
■農林漁業者一覧（47事業者）
№ 事業者名 住所 電話番号 ホームページアドレス

1 あおば農業協同組合 富山市八尾町福島471-1 076-454-3175 http://www.ja-aoba.jp/

2 有限会社　営農ワイエムアイ 富山市大栗26-2 076-483-2720

3 農事組合法人　クワハラ 富山市桑原70 076-483-2778

4 有限会社　耕和 富山市宮保671 076-429-2970 http://www.ykc-g.com/top/seizou/kouwa.html

5 有限会社　土遊野 富山市土167 076-468-2178 http://doyuuno.net/

6 農事組合法人　八尾農林産物加工組合 富山市八尾町下笹原690-1 076-454-4710 http://www.ajikobo.jp

7 やま風農園 富山市山田清水1965 076-457-9010

8 山田村特産加工組合 富山市山田小島2600 076-457-2206 http://www.yamada-kakisu.jp

9 農事組合法人　国吉農林振興会 高岡市国吉1431-2 0766-31-1695

10 株式会社　セイアグリーシステム 高岡市福岡町江尻73-1 0766-64-2372 http://www.ferver.co.jp/

11 樽蔵産業株式会社 高岡市福岡町簑島239 0766-64-6377 http://www.taruzo.jp/

12 農事組合法人　土屋営農組合 高岡市福岡町土屋369-3 0766-64-4543 http://www.goishou.jp/

13 有限会社　仁光園 高岡市十二町島134 0766-63-8084 http://niko-en.co.jp/

14 農事組合法人　北陸営農組合 高岡市今泉157 0766-36-1546

15 有限会社　吉岡農園 高岡市福岡町馬場71 0766-64-2435

16 有限会社　稲盛ファーム 魚津市石垣新3590 0765-22-0703

17 魚津漁業協同組合 魚津市漁港定坊割 0765-24-0068 http://www.jf-uozu.or.jp/

18 株式会社　ＪＡアグリひみ 氷見市加納840-1 0766-74-8735

19 氷見市農業協同組合 氷見市朝日丘2-32 0766-74-8861 http://www1.cnh.ne.jp/jahimi/

20 石原園芸 滑川市北野1203 076-477-1058

21 有限会社　ユゥト・アグリ 滑川市上梅沢185 076-475-7575

22 くろべ牧場　まきばの風 黒部市宇奈月町栃屋字広谷4 0765-52-2604 http://www.kurobe-bokujyo.jp/

23 農事組合法人　権正寺営農組合 砺波市権正寺126 0763-37-2241 http://ec.toyama-gift.com/

24 農事組合法人　林中部営農組合 砺波市小杉177-2 0763-33-2428 http://www.hayashi-chubu.jp/

25 株式会社　ferme山川 砺波市苗加920 0763-32-0436

26 みずほ農場株式会社 砺波市高波1740 0763-33-6268

27 農事組合法人　頼成営農組合 砺波市頼成681 0763-37-0610 http://www.ranjo.or.jp/

28 有限会社　アグリワン薮波総合農場 小矢部市矢水町431-3 0766-61-4460 http://www.agri-one.jp/

29 有限会社　耕 小矢部市興法寺88-2 0766-61-3484

30 有限会社　フジサワ 小矢部市新西202 0766-61-2302 http://www1a.biglobe.ne.jp/tokusan/tokusan-fujisawa.html

31 農事組合法人　小山 南砺市小山216-3 0763-52-7311

32 農事組合法人　サカタニ農産 南砺市上川崎139-3 0763-22-6207 http://www1.coralnet.or.jp/sakatani/

33 有限会社　さくさく村 南砺市才川七678 0763-55-8009 http://oisii.jp/

34 農事組合法人　滝寺ポークセンター 南砺市七村滝寺138 0763-22-3697

35 旅川農産有限会社 南砺市八塚426 0763-22-2888

36 有限会社　ファームズエンジニア福光 南砺市福光428-1 0763-52-0410 http://www1.coralnet.or.jp/f-e-f/

37 農事組合法人　ファーム八乙女 南砺市山見344 0763-82-6075 http://www.farm-yaotome.com/

38 農事組合法人　安清集落営農組合 南砺市安清3017 0763-22-1016

39 藤岡農園 射水市黒河1905 0766-56-2322 http://www.fujioka-nouen.com

40 松本農場 射水市池多908 0766-56-1893

41 あそあそ自然学校 上市町浅生15 076-472-4410 http://www.asoaso.jp/

42 特定非営利活動法人　ブライトファーム 上市町広野1940 076-472-2889

43 農事組合法人　たてやま営農組合 立山町上金剛寺596-2 076-462-2151

44 有限会社　アグリゴールド矢木 入善町道古182 0765-72-1576 http://www.agri-gold.jp/

45 農事組合法人　きらり 入善町上野2160 0765-74-1616

46 有限会社　ドリームファーム 入善町椚山1445 0765-72-0515 http://www.dreamfarm.jp

47 有限会社　米山農産 入善町新屋168 0765-78-0030 http://www.yoneyamanousan.jp

＊『農商工連携』とは・・・

農林漁業者等と中小企業者等がお互いの「技術」や「ノウハウ」を持ち寄り、

新しい商品やサービスの開発・提供、販路の拡大などに取り組むこと
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■中小企業者（164事業者）
№ 事業者名 住所 電話番号 ホームページ

1 農事組合法人　味彩おおやま 富山市田畠42 076-483-1477

2 磯野屋菓子舗 富山市八木山56 076-467-0316 http://isonoyakashiho.com/

3 株式会社　梅かま 富山市水橋肘崎482-8 076-479-0303 http://www.umekama.co.jp/

4 株式会社　蛯米水産加工 富山市四方新１３０ 076-435-0150 http://www.ebiyone.jp/

5 大野菓子店 富山市荒川2-9-26 076-432-7276 http://kashitoyama.fc2web.com/oonokashiten.htm

6 有限会社　大場養蜂園 富山市新庄町1-17-33 076-432-2689 http://www.ooba-beekeeping.co.jp

7 株式会社　勝屋 富山市千歳町2-13-2 076-432-4512

8 かね七株式会社 富山市水橋畠等297 076-478-1111 http://www.kane7.co.jp/

9 北川製餡所 富山市堤町通り2-3-14 076-421-7354

10 株式会社　クロス 富山市本郷町134-12 076-421-3990

11 株式会社　KOフードテック 富山市稲荷元町2-12-18 076-431-1952

12 国産はちみつ　花めぐり 富山市向川原町　3-13 076-422-8383

13 株式会社　ごん六水産 富山市堀川小泉町481-20 076-425-5660

14 有限会社　佐々木千歳堂 富山市城北町9-11 076-432-7266 http://sasaki-chitosedo.com/

15 有限会社　シャルロッテ 富山市古沢752-2 076-434-4500

16 特定非営利活動法人　食と福祉と環境を考えるネットワーク
障がい者自立支援センターあぐり果愛（くらぶ） 富山市愛宕町1-1-14 076-431-6407

17 有限会社　白えび屋 富山市黒瀬194-21 076-424-3579 http://www.shiroebiya.co.jp/

18 新栄堂 富山市吉岡410 076-429-2525 http://www.toyama-bussan.net/company/company.php?id=0013

19 新村こうじみそ商店 富山市小泉町１ 076-421-6428 http://www.koshikuniya.com/

20 鈴木亭 富山市西町6-3 076-421-4972 http://www.suzukitei.com/

21 北陸機材株式会社 富山市上赤江411-26 076-471-5151 http://www.smileleafspica.co.jp/

22 大栄印刷株式会社 富山市南央町3-41 076-429-7080

23 高田食糧株式会社 富山市上赤江1-8-13 076-441-4361 http://www.e-takata.co.jp/

24 有限会社　瀧味堂 富山市呉羽町7187-41 076-436-6809 http://www.hokurikumeihin.com/takimido/

25 有限会社　田中商店 富山市問屋町1-2-46 076-451-8066 http://www.tanakaya123.com/

26 玉旭酒造有限会社 富山市八尾町東町2111 076-455-1331 http://www.tamaasahi.jp/

27 有限会社　竹林堂 富山市中央通り1-5-2 076-423-8424

28 竹林堂分家 富山市旅籠町3-15 076-421-3785 http://nttbj.itp.ne.jp/0764213785/index.html?Media_cate=populer&svc=1303

29 中部経済産業局北陸支局 富山市牛島新町11-7 076-432-5401 http://www.chubu.meti.go.jp/e11hokuriku/index.html

30 有限会社　月世界本舗 富山市上本町8-6 076-421-2398 http://www.tukisekai.co.jp/

31 株式会社　トミカ 富山市下奥井2-4-1　富山化学工業（株）富山事業所内 076-433-5373 http://www.tomika-jp.com/

32 富山県菓子工業組合 富山市上冨居1-8-33 076-471-5960 http://toyama.sweetsplaza.com/

33 富山県蒲鉾水産加工業協同組合 富山市掛尾町500 076-495-2600 http://www.t-kamaboko.jp

34 富山県麹協同組合 富山市五福末広町1354-9 076-442-5293 http://www.toyama-smenet.or.jp/~kohji/outline.htm

35 富山県酒造組合 富山市丸の内2-2-10 076-425-1851 http://www.toyama-sake.or.jp

36 一般社団法人　富山県食品産業協会 富山市吉岡360 076-429-7380 http://toyama-shokusan.com/

37 富山県中小企業団体中央会 富山市総曲輪2-1-3 076-424-3686 http://www.chuokai-toyama.or.jp/

38 富山県豆富商工組合 富山市飯野2-3 076-451-4312 http://www.toyama-smenet.or.jp/~tohfu/newtop.html

39 富山県パン・学校給食米飯協同組合 富山市下新町29-6 076-433-5021

40 富山県餅業組合 富山市小泉町53 076-421-8416

41 富山県洋菓子協会 富山市下新町29-6 076-433-5021 http://www.gateaux.or.jp/c/introduction/04-toyama.html

42 富山市菓子工業組合 富山市西町6-3 076-421-4972

43 とやま地産・味こだわりの会 富山市押上15 076-429-1158

44 富山ます寿し協同組合 富山市丸の内2-4-17 076-421-1424 http://www.toyama-masuzushi.or.jp/

45 富山メルヘン 富山市北代4139-104 076-434-0285

46 株式会社　トンボ飲料 富山市下赤江町1-6-34 076-441-4456 http://www.tombow-b.jp/

47 南日味噌醤油株式会社 富山市綾田町3-9-8 076-432-2609 http://www.nannichi.co.jp/

48 仁市商店 富山市八尾町上新町2786 076-455-2045

49 株式会社　日本エージェンシー 富山市黒瀬北町1-10-4 076-491-1881

50 株式会社　早商 富山市八日町247-22 076-429-4411 http://www.hayasho.co.jp/

51 富美菊酒造株式会社 富山市百塚134-3 076-441-9594 http://www.fumigiku.co.jp/

52 フルタフーズ株式会社 富山市西二俣335 076-434-5600 http://sekitei-furuta.co.jp/

53 北陸砂糖株式会社 富山市問屋町1-10-1 076-451-1212 http://www.hokuriku-satou.co.jp/

54 株式会社　ボンリブラン 富山市南央町3-43 076-429-7188 http://www.lisblanc.com/
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55 株式会社　源 富山市南央町37-6 076-429-3322 http://www.minamoto.co.jp/

56 株式会社　矢郷米 富山市元町1-3-22 076-422-0085 http://www.ofsi.or.jp/takumi/all/yagoumai/yagoumai.htm

57 八尾乳業協同組合 富山市八尾町福島5366 076-455-0111

58 四方蒲鉾株式会社 富山市四方626 076-435-1131 http://www.yokatakamaboko.jp/

59 株式会社　ワイエス・ワン 富山市島田180 076-413-3378 http://www.yes-one.co.jp/

60 株式会社　葵食品 高岡市二塚199-13 0766-63-4114

61 麻善蒲鉾有限会社 高岡市二塚199-16 0766-63-4848 http://www.asazen.co.jp/

62 あわやま製麺 高岡市五福町8-16 0766-23-7171

63 犬田製麺株式会社 高岡市戸出春日82-4 0766-63-4801 http://www.inuta.co.jp/

64 株式会社　ウォーターエンジニアリング 高岡市中保538 0766-31-5830 http://water-eng.jp/

65 おいはら餅店 高岡市福岡町小伊勢領77 0766-64-3500

66 金森産業株式会社 高岡市昭和町1-4-1 0766-25-0121 http://www.kanamorisangyo.co.jp/

67 有限会社　金松商会 高岡市二塚199-24 0766-63-4820 http://www.takaoka-foodpark.com/kanematsu/

68 KTプロダクツ 高岡市木津1282-4 0766-23-9787 http://kt-products.com/

69 有限会社　健養膳さかな工房あさひ 高岡市伏木東一宮5-6 0766-45-0061

70 さわや食品株式会社 射水市広上2000-35 0766-51-6388 http://homepage2.nifty.com/sawayasyokuhinn/

71 シクヤ製麺株式会社 高岡市能町南2-62 0766-22-6124 http://www.498.co.jp/

72 高岡商工会議所 高岡市丸の内1-40 0766-23-5000 http://www.ccis-toyama.or.jp/takaoka/

73 田村食品株式会社 高岡市葦附1239-32 0766-36-1270 http://syokuhinnet.ne.jp/search/j01/kakou/03/0001.htm

74 富山県製麺協同組合 高岡市能町南2-62（シクヤ製麺内） 0766-22-6124

75 株式会社　中尾清月堂 高岡市宮田町2-1 0766-25-0514 http://www.yukibotan.co.jp/

76 菱富食品工業株式会社 高岡市二塚205-8 0766-63-4750 http://hishitomi.co.jp/

77 有限会社　広又蒲鉾商店 高岡市二塚198-3 0766-63-4840 http://www.hiromata.com/

78 株式会社　不破福寿堂 高岡市京田140 0766-25-0028 http://www.kanokomochi.co.jp/

79 北陸コカコーラボトリング株式会社 高岡市内島3550 0766-31-1117 http://www.hokuriku.ccbc.co.jp/

80 山元醸造株式会社 高岡市横田2-6-8 0766-21-1111 http://www.yamagen-jouzou.com/

81 石川製麺株式会社 魚津市大海寺野621 0765-24-5511 http://www.ishikawa-men.co.jp/

82 有限会社　尾崎商会 魚津市友道1153-1 0765-24-6666 http://www.kamabokokan.co.jp/

83 株式会社　かねみつ 魚津市大光寺1350 0765-24-3433 http://www.kobujime.com

84 株式会社　河内屋 魚津市駅前新町9-12 0765-24-1055 http://www.kamaboko.co.jp/

85 有限会社　源七 魚津市六郎丸4531-1 0765-22-4857 http://kauuu.com/ippin/gen7/

86 本江酒造株式会社 魚津市本江新町6-1 0765-22-0134 http://www.jichitai.com/bussan/toyama/05/

87 株式会社　まるなか 魚津市本新町1-8 0765-22-1344 http://www.kamaboko-kobo.jp/

88 和洋菓子の店フジタ 魚津市新角川1-6-8 0765-22-0444

89 有限会社　柿太水産 氷見市北大町3-37 0766-74-0025 http://kakita-himi.net/

90 株式会社　牛勝 氷見市栄町3-4 0766-74-5375 http://www.gyukatsu.jp/

91 釣屋水産食品株式会社 氷見市南大町22-17 0766-72-4600 http://www.tsuriya.com/group/suisan.html

92 有限会社　中村海産 氷見市伊勢大町2-13-5 0766-72-0596 http://www.himi-ynk.co.jp/

93 株式会社　七尾商店 氷見市比美町9-8 0766-74-0117

94 有限会社　ハルピンベーカリー 氷見市窪2438-5 0766-91-1095

95 株式会社　氷見うどん海津屋 氷見市上泉20 0766-91-5554 http://www.kaizuya.co.jp/

96 氷見市農業協同組合 氷見市朝日丘2-32 0766-74-8804

97 マルカサフーズ有限会社 氷見市地蔵町13-18 0766-74-4433 http://www.fukuragi.com/

98 向島商店 氷見市幸町6-14 0766-72-0823

99 有限会社　山岸ちまき本舗 氷見市十二町3779-2 0766-72-5932

100 株式会社　笑農和 滑川市坪川新6-1 076-456-3853 http://enowa.jp

101 有限会社　カネツル砂子商店 滑川市北町1253 076-475-0035 http://x131.secure.ne.jp/~x131047/kanetsuru/

102 株式会社　川村水産 滑川市三穂町1666 076-475-7058 http://www.kawamurasuisan.jp/

103 有限会社　とと屋 滑川市吉浦38-1 076-476-6767 http://www.totoya.co.jp

104 合名会社　七福牛乳処理販売店 滑川市堀江141-1 076-475-0789

105 富山県醤油味噌工業協同組合 滑川市下梅沢1320-16 076-475-4733

106 株式会社　富山ホーム食品 滑川市追分3518 0764-75-4488 http://www.net3-tv.net/~nameco1/17.html

107 滑川蒲鉾株式会社 滑川市高塚2629 076-475-8800 http://www.namekama.jp/

108 株式会社　四十物昆布 黒部市生地中区339-5 0765-57-0321 http://www.aimono.com

109 株式会社SS製粉 黒部市石田1168-17　石田企業団地内 0765-32-5820 http://ss-seifun.jp/

110 銀盤酒造株式会社 黒部市荻生4853-3 0765-54-1181 http://www.ginban.co.jp/
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111 富山県畜産加工販売農業協同組合連合会 黒部市市岡410-1 0765-54-1222 http://www.tam.ne.jp/kakouren/kaisya.html

112 横山冷菓株式会社 黒部市石田978 0765-56-7800 http://www.yokoyamareika.com

113 有限会社　キングパン 砺波市苗加4346-1 0763-33-4588

114 中越スープ株式会社 砺波市八木6-3 0763-33-1001 http://www.yasaisoup.jp/contents/company.html

115 トナミ醤油株式会社 砺波市庄川町金屋600 0763-82-0264

116 となみ乳業協業組合 砺波市山王町3-8 0763-32-2019

117 となみ野農業協同組合　大門素麺事業部 砺波市矢木25-1 0763-32-6048

118 株式会社　北越 砺波市太田1891-2 0763-33-4488 http://hokuetu.co.jp/

119 旭醤油味噌株式会社 小矢部市水島863 0766-61-2014 http://asahisyoyu.com/

120 有川花蜂園 小矢部市和沢187-13 0766-68-0831 http://www.ashiyazone.co.jp/shouhin/kokusan.html

121 株式会社　スギタニ 小矢部市地崎173 0766-67-0419 http://www.sugitani1.co.jp/

122 株式会社　高澤食品本舗 小矢部市野寺65 0766-68-1275 http://f-takazawa.jp/

123 長七製麺株式会社 小矢部市津沢80 0766-61-2016 http://www.choumen.co.jp/

124 沼田製粉株式会社 小矢部市津沢３７２ 0766-61-2025 http://www.numada-seifun.com/

125 株式会社　赤坂柿山 南砺市松木8 0763-52-3424 http://kakiyama.nw.shopserve.jp/

126 三和食品株式会社 南砺市遊部川原15-2 0763-52-2848 http://www.kabura.co.jp/

127 Gelateria ZUCCA 南砺市福光4702 0763-52-0215

128 城端発酵食品工業協同組合 南砺市城端552 0763-62-1777

129 たいら牛乳 南砺市来栖200 0763-66-2437

130 富山県米菓工業協同組合 南砺市田中411 0763-52-3011

131 株式会社　なかしま 南砺市理休544 0763-62-2174 http://www.f-nakashima.com/

132 日本オリゴ株式会社 南砺市泉沢588 0763-62-1500 http://www.nihon-oligo.co.jp

133 ねこのくら工房 南砺市下梨2074 0763-66-2678 http://nekonokura.com/

134 日の出屋製菓産業株式会社 南砺市田中411 0763-52-3011 http://www.hinodeya-seika.com/

135 株式会社　ヨネダ 南砺市荒木887-1 0763-52-8123 http://www.kabu-yoneda.co.jp/

136 両砺酪農業協同組合 南砺市是安4751-2 0763-62-0196

137 有限会社　丸龍庵 射水市善光寺33-9 0766-84-3460

138 有限会社　京吉 射水市西高木1247 0766-55-3498 http://www.kyoukichi.co.jp/

139 株式会社　新湊かまぼこ 射水市海王町21 0766-84-8282 http://www.shinkama.co.jp/

140 新湊乳業協業組合 射水市松木1780 0766-84-2861

141 有限会社　鈴香食品 射水市広上1180 0766-52-5550 http://www.toyama-suzuka.jp/

142 株式会社　天高く 射水市戸破1555-1 0766-56-9988 http://www.menya-iroha.com/

143 徳永食品株式会社 射水市大島北野1482 0766-52-0613 http://www.tokunaga-shokuhin.co.jp/

144 富山県味噌協業組合 射水市土合1201 0766-52-2291

145 有限会社　へちま産業 射水市中野633 0766-52-5454 http://www.takidamiso.com

146 有限会社　丸昌昆布加工所 射水市戸破2646-3 0766-55-3783 http://kombuya.web.fc2.com/

147 ヤマサン食品工業株式会社 射水市黒河3197 0766-56-4866 http://www.yamasanfood.co.jp/

148 株式会社　米田 射水市松木385 0766-84-2481 http://www.b-yoneda.com/

149 立山黒部サービス株式会社 舟橋村舟橋45-3 076-464-1828 http://www.alpen-route.co.jp/tks/

150 有限会社　沢田牧場 上市町天神町88 076-472-0510

151 有限会社　つるぎ産業 上市町西種59番地2 076-472-6462

152 株式会社　とうどう 上市町法音寺6 076-472-0226

153 日本海味噌醤油株式会社 上市町西中野22 076-472-2121 http://www.nihonkaimiso.co.jp/

154 農事組合法人　食彩工房たてやま 立山町金剛寺270 076-463-5700

155 株式会社　大観峯 立山町野村173-1 076-463-5454 http://www.daikanbou.com/

156 株式会社　たてやま 立山町吉峰野開12 076-483-2828 http://www.yoshimine.or.jp

157 立山畜産株式会社 立山町野口4 076-463-1372 http://www.tateyama-chikusan.jp/

158 有限会社　食養の杜とやま 立山町蔵本新266-2 076-464-2788 http://tabeyounomori.jp/

159 株式会社　宝水 立山町上中125 076-462-2360 http://housui.jp/

160 アサヒ飲料株式会社　北陸工場 入善町若栗新321-1 0765-78-2800 http://www.asahiinryo.co.jp/

161 株式会社　ウーケ 入善町下飯野232-5 0765-76-0023 http://www.wooke.co.jp/

162 黒東乳業 朝日町横尾500-2 0765-82-0257

163 富山県いきいき物産株式会社　東京営業所 東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館地下１階 03-3213-1244 http://toyamakan.jp/

164 株式会社　アイディリンク 大阪府大阪市中央区淡路町1-4-9　OCS淡路町ビル4階 06-6227-8155 http://www.id-link.co.jp/
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