
カテゴリー 登録商品名 出展者名 市町村

鹿児島丸ぼーろ詰め合わせ 吉満菓子店 鹿児島市

本家白熊６コセット 鹿児島市

白熊＆アイスバーセット

薩摩きんつば ㈲馬場製菓★ 鹿児島市

塩飴セット 大崎町

ご当地飴セット

種子島の恵みジェラートセット ㈱ＨＯＰＥ 南種子町

奄美黒糖三昧セット ㈱キュービスト奄美 奄美市

ヤギミルクアイスセット 龍郷町

ヤギチーズ詰め合わせセット

純黒糖かちわり 南村製糖★ 喜界町

奄美大島黒糖使用田原製菓の黒糖かりんとう 田原製菓 瀬戸内町

人気の粉だし３種セット（お味噌汁だし・煮物のお出

汁・あご合わせ）
㈲三州キュー・エル　三州屋★ 鹿児島市

うなぎの末よしうなぎ蒲焼真空パック ㈱末よし 鹿児島市

幸栄丸の網元ちりめん三昧 いちき串木野市

漁師直送こだわりちりめんセット

うなぎ蒲焼 南竹鰻加工㈲★ いちき串木野市

うなぎせいろ蒸し弁当

指宿産かつお珍味セット ㈲タツノスポーツ　やまと屋★ 指宿市

かつお黒潮しぐれ ㈲新屋敷建商店 指宿市

かつおコーン（頴娃産ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝと枕崎産本枯れかつおの

贅沢ｺﾗﾎﾞ）
Ｓｗｅｅｔ×Ｓｗｅｅｔ 南九州市

薩摩おかわりの素３種セット（鶏ごぼう・梅かつお・

豚みそ）
南九州市

かごしま佃煮３点セット（かつお角煮・カンパチ生姜

煮・かつおでんぶ）

きびなご天日干し 馬場水産加工場★ 薩摩川内市（甑島）

日笠山誠きびなご詰合せ 日笠山水産 薩摩川内市（甑島）

冷凍車海老 ＭＢＣ開発㈱ 霧島市

旅する丸干しお家ご飯セット ㈱下園薩男商店　マルサツ 阿久根市

百年漁師ご飯のお供シリーズ詰合せ（あおさ） 出水市

百年漁師ご飯のお供シリーズ詰合せ（鯛）

夢一水産スモーク・シメサバ・マリネセット 長島町

ご飯のお供セット（あおさ佃煮・鯛みそ）

九州産うなぎ蒲焼 鹿屋市

九州産きざみうなぎ

鹿児島県産うなぎ蒲焼 大崎町

鹿児島県産きざみうなぎ蒲焼

かごしま特産品応援キャンペーン販売品リスト

㈱おおさき町鰻加工組合★

天文館むじゃき

冨士屋あめ本舗★

㈱ソレイユスマイル

㈲大久保水産★

かねだい食品㈱

水産加工グループ

島のごちそう

夢一水産★

㈱鯉家

お菓子

水産加工品・鮮魚

　　　2020.6.10現在掲載　←随時掲載を増やしています。一番上の検索　　　　から町名や店名でも探せます。

　　　価格は税込み・送料込みの金額です。カテゴリーはかごねっと様へ出展者名は各企業様のURLに移動します。

　　　参考　★ファンデーに出展予定だった業者さん

https://kagotokunet.shop-pro.jp/
https://kagotokunet.shop-pro.jp/
https://kagotokunet.shop-pro.jp/
https://yoshimitsu-kashiten.com/story/
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524996&csid=0
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524996&csid=0
https://mujyaki.co.jp/shirokuma/index
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524996&csid=0
http://babaseika.info/
http://babaseika.info/
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524996&csid=0
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524996&csid=0
http://www.fujiyaame.co.jp/
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524996&csid=0
http://shimayado-hope.com/
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524996&csid=0
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524996&csid=0
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524996&csid=0
http://soleilsmile.com/
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524996&csid=0
https://namura-rsf.stores.jp/
https://namura-rsf.stores.jp/
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524996&csid=0
https://www.tennendasi.com/
https://www.tennendasi.com/
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524995&csid=0
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524995&csid=0
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524995&csid=0
http://kagochirimen.shop34.makeshop.jp/
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524995&csid=0
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524995&csid=0
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524995&csid=0
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524995&csid=0
https://marun.jp/
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524995&csid=0
https://sweetxsweet.thebase.in/
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524995&csid=0
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524995&csid=0
http://satsuma-kanedai.jp/
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524995&csid=0
http://babasuisan.shop-pro.jp/
http://babasuisan.shop-pro.jp/
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524995&csid=0
http://www.suemaru.jp/
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524995&csid=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl2M9is671GroiSsfqHooCimXbLaQFbaRV5CQGrD7Zc3V46g/viewform
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524995&csid=0
https://maruboshi.thebase.in/
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524995&csid=0
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524995&csid=0
http://shop.shima-no-gochiso.jp/
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524995&csid=0
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524995&csid=0
https://yumeichi.net/index.html
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524995&csid=0
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524995&csid=0
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524995&csid=0
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524995&csid=0
http://www.osaki-unagi.com/
https://kagotokunet.shop-pro.jp/
http://www.osaki-unagi.com/
http://www.osaki-unagi.com/
https://mujyaki.co.jp/shirokuma/index
http://www.fujiyaame.co.jp/
http://www.fujiyaame.co.jp/
http://soleilsmile.com/
http://kagochirimen.shop34.makeshop.jp/
http://kagochirimen.shop34.makeshop.jp/
http://satsuma-kanedai.jp/
http://shop.shima-no-gochiso.jp/
http://shop.shima-no-gochiso.jp/
https://yumeichi.net/index.html
https://yumeichi.net/index.html
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524996&csid=0
https://kagotokunet.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2524995&csid=0


カテゴリー 登録商品名 出展者名 市町村

やくしま産地魚の生ハム風くんせいセット 屋久島町

生茶漬けの素＆地魚の生ハム風くんせいセット

もずくそば　小DX ㈱ヨロン島☆ 与論町

薩摩なた豆元気茶 鹿児島市

薩摩なた豆青汁プラス

桜島大根漬物セット ㈲ふじさき漬物舗 鹿児島市

腸活セット（烏骨鶏のにんにく卵黄） いちき串木野市

大地の恵みと海の幸　健康セット

オクラパウダー ㈲エール　オクラからのエール 指宿市

明治45年創業久太郎のお漬物セット ㈱中園久太郎商店★ 指宿市

薩摩甘照ギフトセット（トマト） 南さつま市

モリンガパウダー（スーパーフード）

金柑・オレンジジャム詰め合わせ ㈲清木場果樹園★ 南さつま市

かごしま知覧茶 南九州市

これべんり茶（ティーパック冷茶）　　　　　　　・

知覧紅茶セット

国産百花蜂蜜 山下養蜂㈲★ 南九州市

砂丘白宝らっきょう6点セット 南九州市

鹿児島県産生姜セット（生姜チップ・生姜粉末）

鹿児島県産プーアル茶 薩摩川内市

鹿児島県産発酵茶

甑ﾌﾙｰﾂ園㈱パッションフルーツ詰合せ 甑フルーツ園㈱★ 薩摩川内市（甑島）

自然香味　有機煎茶 薩摩川内市

有機くわ　有機粉末桑茶

薫の黒にんにく 霧島市

薫の黒にんにく調味料4種

鹿児島みちるしょうが珈琲 珈琲倶楽部　船倉 薩摩川内市

かごしまパセリのディップ6個入り マルタカ菜園 さつま町

新茶　末重製茶の霧島茶 ㈲末重製茶 霧島市

甘芋棒＆焼き芋セット ㈲おいもや 鹿屋市

郷里の華（お茶） 合同会社末吉製茶工房 曽於市

食用ツバキ油 たっちゃん農園 垂水市

身体に優しい・うれしいマルベリーセット（桑） 諸木農園★ 大崎町

ねじめびわ茶 十津川農場★ 南大隅町

霧島黒酢豆乳ちいず（ミニサイズ） ㈲川野食品 錦江町

純・自然派　屋久島ウコンプレミアム 屋久島山福農園☆ 屋久島町

つぶつぶパッション（パッションフルーツシロップ）

喜界島ごま　いりごま3点セット 南村製糖★ 喜界町

贈答用王冠の雫シリーズ3本セット（調味料） 徳之島町

こりゃヤバい2個セット（そのまま食べられるペースト

状調味料）

パッションフルーツのバラエティ商品詰合せ ㈲古仁屋農産☆ 瀬戸内町

くんせい屋けい水産

ヨシトメ産業㈱★

㈱健康クラブ☆

水産加工品・鮮魚

合同会社食王

高槻電器工業㈱★

知覧茶業センター★

㈲エスランドル

崎原製茶 崎原一博

宮園製茶

㈱横福　薩摩の薫農園

農産加工品・お茶

かごしま特産品応援キャンペーン販売品リスト

　　　2020.6.10現在掲載　←随時掲載を増やしています。一番上の検索　　　　から町名や店名でも探せます。

　　　価格は税込み・送料込みの金額です。

　　　参考　★第16回ファンデーに出展予定だった業者さん　　☆ファンデーに出展したことのある業者さん
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16鹿児島黒牛サーロインステーキ 鹿児島市

18鹿児島黒豚焼豚ハムセット

黒豚もち肌豚子さん（餃子15個入り） 鹿児島市

黒豚ねぎ餃子

鹿児島県産黒毛和牛サーロインステーキ（A-5） 鹿児島市

わっぜかめしセット（黒豚炊き込みご飯の素）

熟夜（よふかし）カレー３個セット 鹿児島市

カゴシママグマカレー３個セット

鹿児島海幸山幸餃子 鹿児島市

黒豚あふれる肉汁餃子

かごしま黒豚バラエティセット（しゃぶしゃぶ用、

ハンバーグ、味噌漬け）
鹿児島市

黒豚ハンバーグ＆黒豚ロールステーキ

かごしま黒豚＆黒毛和牛しゃぶしゃぶセット１ｋｇ 鹿児島市

かごしま焼き肉セット

黒豚のこま切れ1kg（黒かつ亭） 鹿児島市

大人の黒豚丼×2

鹿児島県産黒毛姫牛モモ肉×赤ワイン煮 指宿市

鹿児島県産A4未経産牛黒毛姫牛ローストビーフ

マイスター山野井　黒豚ハンバーグセット 南さつま市

マイスター山野井　炭火焼豚とロースハムセット

22黒豚ロース肉の味噌漬け 薩摩川内市

黒豚ロース肉味噌漬け＆塩麹漬け

たっぷり黒豚餃子

鹿児島県産角煮まんじゅう・黒豚バーガーセット 薩摩川内市

鹿児島県産黒豚ステーキハンバーグ

26黒豚しゃぶしゃぶ（木箱） 霧島市

27黒豚しゃぶしゃぶセット

鹿児島若鶏のコロコロ焼たれ味しお味10個セット ㈲やまさき★ 姶良市

チキンと巻きました（3種のチーズと国産大葉・紀

州産梅肉と国産大葉）
㈱鹿鳥食品★ 鹿屋市

鹿児島黒豚無添加生餃子セット 姶良市

鹿児島黒豚無添加炭火焼セット

自宅でお手軽❝黒豚三昧丼❞セット 志布志市

自宅でお手軽❝黒豚角煮まんじゅう❞９個入り

鹿児島県産黒豚ロース・バラしゃぶしゃぶセット 志布志市

鹿児島県産和牛ロースステーキ（4等級以上）

鹿児島黒牛肩ロース焼肉 曽於市

鹿児島県産黒豚しゃぶしゃぶセット

焼きしゃぶ詰合せ＋サービス品付き 曽於市

野外でBBQ＋サービス品付き

かごしま黒豚「優美豚」しゃぶしゃぶセット ㈱小野ファーム☆ 大崎町

かごしま特産品応援キャンペーン販売品リスト

　　　2020.6.10現在掲載　←随時掲載を増やしています。一番上の検索　　　　から町名や店名でも探せます。

　　　価格は税込み・送料込みの金額です。

　　　参考　★第16回ファンデーに出展予定だった業者さん　　☆ファンデーに出展したことのある業者さん

㈱照照☆

ＡＫＲ　Food　Company㈱

㈱ＪＡ食肉かごしま★

㈲にのみや

天文館ねぎらあめん☆

㈱グルメ・スタジアム

㈱太　にく太 to go

畜産加工品・精肉

㈲大成畜産

㈱ナンチク☆

サンキョウミート㈱

㈱1129.ＬＴＤ　nikulabo

鹿児島県産黒豚専門店

黒かつ亭

㈱Meat　you　㈲畠久保牧場☆

㈱山野井

㈱薩摩八重ファーム★

㈲手づくり田原ハム☆

㈲霧島高原ロイヤルポ―ク

㈲鹿児島ますや

㈱萬來　ダイニング萬來★
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カテゴリー 登録商品名 出展者名 市町村

さつまあげ詰合せ 南海食品㈱　月揚庵★ 鹿児島市

　※種類は各種ありますので 日高水産加工㈲★ いちき串木野市

　　サイトでご確認ください。 ㈲中新商店★ いちき串木野市

㈲浜崎蒲鉾店★ いちき串木野市

㈱松野下蒲鉾★ 枕崎市

㈲タツノスポーツ　やまと屋★ 指宿市

㈱シュウエイ　小田口屋★ 指宿市

㈲植山かまぼこ店★ 霧島市

いずみ醸しの贈り物（田舎味噌・黒豚味噌） 合資会社藤本醸造店☆ 出水市

坂元のくろず 霧島市

天寿りんご黒酢

黒酢の杜 霧島市

さとうきび酢

グルテンフリー　島そら豆しょうゆセット 喜界町アンテナショップ 喜界町

与論島きび酢 ㈱ヨロン島　青い珊瑚礁☆ 与論町

スプラウト（発芽）にんにく（命の芽） 合同会社菜王 鹿児島市

冷凍焼芋「焼いもっ娘」安納芋 ㈲ふじた農産 西之表市

奄美大島産パッションフルーツ２ｋｇ ㈲古仁屋農産☆ 瀬戸内町

こしき海洋深層水　竜宮伝説硬度100 こしき海洋深層水㈱☆ 薩摩川内市

果汁100％屋久島たんかんジュース190ｇ*30本 屋久島ふれあい食品㈱★ 姶良市

ナチュラルミネラルウォーター寿鶴20Ｌ ㈱垂水温泉鶴田☆ 垂水市

財宝温泉2Ｌ＊12本 垂水市

財宝温泉500ｍｌ＊40本

※その他下記カテゴリーについても掲示があります

焼酎

工芸品

かごしま特産品応援キャンペーン販売品リスト
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　　　価格は税込み・送料込みの金額です。

　　　参考　★第16回ファンデーに出展予定だった業者さん　　☆ファンデーに出展したことのある業者さん

さつまあげ

味噌・しょうゆ・酢

米・野菜・果物

飲料

㈱黒酢の杜

坂元醸造㈱☆

㈱財宝☆
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