
　　　　

かな 県名 店舗名 代表品目 柱番号 かな 県名 店舗名 代表品目 柱番号

あかし 鹿児島  明石屋 軽羹饅頭
直通
EV横

はまぐ 長崎 浜口水産 あおさ天

あじの 宮崎 味のくらや からいも団子 はまだ 宮崎 浜田水産
浜ちり

（天日干しちりめん）

あまみ 鹿児島 奄美ハブ酒本舗 奄美ハブ酒 ハブ入 ふるい 鹿児島 古市製茶 知覧茶「雅」

いしが 沖縄 石垣島物産商事 ノニ（ヤエヤマアオキ） ますだ 長崎 ますだ製麺 五島手延うどん

いつき 熊本 五木屋本舗 山うにとうふ 燻桜 D・E-2 みいらく 長崎 三井楽水産 五島鬼鯖棒鮨

くんや 佐賀 燻や さわらの燻製

みやざ 宮崎 宮崎果汁 マンゴードリンクいわさ 長崎 岩崎本舗 長崎角煮まんじゅう B・C-3

むらお 佐賀 村岡総本舗 特製切り羊羹うめが 長崎 梅ヶ枝荘 大村寿し

もぎいち 長崎 茂木一〇香本家 茂木ビワゼリーえとや 福岡 太宰府　えとや 梅の実ひじき

もなり 熊本 もなりお くまモンの人形焼きおかど 鹿児島 岡留蒲鉾本舗 西郷どんのわらじ揚げ

もりか 熊本 森からし蓮根 からし蓮根おしか 宮崎 押川製茶 深むし煎茶

や よしの 大分 吉野鶏めし保存会 吉野鶏めし D・E-3

こはま 沖縄 小浜養蜂場 プロポリス・
生ローヤルゼリー入蜂蜜

かぐら 宮崎 かぐらの里 生ゆずまるごと搾り

かさの 福岡 かさの家 梅ヶ枝餅

かるび 鹿児島 カルビー鹿児島工場 おさつほっこり安納いも
直通
EV横

あ いわま 福岡 中洲 岩正
どんたく

＜特選にぎり＞ B・C-2

くらさ 長崎 くらさき 鯨カツ

た てんも 天文館 むじゃき 白熊

くろず 鹿児島 くろず屋 純玄米黒酢

くわづ 宮崎 桑水流畜産 黒豚ロースみそ漬 F・G-3

いしの 長崎 石の花 琥珀アクセサリー

さんしん 鹿児島 三清屋 鹿児島の放牧薩摩黒豚 いわきり 長崎 岩切美巧堂 薩摩錫器

しょう 長崎 松翁軒 カステラ うめざと 宮崎 梅里竹芸 竹の家具

すがの 熊本 菅乃屋 熊本の馬刺し おーはた 大分 オーハタパール 真珠アクセサリー

そしゅ 長崎 蘇州林 具入りちゃんぽん きたつげ 鹿児島 喜多つげ製作所 薩摩つげ櫛

たなか 福岡 筑前 たなか油屋 ごとう 福岡 後藤博多人形 博多人形

ちかえ 福岡 稚加榮本舗 F・G-5 こばやし 福岡 小林彫刻所 屋久杉工芸

つかさ 大分 塚崎スッポン本舗 スッポンゴールドドリンク さ しげた 鹿児島 重田絹織物 大島紬

でぃあ 長崎 ディアー・カンパニー ルーロン鹿の角 たなか 長崎 田中珊瑚 珊瑚細工

なかじ 福岡 中島商店 いわし明太子 でしまる 鹿児島 ガラス工房 弟子丸 薩摩切子

なかむ 宮崎 中村食肉 宮崎牛 ながさき 長崎 長崎工芸 長崎べっ甲

なかや 佐賀 中山牧場 佐賀牛 なんばん 長崎 南蛮船 ガラス工芸

はくすい 宮崎 白水舎乳業
宮崎県産

完熟マンゴーソフトクリーム F・G-2 ま めるどれ 熊本 メルドレス 刺子服

はっぽ 大分 八宝堂 大分産徳用こうしん

ぱてぃ パティスリー ヤナギムラ 霧島みるくチーズケーキ

はまお 宮崎 浜王水産 ふぐから揚げ

た でじゃゔ 大分 アトリエ デジャヴ ガラス工芸
は

営業時間
午前１０時３０分→午後７時３０分(ラストオーダー午後７時)

　最終日は午後  ５時３０分(ラストオーダー午後５時)
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7階「日本の手仕事」コーナー

最終日は
午後4時
閉場
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《工芸品》

お食事処

ま

は
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か

（ 音順）

【８階催会場】

第 回 大九州展
■５月２３日（水）→ ２９日（火）
※連日午後７時３０分まで。

※最終日は午後６時閉場。

九州産以外の原材料を使用している商品もございます。

（新茶）

お徳用辛子明太子切子

極上黒胡麻油

鹿児島

鹿児島

熊本 籠商 山満 竹細工や やままん




