
一般社団法人熊本県物産振興協会 

会 員 名 簿 
令和元年度 



名　 　 称 一般社団法人熊本県物産振興協会（平成５年４月１日設立）　　※昭和３９年協会(任意団体)結成

本　　部 〒860-0805 熊本市中央区桜町3-1 NTT西日本桜町ビル1F ℡096-353-1168 FAX096-355-7365

東京支部 〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目3-16 銀座熊本館内　℡03-3572-1267 FAX03-3572-1268

会　員　数 ＊普通会員４４７　＊特別会員５３　＊賛助会員２２　　合計５２４

１　県産品の宣伝及び紹介に関する事業

２　県産品の販路拡大及び斡旋に関する事業

３　県産品展示即売場の運営及び県産品の販売に関する事業

４　県産品開発及び品質の向上並びに企業育成に関する事業

５　県産品に関する情報の収集、提供並びに調査に関する事業

６　その他目的を達成するために必要な事業

役　員　数  ３２人   ・会長１人 ・副会長５人 ・専務理事１人 ・理事２３人 ・監事２人

職　員　数  ３７人 　・本部１７人　・東京支部２０人　※パート・臨時職員は除く。

［普通会員］①事業主を含めた従業員数が　３人以下の場合               　　年会費  １２千円

　　　　　　②          〃              ４人以上１０人以下の場合     　　年会費　１８千円

　　　　　　③          〃          　１１人以上２０人以下の場合         年会費  ３０千円

            ④　　　　　〃　　　　　　２１人以上３０人以下の場合         年会費　３６千円

　　　　　　⑤          〃          　３１人以上の場合                   年会費  ６０千円

［特別会員］  熊本県２００万円、熊本市３０万円、各市（熊本市を除く)１０万円、町村５万円、

          　　経済・農業・漁業・商工団体各５万円

［賛助会員］　１口５万円以上

熊本県物産館

　　　　　　   施設面積212㎡

             ★〒860-0805 熊本市中央区桜町3-1 ＮＴＴ西日本桜町ビル1F

　　　　　　   TEL 096-353-1168  FAX 096-355-7365

熊本港物産館

　　　　　　 ★平成5年3月1日、港利用者のための利便施設として開館。

　　　　　　 　施設面積144㎡

 　　　　　　★〒861-5274 熊本市西区新港1-1 熊本旅客ターミナルビル1F

　　　　　　 　TEL 096-329-6081  FAX 096-329-6082

銀座熊本館（くまもとプラザ・くまもとサロン）

　　　　　　 ★平成8年4月1日、東京支部設置。同年7月1日、県から「くまもと観光物産プラザ」
　 　　　　　　の運営を受託。平成21年4月、２階に「ASOBI　Bar」をオープン。

　　　　　　   施設面積72㎡（1階）

             ★〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目3-16

　　　　　     TEL 03-3572-1267  FAX 03-3572-1268

（一社）熊本県物産振興協会概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和元年８月１日現在）

事 業 内 容

所　在　地

　　　　　　 ★熊本県が昭和22年産業館として発足させ、昭和23年に開館。昭和31年11月18日、
　　　　　　　 新館完成。昭和56年3月15日、産業文化会館に移転、同日から物産館の運営を
　　　　　　　 県から受託する。平成20年11月21日、現在地に移転。

協会の運営

会　　　費



令和元年８月１日現在

名誉会長

顧問

副会長（５）

会員（５２４）

普通会員(447) 特別会員(53) 賛助会員(22)

支部長

支部次長

総務企画課長 販売促進課長
(次長兼務） (次長兼務)

職員５
副主任、職員２、アドバイザー２

【くまもとプラザ・くまもとサロン】
店　長

店　長 店　長 副店長２
副店長 職員２
職員４ 職員１０

※パート・臨時職員は含まない。

（事務局長兼務） （事務局長兼務）

（一社）熊本県物産振興協会組織図

会　長

専務理事 理事（２３）・監事（２）

県（1）　市(14)　町村(31)　経済・農業団体(7)

菓子(60)　食品(259)　酒類(38)　象眼・ﾊﾟｰﾙ(7)　陶器(18)　民工芸・日用品(65)

【本　部】 【東京支部】
（銀座熊本館）

事務局長

総務企画部長 管理販売部長

（うち1人は流通開発課長兼務）

流通開発課長
総務企画主任 管理販売主任

【熊本県物産館】 【熊本港物産館】
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一般社団法人熊本県物産振興協会 理事一覧

役　職 氏　　　名 所　　　属 備考

会　長 杉　　　武　男 （株）杉養蜂園代表取締役常任顧問

副会長 志　賀　昭　男 （名）志賀食品会長

〃 井　上　泰　秋 小代焼ふもと窯代表

〃 小金丸　　健　 熊本県商工観光労働部観光経済交流局長

〃 平　井　英　虎 熊本市経済観光局長

〃 冨　永　保　人 熊本県経済農業協同組合連合会代表理事常務

専務理事 福　山　武　彦 協会職員

理　事 青　木　幸　治 （有）久幸堂代表取締役

〃 岩　永　勝　好 岩永醤油（名）会長

〃 浦　邊　輝　實 肌美和（株）代表取締役

〃 大　住　裕　司 （株）光助代表取締役

〃 亀　井　伸　生 （株）一畳屋代表取締役

〃 菊　池　秀　信 （株）菊池食品会長

〃 田　中　幸　輔 球磨焼酎酒造組合専務理事

〃 永　田　禮　三 木の葉猿窯元代表

〃 野　崎　　　健 （株）丸健水産代表取締役

〃 林　　　裕　治 （資）シガキ食品代表社員

〃 本　田　真由美 （株）平家屋代表取締役

〃 山　内　　　卓 （株）山内本店代表取締役社長

〃 山　村　唯　夫 （名）山村酒造代表社員社長

〃 吉　川　幸　人 青紫蘇農場（株）代表取締役

〃 吉　田　高　成 （株）フジバンビ会長

〃 坂　本　　　浩 熊本県商工会議所連合会専務理事

〃 師　富　省　三 甲佐町副町長

〃 内　布　利　人 球磨村副村長

〃 猪　本　恭　三 熊本県海産物仲卸協同組合理事長

〃 野　田　正　広 （株）熊本地方卸売市場代表取締役

〃 針　馬　次　男 （株）オオツカ副社長

〃 松　岡　　　強 （株）松ノ屋本店代表取締役

深　野　誠　一 （株）深野酒造代表取締役社長

監　事 今　井　英　雄 （一社）熊本県貿易協会業務執行理事

〃 香　山　勇　一 （有）コウヤマ代表取締役会長



名 誉 会 長 

顧     問 



名  誉  会  長 

     所    属        氏   名 

 熊本県知事          蒲 島 郁 夫 

顧   問   

     所    属        氏   名 

 東京事務所長         村 井 浩 一  



賛 助 会 員 



〒番号   所在地 電話番号/ＦＡＸ番号会員名　

賛  助  会  員  名  簿

[熊本市中央区]

(公社)熊本県観光連盟 熊本市中央区水前寺6-5-19住宅供給公社ﾋﾞﾙ3F862-0950
096(382)2660 096(382)2663

(一社)熊本県貿易協会 熊本市中央区横紺屋町10番地熊本商工会議所3階860-0022
096(355)2281 096(359)1029

(一財)熊本国際観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 熊本市中央区辛島町8-23 桜ビル辛島町3F860-0804
096(359)1788 096(359)8520

(株)熊本ホテルキャッスル 熊本市中央区城東町4-2860-0846
096(326)3311 096(326)3324

(協)くまもと名産会 熊本市中央区新市街3-10-1･2階ひごまるｼｮｯﾌﾟ内860-0803
096(352)7700 096(352)3300

(株)チューイン 熊本市中央区細工町1-51　ｽｺｰﾚﾋﾞﾙ2階860-0041
096(354)4191 096(354)4165

(株)鶴屋百貨店 熊本市中央区手取本町6-1860-0808
096(356)2111 096(356)2213

(株)ニュースカイホテル 熊本市中央区東阿弥陀寺町2番地860-0034
096(354)2111 096(322)7530

(株)肥後銀行 熊本市中央区練兵町1番地860-8615
096(326)8609 096(359)0939

三角海運(株)事業本部 熊本市中央区南坪井町4-26860-0848
096(325)1133 096(325)1215

[熊本市東区]

チンミ産業(株) 熊本市東区小山町1879-1861-8030
096(380)7755 096(380)2271

富士ゼロックス熊本(株) 熊本市東区尾ノ上1-6-1862-0913
096(367)2220 096(369)0096

[熊本市西区]

熊本駅前ビル(株)ｻﾞ･ﾆｭｰﾎﾃﾙ熊本 熊本市西区春日１丁目13-1860-0047
096(326)1111 096(326)0800



〒番号   所在地 電話番号/ＦＡＸ番号会員名　

賛  助  会  員  名  簿

熊本製粉(株) 熊本市西区花園1-25-1860-0072
096(355)1221 096(311)2457

[熊本市南区]

(株)イズミック熊本支店 熊本市南区近見8丁目7-91861-4101
096(288)2288 096(356)2289

ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)熊本南営業所 熊本市南区田迎5丁目12-1862-0962
096(379)4811 096(373)2327

(株)ヤナパック 熊本市南区流通団地2-9862-0967
096(377)2871 096(377)2875

[熊本市北区]

エース出版(株) 熊本市北区龍田陳内3丁目20-124861-8005
096(339)8555 096(339)6655

[上益城郡]

(株)啓文社 上益城郡嘉島町下六嘉1765861-3102
096(368)8100 096(369)2677

ニッポン工業(株) 上益城郡益城町広崎1592-29861-2236
096(286)8700 096(286)8705

ネオス(株) 上益城郡益城町広崎1592-30861-2236
096(289)5511 096(289)5513

[東京都]

(株)ふくとく 東京都世田谷区新町2-2-13154-0014
03(3420)4033 03(3420)4322



特 別 会 員 



〒番号   所在地 電話番号/ＦＡＸ番号会員名

特  別  会  員  名  簿

[熊本市中央区]

熊本県（観光物産課） 熊本市中央区水前寺6-18-1862-0950

096(333)2349 096(385)7077

熊本県経済農業協同組合連合会 熊本市中央区南千反畑町3-1　860-8528

096(328)1115 096(326)0525

熊本県商工会議所連合会 熊本市中央区横紺屋町10番地860-0022

096(354)6688 096(352)5202

熊本県商工会連合会 熊本市中央区南熊本5丁目1-1 ﾃﾙｳｪﾙ熊本ﾋﾞﾙ3階860-0812

096(372)2500 096(372)7111

熊本市（産業振興課） 熊本市中央区手取本町1-1860-8601

096(328)2950 096(324)7004

[熊本市東区]

熊本県果実農業協同組合連合会 熊本市東区小山町1846861-8514

096(389)3311 096(389)3348

熊本県畜産農業協同組合連合会 熊本市東区桜木6-3-54861-2101

096(365)8811 096(369)7712

熊本県酪農業協同組合連合会 熊本市東区戸島5-10-15861-8041

096(388)0101 096(388)0104

[熊本市西区]

熊本県漁業協同組合連合会 熊本市西区中原町656861-5271

096(329)8800 096(329)8787

[八代市]

八代市（観光振興課） 八代市松江城町1-25866-0862

0965(33)4115 0965(33)4516

[人吉市]

人吉市（商工振興課） 人吉市麓町16868-0051

0966(22)2111 0966(24)7869

[荒尾市]

荒尾市（産業振興課） 荒尾市宮内出目390864-8686

0968(63)1421 0968(63)1158

[水俣市]

水俣市（経済観光課） 水俣市陣内1丁目1-1867-0011

0966(61)1629 0966(63)5547

[玉名市]

玉名市（ふるさとセールス課） 玉名市岩崎163865-8501

0968(73)2222 0968(73)2220



〒番号   所在地 電話番号/ＦＡＸ番号会員名

特  別  会  員  名  簿

[山鹿市]

山鹿市（商工観光課） 山鹿市山鹿987-3861-0501

0968(43)1579 0968(43)8795

[菊池市]

菊池市（商工観光課） 菊池市隈府888861-1331

0968(25)7223 0968(25)1123

[宇土市]

宇土市（商工観光課） 宇土市浦田町51869-0445

0964(22)1111 0964(22)0110

[上天草市]

上天草市（産業政策課） 上天草市大矢野町上1514869-3602

0964(56)1111 0964(56)5107

[宇城市]

宇城市（商工振興課） 宇城市松橋町大野85869-0531

0964(32)1111 0964(32)0110

[阿蘇市]

阿蘇市（まちづくり課） 阿蘇市一の宮町宮地504番地1869-2695

0967(22)3111 0967(22)4566

[合志市]

合志市（商工振興課） 合志市竹迫2140861-1195

096(248)1111 096(248)1196

[天草市]

天草市（産業政策課） 天草市東浜町8-1863-0014

0969(23)1111 0969(24)2524

[下益城郡]

美里町（林務観光課） 下益城郡美里町馬場1100番地861-4406

0964(47)1112 0964(46)3510

[玉名郡]

玉東町（産業振興課） 玉名郡玉東町大字木葉759869-0303

0968(85)3111 0968(85)3116

南関町（経済課） 玉名郡南関町大字関町1316-1861-0803

0968(57)8504 0968(53)2351

長洲町（まちづくり課） 玉名郡長洲町大字長洲2766869-0123

0968(78)3111 0968(78)1092

和水町（経済課） 玉名郡和水町江田3886865-0136

0968(86)3111 0968(86)4215



〒番号   所在地 電話番号/ＦＡＸ番号会員名

特  別  会  員  名  簿

[菊池郡]

大津町（商業観光課） 菊池郡大津町大字大津1233869-1233

096(293)3111 096(293)4836

菊陽町（商工振興課） 菊池郡菊陽町大字久保田2800869-1103

096(232)2111 096(232)4923

[阿蘇郡]

南小国町（農林課） 阿蘇郡南小国町赤馬場143869-2492

0967(42)1114 0967(42)1122

小国町（情報課） 阿蘇郡小国町宮原1567-1869-2501

0967(46)2111 0967(46)2368

産山村（企画振興課） 阿蘇郡産山村山鹿488-3869-2703

0967(25)2211 0967(25)2864

高森町（産業観光課） 阿蘇郡高森町高森2168869-1602

0967(62)1111 0967(62)1174

西原村（企画商工課） 阿蘇郡西原村小森3259861-2402

096(279)3111 096(279)3438

南阿蘇村（産業観光課） 阿蘇郡南阿蘇村河陰1705番地1869-1404

0967(67)1111 0967(67)2073

[上益城郡]

御船町（商工観光課） 上益城郡御船町大字御船995-1861-3296

096(282)1226 096(282)2803

嘉島町（企画情報課） 上益城郡嘉島町大字上島530861-3106

096(237)1111 096(237)2359

益城町（企画財政課） 上益城郡益城町大字宮園702861-2241

096(286)3111 096(286)4523

甲佐町（産業振興課） 上益城郡甲佐町大字豊内719-4861-4607

096(234)1111 096(234)3964

山都町（商工観光課） 上益城郡山都町浜町6番地861-3518

0967(72)1158 0967(72)1080

[八代郡]

氷川町（商工観光課） 八代郡氷川町島地642869-4814

0965(52)7111 0965(52)3939

[葦北郡]

芦北町（商工観光課） 葦北郡芦北町大字芦北2015869-5461

0966(82)2511 0966(82)2091



〒番号   所在地 電話番号/ＦＡＸ番号会員名

特  別  会  員  名  簿

津奈木町（政策企画課） 葦北郡津奈木町大字小津奈木2123869-5692

0966(78)3114 0966(78)3116

[球磨郡]

錦町（企画観光課） 球磨郡錦町大字一武1587868-0302

0966(38)4419 0966(38)1575

多良木町（企画観光課） 球磨郡多良木町多良木1648868-0501

0966(42)6111 0966(42)2293

湯前町（企画観光課） 球磨郡湯前町字買元1989-1868-0600

0966(43)4111 0966(43)3013

水上村（企画観光課） 球磨郡水上村大字岩野90868-0701

0966(44)0311 0966(44)0662

相良村（産業振興課） 球磨郡相良村大字深水2500-1868-0094

0966(35)0211 0966(35)0011

五木村（総務課） 球磨郡五木村甲2672-7868-0201

0966(37)2211 0966(37)2215

山江村（企画調整課） 球磨郡山江村山田甲1356-1868-0092

0966(23)3112 0966(24)5669

球磨村（企画振興課） 球磨郡球磨村大字渡丙1730869-6401

0966(32)1114 0966(32)1230

あさぎり町（商工観光課） 球磨郡あさぎり町免田東1199868-0408

0966(45)1111 0966(45)3667

[天草郡]

苓北町（商工観光課） 天草郡苓北町志岐660863-2503

0969(35)1111 0969(35)1197



普 通 会 員 



ﾍﾟｰｼﾞ ﾍﾟｰｼﾞ ﾍﾟｰｼﾞ

(有)アースクリーンサービス 48 緒方養魚場 49 米野美術店 29
(有)ＡＲＴ 42 (株)小田商店 40 (有)サウピッカニア 27
(有)アートフーズ都一 23 お茶の泉園 33 (有)境食品 32
藍乃屋吉右衛門 23 (株)お茶の五木園 35 (株)榊苑 30
青紫蘇農場(株) 42 (株)お茶の清香園 23 坂本海産 44
(有)明るい農村 39 お茶の旭志園 39 (有)さくら真珠 44
(有)あさぎり町ふるさと振興社 51 お茶の富澤 48 さくら餅 24
(株)アジア食品 33 お茶乃のぐち 48 (有)桜屋 39
あしきた農業協同組合 50 (株)お茶の堀野園 32 (有)三協畜産 28
(株)ＡＳＯ ＡＧＲＯＳＳＴＹＬＥ 41 (株)おにさか 33 (有)三共漬物本舗 42
阿蘇壱番屋 41 (株)オニザキコーポレーション 23 山水本舗 45
阿蘇久木野窯 47 (特非)オバパト隊 オバパト食品開発部 26 (株)ジーウェイブ九州 23
(有)阿蘇健康農園 47 (株)小山商店 24 (株)ジェイ･エム・シー 27
(株)阿蘇とり宮 41 小山本手打刃物製作所 40 (株)塩﨑丸孝園 41
阿蘇トルティ(株) 47 (株)オレンジブロッサム 28 潮谷広吉商店 34
(株)阿蘇ナチュラル・Ｊファーム 28 温泉紅茶(株) 37 (有)しおや 28
(株)あそ望の郷みなみあそ 47 貝川蒲鉾店 44 潮音窯 27
(有)阿蘇はなびし 41 (株)貝島商店 24 (資)シガキ食品 39
阿蘇丸漬本舗 47 籠商山満 32 (名)志賀食品 42
阿蘇民芸塾 42 果実酢工房 39 (資)鹿田醤油店 30
阿蘇焼窯元 48 (資)釜田醸造所 35 重光産業(株) 46
阿蘇薬草園(株) 42 (株)カメイホールディングス 29 泗水･直子窯 39
厚賀人形店　厚賀新八郎 29 亀萬酒造(資) 50 しずく屋 45
(有)阿部牧場 42 からしれんこん萬吉屋 30 (資)七福醤油店 47
天草飴本舗 43 河津酒造(株) 47 老舗 園田屋 23
(株)天草海食まるけん 30 雁回香草園 31 シホ・サンフラワー 25
(名)天草酒造 44 (有)菊水堂 37 下川　佐智子 38
天草梅肉ポーク(株) 40 (株)菊池食品 42 下田商店 42
甘夏ローヤル(株) 30 (有)きくや 24 下田茶園 49
天の製茶園 36 (有)菊陽食肉センター 46 霜村商店 44
(株)アントルメ菓樹 26 北垣水産 40 (農)下村婦人会市房漬加工組合 51
いきなり団子のかんしょや 26 (有)木之内農園 47 ジャージー食品(株) 46
(株)いきなりやわたなべ 23 木下醸造所 51 ジャージー牧場カップル 47
イケダ食品(株) 30 (資)木原都堂 43 (資)寿福酒造場 35
居酒屋やまちゃん 33 肌美和(株) 49 (有)旬香 27
(有)井島商店 39 (株)木村 30 正 47
イソップ製菓(株) 43 (株)木村海苔 37 (株)正観寺丸宝 38
(株)一畳屋 25 (有)木山陶石鉱業所 52 小代焼一先窯 45
(有)一坊 23 (株)九健 32 小代瑞穂窯 36
五木食品(株) 30 (有)久幸堂 41 小岱焼末安窯 36
(有)五木屋本舗 51 (一社)九州福祉会 33 小代焼岱平窯 45
(資)一心堂老舗 39 清田ファミリー農園 45 小代焼ふもと窯 36
糸石家 23 清正製菓(株) 31 小代焼松橋窯 41
(有)いなり屋本舗 28 吉良食品(株) 46 (福)照徳の里 まどか工房 36
(有)井上産業 34 (有)草枕グループ 37 常楽酒造(株) 51
(有)井野観光 42 (株)久保園パール 27 食彩の里 ふしみ 49
(株)いまり 25 球磨焼酎(株) 35 白玉屋新三郎(株) 50
(株)岩田コーポレーション 31 球磨焼酎酒造組合 35 (有)シリカファームしすい 39
岩永醤油(名) 50 (資)隈田本店 39 (株)心月堂 28
岩永製茶園 49 (株)熊本菓房 26 ジンジベル 43
いわもと 30 (株)熊本県物産センター 24 (有)真珠のファースト 31
イングリッシュハウス(株) 27 熊本県養鶏農業協同組合 43 瑞鷹(株) 31
(株)ＶｉｎＥｘ山鹿 38 (公財)熊本国際民芸館 33 杉本園製茶(株) 33
上田陶石(資) 44 熊本酒造組合 25 (株)杉養蜂園 32
(株)内田物産 38 くまもと櫨蝋製作所 31 関光輪 32
(有)内田安喜商店 48 (株)熊本文化の森 46 千金甲窯 29
内野海産(株) 45 (有)熊本六季 42 (有)ＺＥＳＴコーポレーション 24
(有)うに豆総本家　豆福 43 熊本ラーメン(株) 24 せんい生活(株) 35
(有)延寿園 32 熊本ワイン(株) 32 繊月酒造(株) 35
ＮＰＯ法人あじ菜工房 43 クラフト･ワン(株)丸尾焼 44 (株)千興ファーム 48
えびす堂 46 (有)栗川商店 38 せんべい工房 38
(株)エフエフ恵 28 (有)栗山物産 30 蒼土窯前田和 40
(資)大石酒造場 51 (株)下巣畑農産 47 (有)そのや 26
(有)おおがスイミングスクール 36 (株)健成園 30 染工房明美　高津明美　 25
大久保養蜂場 37 (株)弘乳舎 32 (有)ソルト・ファーム 24
(株)オオツカ 26 (有)幸福堂 44 大黒屋(株) 28
大野商店 30 (有)工房 阿蘇ものがたり 42 (有)大同食品 37
(有)お菓子のあさい 27 (有)コウヤマ　芋屋長兵衛 48 第二ぎんなん作業所 25
(有)お菓子の岩原 23 (株)古今堂 47 大福フーズ 30
(株)お菓子の香梅 23 (有)黒亭 28 (有)ﾀﾞｳﾝﾀｳﾝｱｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ浅草屋 25
(株)お菓子の彦一本舗 33 (株)五山房 27 (資)高岡製パン工場 27
(有)お菓子のむらた 36 (有)五條 25 (株)高木海藻店 39
(株)緒方エッグファーム 43 (有)児玉商店 45 (株)タカキフーズ 30
岡田哲郎商店 43 寿堂 29 高島園 45
(有)緒方蜜蜂研究所 48 木葉猿窯元 45 (有)高田蒲鉾 50

普　通　会　員　索　引

会　員　名 会　員　名 会　員　名



ﾍﾟｰｼﾞ ﾍﾟｰｼﾞ ﾍﾟｰｼﾞ

普　通　会　員　索　引

会　員　名 会　員　名 会　員　名
髙田精肉店 49 (有)肥後観光工芸 26 (有)マルコ観光物産 44
高橋酒造(株) 35 (有)肥後国屋 28 マルタ海産(株) 29
(有)高見商店 33 肥後巧香堂 31 (有)マルタ商事 29
(同)たかもとや 48 肥後高田焼伝七窯 50 丸富産業(株) 48
(有)宝餅本舗 44 (有)肥後食品 31 (有)丸藤 50
(株)岳間製茶 38 肥後製油(株) 46 (株)マルホ 29
(有)たけうち 51 肥後俵屋 39 マルヤマウッディ開発(株) 49
田尻高瀬飴製造本舗 37 肥後誠屋 26 みかん夢工房なかがわ 29
立山商店 35 (株)肥後丸乃屋 24 (株)みずかみ 51
(株)たまだ 40 肥後リカー(株) 25 (株)水の子 50
玉水養蜂場 37 (株)美少年 39 (有)水野食品 40
(有)田脇水産 40 (有)ＨｉＪｉＲｉ 26 水の平焼窯元 44
(株)反後屋 30 (同)ひだまり 42 (有)みつしま食品 40
近重治太郎(有)小代焼たけみや窯 49 (有)人吉農産 36 (株)光助 25
(株)地の塩社 38 人吉冷蔵(株) 35 (資)緑屋本店 35
中央物流産業(株) 24 (株)日奈久竹輪今田屋 34 (有)みなとしょうゆ醸造元 41
彫刻硝子工房　SASAKI 39 (同)火の国屋 40 (株)峯樹木園 43
(有)長寿庵 28 火乃国商事(株) 41 (有)宮井事務所 48
千代の園酒造(株) 38 日の出製粉(株) 41 ミヤタ(株) 38
(株)ついんスター 38 (福)ひまわり学園 48 宮原工芸 36
通潤酒造(株) 49 (株)ビューライフ 32 (資)宮原酒造場 52
(株)通宝 27 平住商店 34 (株)宮本産業 50
佃の匠 37 ヒルトンビック(株) 46 (資)宮元酒造場 51
(株)堤酒造　 52 (株)風雅 26 (有)宮本精肉店 25
(株)恒松酒造本店 51 (有)富喜製麺所 48 (有)未来 26
(有)つのだ青果 32 (有)フーズ・ジョイ 40 ＭＩＬＫＹ－ＷＡＹ 49
ティーアール(株) 43 深野酒造(株) 36 武蔵屋 26
手造り工房「夢一屋」 32 (有)福一堂本店 23 (有)村上カラシレンコン店 25
(株)伝承の館 24 (株)福笑 24 (株)村上観光 33
(福)天水福祉事業会 第二天水学園 38 (株)福田酒造 36 (有)村川商店 26
トゥギャザー 43 (株)福田農場 36 (株)村田園 46
東山本店 33 (有)福田屋 31 (有)むらた活魚 40
ＴＯＫＯsieＪＡＰＡＮ(同) 24 ふくとく大成(株) 28 (有)明成 40
トップクラフト 31 (有)福馬果樹園 48 (有)メルドレス 26
(名)豊永酒造 51 房の露(株) 51 もっこす猿窯元 45
(株)トライスト 25 (株)藤達 27 (株)MONARIOｷｬﾋﾟﾀﾙﾌｰｽﾞ 50
(株)寅家 35 (株)フジチク 46 ものがたりＪＡＰＡＮ（株） 37
(株)鳥飼酒造場 35 (株)フジバンビ 31 森からし蓮根(有) 25
(資)鳥越商店 36 藤ひろ菓舗 26 (有)森商事 45
中田果樹園 41 (名)豊前屋本店 47 盛高鍛冶刃物(株) 34
(株)ナガタニヤ 29 (株)フタバ 28 野菜自然工房(資)自成館 34
(有)中原温室 28 双和食品工業(株) 31 (株)山内本店 46
中村　智代正 51 (有)船崎水産 44 (株)やまえ 50
(有)中村海産 44 フラワー・ファーム 37 (有)やまえ堂 51
(有)中村植物園 37 ふるかわ海苔店 29 (有)山勝本舗 34
成瀬水車 49 (株)プレシード 48 (株)山下果樹園 52
(株)にくの十八屋 24 ブレッシングフェバー(株) 24 山下商店 34
(有)肉乃橋本 46 (株)フンドーダイ五葉 32 (資)大和一酒造元 36
肉のみやべ 49 (株)平家屋 34 (株)山徳 35
(有)西岡養蜂園 33 (株)ベルクミート 39 山都酒造(株) 49
(有)西口晴秀堂 27 ペン工房　葦村 31 (福)やまなみ会 阿蘇くんわの里 42
(株)西嶋海苔 37 (株)ほがや 46 山村酒造(名) 47
西田精麦(株) 34 ホシサン(株) 32 ユーアンドアイ 27
西日本食品工業(株) 31 星和食品 47 (有)ユニックス 34
日本業務食品(株) 41 (有)堀内製油 50 (有)吉川商店 43
(株)日本リモナイト 42 (有)本田農園 49 (株)吉田屋海苔 29
(株)農業法人明るい農村天水 37 益城竹材販売 50 (株)吉田レモニー 41
野田飴老舗 37 松合食品(株) 41 善富(有) 28
(有)のだ香季園 46 松岡水産 44 米白餅本舗 23
ハイコムウォーター(株) 32 松尾製麺 45 (資)頼藤商店 34
(有)白水乃蔵 47 松下物産 40 (有)ラッシィー 34
橋本醤油(株) 32 (有)マツ島 27 (株)ラニーズ 33
羽多野竹材店 49 松の泉酒造(資) 52 (株)りーな２１ 35
花の香酒造㈱ 45 (株)松ノ屋本店 27 (有)緑茶園 51
(株)華まる堂 23 (株)松本企画 33 Ｌｉｎｋ　Ｕｐ 43
(資)浜商店 34 松本酒造場 52 (株)ルコラ 34
浜田醤油(株) 28 松本精肉店 25 六調子酒造(株) 51
林刃物製作所 31 (有)松本養魚所 49 若城食品加工(名) 41
(株)葉山 43 (有)的石商店 29 (有)輪島漆器仏壇店 29
原口製菓(株) 38 (有)間林染工場 29 (有)渡辺海苔 29
磐石ローヤルゼリー(株) 24 まよみ堂 23 綿屋製菓(有) 46
(株)ピーク 33 丸亀醤油(株) 38 (株)ＯＮＥ　ＷＯＲＬＤ 34
東製油 37 丸木水産漁業(株) 44
東茶舗 45 マルキン食品(株)　 25
(有)彦一こま 50 (株)丸健水産 44



普　通　会　員　名　簿

業　種　 〒番号  所在地
主な取扱商品 電話番号/ＦＡＸ番号

会社名・屋号　

[熊本市中央区]

弁当・惣菜
いきなり団子 096(346)0022096(346)0247

860-0863 熊本市中央区坪井6丁目1番8号(株)いきなりやわたなべ菓  子

火の国大使
漱石まんじゅう 096(359)2691096(352)7638

860-0004 熊本市中央区新町4-1-39(有)お菓子の岩原菓  子

武者がえし
誉の陣太鼓 096(372)1857096(366)5151

862-0959 熊本市中央区白山1丁目6-31(株)お菓子の香梅菓  子

熊本すいかラングドシャ
熊本メロンラングドシャ 096(285)7352096(285)7351

862-0924 熊本市中央区帯山7-14-21(株)ジーウェイブ九州菓  子

銘菓柿球肥
元祖朝鮮飴 096(352)0295096(352)0030

860-0848 熊本市中央区南坪井町6-1老舗 園田屋菓  子

冷しいきなり
熊本いきなり団子 096(324)6231096(300)5554

860-0806 熊本市中央区花畑町4番3号 太陽生命熊本ﾋﾞﾙ8階(株)華まる堂菓  子

文旦漬
朝鮮飴 096(355)4707096(355)4700

860-0004 熊本市中央区新町4丁目5-31(有)福一堂本店菓  子

塩おはぎ
ピーナッツボン 096(385)8713096(385)8688

862-0924 熊本市中央区帯山3丁目39-13石川ﾋﾞﾙ103まよみ堂菓  子

完熟マンゴー大福
阿蘇小国ジャージーぷりん大福 096(322)8892096(352)2367

860-0844 熊本市中央区水道町8-1米白餅本舗菓  子

モダン焼き
元祖平焼き(お好み焼き) 096(322)5742096(356)8887

860-0806 熊本市中央区花畑町13-20 1F(有)アートフーズ都一食  品

阿蘇美豚カツサンド
阿蘇美豚カツ弁当 096(379)6322096(371)7370

860-0812 熊本市中央区南熊本5-10-40南熊本駅ビル1F藍乃屋吉右衛門食  品

ライス焼
小腹の太助 おこらいす 096(368)3559096(351)1530

860-0802 熊本市中央区中央街5-24(有)一坊食  品

オードブルかまぼこ５点セット
チーズ揚げ 096(352)7557096(352)7557

860-0078 熊本市中央区京町2-8-24糸石家食  品

火の国にんにく卵黄
ふるさと万年茶 096(352)2091096(352)2076

860-0081 熊本市中央区京町本丁6-51(株)お茶の清香園食  品

オニザキの白・黒ごまあめ
オニザキのすりごま白・黒 096(387)1118096(387)8800

862-0951 熊本市中央区上水前寺1丁目6-41 OCOﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ4階(株)オニザキコーポレーション食  品



普　通　会　員　名　簿

業　種　 〒番号  所在地
主な取扱商品 電話番号/ＦＡＸ番号

会社名・屋号　

馬刺燻製
馬刺 096(382)7331096(382)7330

862-0926 熊本市中央区保田窪2丁目9番15号(株)小山商店食  品

トマトミソース
おちちあまざけ 096(372)2190096(372)2100

860-0817 熊本市中央区迎町2丁目2-15(株)貝島商店食  品

いかのぶっかけ
辛子明太子 096(366)0372096(362)0854

862-0949 熊本市中央区国府1-11-27(有)きくや食  品

県産品各種 096(326)2130
860-0076 熊本市中央区壺川2丁目7番3号(株)熊本県物産センター食  品

熊本ラーメン（生）
にんにくチップ 096(351)5523096(352)5523

860-0848 熊本市中央区南坪井町1-11熊本ラーメン(株)食  品

山菜おこわ
赤飯 096(356)6077096(356)6077

860-0044 熊本市中央区新町4丁目6-6さくら餅食  品

人参ドレッシング
玉葱ドレッシング 096(352)8872096(352)8872

860-0806 熊本市中央区花畑町13-3 1F(有)ＺＥＳＴコーポレーション食  品

通詞島の天日塩
通詞島の釜炊き塩 096(355)4525096(355)4140

860-0028 熊本市中央区中唐人町29　ｺｱﾏﾝｼｮﾝ１階(有)ソルト・ファーム食  品

馬骨麺 096(223)5386096(223)5385
860-0853 熊本市中央区西子飼町4-12中央物流産業(株)食  品

特選馬さし　霜降り
炭焼馬さし　ひとくち 096(354)8469096(352)3079

860-0004 熊本市中央区新町4丁目3-40(株)伝承の館食  品

レトルトカレー（赤のスープカレー） 096(342)4649096(342)4649
860-0848 熊本市中央区南坪井町2-16ｻｸｾｽﾋﾞﾙ2-1FＴＯＫＯsieＪＡＰＡＮ(同)食  品

馬ミンチコロッケ
馬刺 096(344)6029096(344)6029

860-0863 熊本市中央区坪井4丁目1-1(株)にくの十八屋食  品

ネオローヤルゼリー
コンプリートマーベラスグリーン 096(383)1571096(382)6000

862-0953 熊本市中央区上京塚町2-15磐石ローヤルゼリー(株)食  品

とりめし
火の国塩からあげ 096(277)1789096(277)1789

860-0811 熊本市中央区本荘5-13-14白石ビル１F－B(株)肥後丸乃屋食  品

チャーシュー
ラーメン 096(364)6773096(364)6773

860-0811 熊本市中央区本荘5-10-48(株)福笑食  品

コクデールごましお
コクデールうまみ 096(352)3409096(322)7300

860-0004 熊本市中央区花畑町1番1号　三井生命熊本ﾋﾞﾙ2階ブレッシングフェバー(株)食  品



普　通　会　員　名　簿

業　種　 〒番号  所在地
主な取扱商品 電話番号/ＦＡＸ番号

会社名・屋号　

ミート ＤＥ コロッケ
城下町コロッケ 096(322)6066096(353)4004

860-0004 熊本市中央区新町4丁目1-16松本精肉店食  品

元気納豆　九州本仕込み３個組
元気とうふ　国産ミニ 096(353)5535096(325)3232

860-0823 熊本市中央区世安町380マルキン食品(株)　食  品

馬刺し　しもふり
馬刺し　赤身 096(371)3668096(364)3678

860-0812 熊本市中央区南熊本5丁目5-12(有)宮本精肉店食  品

からし蓮根コロッケ
からし蓮根 096(322)1025096(353)6795

860-0004 熊本市中央区新町3-5-1(有)村上カラシレンコン店食  品

からし蓮根 096(325)1832096(351)0001
860-0004 熊本市中央区新町2丁目12-32森からし蓮根(有)食  品

くまもとの酒詰め合わせ 096(322)9817096(354)4888
860-0073 熊本市中央区島崎1丁目7番21号熊本酒造組合酒  類

奥球磨　天壌　琥珀熟成
琥珀熟成　鴨の舞 096(324)6287096(300)5553

860-0806 熊本市中央区花畑町4番3号太陽生命熊本ビル8階肥後リカー(株)酒  類

肥後象嵌　ペンダント
肥後象嵌　ネクタイ止 096(319)2710096(324)4488

860-0004 熊本市中央区新町3-2-1(株)光助象眼ﾊﾟｰﾙ

ミニ畳
たたみっこ 096(348)3177096(348)3176

860-0863 熊本市中央区坪井5丁目2-27(株)一畳屋民工芸・日用品

綿紬モンペ・エプロン・小物
絣婦人服 096(363)3206096(363)3204

860-0811 熊本市中央区本荘6丁目12-18(株)いまり民工芸・日用品

五條の霧水ライト
五條の霧水（化粧水） 096(381)6775096(381)5684

862-0924 熊本市中央区帯山4丁目55-2　五條ﾋﾞﾙ2F(有)五條民工芸・日用品

にこにこきらきらぬりえ 096(344)0733090(5736)1437
860-0863 熊本市中央区坪井1-1-33シホ・サンフラワー民工芸・日用品

ろうけつ染め各種 096(373)7657096(373)7657
862-0959 熊本市中央区白山3丁目4-2染工房明美　高津明美　民工芸・日用品

竹箸
カレースプーン 096(371)9381096(371)9381

862-0975 熊本市中央区新屋敷3-9-7第二ぎんなん作業所民工芸・日用品

はっぴ等祭り用品
手拭い(熊本城など） 096(322)5209096(354)1944

860-0004 熊本市中央区新町2-10-1-103(有)ﾀﾞｳﾝﾀｳﾝｱｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ浅草屋民工芸・日用品

くまモンＴシャツ
くまモンタオル 096(385)3685096(385)6616

862-0924 熊本市中央区帯山4-23-55E10ﾋﾞﾙ2F(株)トライスト民工芸・日用品



普　通　会　員　名　簿

業　種　 〒番号  所在地
主な取扱商品 電話番号/ＦＡＸ番号

会社名・屋号　

民芸品
くまモングッズ 096(383)7525096(381)3400

862-0950 熊本市中央区水前寺2丁目20-20(有)肥後観光工芸民工芸・日用品

くまモングッズ 096(213)7420096(213)7320
862-0924 熊本市中央区帯山2-12-48(有)ＨｉＪｉＲｉ民工芸・日用品

加藤清正タオル
熊本城フィギュア 096(297)7911096(297)7911

860-0004 熊本市中央区新町3-6-38(有)未来民工芸・日用品

竹皮張ソフト下駄
肥後の駒下駄 096(352)6497096(352)6497

860-0035 熊本市中央区呉服町1-1武蔵屋民工芸・日用品

手染めネクタイ
刺し子創作服 096(346)0908096(346)0908

860-0862 熊本市中央区黒髪3丁目8-15ｼｬﾄｰ･ﾃﾞｭ･ｱｰｻｰ2F(有)メルドレス民工芸・日用品

[熊本市東区]

焼き菓子
ケーキ 096(368)2810096(368)2800

861-2106 熊本市東区東野1-5-5(株)アントルメ菓樹菓  子

から栗饅頭
いきなり団子 096(366)3909096(366)3909

862-0970 熊本市東区渡鹿8丁目12-9いきなり団子のかんしょや菓  子

せんば小狸
名菓　すいぜんじ 096(380)5578096(380)3535

861-8031 熊本市東区戸島町920-3(株)熊本菓房菓  子

肥後伝承焼
肥後もんど 096(380)6121096(380)6175

861-8042 熊本市東区戸島本町7番8号(有)そのや菓  子

黒大豆煎り豆
きなこ大豆 096(300)3420096(288)6337

861-8039 熊本市東区長嶺南4丁目9-106肥後誠屋菓  子

納豆ふりかけ
風雅巻 各種 096(379)6566096(379)6400

862-0942 熊本市東区江津4丁目1番1号(株)風雅菓  子

揚げまんじゅう
和菓子(甘酒万十など) 096(367)3337096(367)3337

862-0921 熊本市東区新外3丁目1-56藤ひろ菓舗菓  子

晩白柚まんじゅう
晩白柚クリーム大福 096(275)5715096(275)5705

861-8031 熊本市東区戸島町2479(有)村川商店菓  子

あか牛ハンバーグ
あか牛ロースステーキ 096(388)3231096(388)3230

861-8041 熊本市東区戸島2-3-79(株)オオツカ食  品

焼まんじゅう
焼ドーナツ 096(385)7831090(3734)3383

862-0913 熊本市東区尾ノ上1-39-15(特非)オバパト隊 オバパト食品開発部食  品



普　通　会　員　名　簿

業　種　 〒番号  所在地
主な取扱商品 電話番号/ＦＡＸ番号

会社名・屋号　

辛子明太子 096(292)7530096(292)7530
861-8037 熊本市東区長嶺西2-24-4(株)五山房食  品

塩調味料 096(289)0587096(289)0587
862-0903 熊本市東区若葉1-40-5(有)サウピッカニア食  品

きのこ雪茸
鹿角霊芝 096(379)5149096(379)5150

862-0946 熊本市東区画図町所島725-1(株)ジェイ･エム・シー食  品

ジャンボかりんとう
すり身てんぷら 096(279)3009096(365)6570

862-0917 熊本市東区榎町15-123(有)旬香食  品

パン各種
ネギパン 096(368)2551096(368)2550

862-0904 熊本市東区栄町1-11(資)高岡製パン工場食  品

生のり煮付
なっとうふりかけ 096(370)2552096(370)0066

862-0946 熊本市東区画図町所島1100番地(株)通宝食  品

手羽あげて
唐あげくん 096(380)2572096(380)2981

861-8037 熊本市東区長嶺西2丁目1-54(株)藤達食  品

かわ専ひつまぶし
うなぎのかば焼き 096(360)8511096(360)8488

862-0916 熊本市東区佐土原1丁目12-1(有)マツ島食  品

どっきり漬
唐子明太子 096(380)6639096(389)1011

861-8041 熊本市東区戸島3丁目10-25(株)松ノ屋本店食  品

コーヒーカップ・湯飲み
夫婦茶碗 090(7982)5218

862-0902 熊本市東区東本町2-17潮音窯陶  器

本真珠ネックレス
本真珠　全般 096(380)9230096(380)1441

861-8041 熊本市東区戸島1丁目8-16(株)久保園パール象眼ﾊﾟｰﾙ

くまモンの練習帳
ひらがなれんしゅうちょう 096(285)3903096(285)3901

861-2118 熊本市東区花立3丁目4-5イングリッシュハウス(株)民工芸・日用品

ふるさと肥後Ｔシャツ
くまモンＴシャツ 096(365)3227096(369)8448

862-0913 熊本市東区尾ノ上1丁目8-11(有)西口晴秀堂民工芸・日用品

セラミドローション　フォンテーン
馬油シャンプー エクシード 096(384)8329096(384)8328

862-0952 熊本市東区京塚本町40-14ユーアンドアイ民工芸・日用品

[熊本市西区]

チーズまんじゅう
太陽果族 096(359)3623096(352)0607

860-0048 熊本市西区池上町1537-3(有)お菓子のあさい菓  子



普　通　会　員　名　簿

業　種　 〒番号  所在地
主な取扱商品 電話番号/ＦＡＸ番号

会社名・屋号　

朝鮮飴 096(326)1802096(326)1801
860-0082 熊本市西区池田2丁目8番4号(株)心月堂菓  子

焼ドーナツ
いきなりだんご 096(329)1193096(329)1189

861-5287 熊本市西区小島8丁目3番12号大黒屋(株)菓  子

いきなり団子 096(353)1129096(354)2278
860-0047 熊本市西区春日4丁目39-80(有)長寿庵菓  子

新朝鮮飴
朝鮮飴 096(351)5548096(351)5500

860-0047 熊本市西区春日2丁目11-35善富(有)菓  子

阿蘇の森すごうまの逸品
阿蘇の逸品・手作りハムソーセージ 0967(67)31320967(67)4186

860-0082 熊本市西区池田1丁目11-30(株)阿蘇ナチュラル・Ｊファーム食  品

芋天
辛子レンコン 096(329)3122096(329)8819

860-0067 熊本市西区城山大塘2-1-10(有)いなり屋本舗食  品

いきなり団子
太巻寿司 096(322)8876096(322)3433

860-0072 熊本市西区花園7丁目77-5(株)エフエフ恵食  品

みかんのジャム
おかあさんがつくったビタミンセット 096(276)0241096(276)0241

861-5346 熊本市西区河内町河内3031(株)オレンジブロッサム食  品

黒亭ラーメン(お土産用） 096(277)1008096(277)1007
860-0051 熊本市西区二本木2-1-23(有)黒亭食  品

あか牛ハンバーグ
馬か肉みそ 096(327)9008096(352)7555

860-0058 熊本市西区田崎町430-11(有)三協畜産食  品

のり佃煮
味付け海苔 096(276)1585096(276)0565

861-5346 熊本市西区河内町河内675番地8(有)しおや食  品

青じそ
酢っきり青じそ黒酢 096(329)7986096(329)7806

861-5271 熊本市西区中原町457(有)中原温室食  品

卵かけごはんにかける醤油
生醤油 096(329)1213096(329)7111

861-5287 熊本市西区小島6丁目9-1浜田醤油(株)食  品

蓮根コロッケ
殿さま蓮根 096(353)5776096(353)5774

860-0044 熊本市西区谷尾崎町971(有)肥後国屋食  品

〆蒲
からし蓮根 096(355)0333096(355)0331

860-0057 熊本市西区八島町723-1ふくとく大成(株)食  品

朝鮮漬の素
御飯の友 096(356)7977096(356)3488

860-0073 熊本市西区島崎2丁目9-8(株)フタバ食  品



普　通　会　員　名　簿

業　種　 〒番号  所在地
主な取扱商品 電話番号/ＦＡＸ番号

会社名・屋号　

焼のり
味付のり（卓上型） 096(354)3986096(354)2962

860-0045 熊本市西区戸坂町11-67ふるかわ海苔店食  品

鯨
魚味噌漬 096(359)6559096(353)0155

860-0058 熊本市西区田崎町484番地マルタ海産(株)食  品

ちりめん
火の国漬 096(232)4206096(232)4206

860-0058 熊本市西区田崎町484番地7(有)マルタ商事食  品

赤身鯨
さらし鯨 096(356)4149096(355)6351

860-0057 熊本市西区八島町1005(株)マルホ食  品

アイス＆ジュース
弓削剽柑ジュース 096(276)0211096(276)0211

861-5346 熊本市西区河内町河内2380みかん夢工房なかがわ食  品

生味のり
焼のり（あかつき種） 096(326)1231096(322)1231

860-0051 熊本市西区二本木1-2-39(株)吉田屋海苔食  品

ふりかけのり
初摘み　味のり 096(329)7085096(329)7090

861-5273 熊本市西区沖新町600-1(有)渡辺海苔食  品

猫の陶アクセサリー
猫の食器 096(329)2887096(329)2887

861-5284 熊本市西区小島9丁目10番46号千金甲窯陶  器

肥後象眼工芸作品
肥後象眼装身具各種 096(352)0180096(355)1837

860-0047 熊本市西区春日5丁目11-1寿堂象眼ﾊﾟｰﾙ

刀剣古美術
肥後象眼 096(356)2055096(356)2055

860-0072 熊本市西区花園3-2-12米野美術店象眼ﾊﾟｰﾙ

清正公さん
おばけの金太 096(326)2202096(326)2202

860-0072 熊本市西区花園5-21-14厚賀人形店　厚賀新八郎民工芸・日用品

くまもとよかもんネクタイ 096(326)1107096(326)1095
860-0058 熊本市西区田崎町380番地(株)カメイホールディングス民工芸・日用品

くまモン缶バッジ
くまモンストラップ 096(297)7666096(359)0206

860-0047 熊本市西区春日6-20-5(株)ナガタニヤ民工芸・日用品

熊本方言手拭い
ストラップ各種 096(247)6008096(354)0036

860-0073 熊本市西区島崎7-11-12(有)的石商店民工芸・日用品

くまモングッズ 096(353)4469096(352)6277
860-0073 熊本市西区島崎2-2-24(有)間林染工場民工芸・日用品

くまモン念珠 096(329)0259096(329)0224
860-0061 熊本市西区上高橋1-11-2(有)輪島漆器仏壇店民工芸・日用品



普　通　会　員　名　簿

業　種　 〒番号  所在地
主な取扱商品 電話番号/ＦＡＸ番号

会社名・屋号　

[熊本市南区]

カステラ
どら焼き 096(357)7465096(357)7465

861-4115 熊本市南区川尻6丁目2番24号いわもと菓  子

極物語
塩せん 096(378)1748096(377)2220

862-0967 熊本市南区流通団地2丁目5番地(株)木村菓  子

肥後の味
熊本城天守閣 0964(28)69500964(28)6001

861-4235 熊本市南区城南町千町2237-1(株)反後屋菓  子

雲丹ソース
うにコロッケ 096(358)3509096(358)3300

861-4106 熊本市南区南高江3丁目4-3(株)天草海食まるけん食  品

ポンカンローヤル
甘夏ローヤル 096(370)5544096(334)3220

862-0962 熊本市南区田迎5丁目16-16甘夏ローヤル(株)食  品

太平燕
火の国カレー 096(227)1240096(227)2222

861-4117 熊本市南区護藤町861-8イケダ食品(株)食  品

五木庵だんご汁
アベックラーメン 0964(28)70070964(28)7000

861-4201 熊本市南区城南町坂野945五木食品(株)食  品

あさりしぐれ煮 096(223)0017096(223)0017
861-4123 熊本市南区川口町21大野商店食  品

明太蓮根
辛子蓮根 096(227)4546096(227)4546

861-5255 熊本市南区砂原町20-1からしれんこん萬吉屋食  品

馬肉加工品
熊本の逸品　霜降り馬刺し 096(235)6888096(235)4050

861-4204 熊本市南区城南町下宮地1150-2(有)栗山物産食  品

健成の茶　１８種
健成の茶　１５種 096(358)5557096(358)0115

861-4136 熊本市南区荒尾1-1-13(株)健成園食  品

まるっとくまもとレモングラス紅茶
まるっとくまもと紅茶 096(312)0088096(312)0066

861-4101 熊本市南区近見8丁目4-1(株)榊苑食  品

本かつお　だしの素醤油　
火の国　手造り生みそ 096(378)3899096(378)7391

862-0963 熊本市南区出仲間6丁目1-78(資)鹿田醤油店食  品

干しいも
黒にんにく 0964(28)87330964(28)8760

861-4211 熊本市南区城南町今吉野649大福フーズ食  品

栗甘露煮（むき栗）
渋付栗甘露煮 096(355)2488096(355)2488

861-4101 熊本市南区近見2丁目6-16(株)タカキフーズ食  品



普　通　会　員　名　簿

業　種　 〒番号  所在地
主な取扱商品 電話番号/ＦＡＸ番号

会社名・屋号　

白鳥印太平燕
白鳥印はるさめ 096(378)1227096(378)5161

861-4108 熊本市南区幸田2丁目6-1西日本食品工業(株)食  品

工場直売生餃子
にら生餃子 096(227)3033096(227)3111

861-5253 熊本市南区八分字町51番地双和食品工業(株)食  品

純米吟醸　熊本城
東肥赤酒 096(357)8963096(357)9671

861-4115 熊本市南区川尻4丁目6-67瑞鷹(株)酒  類

真珠ブローチ
真珠ネックレス 096(334)2101096(334)2100

862-0969 熊本市南区良町2-7-1 園田ﾊｲﾂ1F(有)真珠のファースト象眼ﾊﾟｰﾙ

ハーブ匂い袋
ハーブ石けん（固形） 096(358)1517096(358)1517

861-4154 熊本市南区富合町平原753雁回香草園民工芸・日用品

手作り和蝋燭（型流し）　生蝋
手作り和蝋燭（型流し）　白蝋 096(353)0539096(323)5856

860-0824 熊本市南区十禅寺2-14-9くまもと櫨蝋製作所民工芸・日用品

肥後コマ 096(378)2421096(378)2421
861-4172 熊本市南区御幸笛田4丁目19-14トップクラフト民工芸・日用品

波紋入切出小刀
波紋入包丁 096(357)9404096(357)9404

861-4115 熊本市南区川尻1丁目4-36林刃物製作所民工芸・日用品

ひまわり保湿バーム(24g)
ひまわり保湿バーム(8g) 096(334)1617096(334)1616

862-0962 熊本市南区田迎2丁目5-20肥後巧香堂民工芸・日用品

墨つぼ「かめまる」
葦ペン緑川（柿渋、竹胴） 0964(28)28580964(28)2858

861-4214 熊本市南区城南町舞原539-44ペン工房　葦村民工芸・日用品

[熊本市北区]

胡麻太鼓
肥後太鼓 096(245)5218096(245)5211

861-5533 熊本市北区和泉町168-18(株)岩田コーポレーション菓  子

熊本城昭君の月
月下の熊本城 096(245)5602096(275)2300

861-5535 熊本市北区貢町537番地18清正製菓(株)菓  子

熊本名物　お餅屋さんのいきなり団子 096(348)7511096(348)7510
861-8083 熊本市北区楡木3丁目11-51(有)肥後食品菓  子

栗千里
おてもやん 096(272)0206096(272)0234

861-0106 熊本市北区植木町豊田826(有)福田屋菓  子

阿蘇ジャージー牛乳　ドーナツ棒
黒糖ドーナツ棒 096(245)5359096(245)5350

861-5515 熊本市北区四方寄町1445-1(株)フジバンビ菓  子



普　通　会　員　名　簿

業　種　 〒番号  所在地
主な取扱商品 電話番号/ＦＡＸ番号

会社名・屋号　

生ピーナツ
純椿油 096(273)2566096(273)1377

861-0133 熊本市北区植木町滴水18-2(有)延寿園食  品

ほしたけのこ
深むし茶　玉緑茶 096(344)9115096(343)9268

860-0085 熊本市北区高平3-34-13(株)お茶の堀野園食  品

降糖良茶
五木柿葉茶 096(343)8055096(343)8050

860-0085 熊本市北区高平3丁目27-5(株)九健食  品

くまモンのバター 096(344)7625096(344)7211
860-0085 熊本市北区高平3丁目43番2号(株)弘乳舎食  品

水田ごぼう
メロンのからし漬 096(272)5534096(272)5533

861-0144 熊本市北区植木町平野421(有)境食品食  品

れんげ蜜〔国産〕
マルス　ローヤルゼリーGOLD680 096(245)5525096(245)5538

861-5535 熊本市北区貢町571-15(株)杉養蜂園食  品

季節野菜のミネストローネ
たりとっとカレー オリジナルカレー 096(273)4343096(273)0661

861-0106 熊本市北区植木町豊田583-1(有)つのだ青果食  品

すいか糖 096(346)2288096(346)2488
861-5533 熊本市北区和泉町168-1手造り工房「夢一屋」食  品

プレミアムウォーター 096(337)6688096(337)6677
861-8001 熊本市北区武蔵ケ丘8-8-40ハイコムウォーター(株)食  品

玉子ごはん専用昆布醤油
翁さしみ醤油 096(288)0837096(288)0811

861-5535 熊本市北区貢町780-7橋本醤油(株)食  品

馬刺燻製
ボンレスハム 096(245)5455096(245)5656

861-5535 熊本市北区貢町554(株)ビューライフ食  品

生姜ぽん酢
まるごと阿蘇みそ 096(245)3937096(245)0119

861-5511 熊本市北区楠野町972(株)フンドーダイ五葉食  品

ほんなこつデコポン 火の国ぽん酢
ごていしゅ 096(338)4223096(338)1100

861-8007 熊本市北区龍田弓削1-28-8ホシサン(株)食  品

熊本キャンベル･アーリー
熊本巨峰 096(275)2228096(275)2277

861-5533 熊本市北区和泉町字三ツ塚168番地17熊本ワイン(株)酒  類

肥後象がん　ペーパーナイフ
肥後象がん　タイ止・カフスセット 096(338)9040096(338)9040

861-8003 熊本市北区楠1丁目12-1関光輪象眼ﾊﾟｰﾙ

竹製品 096(245)5408096(245)5408
861-5533 熊本市北区和泉町188-1 ﾌｰﾄﾞﾊﾟﾙ熊本こだわり工房籠商山満民工芸・日用品



普　通　会　員　名　簿

業　種　 〒番号  所在地
主な取扱商品 電話番号/ＦＡＸ番号

会社名・屋号　

肥後まり 096(338)7504096(338)7504
861-8006 熊本市北区龍田1-5-2(公財)熊本国際民芸館民工芸・日用品

IKIIKI赤ちゃん肌AWクリーム 096(339)8466096(339)8687
861-8006 熊本市北区龍田6丁目1-32(株)ピーク民工芸・日用品

熊本城下町地図
くまモングッズ 096(223)5151096(223)5150

860-0085 熊本市北区高平1-6-9(株)松本企画民工芸・日用品

くまモングッズ 096(278)7886096(278)7885
861-5525 熊本市北区徳王2-8-45(株)村上観光民工芸・日用品

馬油石けん
馬油 096(288)5083096(288)4994

861-5533 熊本市北区和泉町189-24(株)ラニーズ民工芸・日用品

[八代市]

晩白柚ゼリー
とんち彦一もなか 0965(33)26120965(33)2617

866-0072 八代市高下西町2068-3(株)お菓子の彦一本舗菓  子

生生姜しょうゆ
黒酢たまねぎドレッシング 0965(52)01000965(52)5111

869-4211 八代市鏡町上鏡1077-1(株)アジア食品食  品

天草大王炭火焼き
鹿肉のハム 0965(62)16160965(62)1616

869-4203 八代市鏡町鏡223居酒屋やまちゃん食  品

特上茶　五家荘「香り」
しいたけ 0965(67)32700965(67)2617

869-4402 八代市泉町栗木4986お茶の泉園食  品

れんこん天
からし蓮根 0965(33)80920965(32)3517

866-0853 八代市清水町1-8(株)おにさか食  品

はちべえトマトパン 0965(37)81120965(45)9224
866-0871 八代市田中東町27-11(一社)九州福祉会食  品

椎茸
県産茶 0965(35)33170965(32)3316

866-0856 八代市通町6-31杉本園製茶(株)食  品

車えびのみそ漬
からし蓮根 0965(34)33400965(32)4753

866-0895 八代市大村町880-3(有)高見商店食  品

山椒とうがらし
豆腐のみそ漬 0965(67)54470965(67)5302

869-4515 八代市泉町仁田尾6-3東山本店食  品

国産れんげ蜂蜜
国産晩白柚蜂蜜 0965(39)08330965(39)0161

869-4613 八代市岡町谷川1106(有)西岡養蜂園食  品



普　通　会　員　名　簿

業　種　 〒番号  所在地
主な取扱商品 電話番号/ＦＡＸ番号

会社名・屋号　

胚芽押麦
ぷちまる君 0965(37)14180965(37)1121

866-0034 八代市新港町2-3-4西田精麦(株)食  品

肥後銘茶やしろあさぎり
肥後銘茶やしろたまつゆ 0965(33)63860965(33)5163

866-0875 八代市横手新町7-15(資)浜商店食  品

日奈久ちくわ荒挽
日奈久ちくわチーズ 0965(38)90260965(38)9001

869-5134 八代市日奈久上西町327(株)日奈久竹輪今田屋食  品

にしめ万十 0965(67)33130965(67)3311
869-4401 八代市泉町柿迫3198(株)平家屋食  品

しょうが紅茶
野菜海藻３０品粉末 0965(52)37480965(52)3650

869-4202 八代市鏡町内田882-7野菜自然工房(資)自成館食  品

焼さば棒寿司
このしろ寿司 0965(31)59410965(35)7634

866-0873 八代市横手町1765-5(有)山勝本舗食  品

あゆのうるか
鮎の甘露煮 0965(39)51600965(33)1145

866-0831 八代市萩原町2丁目1-6(資)頼藤商店食  品

いぐさ麺（手延べ麺）
いぐさ粉末 0965(52)19650965(52)0656

869-4202 八代市鏡町内田438-2(有)ラッシィー食  品

ベーグル 0965(45)53360965(45)5335
869-4202 八代市鏡町内田436-1(株)ルコラ食  品

タンポポのあまざけ 0965(37)70770965(51)5582
866-0895 八代市大村町1113-8(株)ＯＮＥ　ＷＯＲＬＤ食  品

竹炭入り枕
猫伏（い草縄マット） 0965(39)00570965(39)0055

869-4615 八代市川田町東1063-2(有)井上産業民工芸・日用品

日奈久箸
竹帽子 0965(38)20630965(38)0567

869-5136 八代市日奈久東町247潮谷広吉商店民工芸・日用品

い草ジュウタン 蒼源リバーシブル
い草タペストリー 朝日 0965(52)50780965(52)5078

869-4214 八代市鏡町中島1333-4平住商店民工芸・日用品

桜柄出刃包丁
柄腐れ防止　三徳型薄刃包丁 0965(32)58670965(32)4643

866-0805 八代市宮地町434盛高鍛冶刃物(株)民工芸・日用品

イコースター
天然イ草リビングマット 0965(46)21140965(46)2114

869-4704 八代市千丁町古閑出2954-2山下商店民工芸・日用品

くまモングッズ 0965(31)62880965(32)7474
866-0813 八代市上片町1583(有)ユニックス民工芸・日用品



普　通　会　員　名　簿

業　種　 〒番号  所在地
主な取扱商品 電話番号/ＦＡＸ番号

会社名・屋号　

[人吉市]

デコポンほっぺ
焼酎もなか 0966(24)68260966(23)2432

868-0022 人吉市願成寺町1411-5(株)寅家菓  子

抹茶生大福
球磨茶　白霧 0966(24)39860966(22)4038

868-0035 人吉市五日町66(株)お茶の五木園食  品

山の幸海の幸
昆布みそ漬 0966(22)31650966(22)3164

868-0001 人吉市鍛冶屋町16(資)釜田醸造所食  品

きくらげの佃煮
乾燥キクラゲ 0966(24)18210966(24)1821

868-0082 人吉市中林町420せんい生活(株)食  品

干椎茸
緑茶 0966(24)28660966(22)2566

868-0001 人吉市鍛冶屋町43立山商店食  品

鮎子うるか
鮎苦うるか 0966(22)23720966(22)2371

868-0001 人吉市鍛冶屋町63人吉冷蔵(株)食  品

米麦あわせみそ｢球磨川｣
濃口醤油｢紫｣ 0966(22)52550966(22)5254

868-0022 人吉市願成寺町1411(資)緑屋本店食  品

干筍・椎茸
お茶「舞」 0966(24)47020966(22)2271

868-0034 人吉市七日町50(株)山徳食  品

人吉シェリーケーキ
ひとよしラスク 0966(24)16110966(24)5035

868-0011 人吉市宝来町1340番地7(株)りーな２１食  品

華成
甲の上 0966(22)69410966(22)6930

868-0051 人吉市麓町5-1球磨焼酎(株)酒  類

球磨焼酎各種 0966(24)21640966(22)5059
868-0051 人吉市麓町5-1球磨焼酎酒造組合酒  類

杜氏寿福絹子３５度
武者返し２５度 0966(22)40370966(22)4005

868-0054 人吉市田町28-1(資)寿福酒造場酒  類

舞せんげつ
たる繊月 0966(22)32080966(22)3207

868-0052 人吉市新町1繊月酒造(株)酒  類

待宵
白岳しろ 0966(24)81150966(24)5155

868-8505 人吉市合ノ原町498高橋酒造(株)酒  類

吟香　鳥飼 0966(24)79470966(22)3303
868-0034 人吉市七日町2(株)鳥飼酒造場酒  類



普　通　会　員　名　簿

業　種　 〒番号  所在地
主な取扱商品 電話番号/ＦＡＸ番号

会社名・屋号　

焼酎関連グッズ
球磨焼酎 0966(24)17820966(22)2375

868-0071 人吉市西間上町810-1(資)鳥越商店酒  類

球磨ン衆
彩葉 0966(22)29820966(22)2900

868-0026 人吉市合の原町333深野酒造(株)酒  類

はなてばこ
山河 0966(22)25540966(22)2507

868-0072 人吉市西間下町137-2(株)福田酒造酒  類

牛乳焼酎　牧場の夢
温泉焼酎　夢 0966(22)26600966(22)2610

868-0083 人吉市下林町2144(資)大和一酒造元酒  類

おおが温泉の涌水美人 0966(22)37900966(22)3600
868-0058 人吉市灰久保町21番地(有)おおがスイミングスクール民工芸・日用品

にんにく卵黄丸
純馬油 0966(23)15660966(23)0831

868-0803 人吉市大畑町2863(有)人吉農産民工芸・日用品

花手箱
きじ馬 0966(23)30700966(23)3070

868-0082 人吉市中林町512-2宮原工芸民工芸・日用品

[荒尾市]

皿
湯呑 0968(66)29220968(66)2380

864-0014 荒尾市上平山914小代瑞穂窯陶  器

菓子器
花入 0968(68)00580968(68)0058

864-0166 荒尾市府本1712-2小岱焼末安窯陶  器

花瓶、茶道具他
茶碗、皿、鉢、コーヒー碗 0968(68)44760968(68)0456

864-0166 荒尾市府本1728-1小代焼ふもと窯陶  器

[水俣市]

黒砂糖生姜せんべい
たまねぎせんべい 0966(61)17110966(61)1717

867-0035 水俣市月浦269-13(福)照徳の里 まどか工房菓  子

天のほうじ茶
天の紅茶 0966(69)09180966(69)0918

867-0174 水俣市石坂川370-85天の製茶園食  品

甘夏マーマレード
甘夏サングリア（白） 0966(63)00880966(63)3900

867-0000 水俣市陳内2525(株)福田農場酒  類

[玉名市]

地酒カステラ
焚鐘サブレ 0968(74)30410968(74)1533

865-0064 玉名市中1941-6(有)お菓子のむらた菓  子
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田原坂
長者饅頭 0968(73)33300968(73)2223

865-0025 玉名市高瀬524(有)菊水堂菓  子

麦芽水飴
高瀬飴 0968(73)44620968(73)4462

865-0025 玉名市高瀬84田尻高瀬飴製造本舗菓  子

麦芽水飴
高瀬飴 0968(72)30420968(72)3042

865-0051 玉名市繁根木255野田飴老舗菓  子

自然はちみつ　みかん蜜
自然はちみつ　れんげ蜜 0968(82)24490968(82)2449

861-5401 玉名市天水町小天214-4大久保養蜂場食  品

温泉紅茶 03(6875)772003(6875)7720
865-0064 玉名市中1181-1温泉紅茶(株)食  品

穴とろ焼のり
くまモンの味のり 0968(74)25490968(74)1222

865-0064 玉名市中1653(株)木村海苔食  品

天水みかんジュース
みかん 0968(82)29890968(82)4062

861-5405 玉名市天水町野部田160(有)草枕グループ食  品

万能にんにくしょうゆ
万能にんにくみそ 0968(71)12560968(71)1255

865-0025 玉名市高瀬501(有)大同食品食  品

ローヤルゼリー原乳
ハチミツ 0968(82)26190968(82)2619

861-5404 玉名市天水町竹崎800-1玉水養蜂場食  品

しじみの佃煮
時雨あさり 0968(75)12990968(75)1259

865-0064 玉名市中1941-1佃の匠食  品

スパイスライス
長期保存米 0968(76)03520968(76)0353

865-0046 玉名市北牟田430-2(有)中村植物園食  品

肥後有明昔仕様味のり
有明あさくさ伝説 0968(57)39430968(57)3251

869-0233 玉名市岱明町古関239-1(株)西嶋海苔食  品

キムチ
農産物 0968(82)52230968(82)3366

861-5401 玉名市天水町小天7262(株)農業法人明るい農村天水食  品

なたね油
天然椿油 0968(74)41830968(72)3446

865-0042 玉名市宮原648東製油食  品

ハーブソルト
ハーブせっけん 0968(73)23490968(73)2349

865-0066 玉名市山田字平原915フラワー・ファーム食  品

らーめん饅頭
玉名ラーメン 0968(82)50210968(82)5020

865-0041 玉名市伊倉北方310-4ものがたりＪＡＰＡＮ（株）食  品
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本格焼酎ツナグ
本格焼酎ココカラ 0968(82)50520968(82)5051

861-5401 玉名市天水町小天6645-1(福)天水福祉事業会 第二天水学園酒  類

[山鹿市]

手焼き　米せんべい 0968(43)73280968(43)3158
861-0501 山鹿市山鹿1799せんべい工房菓  子

米都くまモンロールケーキ
米都くまモンガム 0968(43)46880968(43)3312

861-0533 山鹿市古閑868-3ミヤタ(株)菓  子

手づくり無添加もろみしょうゆ
手づくり無添加特選あわせみそ 0968(46)53800968(46)2123

861-0331 山鹿市鹿本町来民1586(株)内田物産食  品

茶 0968(32)25000968(32)2526
861-0605 山鹿市鹿北町多久1377-3(株)岳間製茶食  品

味噌
醤油 0968(44)31320968(44)3131

861-0531 山鹿市中1000-2丸亀醤油(株)食  品

香る米焼酎 山鹿 0968(36)38900968(36)3400
861-0565 山鹿市鹿央町合里字北原980-1(株)ＶｉｎＥｘ山鹿酒  類

米焼酎 八千代座
吟醸 熊本神力 0968(44)73000968(43)2161

861-0501 山鹿市山鹿1782千代の園酒造(株)酒  類

来民うちわ
渋うちわ 0968(46)51750968(46)2051

861-0331 山鹿市鹿本町来民1648(有)栗川商店民工芸・日用品

わらべ色紙人形
やまが和紙人形 096(274)6623090(8350)0125

861-0331 山鹿市鹿本町来民2251録田団地26号室下川　佐智子民工芸・日用品

肌の美肌水E　さくら湯
よもぎせっけん 0968(43)17330968(43)1717

861-0522 山鹿市久原4222-2(株)地の塩社民工芸・日用品

[菊池市]

親子鷹もなか
松風 0968(25)15810968(25)3721

861-1331 菊池市隈府1097-2(株)正観寺丸宝菓  子

アイス（ﾄﾏﾄ･温泉･その他）
熊本純米焼酎アイス 0968(37)45560968(37)4556

869-1204 菊池市旭志小原1584-4(株)ついんスター菓  子

黒松風
松風 0968(24)41220968(25)2125

861-1331 菊池市隈府897-2原口製菓(株)菓  子
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菊池栗だご
いきなり団子 0968(25)40450968(25)4045

861-1331 菊池市隈府梅ノ木649-4肥後俵屋菓  子

旭志茶 0968(37)26340968(37)2634
869-1206 菊池市旭志伊坂710お茶の旭志園食  品

山椒しぐれ
ピーナツ糖 0968(25)20740968(25)2011

861-1331 菊池市隈府265(資)隈田本店食  品

ドリンクヨーグルト
低温殺菌牛乳　夢みるく 0968(38)63650968(38)6685

861-1204 菊池市泗水町永845番地1(有)シリカファームしすい食  品

馬刺のしぐれ煮
馬刺のくんせい 0968(24)05250968(25)3989

861-1304 菊池市深川356-1(株)ベルクミート食  品

美少年　吟造り純米酒
美少年　大吟醸 0968(27)31330968(27)3131

861-1442 菊池市四町分字免兎原1030(株)美少年酒  類

皿・湯呑・カップ
食器類 0968(38)45450968(38)4545

861-1201 菊池市泗水町吉富2664-5泗水･直子窯陶  器

竹酢液
竹炭まくら 0968(37)40050968(37)4004

869-1207 菊池市旭志新明741番地1(有)明るい農村民工芸・日用品

くまモングラス、小皿
肥後六花グラス、小皿 0968(38)6498090(4995)1200

861-1201 菊池市泗水町吉富700彫刻硝子工房　SASAKI民工芸・日用品

[宇土市]

宇土銘菓ね～ぶるの里
風流銘菓千石松 0964(22)46610964(22)4661

869-0416 宇土市松山町六反田606(資)一心堂老舗菓  子

唐揚（いか・えび・ほたて　その他） 0964(23)57660964(22)5701
869-0416 宇土市松山町3048-5(有)井島商店食  品

みかん酢
レモン酢 090(5732)1437

869-0452 宇土市高柳町197-6果実酢工房食  品

精肉
馬刺 0964(22)56420964(22)5167

869-0421 宇土市南段原町188-1(有)桜屋食  品

水前寺のり板のり
とうふのみそ漬 0964(22)01690964(22)0139

869-0406 宇土市三拾町579(資)シガキ食品食  品

乾燥海藻サラダ
味付もずく黒酢 0964(23)32340964(23)1123

869-0402 宇土市笹原町1536-10(株)高木海藻店食  品
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天草塩羊羹
天草にがりあめ 0964(22)70270964(22)7026

869-0425 宇土市栗崎町1207(株)たまだ食  品

とろろめかぶ
秋芽のり 0964(27)09280964(27)1092

869-3171 宇土市長浜町500(同)火の国屋食  品

馬タンくんせい
馬刺し燻製 0964(27)63240964(27)6344

869-0413 宇土市花園町2030-1(有)フーズ・ジョイ食  品

熊本ラーメン
熊本大黒ラーメン 0964(22)00930964(22)0090

869-0416 宇土市松山町2071-1(有)みつしま食品食  品

湯呑、皿、額、花瓶 0964(27)11660964(27)1707
869-3173 宇土市下網田町380蒼土窯前田和陶  器

(青銅)文化包丁（別打）(元祖柄ぐされ防止)
(青銅)肥後包丁(元祖柄ぐされ防止) 0964(23)32750964(22)0364

869-0442 宇土市城之浦町311小山本手打刃物製作所民工芸・日用品

[上天草市]

家畜用　梅肉エキス
天草梅肉ポーク 0969(63)01070969(63)0951

866-0201 上天草市龍ヶ岳町大道瀬子ノ浦111-1天草梅肉ポーク(株)食  品

いりこ
ちりめんじゃこ 0969(62)18440969(62)0014

866-0202 上天草市龍ケ岳町高戸3791北垣水産食  品

鯛の味噌漬け(唐辛子風味)
天草鯛の二重奏 0969(63)02230969(63)0339

866-0201 上天草市龍ヶ岳町大道938-12(有)田脇水産食  品

天然青のり
きびなごかえりちりめん 0969(56)05550969(56)0555

861-6102 上天草市松島町合津4574-2松下物産食  品

各種塩辛
あおさ 0969(56)29290969(56)0123

861-6102 上天草市松島町合津3208-1(有)水野食品食  品

天草バーグ
出世魚の天日干し 0964(58)08420964(58)0527

869-3604 上天草市大矢野町維和420-3(有)むらた活魚食  品

天草大王 0969(58)27430969(58)2723
866-0101 上天草市姫戸町姫浦3950(有)明成食  品

[宇城市]

からし蓮根 0964(42)86860964(32)9111
869-0512 宇城市松橋町古保山1297-1(株)小田商店食  品
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しお丸茶ん
熊本県産乾椎茸 0964(43)46330964(43)4212

869-0614 宇城市小川町南小川470-1(株)塩﨑丸孝園食  品

不知火
国産レモン 0964(54)13730964(54)0462

869-3202 宇城市三角町郡浦2753中田果樹園食  品

海草サラダ
海藻クリスタル 0964(25)55780964(25)5577

869-0636 宇城市小川町新田出201日本業務食品(株)食  品

白玉粉清泉印
国産きな粉 0964(43)40380964(43)0123

869-0614 宇城市小川町南小川454火乃国商事(株)食  品

国採りもの語り 白玉粉
九州ラーメン　ロン龍 0964(43)12820964(43)0051

869-0614 宇城市小川町南小川385日の出製粉(株)食  品

麦味噌　匠の技
天然醸造　丸大豆しょうゆ 0964(42)22130964(42)2212

869-3472 宇城市不知火町松合188松合食品(株)食  品

かつお調味
一番しょうゆ（甘露） 0964(53)18680964(53)1436

869-3205 宇城市三角町波多2919(有)みなとしょうゆ醸造元食  品

レモン果汁100%
国産レモン 0964(34)20030964(34)2002

869-3412 宇城市三角町手場1871(株)吉田レモニー食  品

極上白玉粉贈答用
極上白玉粉 0964(43)01540964(43)0154

869-0623 宇城市小川町川尻285若城食品加工(名)食  品

コーヒーカップ
湯呑 0964(33)31680964(33)3168

869-0502 宇城市松橋町松橋661-1小代焼松橋窯陶  器

[阿蘇市]

生姜せんべい
山いもしぐれ 0967(32)20500967(32)0442

869-2301 阿蘇市内牧1326-1(有)久幸堂菓  子

コシヒカリ
ヒノヒカリ 0967(32)43000967(32)1187

869-2302 阿蘇市三久保216-33(株)ＡＳＯ ＡＧＲＯＳＳＴＹＬＥ食  品

キクイモのパウダー
キクイモのお茶 0967(35)0357090(8621)0757

869-2301 阿蘇市内牧86-1阿蘇壱番屋食  品

あか牛ハンバーグ
馬ロッケ 0967(22)22150967(22)0357

869-2612 阿蘇市一の宮町宮地3092-2(株)阿蘇とり宮食  品

阿蘇とまとのチキンカレー
阿蘇ピクルス 0967(22)08960967(22)0896

869-2612 阿蘇市一の宮町宮地1861(有)阿蘇はなびし食  品
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緑茶
健康茶 0967(22)80710967(22)8070

869-2612 阿蘇市一の宮町宮地3321阿蘇薬草園(株)食  品

阿蘇の草原とぶ牛クッキー
ＡＳＯＭＩＬＫ 0967(32)03760967(32)0565

869-2302 阿蘇市三久保47-1(有)阿部牧場食  品

からし高菜
阿蘇たかな漬 0967(34)02650967(34)0301

869-2224 阿蘇市蔵原854-4(株)菊池食品食  品

とまとケチャップ
トマトジュース 0967(22)15580967(22)1475

869-2612 阿蘇市一の宮町宮地538-1(有)工房 阿蘇ものがたり食  品

あそ菜
阿蘇たかな漬 0967(22)35000967(22)2237

869-2612 阿蘇市一の宮町宮地2996-2(有)三共漬物本舗食  品

阿蘇たかな新漬
阿蘇たかな漬 0967(22)34730967(22)0468

869-2611 阿蘇市一の宮町坂梨3001(名)志賀食品食  品

とうきび人形（芯子守人形）
とうきび人形（日本髪和服赤襟） 0967(22)0765

869-2612 阿蘇市一の宮町宮地186阿蘇民芸塾民工芸・日用品

くまモングッズ 0967(22)01400967(22)0138
869-2612 阿蘇市一の宮町宮地1983(有)井野観光民工芸・日用品

馬油石けん
しもだの馬油 0967(32)21900967(32)1331

869-2304 阿蘇市西湯浦636下田商店民工芸・日用品

リモニド
リモニック 0967(32)37090967(32)1082

869-2235 阿蘇市狩尾289(株)日本リモナイト民工芸・日用品

馬油製品（石けん・クリーム・オイル） 0969(34)11060967(34)1100
869-2225 阿蘇市黒川431番地(福)やまなみ会 阿蘇くんわの里民工芸・日用品

[合志市]

くりだご
いきなりだご 096(343)1778096(343)1778

861-1102 合志市須屋99-2(有)熊本六季菓  子

じゃこえびチップ
ちりめんじゃこかりんとう 096(288)1609096(288)1609

861-1102 合志市須屋1931-10-102(同)ひだまり菓  子

くぶクリん
くま焼栗 096(242)2509096(242)2509

861-1103 合志市野々島4393番地153(有)ＡＲＴ食  品

青紫蘇そうめん
青紫蘇伝説（ジュース） 096(242)4885096(242)4878

861-1103 合志市野々島5472-7青紫蘇農場(株)食  品
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菊芋粉末 096(237)7544096(237)7543
861-1104 合志市御代志1398-1ＮＰＯ法人あじ菜工房食  品

ソーセージ等
卵 096(242)1007096(242)3873

861-1101 合志市合生2121-1(株)緒方エッグファーム食  品

熊本コーチン肉
天草大王　燻製 096(242)3134096(242)3131

861-1103 合志市野々島4393-190熊本県養鶏農業協同組合食  品

しょうがジャム
ジンジャーリーフティ(生姜葉茶) 096(242)3130096(242)3130

861-1102 合志市須屋2154-1ジンジベル食  品

ＡＳＯ水素水 096(344)6176096(344)5336
861-1102 合志市須屋3109-10ティーアール(株)食  品

黒豚ドッグ
あか牛阿蘇バーガー 096(242)2014096(242)2014

861-1102 合志市須屋2696-756ﾊﾟｽﾄｶﾞｰﾃﾞﾝみづき台F-1トゥギャザー食  品

塩ダレ唐揚げ
いきなり団子 096(248)8150096(248)7991

861-1115 合志市豊岡2012-76(株)葉山食  品

桑の葉茶
絹わいん 096(242)3789096(242)1045

861-1103 合志市野々島4393-54(株)峯樹木園食  品

たかな漬
ワイン漬茄子 096(242)4034096(242)4036

861-1103 合志市野々島5481-6(有)吉川商店食  品

馬串
あか牛串 096(365)3750090(4734)8594

861-1102 合志市須屋759-1Ｌｉｎｋ　Ｕｐ食  品

[天草市]

天草こっぱ餅
天草いも餅 0969(23)68750969(23)6827

863-2171 天草市佐伊津町2140-8天草飴本舗菓  子

天草南蛮羊羹
あか巻 0969(23)34470969(23)2185

863-0041 天草市志柿町2713-2イソップ製菓(株)菓  子

豆福豆
うに豆 0969(22)43470969(22)4168

863-0015 天草市大浜町11-12(有)うに豆総本家　豆福菓  子

うに煎餅
海老煎餅 0969(22)23860969(22)2385

863-0014 天草市東浜町24-2(資)木原都堂菓  子

牛深あげ
焼かま 0969(72)39900969(72)2254

863-1901 天草市牛深町2316岡田哲郎商店食  品



普　通　会　員　名　簿

業　種　 〒番号  所在地
主な取扱商品 電話番号/ＦＡＸ番号

会社名・屋号　

焼かまぼこ
くん製蒲鉾 0969(72)31150969(72)3115

863-1902 天草市久玉町新久玉5713-33貝川蒲鉾店食  品

活車えび　八幡瀬戸
活車えび　海老王 0969(78)01930969(78)0186

863-1212 天草市河浦町宮野河内234(有)幸福堂食  品

刺身こんにゃく
みりん干し、すり身天ぷら 0969(79)03010969(79)0301

863-1204 天草市河浦町崎津603坂本海産食  品

あじ開き干し
あじみりん干し 0969(73)50880969(73)3868

863-1901 天草市牛深町266霜村商店食  品

天草名物紫いもこっぱもち
天草名物こっぱもち 0969(73)27980969(73)2769

863-1901 天草市牛深町3456-95(有)宝餅本舗食  品

天草わかめ
灘ひじき 0969(33)16180969(33)1331

863-2421 天草市五和町二江1477(有)中村海産食  品

〆鯖蒲鉾
天草大漁漬（小鯛の甘酢漬け） 0969(33)12220969(33)1221

863-2421 天草市五和町二江5001(有)船崎水産食  品

あじのみりん干
あじのひらき 0969(73)24220969(72)2001

863-1901 天草市牛深町岡東1553-21松岡水産食  品

天草荒波 鯛のお茶漬け　こゆくち醤油
天草荒波 鯛のみそ漬け 0969(42)55670969(42)5312

863-2801 天草市天草町大江7479-2丸木水産漁業(株)食  品

天草生うに
天然車えび 0969(33)19310969(33)1131

863-2421 天草市五和町二江4662-5(株)丸健水産食  品

瑠璃の香
純米焼酎　天草 0969(46)28020969(46)2013

863-0101 天草市新和町小宮地11808番地(名)天草酒造酒  類

小皿揃
茶器セット 0969(42)06400969(42)1114

863-2804 天草市天草町高浜南598上田陶石(資)陶  器

湯呑
コーヒーカップ 050(3488)92520969(23)9522

863-0049 天草市北原町3-10クラフト･ワン(株)丸尾焼陶  器

花瓶
コーヒーカップ 0969(22)24400969(22)2440

863-0002 天草市本渡町本戸馬場2004水の平焼窯元陶  器

アコヤ真珠 リング
アコヤ真珠 ネックレス 0969(24)39620969(24)3961

863-0012 天草市今釜町17-4(有)さくら真珠象眼ﾊﾟｰﾙ

舞椿シャンプー＆リンス
天草椿油 0969(42)30320969(42)3231

863-2803 天草市天草町下田北1237-2(有)マルコ観光物産民工芸・日用品



普　通　会　員　名　簿

業　種　 〒番号  所在地
主な取扱商品 電話番号/ＦＡＸ番号

会社名・屋号　

桧うちわ 0969(42)11680969(42)1166
863-2805 天草市天草町高浜北897-2(有)森商事民工芸・日用品

[下益城郡]

高島園のアイスクリーム
お茶 0964(46)29900964(46)3284

861-4416 下益城郡美里町払川150高島園食  品

[玉名郡]

たかな万十
いきなりだご 0968(85)30100968(85)2050

869-0303 玉名郡玉東町大字木葉620-1(有)児玉商店菓  子

みかん（ハニーゴールド）
肥後マンゴー 0968(85)36880968(85)3251

869-0313 玉名郡玉東町上白木1049清田ファミリー農園食  品

いきなり団子
小籠包 0968(53)58800968(53)5880

861-0804 玉名郡南関町関村835-15しずく屋食  品

南関そうめん 関の白糸 0968(53)05190968(53)0519
861-0803 玉名郡南関町大字関町39-2松尾製麺食  品

いか塩辛
あみ漬 0968(78)25560968(78)0518

869-0105 玉名郡長洲町清源寺字外浜512内野海産(株)食  品

乾燥椎茸
産地元詰岳間茶 0968(86)45920968(86)4592

865-0136 玉名郡和水町江田455東茶舗食  品

本格焼酎 和仁金箔入
本格焼酎 和仁 0968(34)26440968(34)2055

861-0906 玉名郡和水町西吉地2226-2花の香酒造㈱酒  類

壺
コーヒーカップ 0968(53)92450968(53)9245

861-0834 玉名郡南関町宮尾470小代焼岱平窯陶  器

食器類
壺 0968(78)56310968(78)5631

869-0100 玉名郡長洲町葛輪小代焼一先窯陶  器

三匹猿
原始猿 0968(85)20520968(85)2052

869-0303 玉名郡玉東町大字木葉60木葉猿窯元民工芸・日用品

郷土玩具　木葉猿
現代三匹 0968(85)33530968(85)3353

869-0303 玉名郡玉東町木葉14-6もっこす猿窯元民工芸・日用品

[菊池郡]

生成り団子
からいも鯛焼 096(294)2383096(294)1618

869-1234 菊池郡大津町引水759 道の駅大津山水本舗菓  子



普　通　会　員　名　簿

業　種　 〒番号  所在地
主な取扱商品 電話番号/ＦＡＸ番号

会社名・屋号　

デコポンシフォンケーキ
デコポンの香り 096(293)0889096(293)1233

869-1221 菊池郡大津町大字陣内字差原1935番地6(株)ほがや菓  子

阿蘇の白雪
銅銭糖 096(293)5056096(293)2456

869-1233 菊池郡大津町大字大津1082-1綿屋製菓(有)菓  子

せいろむし
おこわ 096(293)78490967(67)1753

869-1234 菊池郡大津町引水421-1えびす堂食  品

乾燥野菜 096(293)4030096(293)8778
869-1235 菊池郡大津町大字室1647吉良食品(株)食  品

銅銭糖
ほりだし君(大津特産からいも) 096(294)1610096(294)1600

869-1234 菊池郡大津町引水759(株)熊本文化の森食  品

馬刺のくんせい
馬刺 096(293)8974096(293)8963

869-1234 菊池郡大津町引水三吉原753-1(有)肉乃橋本食  品

茶ごころ（緑茶）
香季（緑茶） 096(293)8397096(293)5389

869-1214 菊池郡大津町瀬田1021(有)のだ香季園食  品

無添加菜種サラダ油
無添加なたね油 096(293)8631096(293)3371

869-1235 菊池郡大津町室1985肥後製油(株)食  品

万能茶　粋
万能茶　選 096(293)3205096(293)3100

869-1218 菊池郡大津町吹田1139(株)村田園食  品

馬刺・馬タン 燻製
上馬刺 096(232)2667096(232)2513

869-1103 菊池郡菊陽町久保田265-1(有)菊陽食肉センター食  品

皇帝太平燕(豚骨)
味千ラーメン 096(349)2288096(349)2222

869-1107 菊池郡菊陽町辛川448重光産業(株)食  品

肥後牛
馬刺 096(232)2938096(232)2919

869-1103 菊池郡菊陽町久保田727-1(株)フジチク食  品

つゆ名人
まぼろしの味噌 096(232)2217096(232)3300

869-1102 菊池郡菊陽町原水5548(株)山内本店食  品

[阿蘇郡]

お米のカステラ
阿蘇小国ジャージープレミアムプリン 0967(48)61160967(48)8200

869-2402 阿蘇郡南小国町満願寺6494-1ジャージー食品(株)菓  子

箱物ギフトセット
カップアイス 0967(46)54530967(46)2691

869-2501 阿蘇郡小国町宮原1585ヒルトンビック(株)菓  子



普　通　会　員　名　簿

業　種　 〒番号  所在地
主な取扱商品 電話番号/ＦＡＸ番号

会社名・屋号　

プリントクッキー｢くまタイム｣
生チーズ饅頭｢一五九二｣(ひごくに) 0967(67)30580967(67)3123

869-1404 阿蘇郡南阿蘇村河陽5579-3(株)古今堂菓  子

まっちゃん漬 0967(44)00720967(44)0072
869-2402 阿蘇郡南小国町大字満願寺4480星和食品食  品

阿蘇小国育ちの干し芋 0967(32)81270967(32)8117
869-2503 阿蘇郡小国町大字下城2701(株)下巣畑農産食  品

醤油
味噌 0967(46)33940967(46)2066

869-2501 阿蘇郡小国町宮原1734-4(資)七福醤油店食  品

のむヨーグルト
ジャージーソフトクリーム 0967(46)58380967(46)5838

869-2504 阿蘇郡小国町西里2053-204ジャージー牧場カップル食  品

ソーセージ
あか牛弁当 0967(25)29840967(25)2983

869-2704 阿蘇郡産山村田尻609-4正食  品

阿蘇丸漬
阿蘇たかな漬（本漬） 0967(62)31970967(62)0096

869-1601 阿蘇郡高森町大字上色見2681-1阿蘇丸漬本舗食  品

阿蘇の甘露醤油　大吟
阿蘇たかな漬 0967(62)05370967(62)0535

869-1602 阿蘇郡高森町大字高森1231(名)豊前屋本店食  品

あか牛串焼き
あか牛弁当 096(288)6413096(279)4000

861-2402 阿蘇郡西原村小森1801-18阿蘇トルティ(株)食  品

阿蘇バジルペースト
阿蘇パスタ、そうめん 0967(63)85010967(63)8500

869-1404 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5542-1(有)阿蘇健康農園食  品

ﾅﾁｭﾗﾙﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ白川水源 0967(67)33090967(67)0879
869-1412 阿蘇郡南阿蘇村大字久石2815番地(株)あそ望の郷みなみあそ食  品

苺のお酒 夢みる苺
苺ジャム 0967(68)02750967(68)0552

869-1401 阿蘇郡南阿蘇村立野203-1(有)木之内農園食  品

馬油
あか牛弁当 0967(62)34240967(62)2636

869-1502 阿蘇郡南阿蘇村白川445-1(有)白水乃蔵食  品

焼酎
清酒 0967(46)23130967(46)2311

869-2501 阿蘇郡小国町宮原1734-2河津酒造(株)酒  類

純米酒 あその
大吟醸霊山 0967(62)18200967(62)0001

869-1602 阿蘇郡高森町高森1645山村酒造(名)酒  類

陶茶器
陶食器 0967(67)27730967(67)2773

869-1411 阿蘇郡南阿蘇村河陰5199-2阿蘇久木野窯陶  器



普　通　会　員　名　簿

業　種　 〒番号  所在地
主な取扱商品 電話番号/ＦＡＸ番号

会社名・屋号　

食器類・湯呑み・コーヒーカップ
壷・花生け 0967(67)12300967(67)1230

869-1412 阿蘇郡南阿蘇村久石3092阿蘇焼窯元陶  器

植物活性酵素スーパーまっぽし元気くん
天然活性有機液肥まっぽし元気くん 096(279)3787096(279)3536

861-2402 阿蘇郡西原村大字小森3271-3(有)アースクリーンサービス民工芸・日用品

クリアファイル
ポストカード 096(279)3947096(279)3947

861-2402 阿蘇郡西原村小森1861-3(有)宮井事務所民工芸・日用品

[上益城郡]

ハチミツ　石けん
ハチミツ　ローション 096(282)3183050(3373)4434

861-3201 上益城郡御船町陣1347(有)緒方蜜蜂研究所食  品

水出し緑茶
特撰茶 096(284)2744096(284)2733

861-3323 上益城郡御船町田代6590お茶乃のぐち食  品

ばってんこだわりカレー
鮮馬刺しタタキ・赤身セット 096(282)0697096(282)7677

861-3203 上益城郡御船町大字高木字油野2530(株)千興ファーム食  品

ひまわりの種クッキー
滝川うどん 096(281)4333096(281)4111

861-3205 上益城郡御船町滝川1981-1(福)ひまわり学園食  品

阿蘇のメイスイ 096(282)3584096(282)3322
861-3203 上益城郡御船町高木922丸富産業(株)食  品

天守閣ステーキ串
ぶたまん 096(235)6366096(235)6366

861-3107 上益城郡嘉島町上仲間809-1-3(同)たかもとや食  品

あかねグラノラ大麦 0964(33)39150964(33)3133
861-3103 上益城郡嘉島町井寺250-9(株)プレシード食  品

油揚げ
豆腐 096(287)3380096(287)3375

861-2223 上益城郡益城町小池837-1(有)内田安喜商店食  品

お茶まるごとドレッシング
かぶせ茶 096(286)5941096(286)2231

861-2204 上益城郡益城町小谷102お茶の富澤食  品

さつまいも
いきなり団子 096(286)4234096(286)4016

861-2204 上益城郡益城町大字小谷1316番地1(有)コウヤマ　芋屋長兵衛食  品

豚骨熊本ラーメン
ふうき熊本ラーメン 096(286)0510096(286)0020

861-2236 上益城郡益城町大字広崎344番地1(有)富喜製麺所食  品

シンデレラ太秋ミルクアイス
太秋柿 096(287)3035096(287)3033

861-2222 上益城郡益城町砥川1079-3(有)福馬果樹園食  品



普　通　会　員　名　簿

業　種　 〒番号  所在地
主な取扱商品 電話番号/ＦＡＸ番号

会社名・屋号　

揚げ物
にらメンコ 096(234)0130096(234)0057

861-4611 上益城郡甲佐町船津4-6髙田精肉店食  品

天草大王 096(282)3487096(282)7645
861-3241 上益城郡甲佐町早川2535マルヤマウッディ開発(株)食  品

釜炒茶　川鶴
水出し釜炒茶 0967(83)00120967(83)0012

861-3901 上益城郡山都町馬見原68岩永製茶園食  品

山女魚塩焼
山女魚甘露煮 0967(82)31820967(82)3182

861-3845 上益城郡山都町緑川1524緒方養魚場食  品

巻柿
矢部無農薬釜炒り茶 0967(72)02440967(72)0244

861-3665 上益城郡山都町犬飼384下田茶園食  品

そよ風の故郷から
おとうふの味噌漬け 0967(83)17210967(83)1720

861-3903 上益城郡山都町柳井原929-1食彩の里 ふしみ食  品

焼き米玄米（アイガモ米）
焼き米 0967(75)00180967(75)0005

861-3451 上益城郡山都町金内1539成瀬水車食  品

桜コロッケ
馬刺 0967(83)00920967(83)0032

861-3901 上益城郡山都町馬見原61-3肉のみやべ食  品

ゆずみつ
ゆずぺっぱぁ 0967(74)00560967(74)0055

861-3534 上益城郡山都町大字柚木806(有)本田農園食  品

やまめうるか
やまめ甘露煮 0967(72)34120967(72)0496

861-3672 上益城郡山都町目丸3856(有)松本養魚所食  品

手作りジャム
手作り御当地あいすくりいむ 0967(82)28780967(82)2878

861-3811 上益城郡山都町大平265-1ＭＩＬＫＹ－ＷＡＹ食  品

純米吟醸古酒　蝉
大吟醸　通潤 0967(72)04210967(72)1177

861-3518 上益城郡山都町浜町54通潤酒造(株)酒  類

二天一流　宮本武蔵
天使の分け前 0967(72)05010967(72)0003

861-3518 上益城郡山都町浜町60-1山都酒造(株)酒  類

贈答品
茶陶器 096(285)7564096(285)7563

861-3104 上益城郡嘉島町大字北甘木2222近重治太郎(有)小代焼たけみや窯陶  器

古式伝承馬油
白馬油 096(282)1388096(282)2357

861-3203 上益城郡御船町大字高木4193肌美和(株)民工芸・日用品

竹割箸
手造り竹箸 096(282)0203096(282)0203

861-3204 上益城郡御船町木倉231羽多野竹材店民工芸・日用品



普　通　会　員　名　簿

業　種　 〒番号  所在地
主な取扱商品 電話番号/ＦＡＸ番号

会社名・屋号　

竹花器・食器
米揚ザル 096(286)1299096(286)1163

861-2204 上益城郡益城町小谷291益城竹材販売民工芸・日用品

[八代郡]

家伝飴
白玉粉 0964(43)36500964(43)0031

869-4803 八代郡氷川町吉本72白玉屋新三郎(株)食  品

国産菜種油「地あぶら」 0964(43)42210964(43)0221
869-4803 八代郡氷川町吉本94番地(有)堀内製油食  品

茶道具
ビールカップ 0965(62)34760965(62)2452

869-4601 八代郡氷川町今229肥後高田焼伝七窯陶  器

おてもやん
彦一こま 0965(62)25060965(62)2506

869-4602 八代郡氷川町宮原955-1(有)彦一こま民工芸・日用品

い草クロス
い草和紙 0965(52)50270965(52)6727

869-4813 八代郡氷川町若洲65(株)水の子民工芸・日用品

[葦北郡]

飲むお酢
豆乳プリン 0966(82)54190966(82)2033

869-5442 葦北郡芦北町花岡309-54(株)MONARIOｷｬﾋﾟﾀﾙﾌｰｽﾞ菓  子

デコポン缶詰
デコポンゼリー 0966(82)50200966(82)2515

869-5441 葦北郡芦北町佐敷424あしきた農業協同組合食  品

さしみ醤油　老松
寒漬 0966(82)23380966(82)2026

869-5441 葦北郡芦北町佐敷249岩永醤油(名)食  品

魚菓子天
太刀魚天 0966(82)54190966(82)2306

869-5442 葦北郡芦北町花岡309-54(有)高田蒲鉾食  品

熊本ラーメンもっこす亭 醤油とんこつ味
熊本ラーメンもっこす亭 とんこつ味 0966(82)51460966(82)2508

869-5441 葦北郡芦北町佐敷363(株)宮本産業食  品

にごり原酒 0966(78)38770966(78)2001
869-5602 葦北郡津奈木町大字津奈木1192亀萬酒造(資)酒  類

[球磨郡]

栗ようかん
栗まんじゅう 0966(23)30930966(22)7171

868-0091 球磨郡山江村大字万江甲423(株)やまえ菓  子

国産有機 烏龍茶
深むし茶 0966(38)53350966(38)6282

868-0301 球磨郡錦町木上東1178-5(有)丸藤食  品
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からし漬
市房漬 0966(43)39570966(43)3827

868-0616 球磨郡湯前町下村3116-3(農)下村婦人会市房漬加工組合食  品

とうふみそ
とうふのみそ漬け 0966(44)00220966(44)0002

868-0701 球磨郡水上村岩野2622-1(有)たけうち食  品

鹿肉のソーセージ
鹿肉のくんせい 0966(49)60120966(49)6011

868-0703 球磨郡水上村大字湯山1474-1(株)みずかみ食  品

煎茶 0966(35)01780966(38)2581
868-0093 球磨郡相良村大字川辺185-243(有)緑茶園食  品

頑固豆腐のみそ漬
山うにとうふ オリジナル 0966(37)20230966(37)2022

868-0203 球磨郡五木村丙635-3(有)五木屋本舗食  品

いろいろ入って彩り米
有作くん　玄米 0966(22)49680966(22)4968

868-0091 球磨郡山江村大字万江甲883-1中村　智代正食  品

栗きんとん
栗渋皮煮 0966(22)54940966(24)7324

868-0092 球磨郡山江村山田丁821(有)やまえ堂食  品

秋ウコン
春ウコン 0966(47)08660966(47)0590

868-0422 球磨郡あさぎり町上北1972-1(有)あさぎり町ふるさと振興社食  品

秋の露 全麹古酒
秋の露 樽原酒 0966(38)43720966(38)4371

868-0302 球磨郡錦町一武2577-13常楽酒造(株)酒  類

特吟六調子
圓 0966(38)24640966(38)1130

868-0303 球磨郡錦町大字西1013六調子酒造(株)酒  類

かやぶき文蔵
文蔵２５度 0966(42)54570966(42)2013

868-0501 球磨郡多良木町多良木785木下醸造所酒  類

常圧　球磨拳
球磨拳 0966(42)68760966(42)2381

868-0501 球磨郡多良木町大字多良木1022(株)恒松酒造本店酒  類

蔵八
しょうエクセレンス 0966(42)60000966(42)2008

868-0501 球磨郡多良木町大字多良木568房の露(株)酒  類

九代目
肥後路 0966(42)23980966(42)2278

868-0502 球磨郡多良木町黒肥地790(資)宮元酒造場酒  類

豊永蔵
樽いきいき 0966(43)43540966(43)2008

868-0600 球磨郡湯前町1873(名)豊永酒造酒  類

特別限定酒 大石
鬼倒（超音波熟成酒） 0966(44)04190966(44)0001

868-0701 球磨郡水上村岩野1053(資)大石酒造場酒  類
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梅酒　時代蔵八
譚 0966(45)03820966(45)0264

868-0432 球磨郡あさぎり町岡原南390-4(株)堤酒造　酒  類

特別清水仕込み　水鏡無私
もっこす 0966(45)29080966(45)1118

868-0422 球磨郡あさぎり町上北169-1松の泉酒造(資)酒  類

萬緑
くま川下り 0966(45)28450966(45)2106

868-0408 球磨郡あさぎり町免田東347番地3松本酒造場酒  類

いつき椿
球磨仙人 0966(45)48490966(45)0178

868-0442 球磨郡あさぎり町深田東581番地1(資)宮原酒造場酒  類

[天草郡]

でこしぼり
でこジャム 0969(37)98150969(37)9812

863-2502 天草郡苓北町上津深江1213-1(株)山下果樹園食  品

コーヒーカップ
花瓶 0969(35)03580969(35)0222

863-2505 天草郡苓北町内田554-1(有)木山陶石鉱業所陶  器


