
　お勧めしたい福岡の名物、福岡の飲食店の「テイクアウト」
「デリバリー」「お取り寄せ」メニューに、ハッシュタグ「#おう

ちでうまかもん」を付けて、SNS投稿で応援する企画です。
　既に500を超える投稿があり、多くの方々に発信していただ
いています。

　会員企業のテイクアウトやデリバリー
サービスや、在庫の販売情報を掲載してい
ます。販路拡大に、ぜひご利用ください。

ローマ発祥の新感覚ピッツア
「ピンサ・ロマーナ」。これま
でにない生地・食感をお試し
あれ！

 ピンサ・ロマーナ
マルゲリータ

今や博多土産の定番。パリパ
リっと何枚でも食べられる食
感と、程良い辛味と魚介の旨
味が特徴。

  ㈱山口油屋福太郎
めんべいプレーン

独特のパリパリ感がやみつき
に！1週間かけてじっくり焼
き上げたみつます特製「ぐる
ぐるとり皮」。

 みつます
とり皮焼き

こだわりの串物や日替わり惣菜、
かしわ飯などショーウィンドウに
並べてみました。お好きな惣菜を
選んでご自宅でお楽しみください。

 岩瀬惣菜店
赤鶏ねぎま串

お肉じゃないのにお肉のような満
足感、食べ応えあるヴィーガンバー
ガーです。その他にもポテト、飲み
物がセットでご注文できます。

 パニックバーガー
クラシックバーガー

お肉と野菜を中心に、健康にこ
だわりすべて店内で手作りして
ます!彩豊かな見た目も楽しい
ヘルシーなお惣菜をどうぞ!!

 ミートアップ！！
ベジシリーズ（チキン、ポーク、ビーフ）

食品添加物を最小限に抑えて
作った、果汁分30％以上の果
実感たっぷり飲むゼリー。

 九州良果
果実のジュレセット

ALL福岡県素材で仕込む、ノンア
ルコールの甘酒。夏季限定製造の
ブルーベリーの甘酒を含むこちら
のセットはお中元にも好評です。

 浦野醤油醸造元
にじいろ甘酒夏の5色ギフトセット

生麩で作った生地でこしあん
を包み、笹の葉で巻きまし
た。もっちりとした食感をお
楽しみください。

 鈴懸
麩乃餅

新緑の風を運ぶ、香り豊かな
抹茶餡。夏限定・福岡限定「茶
ひよ子」です。この季節にしか
味わえない味覚をどうぞ！

 ひよ子
茶ひよ子

県外物産展でも大人気の太宰府
名物。薄皮で素朴な甘さのつぶ
餡を包み、香ばしく焼き上げて
います。通販でも購入可能です。

 かさの家
梅ヶ枝餅

新鮮なミルクとバターをたっぷ
り使いチロル伝統のレシピでサ
クッと焼き上げた軽い食感、千鳥
屋代表作のロールクッキーです。

 千鳥饅頭総本舗
各種チロリアン

「夏の風物詩になる菓子を」という思
いが込められた創作菓子。小豆とわら
び粉を主原料に笹で巻くことが決ま
り。※詳細は特集記事24ページ参照

 左衛門
博多水無月

昭和23（1948）年創業、代々伝わ
る匠の手技を受け継いだ豆菓子
専門店。博多うまかもん市でも多
くのファンに愛されています。

 五色堂
豆菓子

昭和36（1961）年創業以来、手焼きせ
んべい一筋に無漂白の国産小麦粉に
こだわるとともに、一度食べたら忘れ
られない古来の味を守っています。

 野田和光堂
手焼きせんべい

原材料にこだわり、昔ながら
に1つ1つ丁寧に手造りしてい
ます。おうち時間での「ホッと
一息」する際のお供にどうぞ。

 博多長崎屋
元寇防塁

明治37（1904）年に福岡最初
の中華料理店として誕生、博
多皿うどん発祥のお店です。

 福新楼
博多皿うどん

昭和37（1962）年に博多駅前
にて屋台としてスタート。今
や博多のソウルフードです。

 博多中洲　鉄なべ
焼き餃子、冷凍生餃子

昆布出しで丁寧に漬け込んだ
明太子と柚子こしょうの風味
を効かせ、新鮮なイカを塩辛
風に仕上げた逸品。

 原口海産物専門店
柚子いか明太子

大正2（1913）年に博多の地で創
業した老舗蒲鉾店。職人が一本一
本丹精を込めて作る「伝統の味」。

 西門蒲鉾本店
蒲鉾おうち時間セット

地元の方、プロ野球選手な
ど、愛され続けて30年!!博多
の名物「もつ鍋」がご自宅で楽
しめます。

 牛もつ鍋　なの川
もつ鍋セット

最高のもつに、宮崎県産のにら
と熊本県産のキャベツで新鮮・
安全な野菜を山盛りに福岡・博
多で愛されるソウルフード！

 元祖もつ鍋　楽天地
伝統もつ鍋セット

鶏ガラと丸鶏を重ねてじっくり
と旨味を炊き出す「鶏かさね炊き
製法」。お店と同じ「生スープ」
をご家庭でお楽しみください。

 水炊き　博多華味鳥
華味鳥水炊き　持ち帰りセット

大正6（1917）年創業、豊かな自然と誠実な
造り手に育まれた食とお酒を食卓に繋げる
専門店。お酒を楽しむための知恵が詰まっ
た、公式YouTube「教えて！酒大将」は必見。

 住吉酒販
日本酒、焼酎、ワイン他

　博多うまかもん市公式SNSで
も出店者情報を発信しています
ので、これからもチェックして
みてください。そして、「いい
ね!」「フォロー」をお願いいたし
ます。

❶テイクアウト・デリバリー
　プラザ

❷買って応援!過剰在庫SOS
　（食品以外のジャンルも掲載）

関連情報７ページをご覧ください。

●「#おうちでうまかもん」プロジェクト ●福商コロナ対策特設ページ

お問い合わせ／産業振興グループ　TEL 092-441-1119

　第38回食品まつり「博多うまかもん市」は、今年も「福
岡・博多の食」を楽しんでいただけるように準備を進めて
おりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ
り中止となりました。
　本ページでは、残念ながらご披露できなかった「博多う
まかもん市」出店企業の店舗・商品情報の一部をご紹介い
たします。

おうちで「博多の定番」うまかもん

おうちで「身体に優しい」うまかもん

おうちで「銘菓」うまかもん

おうちで「家族団らん」うまかもん

おうちで

　この他にも、多くの店舗・商品情報を公式 SNS
（Instagram、Facebook、Twitter）で発信しています。ぜひ
皆様の「うまかもん」を見つけて、オススメ商品をハッシュ
タグ「#おうちでうまかもん」をつけてSNSで
投稿してください。SNSを通じて、福岡の食
品・飲食業界を盛り上げていきましょう！

※各店舗の営業時間につきましては、博多うまかもん市公式ホームページからご確認ください。

※5月27日現在の情報です。
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