
No 所属団体 担当者氏名 事　業　内　容

1
JAおおいた北部事業部

中津女性部かあちゃんの店
速水　紀子

・地産食材を使った加工商品の製造・販売
　（石垣もち、とりめし、まんじゅう　など）

2 JAおおいた北部事業部 植山　修治
・JAおおいた直売所での販売
・他事業者に必要素材の提供、規格外青果物の利用（加工）保存

3
NPO法人なかつ耶馬渓

活き域きネット
相良　弘亀 ・6次産業商品の販路拡大のためのネットショップ展開（なかつ燦燦市場）

4 NPO法人 水辺に遊ぶ会 山守　巧
・水産物を中心とした加工品の企画製作、水産物の直売システムの構築。
・「カブトガニサブレ」の販売。

5 愛菜ｸﾞﾙｰﾌﾟ 窪田　エツ子
・ほのぼの茶屋の経営
・しょうけめしやドーナツ、あま酒等の加工品の製造・販売
【なかつ6次産業推奨品】しょうけめしの素

6 荒川農園 荒川　靖
・酒米の生産
・自家米の米粉を使ってたシフォンケーキ等の製造・販売

7 ㈱嬉多家 宇都　聖一
・キノコ加工品の製造、販売
・加工品に使用する１次産業品（大根、白菜、綿など）の生産

8 (有)江島 江島　克己
・紅タデ栽培と加工（青汁、スプラウト）
・有機肥料の製造・販売、農産物の生産・加工

9 オーマーム 辻原　京子
・なかつからあげ餃子（商標登録済）、中津中華ちまきの製造、販売。
・銀杏の生産、販売

10 大分県漁協中津支店 林　智洋 ・ひがた美人を使った加工品の製造・販売

11
大分県漁協中津支店

女性部加工部門
寺本　福美

・鱧、海老、舌平目、イカ等の魚介類の加工・販売
【なかつ6次産業推奨品】ベタの一夜干し、鱧フライ

12
㈱おはら果樹園　firm
大分工房たまてばこ

小原　頼子
・味噌、甘酒等の発酵食品の加工・販売
【なかつ6次産業推奨品】おとなおかずみそ、おいしいこめみそ

13 オーガニックカフェ　ciel 工藤　眞澄
・カフェの経営及び天然酵母パン等の製造
・地元の特別栽培のブルーベリーを使用したジャムの研究開発

14 ㈱おはら果樹園　firm
小原　誠

頼子

・果樹園経営
・みかんを活用したジュースなどの製造・販売
【なかつ6次産業推奨品】温州みかん100%ジュース、マコポン加工品（ジュース、ドライフルーツ）

15 ㈱梶原畜産
梶原　吾一

美由紀

・ブランド豚「吾一の黒豚」等の飼育、直売所の経営
・豚肉加工品の製造・販売
【なかつ6次産業推奨品】吾一の黒豚豚飯の素、吾一の黒豚加工品

16 梶原農園 梶原　次郎 ・梨園（山国梨）を経営

17 ㈱九州ダイト 渡辺　英一
・木工品の製造・販売
・「木育」の実施

18 切り絵工房　工家 工家　丘予人
・切り絵を使ったハガキや土産物などの観光物を作成・販売
・商品パッケージ等での連携を希望

19
工房のむら

山国どぶろく製造所
野村　彰

・どぶろく、甘酒、布工芸品、葛工芸品の製造・販売
【なかつ6次産業推奨品】山椿　あま酒（もち）、山椿　あま酒（紅）

20 工房ひがしはま 東浜　さとみ ・食品加工品と陶器、水墨画の絵葉書の制作・販売

21 下郷農業協同組合 藤田　誠二郎
・農薬や化学肥料を使わない農業と飼料にこだわった農畜産物の生産
・上記を原料にした無添加食品の加工および消費者に直接届ける産直
【なかつ6次産業推奨品】下郷農協の飲むヨーグルトS-1

22
社会福祉法人下毛もみじ会　も

みじ園
平原　伸

・多機能事業所として、障害福祉サービスを提供
・餅や菓子類の製造・販売
・水稲・野菜などの有機低農薬栽培
【なかつ6次産業推奨品】耶馬溪　寒ざらしあられ・かき餅

23 杉の子工房 柳本　ゑみ
・しいたけ加工品やかりんとうの製造・販売
　（しいたけ醤油、しいたけ醤油麹、ドレッシング、パスタソース　など）
【なかつ6次産業推奨品】しいたけ醤油

24 (有)田中醤油店 田中　宏
・醤油や味噌、ドレッシングなどの製造・販売
・OEM提携での商品づくり

25 つくしグループ 松野　勝則
・しめ縄や漬物、もろみそ等の製造・販売
・柚子こしょう、もろみ、しいたけからし、かき餅の製造・販売
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26 中村梅園 中村　雄大
・梅、紫蘇の生産
・梅加工品（梅干、梅酢、梅肉エキス）、銀杏等の販売
【なかつ6次産業推奨品】昔ながらの手づくり梅干し、梅酢、梅肉エキス

27
中津ECO食文化

研究所
居倉　慎一 ・鱧加工品の商品化に向けた取組み

28 中野観光ぶどう園 中野　博文
・ぶどう園の経営
・ぶどうジュレの製造・販売

29
農家ﾚｽﾄﾗﾝ

洞門パティオ
渡辺　直二
和田　美樹

・農家レストラン「洞門パティオ」の経営
・アンテナショップ「なかつ燦燦市場洞門パティオ店」で6次産業品の販売

30
農事組合法人

ゴールドファーム
山﨑　真也

・にんにく等の生産
・にんにく加工品の製造・販売
【なかつ6次産業推奨品】にんにく完全主義

31
料理研究家

Hada Chiharu
秦　千晴 ・商品レシピの考案支援

32 久恒山林㈱ 久恒　雄一郎

・杉や檜、黒文字などを活用したアロマ関連商品の製造・販売
・無農薬の柑橘類やハーブを活用したアロマ関連商品の製造・販売
【なかつ6次産業推奨品】エッセンシャルオイル（スギ、ヒノキ、クロモジ、カボス、夏ミカン）、芳香蒸
留水（ヒノキ、クロモジ）、リフレッシュウォーター（息吹き、朝霧）

33 広池農園 廣池　繁代
・もち米等の生産
・もち加工品の製造・販売

34 (有)福田農園
福田　実
加代子

・ブランド豚「錦雲豚」の飼育、錦雲豚加工品の製造・販売
・錦雲豚レストラン「ふくとん」の経営
【なかつ6次産業推奨品】錦雲豚加工品（餃子、豚丼、角煮、カレー、麻婆豆腐の素）

35 北曽木椎茸農園
松田　喜八郎

　　さゆみ

・椎茸の生産・販売
・乾しいたけ、加工品の製造・販売
【なかつ6次産業推奨品】乾しいたけこうたろう

36
蛍茶園Tenjiku

（和、カフェ蛍茶園）
井上　慎也

　　　　ひろみ
・茶、紅茶、和菓子、かき氷の販売、有機栽培茶、焙煎
・和カフェ蛍茶園では、氷菓子・お茶・菓子類等を販売

37 まこも会 尾垣　俊一郎 ・マコモダケの生産および加工販売（お茶）

38 ㈱ムクノ
向野　雄一朗
村田　和彦

・いちじくの安定購入および増産への取組み、生産体制の確立
・いちじく商品の販路開拓（販売体制の確立）
・地産食材を活用した商品の開発・販路開拓
・「道の駅なかつfarm kitchen」の経営

39 耶馬溪食肉工房猪鹿 大江　龍馬
・猪肉、鹿肉を使った商品の製造・販売
・食事処「天雲龍」の経営

40 耶馬溪すっぽん
江渕　真奈美

真一

・温泉を活用したすっぽんの飼育
・すっぽん加工品の製造・販売
【なかつ6次産業推奨品】耶馬溪すっぽんのスープ

41 ㈱耶馬溪ライフ 川原　康幹
・耶馬渓産農産物を活用した加工品の製造・販売
【なかつ6次産業推奨品】YABKEY HONEY SPREAD

42 耶馬っ子クラブ 川原　康幹 ・耶馬溪産の農産物を活用したジェラートの開発・販売

43 山国工芸社 藤原　武夫 ・地元木材を使用した木工芸品（お盆、トレイ、はし、しゃもじ　等）の販売

44 やまのくに生産加工組合 財津　元男 ・キムチ、餅等の製造・販売

45 耶馬の天然食工房 宮下　弘文
・猪、鹿肉の加工品の製造・販売
・鹿肉のペットフードの商品開発

46 やまの発酵晩茶プロジェクト 今出　光俊
・発酵晩茶の製造・販売
【なかつ6次産業推奨品】発酵晩茶

47 結農園 鷹崎　剛
・ミニトマト、パプリカ（赤・黄）等の生産
・ミニトマト、パプリカ（赤・黄）ジャムの製造・販売

48 リアン☆ 相良　琴美
・農産物（にんにく、タマネギ、大豆、落花生、さつまいも等）の栽培
・他団体と連携した加工品の製造・販売を希望

49 (有)弦本農園 弦本　満輝
・有機栽培による小ねぎの生産・加工・販売
・有機肥料の生産・販売
【なかつ6次産業推奨品】マルゲン弦本葱油
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50 ㈱魔法の樹 松原　武
・お菓子等の製造・販売
・中津市産農産物を活用した新たなスイーツの開発

51 （同）お茶の川谷園 川谷　哲也

・緑茶および緑茶を使った商品の製造・販売
　（川谷氏は2011年に全国てもみ茶品評会で全国一、茶聖の一人）
・もち米を使った、モチ、カキモチ、アラレ等の製造・販売
【なかつ6次産業推奨品】川谷園のお茶

52 もりやま畑 森山　隆範
・エゴマの葉を使ったエゴマ味噌の加工・販売
・規格品外の梨を使った梨の黒砂糖煮、梨のコンポートの加工・販売
・ピーマン、トマト、エゴマの葉の販売

53
公益社団法人

農業公社やまくに
辻　康弘

恒成　辰一郎
・主食用米の生産・販売
・カボチャやジャガイモの生産・販売

54
宮内果樹観光農園

フルーツ工房
宮内　一巳

・梨やぶどうの観光農園を経営
・梨ジャム、ぶどうジャムの製造・販売

55 山本　慎治 山本　慎治 ・ハラペーニョ等の生産・販売および加工品の開発

56 ＷＥＬＣＯＭＥやまくに合同会社 水谷　博文
・地産特産品の企画、製造、販売
・地元野菜の買取、集荷、販売

57 渓石園 岡崎　達郎
・炭蕎麦　渓石園の経営
・自社メニューの6次産業化

58 耶馬渓観光開発（株） 古薗　智大 ・地元の食材を活用した食事提供および商品販売

59 竪山　健太郎 竪山　健太郎 ・天然はちみつの生産・販売

60 （株）大分和郷 中原　良祐
・フルーツトマトの生産・販売
・別法人にて、米や麦、大豆、イチゴを生産・販売

61 有限会社　丹羽茶舗 丹羽　真一
・中津市産の茶葉を使用した新商品の開発および販路開拓
【なかつ6次産業推奨品】ほうじ茶シロップ

62 サルディナス 香内　宏文
・耶馬溪産の唐辛子を使った「ヤバスコ」などを製造・販売
・レストラン「サルデイナス」を経営
【なかつ6次産業推奨品】YABASCO

63 （株）ムロヤ 菊池　徹
・味噌や醤油の製造・販売
・自社商品と中津市産食材を活用した商品開発

64 耶馬の森 小畑　育朗
・新鮮素材とこだわり製法で手づくりハム・ソーセージを製造・販売
・中津市産の食肉を使った製品の開発

65 有限会社　浦野醤油醸造場 浦野　雅史
・醤油および醤油加工品等の製造販売
・海苔（中津市産）の佃煮の製造・販売

66
有限会社　二反田醤油店

中津工場
二反田　圭佑 ・醤油や味噌、加工品の製造・販売

67 うりぼうオーブン 藤野　章子 ・耶馬溪産の無農薬小麦粉を使用した焼き菓子の製造・販売

68 農事組合法人 樋桶の郷 増田　直人 ・無農薬米、大豆を使った加工品の製造・販売

69 京町やむちゃ 藤田　好美
・中華まんや餃子の製造・販売
【なかつ6次産業推奨品】ひめ餃子

70
株式会社

ベーマガフューチャーファーム
尾方　利光

・パパイヤを生産
・規格外で加工販売などを検討している

71 タイニーハウスジャパン 田上　晴彦
・大分県産の杉を使い、木製キャンピングトレーラー制作
・中津市産杉材を使用したキャンピングトレーラーの製造を行いたい。

72 きこりや株式会社 田代　和徳
・地元産材料を使った焼き菓子
・バルンバルンの森オリジナル商品を販売したい

73 火水風土 阿部　竜一
・自然栽培（無農薬・無肥料）作物の加工、販売
・無農薬で麦を作り加工、小麦粉にして製造販売を行う（主にマルシェや個人にむけ販売）

74 ㈱深耶馬みらい　茶処仙景望 高榎　利彦 ・蕎麦の栽培から加工販売

75 ㈱アグリ中津
渡辺　直二
和田　美樹

・野菜、桃の生産、加工販売
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76
合同会社　ビジョナリープロジェ

クト
林　勇士 ・ピクルスの製造

77 耶馬の白酒　酒造元・しまざわ 嶋澤　和資
・5代にわたり、中津で白酒（しろざけ）を製造
・原材料のもち米、うるち米は中津市三光秣産を使用

78 株式会社NorthSouth 黒土　崇
・飲食店経営（あかとら、福篭、翌檜、綾鶏）
・百貨店販売、イベント催事
・食料品製造（綾鶏冷凍唐揚げ）、総合食品卸

79 大地 須賀　要子
・オリジナル野草茶
・中津市内の廃棄される野菜や材料で商品開発及び福祉作業所との連携でサスティナブルでエシ
カルな地産地消を創生したい。

80 ㈱しあわせ食創造 小南　久子 ・卵の卸・小売の経営。食事が出来る「たまごキッチンママン」や、パン屋「パパン」を展開。

81 池田産業株式会社 池田　輝昭
・漬物製造。
・高菜生産者の育成と独自の加工技術での商品開発を行い、地場商品作りを行っていく。

82 有限会社はばたき 髙橋　和美
・本耶馬渓産蕎麦を使った加工品の製造・販売（「そばしぼり」は令和3年特許取得）
・道の駅耶馬トピアの指定管理・運営を行っている。


