
-9月は「なす」「ぶどう」「れんこん」にフォーカス！-
9月は62の九州の生産者や加工業者、飲食店などが参加。「九州の旬」を開催テーマに、中でも今が旬の「なす」

「ぶどう」「れんこん」に注目。「ぶどう」はいつもと違う食べ方で楽しんでいただけるよう、出店農家さんと飲食店
がコラボレーションして考案したぶどうPizzaの販売や、 FARMERS’ スタッフが「なす」に合う油と調味料の組み合わ
せを考案して調理した「なす」を、来場者の皆さまにご試食いただき投票形式で1番を決めるHFM ナスビーカップも開
催いたします（開催は6日、7日、8日）。また、本マーケットをきっかけに生まれた出店農家さんと飲食店とのコラボ
レーションによるオリジナルメニューも販売いたします。さらに、参加する62の九州の生産者、加工業者や飲食店など
の旬の野菜、こだわりの加工品やその場で食べられる旬の食材を使った会場限定のフード等を直接販売いたします。

イベント期間中は「博多FARMERS’ MARKET」の参加店舗やシェフへの取材が可能です。

※出品内容は変更となる場合がございます。

㈱ＪＲ博多シティは、九州の農業の元気づくりを応援することを目的に実施している「博多FARMERS’MARKET」
を9月の下記日程で開催いたします。
今回も日本各地で生産者と消費者をつなぐマルシェを開催している株式会社ぐるなび（本社：東京都千代田区、

代表取締役社長：久保征一郎、以下 ぐるなび）と提携し、人気のお店やシェフが会場にて生産者の食材を調理し
て提供する企画を開催していきます。

九州の生産者による「新鮮」「おいしい」「笑顔」のマーケット

博多 FARMERS’ MARKET
9月開催のお知らせ！

【イベント概要】
○イベント名称 博多FARMERS’ MARKET（ハカタ ファーマーズ マーケット）
○開催日時 9月5日（木）～9日（月） 11：30～19：00 
○開催場所 JＲ博多駅前広場
○主 催 ㈱ＪＲ博多シティ、㈱ぐるなび、九州旅客鉄道㈱、㈱NKB

［本リリースに関するお問い合わせ先］ 株式会社ＪＲ博多シティ 営業部 販売促進課 広報担当：古賀・安田
ＴＥＬ （092）441-5947 ＦＡＸ（092）441-5942 URL：http://www.jrhakatacity.com/

今回は旬の食材「新茶」と「新ゴボウ」にフォーカス！

JR博多シティ News Release

報道関係各位

2019年8月27日

（1/3）

【次回開催予告】
○開催日時 2020年2月7日（金）～11日（火） 11：30～19：00 
○開催場所 JＲ博多駅前広場

http://www.jrhakatacity.com/


■出店一覧

※2019年8月27日時点の情報です。出店者や出品内容は当日までに変更となる場合がございます。

No 出店名
メイン商品

・太字は旬食材を使った加工品
・★印は旬の青果　　・◆印は旬の食材を使ったフード

5日
（木）

6日
（金）

7日
（土）

8日
（日）

9日
（月）

1 Sketchers
米粉シフォンケーキ、焼き菓子、
巨峰のレーズンサンド、巨峰サイダー ● ●    

2 五島うどん　マルマス 五島手延べうどん ● ● ● ● ●

3 手煎り珈琲豆の幸珈琲 コーヒー豆、パン、焼き菓子   ● ●  

4 竹千寿 ◆九州産さつま芋ちまき等のちまき各種 ● ● ● ● ●

5 KOYASU FARM ヤギミルクアイス「うみあいす」、ヤギミルクソフトクリーム ● ● ● ● ●

6 豆腐工房ぬくもり畑 豆腐の味噌漬、豆乳ドレッシング、パテトフ ● ● ● ● ●

7 五島列島漁師手づくり　網元・清兵衛 赤かますの開きなどの干物各種 ● ● ● ● ●

8 国産モリンガ専門店 モリンガ加工品、モリンガ種、モリンガ苗 ● ● ●   

9 しあわせトマト トマト各種 ● ● ● ●  

10 松きのこの里
松きのこ、まつきのこのディップ、
松きのこの天ぷらや中華ちまきなどのフード ● ● ● ● ●

11 DEAN & DELUCA アミュプラザ博多店
出店農家さんの野菜や果物を使用したジャンバラヤ、
ベーカリー商品、ドリンク等   ● ● ●

12 アイズスイーツラボ
ぶどうを使用したパンナコッタやジャム、なすとれんこんのパウ
ンドケーキ、
濃密熟ショコラ、ダックワーズ、タピオカパンナコッタ等

   ● ●

13 N-orangette
ぶどうを使用したシフォンサンド等の
各種シフォンケーキやシフォンサンド、焼菓子   ● ●  

14 くじゅう高原地ビール　Beer Oh! 地ビール、サイダー、骨付きフランク ● ● ● ● ●

15 島田梅園 ★とうがらし、かぼちゃ   ●   

16 川田農園 ★イチジク、桃ジュース、ジャム各種、蜂蜜  ● ● ● ●

17 ビオ・マルシェ ★れんこん、パプリカ等の有機野菜、有機加工品 ● ● ● ●  

18 林農園～朝倉市杷木～ ★梨、梨加工品  ●   ●

19 Maazel Maazel
アグリオールスターズのぶどうを使用したスムージーや
各種スムージー、れんこんを使用したスープや各種スープ ● ● ● ●  

20 安田蒲鉾店 飛魚(あご)の蒲鉾、厚焼、地元産の魚を使った揚げ蒲鉾 ● ● ● ● ●

21 中村農園 なすやにんにくなどの野菜 ● ●   ●

22 ひかる農園 ★梨    ● ●

23 アグリオールスターズ ★ぶどう ● ● ● ● ●

24 お茶の嬉野園 嬉野茶各種 ● ●    

25 放牧薩摩黒豚の三清屋 放牧薩摩黒豚ジャンボ串、焼とうもろこし等  ● ● ●  

26
鹿児島鹿屋パパイヤ研究会
・よかど市

★なす、★ぶどう、パパイヤ等の
鹿児島大隅半島産農産物や加工品 ● ● ● ●

27 イシダファーム ソフトクリーム、カクテル、フロート、ジャム、シロップ ● ● ● ● ●

28 tenjiku お茶、★梨、★ぶどう、生姜 ● ● ● ●  

29 ピュアリィ 純米酢、万能酢、切り干し大根、自然栽培米等   ●   

30 ぽてと倶楽部 アスパラガス、そばの実、お米等 ●  ●  ●


出店者一覧

						【09月博多FM】出店者一覧		更新日：2019/08/14

																																								木		金		土		日		月																						確定05日		確定06日		確定07日		確定08日		確定09日

		新規		店舗コード		No		出店名		メイン商品
・太字は旬食材を使った加工品
・★印は旬の青果　　・◆印は旬の食材を使ったフード シュン シュン ショクザイ ツカ		店舗区分		店舗区分詳細		営業		5日
（木） モク		6日
（金） キン		7日
（土） ツチ		8日
（日） ニチ		9日
（月） ゲツ		テーマ食材		取引先名		産地		備考		出店カテゴリ		枠数 ワク スウ		05日		06日		07日		08日		09日		枠数 ワク スウ		電気容量		電源使用機材		電気		養生		保健所 ホケンジョ		パック		サポート		試食会 シショク カイ		販売員 ハンバイイン		ゴミ1		ゴミ2		ゴミ3		ゴミ4		ゴミ5

				z854300		1		Sketchers		米粉シフォンケーキ、焼き菓子、
巨峰のレーズンサンド、巨峰サイダー		既登録				マルシェ　事務局		●		●		 		 		 		ぶどう		大神 佳奈子		822 - 0027 福岡県 直方市古町10-16				加工品		0		1		1		1		 		 		3						0						0		0		0		0

				z703100		2		五島うどん　マルマス		五島手延べうどん		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		●		●				株式会社マルマス		857 - 4214 長崎県 南松浦郡新上五島町七目郷112番地		協賛品あり
食べ方あり
火気使用：IH		加工品		0		1		1		1		1		1		5				IH調理器		1		1				0		0		0		0

				z854200		3		手煎り珈琲豆の幸珈琲		コーヒー豆、パン、焼き菓子		既登録				マルシェ　事務局		 		 		●		●		 				長 美幸		福岡市博多区東比恵3丁目20-23岩瀬ビル403		火気使用：コンロ
食べ方あり		加工品		0		 		 		1		1		 		2						0						0		0		0		0

				z652100		4		竹千寿		◆九州産さつま芋ちまき等のちまき各種		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		●		●				有限会社アルファー		〒823‐0017　福岡県宮若市倉久890番地		旬：定番セット　九州産さつま芋ちまき		飲食店		0		 		 		1		1		 		2		900		蒸し器		1		1				0		0		0		0

		1				5		KOYASU FARM		ヤギミルクアイス「うみあいす」、ヤギミルクソフトクリーム								●		●		●		●		●						811 - 2121 福岡県 糟屋郡宇美町平和1-15-25		キッチンカー出店
旬：ヤギミルクアイス「うみあいす」、ヤギミルクソフトクリーム		飲食店		0		1		1		1		1		1		5				冷凍庫　ソフトクリームメーカー		2						0		0		0		0

				z541600		6		豆腐工房ぬくもり畑		豆腐の味噌漬、豆乳ドレッシング、パテトフ		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		●		●				豆腐工房 ぬくもり畑 中村康治		福岡県朝倉市堤612番地				加工品		0		1		1		1		1		1		5						0						0		0		0		0

				z744700		7		五島列島漁師手づくり　網元・清兵衛		赤かますの開きなどの干物各種		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		●		●				有限会社松園水産		〒853-2312 長崎県南松浦郡新上五島町日島郷262				加工品		0		1		1		1		1		1		5				冷凍ショーケース		1						0		0		0		0

				z807300		8		国産モリンガ専門店		モリンガ加工品、モリンガ種、モリンガ苗		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		 		 				ミラクルグリーン株式会社		福岡県大野城市つつじヶ丘3-2-20				加工品		0		1		1		1		 		 		3						0						0		0		0		0

				z856700		9		しあわせトマト		トマト各種		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		●		 				株式会社ライズアップ		822 - 0024 福岡県 直方市須崎町14-13		旬：トマト各種		農産物		0		1		1		1		1		 		4						0						0		0		0		0

				z745300		10		松きのこの里		松きのこ、まつきのこのディップ、
松きのこの天ぷらや中華ちまきなどのフード		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		●		●				株式会社K-smile		839 - 0817 福岡県 久留米市山川町 1663-3		火気使用：IH		飲食店		0		1		1		1		1		1		5		1500		電気フライヤー		1		1				0		0		0		0

				z835000		11		DEAN & DELUCA アミュプラザ博多店		出店農家さんの野菜や果物を使用したジャンバラヤ、
ベーカリー商品、ドリンク等		既登録				マルシェ　事務局		 		 		●		●		●		要確認		株式会社ウェルカム		福岡市博多区博多駅中央街1-1 アミュプラザ博多B1		担当：事務局		飲食店		0		 		 		1		1		1		3				IH、冷凍ショーケース		1		1				0		0		0		0

				z830900		12		アイズスイーツラボ		ぶどうを使用したパンナコッタやジャム、なすとれんこんのパウンドケーキ、
濃密熟ショコラ、ダックワーズ、タピオカパンナコッタ等 シヨウ		既登録				マルシェ　事務局		 		 		 		●		●		パンナコッタ（ぶどう白ワイン煮）、ぶどうと白ワインのジャム、なすとれんこんのパウンドケーキ		I’s Sweet Labo 岩崎 将		810 - 0075 福岡県 福岡市中央区港 2-11-2				加工品		0		 		 		1		1		 		2						0						0		0		0		0

				z773500		13		N-orangette		ぶどうを使用したシフォンサンド等の
各種シフォンケーキやシフォンサンド、焼菓子		既登録				マルシェ　事務局		 		 		●		●		 		ぶどうを使用したシフォンサンド		難波 純一		熊本県熊本市中央区萩原町5-58				加工品		0		 		 		1		1		 		2						0						0		0		0		0

				z768500		14		くじゅう高原地ビール　Beer Oh!		地ビール、サイダー、骨付きフランク		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		●		●				株式会社くじゅう高原開発公社		878 - 0205 大分県 竹田市久住町白丹7575-1				飲食店		0		1		1		1		1		1		5						3		1				0		0		0		0

				z856800		15		島田梅園		★とうがらし、かぼちゃ		既登録				マルシェ　事務局		 		 		●		 		 				島田梅園 島田 宣夫		889 - 1201 宮崎県 児湯郡都農町川北1912		火気使用：炭
旬：とうがらし		農産物		0		 		 		1		 		 		1						0						0		0		0		0

				z591700		16		川田農園		★イチジク、桃ジュース、ジャム各種、蜂蜜		加盟店		営業回収		内藤　祐喜		 		●		●		●		●				川田農園 川田 豊一		855 - 0877 長崎県 島原市浜の町 丁160		旬：イチジク		加工品		0		 		1		1		1		1		4						0						0		0		0		0

				z723700		17		ビオ・マルシェ		★れんこん、パプリカ等の有機野菜、有機加工品		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		●		 		有機れんこん		株式会社ビオ・マーケット		〒561-0841　大阪府豊中市名神口1-8-1		火気：カセットコンロ		加工品		0		1		1		1		1		 		4						0						0		0		0		0

				z667400		18		林農園～朝倉市杷木～		★梨、梨加工品		既登録				マルシェ　事務局		 		●		 		 		●				林農園 林 誠吾		838 - 1506 福岡県 朝倉市杷木林田1132-3		9/6→トラック、9/9→テント
旬：梨・梨ジュース		加工品		0		 		1		 		 		1		2						0						0		0		0		0

				z704000		19		Maazel Maazel		アグリオールスターズのぶどうを使用したスムージーや
各種スムージー、れんこんを使用したスープや各種スープ		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		●		 		れんこんを使用した期間限定スープ、ぶどうを使用した期間限定のスムージー		株式会社Maazel Corporation		山口県下関市一の宮住吉3-2-1		火気：IH		加工品		0		 		1		1		1		 		3				IH調理器・冷凍ショーケース		2						0		0		0		0

		1				20		安田蒲鉾店		飛魚(あご)の蒲鉾、厚焼、地元産の魚を使った揚げ蒲鉾								●		●		●		●		●						長崎県南松浦郡新上五島町奈摩郷14番地13		三方幕囲い必須		加工品		0		1		1		1		1		1		5				冷蔵ケース		1				1		0		0		0		0

				z798800		21		中村農園		なすやにんにくなどの野菜		既登録				マルシェ　事務局		●		●		 		 		●		なす		中村 俊史		福岡県久留米市山川町259		9/5→パラソル、9/6→トラック
9/9→テント		農産物		0		 		1		 		 		1		2						0						0		0		0		0

				z830400		22		ひかる農園		★梨		既登録				マルシェ　事務局		 		 		 		●		●				大野 光		福岡市東区千早1-9-2-404		農業受け入れ体験　告知可否確認		農産物		0		 		 		 		1		 		1						0						0		0		0		0

				z760400		23		アグリオールスターズ		★ぶどう		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		●		●		ぶどう		アグリオールスターズ 代表 秋吉 智博		838 - 1521 福岡県 朝倉市杷木志波5360				農産物		0		1		1		1		1		1		5						0						0		0		0		0

				z854400		24		お茶の嬉野園		嬉野茶各種		既登録				マルシェ　事務局		●		●		 		 		 		蔵出し嬉野茶		有限会社お茶の嬉野園		佐賀県嬉野市嬉野町下宿甲1698-1				加工品		0		1		1		1		1		 		4				ポット　シーラー		1						0		0		0		0

				z476101		25		放牧薩摩黒豚の三清屋		放牧薩摩黒豚ジャンボ串、焼とうもろこし等		既登録				マルシェ　事務局		 		●		●		●		 				有限会社三清屋		鹿児島県鹿屋市笠之原町5番58号		火気：ホットプレート		飲食店		0		 		1		1		1		 		3				ホットプレート		3		1		1		0		0		0		0

				z705200		26		鹿児島鹿屋パパイヤ研究会
・よかど市		★なす、★ぶどう、パパイヤ等の
鹿児島大隅半島産農産物や加工品		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		●				なす、ぶどう		グリーンファースト株式会社		893 - 0013 鹿児島県 鹿屋市札元1-6-20-A102				加工品		0		1		1		1		1		1		5						0						0		0		0		0

				z799700		27		イシダファーム		ソフトクリーム、カクテル、フロート、ジャム、シロップ		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		●		●				石田 大輔		822 - 0033 福岡県 直方市上新入2973-2		キッチンカー出店		飲食店		0		1		1		1		1		1		5						3		0				0		0		0		0

				z867100		28		tenjiku		お茶、★梨、★ぶどう、生姜		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		●		 				合同会社tenjiku		861 - 4134 熊本県 熊本市南区刈草3-3-20 アークウィル１棟103号		出品商品未提出		加工品		0		 		1		1		1		 		3		700		ポット		1						0		0		0		0

		1				29		ピュアリィ		純米酢、万能酢、切り干し大根、自然栽培米等								 		 		●		 		 						860 - 0025 熊本県 熊本市中央区紺屋町 1-17				加工品		0		 		 		1		 		 		1						0						0		0		0		0

				z700800		30		ぽてと倶楽部		アスパラガス、そばの実、お米等		既登録				マルシェ　事務局		●		 		●		 		●				永田 惇		長崎県雲仙市愛野町甲２１０		旬：アスパラガス、オクラ（ダビデの星）、そばの実		農産物		0		1		 		1		 		1		3						0						0		0		0		0

		新規		店舗コード		No		出店名		メイン商品
・太字は旬食材を使った加工品
・★印は旬の青果　　・◆印は旬の食材を使ったフード シュン シュン ショクザイ ツカ		店舗区分		店舗区分詳細		営業		5日
（木） モク		6日
（金） キン		7日
（土） ツチ		8日
（日） ニチ		9日
（月） ゲツ		テーマ食材		取引先名		産地		備考		出店カテゴリ		枠数 ワク スウ		05日		06日		07日		08日		09日		枠数 ワク スウ		電気容量		電源使用機材		電気		養生		保健所 ホケンジョ		パック		サポート		試食会 シショク カイ		販売員 ハンバイイン		ゴミ1		ゴミ2		ゴミ3		ゴミ4		ゴミ5

		1		z871400		31		カフェとんぼ		餅菓子						マルシェ　事務局		 		 		 		●		●						福岡県京都郡苅田町下片島422		食べ方あり
夏が旬の鹿児島県産の落花生を使用しています。		加工品		0		 		 		1		1		 		2						0						0		0		0		0

				z831800		32		九州うまいハム.com		◆れんこん入りソーセージ、◆れんこんカレーライス、
スローライフ工房　九州産豚肉のハム・ソーセージ		既登録				マルシェ　事務局		 		●		●		 		 				株式会社九食		佐賀県鳥栖市田代大官町下天764-7		火気：カセットコンロ		飲食店		0		 		1		1		1		 		3				冷蔵庫、電気鍋		1		1				0		0		0		0

				z865000		33		四季のぬか漬け本舗		ぬか床、漬物、味噌などの加工品		既登録				マルシェ　事務局		 		 		●		●		 				株式会社エコライフ福岡		820 - 0068 福岡県 飯塚市片島3-16-26				加工品		0		 		 		1		1		 		2						0						0		0		0		0

				z527800		34		柚子胡椒専門店 会員制伍代長谷部		柚子胡椒、柚子の秘水等		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		●		●				ジェントルマン 合同会社		福岡県太宰府市五条1-10-1-2Ｆ				加工品		0		1		1		1		1		1		5						0						0		0		0		0

				z585600		35		奥八女　茶の葉堂		八女茶、菓子		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		 		 				有限会社原野製茶本舗		834 - 0102 福岡県 八女郡広川町水原2022-1		旬：季節限定「蔵出し茶」		加工品		0		1		1		1		1		 		4		1000		ポット		1						0		0		0		0

				z755400		36		みんなの木ぱん		食ぱん、菓子ぱん		既登録				マルシェ　事務局		 		●		●		●		 				シンタイギ株式会社		838 - 0023 福岡県 朝倉市三奈木3374-1				加工品		0		 		1		1		1		 		3		1000		トースター		1						0		0		0		0

				fbh3100		37		藤一		◆藤一特製焼きなす田楽風、自家製肉辛味噌、ソーセージ		加盟店		営業回収		梅田　亜佳音		 		●		●		●		●		藤一特製焼きなす味噌田楽風		友滝 智彦		811 - 0013 福岡県 福岡市東区香椎駅前1-14-32		火気使用：炭		飲食店		0		 		1		1		1		 		3						0		1				0		0		0		0

		1				38		福岡県農業大学校　研修科		★なす、★ぶどう等の野菜、その他加工品 タ								 		 		●		 		 		なす、ぶどう				〒818-0004  福岡県筑紫野市吉木767		ラベル未確認		加工品		0		 		 		1		 		 		1						0						0		0		0		0

				z514100		39		大石商店		しいたけ、藻塩		加盟店		営業回収		内藤　祐喜		●		●		●		 		 				大石商店 代表者 大石勝彦		長崎県対馬市峰町志多賀５５７		旬：乾しいたけ		加工品		0		1		1		1		 		 		3						0						0		0		0		0

				z833000		40		芳香園		★豊水梨、ドライ梨、梨ジャム、梨酢		既登録				マルシェ　事務局		●		 		 		●		●				芳香園 中間 朋海		大分県日田市夜明中町1766		旬：豊水梨		加工品		0		 		1		 		1		1		3						0						0		0		0		0

		1				41		たかき穂多留市		★梨や★なす等の野菜、ゆず胡椒、乾燥シイタケ等の加工品								 		 		●		 		 		なす				838 - 0072 福岡県 朝倉市黒川2176		旬：梨
食べ方あり		加工品		0		 		 		1		 		 		1						0						0		0		0		0

				z527900		42		ひもの大嶋屋		干物、海産珍味		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		●		●				有限会社大嶋商店		837 - 0917 福岡県 大牟田市草木1122-1-5		旬：地あじの開き、とび魚の開き
火気使用：コンロ		加工品		0		1		1		1		1		1		5		1000		冷凍ケース		1						0		0		0		0

				z609500		43		城﨑農園		★巨峰やシャインマスカット等のぶどう各種、★梨		加盟店		営業回収		内藤　祐喜		 		 				●		●		ぶどう		城﨑農園 城﨑 智秀		福岡県筑後市大字野町518-1		ぐるたび
旬：ぶどう、梨
9月は、完熟期で、どの品種も甘い時期です		農産物		0		 		1		1		1		 		3						0						0		0		0		0

				z747900		44		奥八女星野茶農家　高木茶園		緑茶		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		 		 				髙木 暁史		福岡県八女市星野村5218		火気：カセットコンロ		加工品		0		1		1		1		 		 		3						0						0		0		0		0

		1				45		インパクト		スモモや梅等のジャム、シロップ ウメ ナド								 		 		 		●		●		スモモ、梅				大分県日田市大山町東大山1905-2		旬：スモモ、梅		加工品		0		 		 		1		1		 		2						0						0		0		0		0

		1		fak9001		46		ミートアップ＆お肉の三周家		◆博多　野菜サンド、お肉屋さんのカレー		加盟店		営業回収		長野　紘明		●		●		●		●		 		なす、レンコン		株式会社エル三和		福岡市博多区金の隈2-20-61		火気使用：IH、炭		飲食店		0		1		1		1		1		1		5				IH、スチームオーブン		2		1				0		0		0		0

		1				47		はらロール＋café		◆アグリオールスターズのシャインマスカットを使用したロールケーキ等のロールケーキ各種、
ジンジャーハニーティー等のドリンク各種								●		●		●		●		●		シャインマスカット				福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１アミュプラザ博多B1F				飲食店		0		1		1		1		1		1		5				冷蔵ショートケース、冷蔵庫、電気ポット、照明器具		2		1				0		0		0		0

		1		z871200		48		生島農園		★れんこん、七夕コシヒカリ						マルシェ事務局		 		 		●		●		 		レンコン				849 - 1221 佐賀県 杵島郡白石町新拓363				トライアル農産物		0		 		 		1		1		 		2						0						0		0		0		0

				z701200		49		長岡順やさい		★なす、生姜、パプリカ等の野菜		既登録				マルシェ　事務局		●		 		 		●		 		なす		長岡 順也		佐賀県三養基郡基山町大字園部171番地12　		9/5トラック希望
9/8通常出店
食べ方あり		農産物		0		1		 		 		1		 		2						0						0		0		0		0

				z768800		50		弥生が丘養蜂園		国産はちみつ		既登録				マルシェ　事務局		 		●		●		●		●				株式会社弥生が丘養蜂園		佐賀県鳥栖市弥生が丘７－８				加工品		0		 		1		1		1		 		3						0						0		0		0		0

				z701100		51		鶴製茶		茶		既登録				マルシェ　事務局		 		●		●		●		 				鶴製茶 代表 靏 和幸		佐賀県三養基郡基山町大字園部3735				加工品		0		 		1		1		1		 		3						0						0		0		0		0

		1				52		macotofarm		なすやズッキーニ、オクラ等の野菜								 		 				●		 		なす				福岡県福岡市博多区住吉５丁目29-5		軽トラ出店可能
食べ方あり		農産物		0		 		 		1		1		 		2						0						0		0		0		0

				fbjw600		53		本格炭火焼鳥　炭家108		◆中村農園のなすを使ったピザ仕立て串、
◆福岡県産 手作り鶏れんこんつくね串等		加盟店		営業回収		真田　祥考		●		●		●		●		 		福岡県産 手作り鶏レンコンつくね串、福岡県産 ナスを使ったピザ仕立て串		江頭 寿章		814 - 0022 福岡県 福岡市早良区原1丁目38-26 岡部コーポ1号		火気使用：炭		飲食店		0		1		1		1		1		 		4		1400		生ビールサーバー・扇風機・携帯充電器		1		1				0		0		0		0

		1		z871100		54		MIGHTY FIVE STAR		◆城﨑農園のぶどうを使ったデザートpizza等の各種pizza ジョウ サキ ノウエン						マルシェ　事務局		●		●		●		●		●		ぶどうを使ったフルーツpizza				812 - 0063 福岡県 福岡市東区原田4-34-18 ロフティ箱崎公園通り601		キッチンカー出店
電気1口は事務局負担		トライアル飲食店		0		1		1		1		1		1		5		1500		コールドテーブル		1						0		0		0		0

		1				55		ひろきゆうき農場		★なす、米、ごぼうなどの野菜								 		 		●		●		 		なす				福岡県福岡市早良区小笠木５４２		軽トラ可能		農産物		0		 		 		1		1		 		2						0						0		0		0		0

		1				56		道の駅むなかた		むなかたの食材を使用した加工品						マルシェ　事務局		 		 		 		●		 				宗像市		811 - 3492 福岡県 宗像市東郷1丁目1番1号				協賛・PR出店		0		 		 		 		1		 		1						0

		1				57		Rossa Garage		食パン、ラスク、ジャム、ミルクボールパン								●		●		 		 		●						815 - 0037 福岡県 福岡市南区玉川町1-25 幸田ビル105				加工品		0		1		 		 		 		1		2						0

				z835600		58		TOBIKATAYA		◆れんこんと大葉のソーセージ、上陽豚バラ串、
スモークチキンレッグ、桑の葉茶、八女地ビール		既登録				マルシェ　事務局		●		 		 		 		 		レンコンと大葉のソーセージ		坂田 雅彬		834 - 0023 福岡県 八女市馬場303-8 オオクマハイツ102		火気使用：コンロ		飲食店		0		1		 		 		 		 		1						0		1

		1		z871300		59		筒井時正玩具花火製造所		食パン、花火						マルシェ事務局		●		●		 		 		 				筒井時正玩具花火製造所株式会社		福岡県みやま市高田町竹飯1950－1				トライアル加工品		0		1		1		 		 		 		2						0		0		0		0		0		0		0

				z812300		60		フードアトリエ湖舟　わたなべたかこ		れんこんチップ、季節のジャム、パクチーペースト等		既登録				マルシェ　事務局		●		●		 		 		 		レンコンチップ		フードアトリエ湖舟 渡辺 貴子		福岡県久留米市長門石2-3-14				加工品		0		1		1		 		 		 		2						0		0		0		0		0		0		0

		1				61		miel		◆ぶどうや梨などのカジツ氷、果物、柿みそ								●		●		●		●		●		ぶどう		miel		839-1321　福岡県うきは市吉井町1340				飲食店		0		1		1		 		 		1		3						1		1

						62		さくらファーム		★オイスターマッシュルーム、にんにく、黒にんにく クロ										●		 		 

																		0		0		0		0		0







■出店一覧

※2019年8月27日時点の情報です。出店者や出品内容は当日までに変更となる場合がございます。

No 出店名
メイン商品

・太字は旬食材を使った加工品
・★印は旬の青果　　・◆印は旬の食材を使ったフード

5日
（木）

6日
（金）

7日
（土）

8日
（日）

9日
（月）

31 カフェとんぼ 餅菓子    ● ●

32 九州うまいハム.com
◆れんこん入りソーセージ、◆れんこんカレーライス、
スローライフ工房　九州産豚肉のハム・ソーセージ  ● ●   

33 四季のぬか漬け本舗 ぬか床、漬物、味噌などの加工品   ● ●  

34 柚子胡椒専門店 会員制伍代長谷部 柚子胡椒、柚子の秘水等 ● ● ● ● ●

35 奥八女　茶の葉堂 八女茶、菓子 ● ● ●   

36 みんなの木ぱん 食ぱん、菓子ぱん  ● ● ●  

37 藤一 ◆藤一特製焼きなす田楽風、自家製肉辛味噌、ソーセージ  ● ● ● ●

38 福岡県農業大学校　研修科 ★なす、★ぶどう等の野菜、その他加工品   ●   

39 大石商店 しいたけ、藻塩 ● ● ●   

40 芳香園 ★豊水梨、ドライ梨、梨ジャム、梨酢 ●   ● ●

41 たかき穂多留市 ★梨や★なす等の野菜、ゆず胡椒、乾燥シイタケ等の加工品   ●   

42 ひもの大嶋屋 干物、海産珍味 ● ● ● ● ●

43 城﨑農園 ★巨峰やシャインマスカット等のぶどう各種、★梨   ● ●

44 奥八女星野茶農家　高木茶園 緑茶 ● ● ●   

45 インパクト スモモや梅等のジャム、シロップ    ● ●

46 ミートアップ＆お肉の三周家 ◆博多　野菜サンド、お肉屋さんのカレー ● ● ● ●  

47 はらロール＋café
◆アグリオールスターズのシャインマスカットを使用したロール
ケーキ等のロールケーキ各種、
ジンジャーハニーティー等のドリンク各種

● ● ● ● ●

48 生島農園 ★れんこん、七夕コシヒカリ   ● ●  

49 長岡順やさい ★なす、生姜、パプリカ等の野菜 ●   ●  

50 弥生が丘養蜂園 国産はちみつ  ● ● ● ●

51 鶴製茶 茶  ● ● ●  

52 macotofarm なすやズッキーニ、オクラ等の野菜   ●  

53 本格炭火焼鳥　炭家108
◆中村農園のなすを使ったピザ仕立て串、
◆福岡県産 手作り鶏れんこんつくね串等 ● ● ● ●  

54 MIGHTY FIVE STAR ◆城﨑農園のぶどうを使ったデザートpizza等の各種pizza ● ● ● ● ●

55 ひろきゆうき農場 ★なす、米、ごぼうなどの野菜   ● ●  

56 道の駅むなかた むなかたの食材を使用した加工品    ●  

57 Rossa Garage 食パン、ラスク、ジャム、ミルクボールパン ● ●   ●

58 TOBIKATAYA
◆れんこんと大葉のソーセージ、上陽豚バラ串、
スモークチキンレッグ、桑の葉茶、八女地ビール ●     

59 筒井時正玩具花火製造所 食パン、花火 ● ●    
60 フードアトリエ湖舟　わたなべたかこ れんこんチップ、季節のジャム、パクチーペースト等 ● ●    
61 miel ◆ぶどうや梨などのカジツ氷、果物、柿みそ ● ● ● ● ●
62 さくらファーム ★オイスターマッシュルーム、にんにく、黒にんにく ●   


出店者一覧

						【09月博多FM】出店者一覧		更新日：2019/08/14

																																								木		金		土		日		月																						確定05日		確定06日		確定07日		確定08日		確定09日

		新規		店舗コード		No		出店名		メイン商品
・太字は旬食材を使った加工品
・★印は旬の青果　　・◆印は旬の食材を使ったフード シュン シュン ショクザイ ツカ		店舗区分		店舗区分詳細		営業		5日
（木） モク		6日
（金） キン		7日
（土） ツチ		8日
（日） ニチ		9日
（月） ゲツ		テーマ食材		取引先名		産地		備考		出店カテゴリ		枠数 ワク スウ		05日		06日		07日		08日		09日		枠数 ワク スウ		電気容量		電源使用機材		電気		養生		保健所 ホケンジョ		パック		サポート		試食会 シショク カイ		販売員 ハンバイイン		ゴミ1		ゴミ2		ゴミ3		ゴミ4		ゴミ5

				z854300		1		Sketchers		米粉シフォンケーキ、焼き菓子、
巨峰のレーズンサンド、巨峰サイダー		既登録				マルシェ　事務局		●		●		 		 		 		ぶどう		大神 佳奈子		822 - 0027 福岡県 直方市古町10-16				加工品		0		1		1		1		 		 		3						0						0		0		0		0

				z703100		2		五島うどん　マルマス		五島手延べうどん		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		●		●				株式会社マルマス		857 - 4214 長崎県 南松浦郡新上五島町七目郷112番地		協賛品あり
食べ方あり
火気使用：IH		加工品		0		1		1		1		1		1		5				IH調理器		1		1				0		0		0		0

				z854200		3		手煎り珈琲豆の幸珈琲		コーヒー豆、パン、焼き菓子		既登録				マルシェ　事務局		 		 		●		●		 				長 美幸		福岡市博多区東比恵3丁目20-23岩瀬ビル403		火気使用：コンロ
食べ方あり		加工品		0		 		 		1		1		 		2						0						0		0		0		0

				z652100		4		竹千寿		◆九州産さつま芋ちまき等のちまき各種		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		●		●				有限会社アルファー		〒823‐0017　福岡県宮若市倉久890番地		旬：定番セット　九州産さつま芋ちまき		飲食店		0		 		 		1		1		 		2		900		蒸し器		1		1				0		0		0		0

		1				5		KOYASU FARM		ヤギミルクアイス「うみあいす」、ヤギミルクソフトクリーム								●		●		●		●		●						811 - 2121 福岡県 糟屋郡宇美町平和1-15-25		キッチンカー出店
旬：ヤギミルクアイス「うみあいす」、ヤギミルクソフトクリーム		飲食店		0		1		1		1		1		1		5				冷凍庫　ソフトクリームメーカー		2						0		0		0		0

				z541600		6		豆腐工房ぬくもり畑		豆腐の味噌漬、豆乳ドレッシング、パテトフ		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		●		●				豆腐工房 ぬくもり畑 中村康治		福岡県朝倉市堤612番地				加工品		0		1		1		1		1		1		5						0						0		0		0		0

				z744700		7		五島列島漁師手づくり　網元・清兵衛		赤かますの開きなどの干物各種		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		●		●				有限会社松園水産		〒853-2312 長崎県南松浦郡新上五島町日島郷262				加工品		0		1		1		1		1		1		5				冷凍ショーケース		1						0		0		0		0

				z807300		8		国産モリンガ専門店		モリンガ加工品、モリンガ種、モリンガ苗		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		 		 				ミラクルグリーン株式会社		福岡県大野城市つつじヶ丘3-2-20				加工品		0		1		1		1		 		 		3						0						0		0		0		0

				z856700		9		しあわせトマト		トマト各種		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		●		 				株式会社ライズアップ		822 - 0024 福岡県 直方市須崎町14-13		旬：トマト各種		農産物		0		1		1		1		1		 		4						0						0		0		0		0

				z745300		10		松きのこの里		松きのこ、まつきのこのディップ、
松きのこの天ぷらや中華ちまきなどのフード		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		●		●				株式会社K-smile		839 - 0817 福岡県 久留米市山川町 1663-3		火気使用：IH		飲食店		0		1		1		1		1		1		5		1500		電気フライヤー		1		1				0		0		0		0

				z835000		11		DEAN & DELUCA アミュプラザ博多店		出店農家さんの野菜や果物を使用したジャンバラヤ、
ベーカリー商品、ドリンク等		既登録				マルシェ　事務局		 		 		●		●		●		要確認		株式会社ウェルカム		福岡市博多区博多駅中央街1-1 アミュプラザ博多B1		担当：事務局		飲食店		0		 		 		1		1		1		3				IH、冷凍ショーケース		1		1				0		0		0		0

				z830900		12		アイズスイーツラボ		ぶどうを使用したパンナコッタやジャム、なすとれんこんのパウンドケーキ、
濃密熟ショコラ、ダックワーズ、タピオカパンナコッタ等 シヨウ		既登録				マルシェ　事務局		 		 		 		●		●		パンナコッタ（ぶどう白ワイン煮）、ぶどうと白ワインのジャム、なすとれんこんのパウンドケーキ		I’s Sweet Labo 岩崎 将		810 - 0075 福岡県 福岡市中央区港 2-11-2				加工品		0		 		 		1		1		 		2						0						0		0		0		0

				z773500		13		N-orangette		ぶどうを使用したシフォンサンド等の
各種シフォンケーキやシフォンサンド、焼菓子		既登録				マルシェ　事務局		 		 		●		●		 		ぶどうを使用したシフォンサンド		難波 純一		熊本県熊本市中央区萩原町5-58				加工品		0		 		 		1		1		 		2						0						0		0		0		0

				z768500		14		くじゅう高原地ビール　Beer Oh!		地ビール、サイダー、骨付きフランク		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		●		●				株式会社くじゅう高原開発公社		878 - 0205 大分県 竹田市久住町白丹7575-1				飲食店		0		1		1		1		1		1		5						3		1				0		0		0		0

				z856800		15		島田梅園		★とうがらし、かぼちゃ		既登録				マルシェ　事務局		 		 		●		 		 				島田梅園 島田 宣夫		889 - 1201 宮崎県 児湯郡都農町川北1912		火気使用：炭
旬：とうがらし		農産物		0		 		 		1		 		 		1						0						0		0		0		0

				z591700		16		川田農園		★イチジク、桃ジュース、ジャム各種、蜂蜜		加盟店		営業回収		内藤　祐喜		 		●		●		●		●				川田農園 川田 豊一		855 - 0877 長崎県 島原市浜の町 丁160		旬：イチジク		加工品		0		 		1		1		1		1		4						0						0		0		0		0

				z723700		17		ビオ・マルシェ		★れんこん、パプリカ等の有機野菜、有機加工品		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		●		 		有機れんこん		株式会社ビオ・マーケット		〒561-0841　大阪府豊中市名神口1-8-1		火気：カセットコンロ		加工品		0		1		1		1		1		 		4						0						0		0		0		0

				z667400		18		林農園～朝倉市杷木～		★梨、梨加工品		既登録				マルシェ　事務局		 		●		 		 		●				林農園 林 誠吾		838 - 1506 福岡県 朝倉市杷木林田1132-3		9/6→トラック、9/9→テント
旬：梨・梨ジュース		加工品		0		 		1		 		 		1		2						0						0		0		0		0

				z704000		19		Maazel Maazel		アグリオールスターズのぶどうを使用したスムージーや
各種スムージー、れんこんを使用したスープや各種スープ		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		●		 		れんこんを使用した期間限定スープ、ぶどうを使用した期間限定のスムージー		株式会社Maazel Corporation		山口県下関市一の宮住吉3-2-1		火気：IH		加工品		0		 		1		1		1		 		3				IH調理器・冷凍ショーケース		2						0		0		0		0

		1				20		安田蒲鉾店		飛魚(あご)の蒲鉾、厚焼、地元産の魚を使った揚げ蒲鉾								●		●		●		●		●						長崎県南松浦郡新上五島町奈摩郷14番地13		三方幕囲い必須		加工品		0		1		1		1		1		1		5				冷蔵ケース		1				1		0		0		0		0

				z798800		21		中村農園		なすやにんにくなどの野菜		既登録				マルシェ　事務局		●		●		 		 		●		なす		中村 俊史		福岡県久留米市山川町259		9/5→パラソル、9/6→トラック
9/9→テント		農産物		0		 		1		 		 		1		2						0						0		0		0		0

				z830400		22		ひかる農園		★梨		既登録				マルシェ　事務局		 		 		 		●		●				大野 光		福岡市東区千早1-9-2-404		農業受け入れ体験　告知可否確認		農産物		0		 		 		 		1		 		1						0						0		0		0		0

				z760400		23		アグリオールスターズ		★ぶどう		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		●		●		ぶどう		アグリオールスターズ 代表 秋吉 智博		838 - 1521 福岡県 朝倉市杷木志波5360				農産物		0		1		1		1		1		1		5						0						0		0		0		0

				z854400		24		お茶の嬉野園		嬉野茶各種		既登録				マルシェ　事務局		●		●		 		 		 		蔵出し嬉野茶		有限会社お茶の嬉野園		佐賀県嬉野市嬉野町下宿甲1698-1				加工品		0		1		1		1		1		 		4				ポット　シーラー		1						0		0		0		0

				z476101		25		放牧薩摩黒豚の三清屋		放牧薩摩黒豚ジャンボ串、焼とうもろこし等		既登録				マルシェ　事務局		 		●		●		●		 				有限会社三清屋		鹿児島県鹿屋市笠之原町5番58号		火気：ホットプレート		飲食店		0		 		1		1		1		 		3				ホットプレート		3		1		1		0		0		0		0

				z705200		26		鹿児島鹿屋パパイヤ研究会
・よかど市		★なす、★ぶどう、パパイヤ等の
鹿児島大隅半島産農産物や加工品		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		●				なす、ぶどう		グリーンファースト株式会社		893 - 0013 鹿児島県 鹿屋市札元1-6-20-A102				加工品		0		1		1		1		1		1		5						0						0		0		0		0

				z799700		27		イシダファーム		ソフトクリーム、カクテル、フロート、ジャム、シロップ		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		●		●				石田 大輔		822 - 0033 福岡県 直方市上新入2973-2		キッチンカー出店		飲食店		0		1		1		1		1		1		5						3		0				0		0		0		0

				z867100		28		tenjiku		お茶、★梨、★ぶどう、生姜		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		●		 				合同会社tenjiku		861 - 4134 熊本県 熊本市南区刈草3-3-20 アークウィル１棟103号		出品商品未提出		加工品		0		 		1		1		1		 		3		700		ポット		1						0		0		0		0

		1				29		ピュアリィ		純米酢、万能酢、切り干し大根、自然栽培米等								 		 		●		 		 						860 - 0025 熊本県 熊本市中央区紺屋町 1-17				加工品		0		 		 		1		 		 		1						0						0		0		0		0

				z700800		30		ぽてと倶楽部		アスパラガス、そばの実、お米等		既登録				マルシェ　事務局		●		 		●		 		●				永田 惇		長崎県雲仙市愛野町甲２１０		旬：アスパラガス、オクラ（ダビデの星）、そばの実		農産物		0		1		 		1		 		1		3						0						0		0		0		0

		新規		店舗コード		No		出店名		メイン商品
・太字は旬食材を使った加工品
・★印は旬の青果　　・◆印は旬の食材を使ったフード シュン シュン ショクザイ ツカ		店舗区分		店舗区分詳細		営業		5日
（木） モク		6日
（金） キン		7日
（土） ツチ		8日
（日） ニチ		9日
（月） ゲツ		テーマ食材		取引先名		産地		備考		出店カテゴリ		枠数 ワク スウ		05日		06日		07日		08日		09日		枠数 ワク スウ		電気容量		電源使用機材		電気		養生		保健所 ホケンジョ		パック		サポート		試食会 シショク カイ		販売員 ハンバイイン		ゴミ1		ゴミ2		ゴミ3		ゴミ4		ゴミ5

		1		z871400		31		カフェとんぼ		餅菓子						マルシェ　事務局		 		 		 		●		●						福岡県京都郡苅田町下片島422		食べ方あり
夏が旬の鹿児島県産の落花生を使用しています。		加工品		0		 		 		1		1		 		2						0						0		0		0		0

				z831800		32		九州うまいハム.com		◆れんこん入りソーセージ、◆れんこんカレーライス、
スローライフ工房　九州産豚肉のハム・ソーセージ		既登録				マルシェ　事務局		 		●		●		 		 				株式会社九食		佐賀県鳥栖市田代大官町下天764-7		火気：カセットコンロ		飲食店		0		 		1		1		1		 		3				冷蔵庫、電気鍋		1		1				0		0		0		0

				z865000		33		四季のぬか漬け本舗		ぬか床、漬物、味噌などの加工品		既登録				マルシェ　事務局		 		 		●		●		 				株式会社エコライフ福岡		820 - 0068 福岡県 飯塚市片島3-16-26				加工品		0		 		 		1		1		 		2						0						0		0		0		0

				z527800		34		柚子胡椒専門店 会員制伍代長谷部		柚子胡椒、柚子の秘水等		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		●		●				ジェントルマン 合同会社		福岡県太宰府市五条1-10-1-2Ｆ				加工品		0		1		1		1		1		1		5						0						0		0		0		0

				z585600		35		奥八女　茶の葉堂		八女茶、菓子		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		 		 				有限会社原野製茶本舗		834 - 0102 福岡県 八女郡広川町水原2022-1		旬：季節限定「蔵出し茶」		加工品		0		1		1		1		1		 		4		1000		ポット		1						0		0		0		0

				z755400		36		みんなの木ぱん		食ぱん、菓子ぱん		既登録				マルシェ　事務局		 		●		●		●		 				シンタイギ株式会社		838 - 0023 福岡県 朝倉市三奈木3374-1				加工品		0		 		1		1		1		 		3		1000		トースター		1						0		0		0		0

				fbh3100		37		藤一		◆藤一特製焼きなす田楽風、自家製肉辛味噌、ソーセージ		加盟店		営業回収		梅田　亜佳音		 		●		●		●		●		藤一特製焼きなす味噌田楽風		友滝 智彦		811 - 0013 福岡県 福岡市東区香椎駅前1-14-32		火気使用：炭		飲食店		0		 		1		1		1		 		3						0		1				0		0		0		0

		1				38		福岡県農業大学校　研修科		★なす、★ぶどう等の野菜、その他加工品 タ								 		 		●		 		 		なす、ぶどう				〒818-0004  福岡県筑紫野市吉木767		ラベル未確認		加工品		0		 		 		1		 		 		1						0						0		0		0		0

				z514100		39		大石商店		しいたけ、藻塩		加盟店		営業回収		内藤　祐喜		●		●		●		 		 				大石商店 代表者 大石勝彦		長崎県対馬市峰町志多賀５５７		旬：乾しいたけ		加工品		0		1		1		1		 		 		3						0						0		0		0		0

				z833000		40		芳香園		★豊水梨、ドライ梨、梨ジャム、梨酢		既登録				マルシェ　事務局		●		 		 		●		●				芳香園 中間 朋海		大分県日田市夜明中町1766		旬：豊水梨		加工品		0		 		1		 		1		1		3						0						0		0		0		0

		1				41		たかき穂多留市		★梨や★なす等の野菜、ゆず胡椒、乾燥シイタケ等の加工品								 		 		●		 		 		なす				838 - 0072 福岡県 朝倉市黒川2176		旬：梨
食べ方あり		加工品		0		 		 		1		 		 		1						0						0		0		0		0

				z527900		42		ひもの大嶋屋		干物、海産珍味		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		●		●				有限会社大嶋商店		837 - 0917 福岡県 大牟田市草木1122-1-5		旬：地あじの開き、とび魚の開き
火気使用：コンロ		加工品		0		1		1		1		1		1		5		1000		冷凍ケース		1						0		0		0		0

				z609500		43		城﨑農園		★巨峰やシャインマスカット等のぶどう各種、★梨		加盟店		営業回収		内藤　祐喜		 		 				●		●		ぶどう		城﨑農園 城﨑 智秀		福岡県筑後市大字野町518-1		ぐるたび
旬：ぶどう、梨
9月は、完熟期で、どの品種も甘い時期です		農産物		0		 		1		1		1		 		3						0						0		0		0		0

				z747900		44		奥八女星野茶農家　高木茶園		緑茶		既登録				マルシェ　事務局		●		●		●		 		 				髙木 暁史		福岡県八女市星野村5218		火気：カセットコンロ		加工品		0		1		1		1		 		 		3						0						0		0		0		0

		1				45		インパクト		スモモや梅等のジャム、シロップ ウメ ナド								 		 		 		●		●		スモモ、梅				大分県日田市大山町東大山1905-2		旬：スモモ、梅		加工品		0		 		 		1		1		 		2						0						0		0		0		0

		1		fak9001		46		ミートアップ＆お肉の三周家		◆博多　野菜サンド、お肉屋さんのカレー		加盟店		営業回収		長野　紘明		●		●		●		●		 		なす、レンコン		株式会社エル三和		福岡市博多区金の隈2-20-61		火気使用：IH、炭		飲食店		0		1		1		1		1		1		5				IH、スチームオーブン		2		1				0		0		0		0

		1				47		はらロール＋café		◆アグリオールスターズのシャインマスカットを使用したロールケーキ等のロールケーキ各種、
ジンジャーハニーティー等のドリンク各種								●		●		●		●		●		シャインマスカット				福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１アミュプラザ博多B1F				飲食店		0		1		1		1		1		1		5				冷蔵ショートケース、冷蔵庫、電気ポット、照明器具		2		1				0		0		0		0

		1		z871200		48		生島農園		★れんこん、七夕コシヒカリ						マルシェ事務局		 		 		●		●		 		レンコン				849 - 1221 佐賀県 杵島郡白石町新拓363				トライアル農産物		0		 		 		1		1		 		2						0						0		0		0		0

				z701200		49		長岡順やさい		★なす、生姜、パプリカ等の野菜		既登録				マルシェ　事務局		●		 		 		●		 		なす		長岡 順也		佐賀県三養基郡基山町大字園部171番地12　		9/5トラック希望
9/8通常出店
食べ方あり		農産物		0		1		 		 		1		 		2						0						0		0		0		0

				z768800		50		弥生が丘養蜂園		国産はちみつ		既登録				マルシェ　事務局		 		●		●		●		●				株式会社弥生が丘養蜂園		佐賀県鳥栖市弥生が丘７－８				加工品		0		 		1		1		1		 		3						0						0		0		0		0

				z701100		51		鶴製茶		茶		既登録				マルシェ　事務局		 		●		●		●		 				鶴製茶 代表 靏 和幸		佐賀県三養基郡基山町大字園部3735				加工品		0		 		1		1		1		 		3						0						0		0		0		0

		1				52		macotofarm		なすやズッキーニ、オクラ等の野菜								 		 				●		 		なす				福岡県福岡市博多区住吉５丁目29-5		軽トラ出店可能
食べ方あり		農産物		0		 		 		1		1		 		2						0						0		0		0		0

				fbjw600		53		本格炭火焼鳥　炭家108		◆中村農園のなすを使ったピザ仕立て串、
◆福岡県産 手作り鶏れんこんつくね串等		加盟店		営業回収		真田　祥考		●		●		●		●		 		福岡県産 手作り鶏レンコンつくね串、福岡県産 ナスを使ったピザ仕立て串		江頭 寿章		814 - 0022 福岡県 福岡市早良区原1丁目38-26 岡部コーポ1号		火気使用：炭		飲食店		0		1		1		1		1		 		4		1400		生ビールサーバー・扇風機・携帯充電器		1		1				0		0		0		0

		1		z871100		54		MIGHTY FIVE STAR		◆城﨑農園のぶどうを使ったデザートpizza等の各種pizza ジョウ サキ ノウエン						マルシェ　事務局		●		●		●		●		●		ぶどうを使ったフルーツpizza				812 - 0063 福岡県 福岡市東区原田4-34-18 ロフティ箱崎公園通り601		キッチンカー出店
電気1口は事務局負担		トライアル飲食店		0		1		1		1		1		1		5		1500		コールドテーブル		1						0		0		0		0

		1				55		ひろきゆうき農場		★なす、米、ごぼうなどの野菜								 		 		●		●		 		なす				福岡県福岡市早良区小笠木５４２		軽トラ可能		農産物		0		 		 		1		1		 		2						0						0		0		0		0

		1				56		道の駅むなかた		むなかたの食材を使用した加工品						マルシェ　事務局		 		 		 		●		 				宗像市		811 - 3492 福岡県 宗像市東郷1丁目1番1号				協賛・PR出店		0		 		 		 		1		 		1						0

		1				57		Rossa Garage		食パン、ラスク、ジャム、ミルクボールパン								●		●		 		 		●						815 - 0037 福岡県 福岡市南区玉川町1-25 幸田ビル105				加工品		0		1		 		 		 		1		2						0

				z835600		58		TOBIKATAYA		◆れんこんと大葉のソーセージ、上陽豚バラ串、
スモークチキンレッグ、桑の葉茶、八女地ビール		既登録				マルシェ　事務局		●		 		 		 		 		レンコンと大葉のソーセージ		坂田 雅彬		834 - 0023 福岡県 八女市馬場303-8 オオクマハイツ102		火気使用：コンロ		飲食店		0		1		 		 		 		 		1						0		1

		1		z871300		59		筒井時正玩具花火製造所		食パン、花火						マルシェ事務局		●		●		 		 		 				筒井時正玩具花火製造所株式会社		福岡県みやま市高田町竹飯1950－1				トライアル加工品		0		1		1		 		 		 		2						0		0		0		0		0		0		0

				z812300		60		フードアトリエ湖舟　わたなべたかこ		れんこんチップ、季節のジャム、パクチーペースト等		既登録				マルシェ　事務局		●		●		 		 		 		レンコンチップ		フードアトリエ湖舟 渡辺 貴子		福岡県久留米市長門石2-3-14				加工品		0		1		1		 		 		 		2						0		0		0		0		0		0		0

		1				61		miel		◆ぶどうや梨などのカジツ氷、果物、柿みそ								●		●		●		●		●		ぶどう		miel		839-1321　福岡県うきは市吉井町1340				飲食店		0		1		1		 		 		1		3						1		1

						62		さくらファーム		★オイスターマッシュルーム、にんにく、黒にんにく クロ										●		 		 

																		0		0		0		0		0
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