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魅力ある商品生産！地方企業の紹介パンフレットシリーズ



【会社概要】
商号：井口食品株式会社
代表取締役社長　井口　俊之

創業：昭和 9年（西暦 1934年）
会社設立：昭和 61年 12月 20日（西暦 1986年 12月 20日）
資本金：1.000 万円
従業員数：82名

事業内容
・味付のり・焼のり・ふりかけ・だしの素の加工販売
・海産乾物
・全各号に付帯関連する一切の事業

主な仕入先
原料乾のりは全九州海苔指定甲商社の資格を持ち九州各漁業協組連
合会より直接買付

本社工場：福岡市東区名島 2-34-25
佐賀工場：佐賀県小城市芦刈町三王崎 1514番地
関東営業所：東京都千代田区神田北乗物町 9番地　嶋崎ビル 3F

本社 /福岡工場　

〒813-0043　福岡市東区名島 2-34-25
TEL:092-681-3161
FAX：092-671-7760

佐賀工場　

〒849-0314
佐賀県小城市芦刈町三王崎 1514番地
TEL:0952-66-2968
FAX：0952-66-4787



トップメッセージ

自然でおいしく安心な食品づくり

四方を海に囲まれた我が国では、新鮮で美味しい海産物が豊富です。

しかも、その調理・加工法においては、比類なき技術と歴史を誇っ
ていると言えるでしょう。

井口食品は、こうした伝統の味を伝えるべく "もっとおいしく、もっ
といいものを "という理念のもとに成長を続けてまいりました。

私たちはいつの時代も常に原材料を厳選し技術力の向上をはかるこ
とはもちろん、日々刻々と変化する消費者のニーズに応え、今の食
生活にマッチした味をみなさまにお届けすることが、おいしさを追
求する当社の使命と考えます。

さらに、食文化の多様化が予想される 21世紀でも、総合メーカー
を目指して歩み続ける井口食品を、これからもどうぞよろしくお願
い申し上げます。

【企業沿革】

井口食品は今から約 85 年前の 1934 年福岡県甘木市で初代社長　井口芳夫が海産物問屋「大
和屋商店」を始めたのがスタート。
九州産の海産物をメインに海苔・ふりかけ・だしの素等の製品を長年製造しております。

代表品目
海苔・ふりかけ・だしの素

1934年（昭和 9年）　福岡県甘木市に於て、初代社長 井口芳夫が海産物乾物問屋大和屋商店　　　　　　　　
　　　　　　　　を個人創業、 乾物・塩干魚類の卸販売を行う。

1953年（昭和 28年）　福岡市博多区古門戸町 10番 25号に移転。販売を中心に、広域に拡大。
1957年（昭和 32年）　食生活の多様化・加工食費の需要増加に対応、味付けのりの製造を開始。
1964年（昭和 39年）　井口食品株式会社に、改組初代　社長井口芳夫就任、資本金 200万円
1973年（昭和 48年）　資本金 1,000 万円に増資
1980年（昭和 55年）　だしの素、ママだし製造販売
1982年（昭和 57年）　ふりかけ元気だよシリーズ発売
1984年（昭和 59年）二代目社長　井口始　就任
1986年（昭和 61年）　（株）名島屋に社名変更、同年　井口食品（株）を設立
1989年（平成元年）　　博多名島屋ブランドを発売
1992年（平成 4年）　　佐賀工場建設
1994年（平成 6年）　　和風だしの素、新だし、一番だし発売
2000年（平成 12年 8月）三代目社長　井口 俊之就任
2001年（平成 13年）健康補助食品　大麦若葉青汁　始の青麦発売
2014年（平成 26年）　関東営業所開設
2016年（平成 28年）　佐賀工場　小城のり本店開設



自然でおいしく安心な食品づく
創業85年。皆様よりご愛顧頂いただいておりま

自然でおいしく安心な食をお届けしたい

当社は一貫して、日本の和食の要である乾物を主とした商品作りに努力してお
ります。

日本食は乾物の食文化と言っても過言ではないくらいに、
出汁、米、豆など和食に使われる素材は乾物を主とした食事です。
世界の食べ物が簡単に食することが出来るようになっても、
家庭で食べる食事は、おそらく和食が主であると思います。

日本人の食べている日本食は、
世界の国々でも健康食として注目をされており、

当社は一貫して、日本の和食の要である乾物を主とした商品作りに努力してお
ります。

日本食は乾物の食文化と言っても過言ではないくらいに、
出汁、米、豆など和食に使われる素材は乾物を主とした食事です。
世界の食べ物が簡単に食することが出来るようになっても、
家庭で食べる食事は、おそらく和食が主であると思います。

日本人の食べている日本食は、
世界の国々でも健康食として注目をされており、

わたしたち日本人よりも、
おそらく日本食をすばらしいと思っておられる
外国の人々が増えていると感じています。
魚、大豆、野菜を中心とした脂肪の少ない
日本食への関心が高まっている昨今、
私たちに日本人にとっても、
和食の素朴で飽きのこない味わいは気持ちまで暖かくする、
どこかほっとするものがあります。

おそらく日本食をすばらしいと思っておられる
外国の人々が増えていると感じています。
魚、大豆、野菜を中心とした脂肪の少ない
日本食への関心が高まっている昨今、
私たちに日本人にとっても、

どこかほっとするものがあります。

海外が注目する日本食のすばらしさ。今の日本人に伝えたいすばらしさがある。

炊きたてのふっくらおいしいご飯

煮物や、焼きものや揚げもの。
それにあえ物と漬物、季節の果物。
四季折々の新鮮な魚介類や野菜、海藻をバランスよく使う日本食は身体にやさしく、目に
美しく、そしておいしい…そんな三拍子そろった素晴らしさがあると思います。
そんな伝統と知恵に満ちあふれた昔ながらの日本食を見直しませんか？



商品ラインナップ：のり製品

九州有明海産焼のり全形。
多少きずがありますがお買い得品。

こだわりのタレを使用した
味付け海苔も人気の逸品です。  

きずのり焼　8枚

九州有明海産焼のり全形。
多少きずがありますがお買い得品。

こだわりのタレを使用した
味付け海苔も人気の逸品です。  

九州有明海産焼のり全形。
多少きずがありますがお買い得品。

こだわりのタレを使用した
味付け海苔も人気の逸品です。  

うちのおにぎり　8枚

九州各地の海苔と兵庫の海苔
風味や食感、香りの違いがある各
地域の味比べ。お好みの海苔はど
この海苔ですか？

おいしい海苔シリーズ

九州有明海産　初摘焼のり使用。口
溶けがよく柔らかな海苔です。
九州有明海産　初摘焼のり使用。口
溶けがよく柔らかな海苔です。

初摘み 
有明産おにぎり焼のり

佐賀有明産味のり。
口どけ・風味が良いものにこだわり
ました。口の中でひろがる香りを
おたのしみくださいませ。  

佐賀有明産味のり。
口どけ・風味が良いものにこだわり
ました。口の中でひろがる香りを
おたのしみくださいませ。  

小城のりシリーズ 味のり青空

九州有明海産の海苔を使用しています。海苔は
基本的には半形サイズですが、端が欠けたり、
稀に破けている海苔も入っております。形は不
揃いですが、味は歯切れがよく、口どけの良い
海苔を使用しております。

九州有明海産の海苔を使用しています。海苔は
基本的には半形サイズですが、端が欠けたり、
稀に破けている海苔も入っております。形は不
揃いですが、味は歯切れがよく、口どけの良い
海苔を使用しております。

おいしい焼のり

香りの良い青のり入の海苔を使用した
きざみ海苔です。
香りの良い青のり入の海苔を使用した
きざみ海苔です。

まぜ海苔（青のり入）

九州有明海産の海苔を使用した
もみのりです。味付・焼きのり共に麺類、
サラダ、海鮮丼にピッタリです。

九州有明海産の海苔を使用した
もみのりです。味付・焼きのり共に麺類、
サラダ、海鮮丼にピッタリです。

もみのりシリーズ

自然の青のりが付いた焼のりです。
青のりの香りが特徴です。  
青のりの爽やかな磯の香りと
海苔の風味をお楽しみください。

自然の青のりが付いた焼のりです。
青のりの香りが特徴です。  
青のりの爽やかな磯の香りと
海苔の風味をお楽しみください。

焼ばら海苔とあおさ
国産の焼ばら海苔とあおさの
ブレンド品です。 名産の海藻達
お味噌汁に入れれば磯の香りが
広がる逸品です。

国産の焼ばら海苔とあおさの
ブレンド品です。 名産の海藻達
お味噌汁に入れれば磯の香りが
広がる逸品です。

極細に特殊カットした
焼海苔です。
極細に特殊カットした
焼海苔です。

細切り　きざみのり

香りで食べるきざみのり

博多めんたい海苔（袋詰）

有明産の海苔に博多の名物辛子明太
子の粒をまぶした海苔です。  
有明産の海苔に博多の名物辛子明太
子の粒をまぶした海苔です。  

辛子めんたい海苔（容器）

九州有明海産味付けのり。
縦長でおにぎりに最適です。 
一家に一個食卓にぜひ 

有明産の海苔に博多の名物辛子明太
子をまぶした海苔。容器に入り尚且
つパックされてるので新鮮長持ちで
す。



商品ラインナップ：ふりかけ製品

「ふりかけ」はごはんの上だけにかける商品ですか？
固定概念に縛られない発想がふりかけのカタチを変えました

州
九

り
ぐ
め
味

博多辛子めんたい粉 のりかけ　容器入

甘旨おかか

混ぜ込みきざみたくあん
若生昆布ふりかけ

九州の各地をテーマにし
その地の特産品をふりかけにしまし
た。
パッケージには各県のご当地キャラを
入れており、子供達に人気のふりかけ
シリーズです。

九州味めぐりふりかけシリー

粉になってる明太子！
簡単に明太子レシピを作る事が
できます。アイデア次第で食卓
に品数が増える！まさにありそ
うで無かった商品です。

有明産の味付海苔を
ふんだんに使用した海苔ふりかけです。
毎日しっかり使える大容量タイプで

九州醤油の甘さと旨味がつまっ
たおかかです。化学調味料無添加
だから安心して毎日使えます。
ご飯以外におひたしなどでも美
味しいふりかけ。

混ぜ込みタイプのドライふりか
けです。発酵された沢庵（九州
産）を使用しています。たくあ
んのコリっとした食感は残しつ
つも、たくあん特有の匂いは抑
えており、食べやすくなってお
ります。

春採れの葉の柔らかい昆布（若生昆布）
を使ったふわっとしたふりかけです。昆
布の旨味が利いたやさしい味。おにぎり、
麺類、お茶漬けにもどうぞ。



商品ラインナップ：だし製品

九州の天然素材で作られる出汁は色、香り、奥深さ
どれを取ってもおいしい。きっと日本がますます好きになる味

各種業務用商品

https://inokuchisyokuhin.com/

弊社では各商品の業務用も取り揃えており
全国の飲食店やお弁当製造企業様、ホテルなど
様々な飲食関係企業様へ提案提供をしております。
商品のラインナップは弊社WEBページより
参考頂ければ幸いです。
ご用命ありましたら
お気軽にお問い合わせくださいませ。

野菜ブイヨン
化学調味料無添加
国産野菜 5種類のブイヨンです。

焼あご（和風だし）
国産の飛魚を使用した
ティーパックタイプの飛魚だしです。  

名島屋　新だし各容量別
国産原料にこだわり
うまみの素もろみを配合した
かつおだしです。  

名島屋　一番だし各容量別 国産原料にこだわり
うまみの素もろみを配合した
いりこだしです。  

名島屋　新だし無添加
国産原料にこだわり
うまみの素もろみを配合した
かつおだしです。
化学調味料無添加です  



本パンフレット製作監修、著作権の所有：一般社団法人地域資源活用の会
本誌は共同・協業販路開拓支援事業の一環で製作されました。

食と人と
の交差点
TSUMUGI

魅力ある商品生産！
地方企業の紹介パンフレットシリーズは
一般社団法人地域資源活用の会
地方企業紹介WEB「TSUMUGI」より
電子パンフレットをダウンロードできます。

企業紹介ページへ　↓


