
に小値賀島産）を丁寧に手揚げして
います。さつまいも
のうまみがたっぷり
の幅広い世代に愛さ
れる味です。

長崎出島に日本で最初に伝わったと言われ
るコーヒー豆とチョコレートを一つにしまし
た。中身に使用するコーヒー豆は当時飲ま
れていたと言われるインドネシア原産のア
ラビカ種で商品名のしょくらあとも長崎に
残る文献に記されているチョコレートの記
述です。平成２５年
第４４回長崎県特産
品新作展菓子スイー
ツ部門最優秀賞を受
賞した商品です。

伝統的な長崎カステラに地元の牛
乳を足し、キメの細かい独自のカス
テラに仕上げています。また国内産
の小麦を使用し、内麦の質感や豊
かな風味を感じる一品になっており
ます。

株式会社須崎屋

株式会社異人堂

浜んまちＰＵＤＤＩＮＧ

株式会社ミカド観光センターみかど本舗

株式会社スワン

株式会社長崎旨菓堂

有限会社和泉屋

株式会社フルカワ

三宅商店

長崎お土産すみや

嘉祥株式会社

株式会社まえだ

有限会社茂木一まる香本家

株式会社梅月堂

しまうま商会

松尾コーヒー株式会社

山本喜久栄堂

南島原市

時津町

時津町

南島原市

長崎市

西海市

雲仙市

大村市

雲仙市

長崎市

雲仙市

大村市

長崎市

諫早市

小値賀町

長崎市

南島原市

和三盆糖
長崎五三焼かすてら 0.5 号

長崎カステラ

プリン

五島産椿油配合
高級洗濯洗剤・柔軟剤「ツバキスト」

かんころ餅

長崎カステラ蜂蜜

うちわえびせん

湯せんぺい（プレーン）

長崎ラスク

＆youkan（ショコラとエスプレッソ）

長崎カステラぷりん

茂木ビワゼリー

シースクリーム

カンコロチップス

ビーンズしょくらあと

島原牛乳カステラ長崎かすてら
雲仙の空風　0.375 号



魅力発信！ながさき商談会の特徴

お申込先

世界遺産認定の追い風

●長崎県内のこだわり加工食品の生産者が集う展示商談会
●メーカーとしての知名度は低くとも、「こだわり」のものづくりから生まれた逸品が多い
●農商工連携などを背景としたストーリーを有する商品がある
●他社がまだ取り扱っていない、地域色豊かな長崎の産品を探しているバイヤー様に最適

●平成27年7月の第39回ユネスコ世界遺産委員会において、『明治日本
の産業革命遺産』が世界文化遺産に登録されました。本遺産群は8県
23資産より構成されますが、メディアでは長崎県の軍艦島（端島炭鉱）
が多く取り上げられました。

●また、『長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産』も平成30年6月30
日に世界文化遺産として登録されました。

●これらを受けて、長崎県のメディア露出機会が増えることで消費者に意
識され、長崎県のブランド力向上につながり、本県産品への購買意欲も
高まることが期待されます。

来場バイヤー参加申込書

長崎にっしょうかん

長崎県立
長崎東中学校・
長崎東高等学校

ホテル長崎

長崎市立
西坂小学校

アミュプラザ長崎

ローソン

ビジネス
ロイヤルホテル

長崎県庁

長崎市役所

長崎駅前

夢彩都

桜町

五
島
町

大波止

八千代町

宝町

202

324

34

112

112近隣の主な駐車場地下駐車場
ホテルニュー長崎

A

A

C

B

D

ホテルニュー長崎

◎平面駐車場　80台 長崎駅自動車整理場
B エフパーキング長崎駐車場A
C アミュプラザ長崎駐車場
D TOP24パーキング尾上町

◎車 両 制 限　高さ : 2.1m
◎最初の1時間400円
　その後30分毎に200円

長崎駅

E-mail：shinko@shokokai-nagasaki.or.jp FAX：095-825-0392 長崎県商工会連合会　地域振興課　宛

※ご提供いただきました情報（個人情報を含む）は本商談会運営上、必要な範囲内で利用させていただき、それ以外の目的では利用しません。

ふ り が な
企 業 名

所 在 地

電 話 番 号
E - m a i l

業 種・取 扱 商 材

参 加 者 名

連 絡 事 項

〒

（主な取扱商材）

①
②
③

氏　　名

1. 百貨店（ギフト）　2. 百貨店（仕入れ）　3. 百貨店（催事）　4. 量販店　5. スーパー　
6. 卸売　7. 小売　8. 通信販売　9. カタログ販売　10. 商社　11. 生協　12. 宿泊　13. 外食
14. 食品製造　15. 弁当・惣菜製造販売　16. その他（　　　　　　　　　　　　）

JR長崎駅
隣接

徒歩約１分

「魅力発信   ながさき商談会」 2019！

「魅力発信！ながさき商談会」への来場経験 □来場したことがある　　　□はじめて

申込締切 令和元年10月22日（火）

ザ・ホテル長崎BW
プレミアコレクション

F A X 番 号

役職名・担当部門


