
地元ブランド化推進事業について
令和3年12月14日経済建設委員会資料

特産品振興・ふるさと応援課
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・公募期間

令和3年9月1日（水）～令和3年10月18日（月）

・申請状況

17社28製品申請

・対象者

市内に本社機能を有する中小企業法に基づく中小企業者及び小規模事業者若しくは市長が特に

認めた者

・対象製品

一次産品、加工品、工芸品又は事業者の製品・技術等であって、市内で生産、製造若しくは加

工されたもの又は市内の生産物を材料として製造若しくは加工されたもの。いいづかの地域資

源又は魅力を発信できるもの。

・認定製品の選定方法

いいづかブランド認定審査会(7名)による書類審査及びプレゼンテーション審査の総合評価を行

い、700点満点中(1名100点)平均70点以上を認定の基準とする。

１．いいづかブランド認定製品について
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いいづかブランド認定制度
の支援と流れ

相談・ヒアリング

申請書等提出

事務局で書類チェック

認定審査会で決定

補助金申請

補助金交付

松本 裕介
（まつもと ゆうすけ）

・主にマーケティングに従事
・共創ビジネスの企画推進

株式会社九州博報堂

田中 徹
（たなか とおる）

・主にマーケティングに従事
・地域の観光委員等を歴任

株式会社DNPプランニングネットワーク

２．いいづかブランド認定審査会
審査員構成

原口 弘美
（はらぐち ひろみ）

・主に通信販売に従事
・百貨店での物産展等を企画

一般社団法人福岡県物産振興会

梯 修二
（かけはし しゅうじ）

・福岡で最も歴史ある情報誌の編集
・地域での特産品等を多くプロデュース

株式会社シティ情報ふくおか

長谷川 司
（はせがわ つかさ）

・審査会委員長

飯塚市役所経済部長

籾井 洋一郎
（もみい よういちろう）

・商工会連合会で販路開拓を担当
・市町村の販路アドバイザー

福岡県商工会連合会

角田 英一
（つのだ ひでかず）

・九州探検隊として各地の物産を熟知
・地域のブランド審査委員を歴任

株式会社博多大丸

アドバイザー
太田 壮哉

（おおた まさや）
・経営ビジネス・マーケティングに精通

近畿大学産業理工学部 3



３．いいづかブランド認定審査基準等
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４．審査結果について

・審査結果
28製品中、17製品を認定

・認定製品一覧
・CROSSEED株式会社 ダチョウ抗体マスク
・有限会社畠中育雛場 畠中育雛場のげんきタマゴん・特選卵
・蛭子屋合名会社 オーガニック味噌（玄米・麦・合わせ）
・宮ノ上げんき タナカレー
・株式会社ワイエスピー 無添加豆乳「必ず訪れる幸せ」
・株式会社ワイエスピー とろける大豆シリーズ（恵・美）
・倉重酒店 養生甘酒 あまざけたろう
・倉重酒店 あまざけブッセ（プレーン・チョコ・きな粉）
・有限会社日本バボルナ ほなみ赤鶏炭火焼
・有限会社日本バボルナ ほなみ赤鶏の絶品水炊きスープ
・瑞穂菊酒造株式会社 舎利蔵・純米吟醸
・瑞穂菊酒造株式会社 Bon Declic・純米大吟醸
・みそらぼ ii otemaeシリーズ（Dip&Jam・米生味噌・味噌作りキット）
・金芳醬油醸造元 暁月「濃口生揚げ醤油」
・野々実会 こしょうみそ
・野々実会 甘酒入り赤麹
・野々実会 手作りゆずドレッシング
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５．今後の予定

・いいづかブランド認定製品の優遇措置として
・いいづかブランド認定証交付
・広報等による市内外へのPR
（具体的な例）
市HPへの掲載
市主催の催事への優先的出展依頼

・認定製品支援補助金制度の活用
・市の優先的なシティプロモーション
（具体的な例）
福岡県物産振興会主催する関東等での催事への出品
情報誌、テレビ等マスコミへの斡旋

・ふるさと納税サイトへの特設ページ掲載
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令和 3年度いいづかブランド認定製品リスト 

※詳細は変更される場合があります。 

問合先：飯塚市特産品振興・ふるさと応援課 ☎0948-22-5500(1446) 📧tokusanhin-f@city.iizuka.lg.jp 

経済建設委員会資料 

令和 3 年 12 月 14 日提出 

ダチョウ抗体マスク  

CROSSEED 株式会社 

畠中育雛場のげんきタマゴん・特選卵 

有限会社畠中育雛場 

オーガニック味噌(玄米・麦・合わせ) 

蛭子屋合名会社 

  

              

タナカレー 

宮ノ上げんき 

無添加豆乳「必ず訪れる幸せ」 

株式会社ワイエスピー 

とろける大豆シリーズ（恵・美） 

株式会社ワイエスピー 

    

【製品紹介】 

長時間快適に過ごせるマスク。

他にない「ダチョウ抗体」を使

用し、ウイルスの不活化をする

ことが特長の製品。 

 

☎0948-29-1761 

●飯塚市幸袋 172-18  

●http://www.crosseed.co.jp 

【製品紹介】 

ひよこの時から専属獣医師が目

を配り、国産率の高い飼料を食

べて健康に育てた母鶏が生む、

自然と安全を追究した卵です。 

 

☎0948-92-1246 

●飯塚市佐与 1709-2 

●http://www.rannoshou.jp 

【製品紹介】 

約1年じっくりと熟成させたコク

のあるしっかりとした味で粒の

ないタイプの有機味噌。味噌汁

は、もちろんのこと料理の隠し味

として使用できる。 

☎0948-92-1134 

●飯塚市口原 746 

●http://www.misoyanokitchen.com 

【製品紹介】 

「田中による、田中のための

カレー」「思ったより美味し

いカレー」地域素材を活かし

た、味も良い 6 次化商品です。 

 

☎0948-72-0604 

●飯塚市長尾 1371 

●http://genkee.info 

【製品紹介】 

消泡剤無添加で安全安心な豆

乳です。お料理に使用すること

で、旨味やコクが増します。飲

み続けることで美や健康にな

ることを願い、「必ず訪れる幸

せ」と名付けました。 

☎0948-82-5050 

●飯塚市柏の森 959-3 

●http://www.ysp-soybean.com/ 

【製品紹介】 

醬油をかけなくても、大豆本来

の旨味とコクだけで美味しく

お召し上がりいただけます。最

先端技術とアルカリ性低張性

冷鉱泉で出来た製品。 

（左記製品と同様） 

☎0948-82-5050 

●飯塚市柏の森 959-3 

●http://www.ysp-soybean.com/ 

00001618
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養生甘酒 あまざけたろう 

倉重酒店 

あまざけブッセ（プレーン・チョコ・きな粉） 

倉重酒店 

ほなみ赤鶏炭火焼 

有限会社日本バボルナ 

   

ほなみ赤鶏の絶品水炊きスープ 

有限会社日本バボルナ 

舎利蔵・純米吟醸 

瑞穂菊酒造株式会社 

Bon Declic・純米大吟醸 

瑞穂菊酒造株式会社 

   

【製品紹介】 

「飲む点滴」と言われており、

米と米麹のみで作ったスッキ

リと優しい甘さに仕上げた甘

酒。地元、飯塚市産の特別栽培

米 100％で作られている。 

☎0948-52-5550 

●飯塚市伊川 535-17 

●http://kurashigesaketen.com/ 

【製品紹介】 

飯塚産米からできた甘酒を贅沢に

使い、幅広い世代に楽しんでいた

だけるように作ったお菓子です。

スポンジを柔らかく焼くことで、

赤ちゃんからお年寄りまで楽しむ

ことができます。 

☎0948-52-5550 

●飯塚市伊川 535-17 

●http://kurashigesaketen.com/ 

【製品紹介】 

お酒のつまみやご飯のおかずと

して、封を切ってすぐに食べら

れるレトルト食品で常温長期保

存が可能。化学調味料無添加の

グルテンフリー商品健康志向の

方にもオススメ。 

☎0948-28-9860 

●飯塚市津原 1480 

●http://tetraegg.jp 

【製品紹介】 

シンプルな天然塩のみの味付け。

薄味で水炊きの他カレーやシチ

ュー等の煮物など、工夫次第でい

ろんな料理にアレンジ可能。無添

加のグルテンフリー商品健康志

向の方にもオススメ。 

☎0948-28-9860 

●飯塚市津原 1480 

●http://tetraegg.jp 

 

【製品紹介】日本酒 

飯塚市舎利蔵産の酒米「五百万石」

を使用した飲み飽きしない酒質で、

ほのかなフルーティな香りとスッ

キリ軽快で滑らかな中口タイプの

絶妙な味わい。 

 

☎0948-22-1050 

●飯塚市天道 375 

●http://www.mizuhogiku.com 

【製品紹介】日本酒 

飯塚産の酒米「夢一献」と独自酵母

である「福岡夢酵母」を使用し、フ

ルーティな香りとリンゴ酸を活かし

た爽やかな酸味が特徴。スイーツと

の相性も抜群で、果物や和洋菓子と

一緒に楽しむことができる。 

☎0948-22-1050 

●飯塚市天道 375 

●http://www.mizuhogiku.com 

00001618
新規スタンプ
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ii otemae シリーズ（Dip&Jam・米生味噌・味噌作りキ

ット）みそらぼ 

暁月「濃口生揚げ醤油」 

金芳醬油醸造元 

こしょうみそ 

野々実会 

   

甘酒入り赤麹 

野々実会 

手作りゆずドレッシング 

野々実会 

  

 

【製品紹介】 

こだわりの味噌加工品、無添加米

生味噌、味噌作りキットと味噌を

中心とした商品開発と啓発活動

に取り組む、模範となるような製

品シリーズ。Dip&Jam は福岡県デ

ザインアワード銀賞を受賞。 

☎050-5216-3400 

●飯塚市横田 515-1 ラグ・エクリュ A-3 

●http://www.misolabo.com 

【製品紹介】 

栽培期間中農薬不使用の原料を使

用した、他の素材を引き立てる菌

や酵素が生きた醬油。すっきりと

した味わいと、ふわっと香ばしい

新鮮な香りが特徴。かけ醬油、生食

用、炒め料理や煮込みに最適。 

☎0948-92-0012 

●飯塚市口原 765-7 

●http://kaneyoshi.co 

【製品紹介】 

いりこが入っており、炒め物に

使うと旨味が出て美味しくなる

調味料。料理の他ご飯のお供に

も最適。 

平成 7 年福岡県農産物加工品コ

ンクール入賞製品。 

☎0948-72-4755 

●飯塚市内野 3260 

●http://nonomikai-uchino.jimdofree.com 

【製品紹介】 

辛さほしいときに加えるとまろ

やかな辛みを引き立たせる調味

料。炒め物や肉料理、パスタなど

にも使用でき、一味違った味を

楽しむことができる製品。 

☎0948-72-4755 

●飯塚市内野 3260 

●http://nonomikai-uchino.jimdofree.com 

【製品紹介】サラダにはもちろ

ん、水炊きや肉料理など様々な料

理に使える万能ドレッシング。ノ

ンオイルで自家製の素材を活か

して作りました。福岡県農産加工

品コンクール優秀賞銀賞製品。 

☎0948-72-4755 

●飯塚市内野 3260 

●http://nonomikai-uchino.jimdofree.com 
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