
 

平成 21 年 5 月 15 日 

 
 

 
 
 
ふくおかフィナンシャルグループでは、九州の食品関連をテーマとした商談会「フード・

アグリアイランド九州 2009」を平成 21 年５月 19 日（火）に開催いたします。 

本商談会は、ふくおかフィナンシャルグループ各行の取引先を中心とした企業の皆様に

｢販路拡大｣や｢業務提携｣のための商談の機会を提供し、参加企業の発展と九州の基幹産業

である食品関連産業の発展に資することを目的として開催するものです。 
当日は、九州一円から 100 社程度の食品関連企業様にお集まりいただき、商品展示や試

食試飲を通して、来場者とフリーの商談等を行なっていただきます。 

「食」にたずさわる方々に広くご来場いただき、実のある商談会としたいと考えていま

す。ビジネスマッチングの機会として、是非、ご活用下さい。 

 
 
＜開催概要＞ 

日 時 平成 21 年 5 月 19 日（火）10：00～16：00 

会 場 
福岡銀行本店ビル 10 階 

福岡市中央区天神 2－13－1 

主 催 
福岡銀行、熊本ファミリー銀行、親和銀行、 

FFG ビジネスコンサルティング 

協 賛 ふくおかフィナンシャルグループ、FFG 経営者クラブ 

協 力 大分銀行、宮崎銀行 

形 式 ブース出展、フリー商談 

出展企業 九州内の食品関連企業 100 社程度 

来場対象 

・国内百貨店、食品商社、スーパーのバイヤー 

・レストランなどの飲食店、給食会社、医療関連機関の食品仕入担当者 

・大学、専門学校、行政機関の担当者など 

入場料 無料 

 

当グループでは、今後ともお客様の幅広いニーズにお応えできる商談会・セミナーの開

催等、情報提供に努めて参ります。 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に対するお問合せ先】 

㈱ＦＦＧビジネスコンサルティング（大野・今泉）   TEL 092-723-2241 

 

「九州食の商談会」に食の魅力とこだわりが集結！ 
～“フード・アグリアイランド九州２００９”を開催します～ 



出展企業名 県別 出展企業名 県別
朝倉物産(株) 福岡県 (株)天盃 福岡県
出萌(株) 福岡県 (株)紅乙女酒造 福岡県
日本ブライス(株) 福岡県 (株)杜の蔵 福岡県
(株)マルミツサンヨー 福岡県 (資)光武酒造場 佐賀県
(有)農業法人明るい農村天水 熊本県 (株)都城酒造 宮崎県
(株)福田農場ワイナリー 熊本県 白金酒造(株) 鹿児島県
(有)松本農園 熊本県
堀内商事(株) 長崎県
九州ジージーシー(株) 大分県 出展企業名 県別
(株)佐伯あっちゃん農園 大分県 オギハラ食品(株) 福岡県
中九州ファーム(株) 大分県 北九州駅弁当(株) 福岡県
(株)エムエスバイオ 宮崎県 (株)マルタイ 福岡県

資）平野商店 熊本県
双和食品工業(株) 熊本県

出展企業名 県別 (株)べネフーズ 熊本県
井口食品(株) 福岡県 (株)雲仙きのこ本舗 長崎県
(株)かねは 福岡県 (株)川﨑 長崎県
(株)高橋商店 福岡県 (有)こじま 長崎県
(株)たつみや 福岡県 (株)ほんぽ 山口県
(株)博多屋 福岡県
(株)弘商 福岡県
福水商事(株) 福岡県 出展企業名 県別
フジミツ(株) 福岡県 (有)石橋屋 福岡県
(株)まんてんや 福岡県 (有)糸島みるくぷらんと 福岡県
(株)やまやコミュニケーションズ 福岡県 (株)御花 福岡県
佐世保魚市場(株)・アクトフォー(株) 長崎県 (株)種商 福岡県
長崎蒲鉾(有) 長崎県 中川食品(株) 福岡県
長崎漁港水産加工団地協同組合 長崎県 (株)ピュアラ 福岡県
松浦水産(株) 長崎県 (株)ゆば屋はな花 福岡県
(株)まるなか本舗 長崎県 理研農産化工(株) 福岡県
野中蒲鉾(株) 佐賀県 (有)阿蘇・岡本 熊本県
(株)水永水産 宮崎県 ホシサン(株) 熊本県
岡田水産(株) 山口県 (株)丸美屋 熊本県

(株)丸山農園 熊本県
チョーコー醤油(株) 長崎県

出展企業名 県別 宮島醤油(株) 佐賀県
(株)北九州ジェイエイ畜産 福岡県 (株)高橋製茶 大分県
みやこハム(株) 福岡県 大山食品(株) 宮崎県
(株)山方屋 福岡県
(株)阿蘇ナチュラルジェイファーム 熊本県
天草梅肉ポーク(株) 熊本県 出展企業名 大学
(有)三協畜産 熊本県 九州大学大学院　農学研究院 九州大学
(有)山のいぶき 熊本県 志摩スモークハウス 九州大学
(株)丸協食産 長崎県 浜地酒造(株) 九州大学
(株)ヨコオ 佐賀県 (株)農研堂 佐賀大学
(株)はざま牧場 宮崎県 (株)健康予防醫學研究所 崇城大学
(有)宮崎エヌフーズ 宮崎県 (有)大山甚七商店 鹿児島大学

農業生産法人(有)十津川農場 鹿児島大学

出展企業名 県別
五洋食品産業(株) 福岡県 出展者 県別
(株)Buono Buono 福岡県 福岡市農林水産局 福岡県
清正製菓(株) 熊本県 長崎市商工部 長崎県
(有)コウヤマ 熊本県 熊本県福岡事務所 熊本県
(有)永田製パン工場 熊本県 大分県福岡事務所 大分県
林製菓 長崎県 宮崎県福岡事務所 宮崎県
(株)村岡屋 佐賀県 鹿児島県福岡事務所 鹿児島県

※出展企業は、諸事情により出展できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。

本件に関する問合せ先

【事務局】株式会社ＦＦＧビジネスコンサルティング　福岡市中央区天神２丁目１３番１号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  担当：大野・今泉　　ＴＥＬ：０９２－７２３－２２４１

フード・アグリアイランド九州２００９出展企業一覧　（県別・50音順）

農産品・農産加工品

水産物・水産加工品

畜産物・食肉加工品

焼酎・酒

菓子・パン

調理食品・惣菜・麺類

健康食品・調味料・飲料水・茶

大学産まれ

行政機関
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