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     【Sun Pallet】 
       有限会社大地 

○６次産業化にまつわるストーリー 
 トマトジュースが苦手な方にも手に取っ
ていただきたい思いから、美味しさはもち
ろん見た目にもこだわりました。自社で栽
培しているミニトマトのなかからカラフル
な５種類を選び、目にも鮮やかな色とりど
りの５本のジュースが完成しました。 

○商品紹介 
 5種類のミニトマトで作った5色の無塩、
無添加の100%ジュースです。それぞれの
味、風味、香りが楽しめます。そのまま
ジュースで召し上がるほか、カクテルや、
リゾット、ドレッシングなど、料理の材料
としても最適です。  

希望小売価格（税込） 3,672円／箱 

提供可能時期 通年 

原材料 ミニトマト 

主原料産地 茨城県常総市本石下 

内容量 170ml×5本 

賞味期限／消費期限 7ヶ月 

１ケースあたり入数 5箱 

保存温度帯 常温 

最低ケース／最大ケース 1ケース／20ケース 

発注リードタイム 5日 

販売エリアの制限 なし 

ケースサイズ（重さ） 縦28cm×横36cm×高さ28cm 
（12kg） 

住所：〒300-2707 
 茨城県常総市本石下4807 

TEL：0297-42-1902           

HP：https://www.daichi-joso.co.jp/  

担当者：吉原（daichi-932@orange.plala.or.jp） 
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【茨城県産の紅はるかで 
            作ったほしいも】 
       もったいねーべ株式会社  

○６次産業化にまつわるストーリー 
 契約農家が育てた農作物をまるごと買い取
り、規格内品を干し芋やむき栗へ、規格外品
をペーストなどの原材料へ加工しています。
今まで出荷されなかった規格外品を有効活用
することで、地元農家の所得向上や地域活性
化に取り組んでいます。  

○商品紹介 
 糖度が高く肉質がしっとりとした「紅はる
か」を干し芋にしました。減圧乾燥機を使い
組織を壊さず味を凝縮し、最大限に甘みを引
き出すことで柔らかくしっとりとした濃厚な
味わいに仕上げました。 

盛りつけ例 写真 

希望小売価格（税込） 432円／袋 

提供可能時期 11月～5月 

原材料 さつまいも 

主原料産地 茨城県 

内容量 100g 

賞味期限／消費期限 90日 

１ケースあたり入数 20袋 

保存温度帯 常温 

最低ケース／最大ケース 100ケース／応相談 

発注リードタイム 10日 

販売エリアの制限 なし 

ケースサイズ（重さ） 縦21㎝×横24㎝×高さ16.5㎝ 
（2.4㎏） 

住所：〒319-0106 
 茨城県小美玉市堅倉1675-15  

TEL：0299-56-2233           

担当者：上村（kamimura@mtn-kk.co.jp） 
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【さとの果実（ゆず）】 
    島田養蜂園 島田誠一 

○６次産業化にまつわるストーリー 
 高価なイメージがあり日常的に食されるこ
との少ない国産はちみつを多くの方に味わっ
ていただきたい思いから、見た目にも美しい
商品に仕上げました。  

○商品紹介 
 自家生産したはちみつに色鮮やかな季節の
果実を漬け込みました。はちみつの気品ある
風味と果実の香りがお互いを惹きたて、口の
中に広がる新しい味覚です。ゆずのほか、四
季の果実商品をご用意しています。  

調理例又は盛りつけ例 写真 

希望小売価格（税込） 864円／本 

提供可能時期 12月～2月 

原材料 はちみつ、ゆず 

主原料産地 栃木県 

内容量 160ｇ 

賞味期限／消費期限 1ヶ月 

１ケースあたり入数 35本 

保存温度帯 冷蔵 8℃以下 

最低ケース／最大ケース 1ケース／50ケース 

発注リードタイム 7日 

販売エリアの制限 なし 

ケースサイズ（重さ） 縦34㎝×横25㎝×高さ14㎝ 
（6㎏） 

住所：〒321-0224 
 栃木県下都賀郡壬生町表町11-33  

TEL：0282-82-8389           

担当者：島田（shimada.seiichi@peach.plala.or.jp) 
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【焼き芋丸ごと干し芋甘極み】 
      株式会社和みの杜 

○６次産業化にまつわるストーリー 
 当初は焼き芋を冬季限定で販売していまし
たが、一年を通してお楽しみいただけるよう、
干し芋に仕上げました。焼き芋を天日干しす
ることにより、アミノ酸が増加し、旨味を増
すことにも成功しました。 

○商品紹介 
 さつまいも本来の甘みと風味を最大限引
き出す新たな技術で「もっちり・しっと
り」の食感を実現した干し芋です。さつま
いもを焼いてから予備乾燥・天日干しを行
うため、変色や柔らかさのムラがありませ
ん。 

人物写真 

調理例又は盛りつけ例 写真 

希望小売価格（税込） 1,296円／パック（白） 

提供可能時期 通年 

原材料 さつまいも 

主原料産地 栃木県さくら市 

内容量 200ｇ 

賞味期限／消費期限 60日 

１ケースあたり入数 25パック 

保存温度帯 常温 

最低ケース／最大ケース 1ケース／12ケース 

発注リードタイム 5日 

販売エリアの制限 なし 

ケースサイズ（重さ） 縦35㎝×横40㎝×高さ15㎝ 
（5.5ｋｇ） 

住所：〒329-1414 
 栃木県さくら市早乙女2726-1 

TEL：028-686-1831           

HP：http://www.nagomino-mori.com/  

担当者：益子（mashiko@nagomino-mori） 
 



-24- 

  【赤城深山そば】 
    株式会社赤城深山ファーム 

○６次産業化にまつわるストーリー 
 「蕎麦店が求めるそばを生産する。」と
の想いから、耕作放棄地を再生し、そば栽
培を開始しました。就農前の蕎麦店経営の
経験を活かし、実需者側の視点に立ち、土
づくりから収穫時期、製粉方法に至るまで
こだわりました。  

○商品紹介 
 そばの風味を損なわないよう石臼挽きで、
包装も真空包装アルミパックです。蕎麦店
からそば打ち初心者まで満足していただけ
るよう挽き方と粉の粗さが違う「雪」・
「月」・「花」の3種類があります。 
 農林水産大臣賞2011年、2015年受賞。 

人物写真 商品パッケージ写真 

調理例又は盛りつけ例 写真 

希望小売価格（税込） 5,400円／5ｋｇ 

提供可能時期 通年 

原材料 そば 

主原料産地 群馬県渋川市赤城地区 

内容量 5kg 

賞味期限／消費期限 1ヶ月 

１ケースあたり入数 4袋／20kg 

保存温度帯 冷蔵 

最低ケース／最大ケース 1ケース／最大は要相談 

発注リードタイム 1～2日 

販売エリアの制限 なし 

ケースサイズ（重さ） 縦32.5cm×横45.5cm×高25.2cm 
（20kg） 

住所：〒379-1102 
 群馬県渋川市赤城町長井小川田4610-54  

TEL：0279-56-7403           

HP：http://akagimiyamafarm.com/  

担当者:狩野(miyamafarm@pa3.so-net.ne.jp） 
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 【ピンクポテトチップス】 
 よしだ農場 吉田昌男 

○６次産業化にまつわるストーリー
 かつて所沢市はじゃがいもの産地であった
ことから、地元野菜の復興にこだわり、特徴
あるピンク色のじゃがいも生産に挑戦しまし
た。その結果、鮮やかな色彩のポテトチップ
スに仕上げることに成功しました。

○商品紹介
自家生産のノーザンルビー(赤じゃがい

も)を活用した色彩鮮やかなピンク色のポ
テトチップスです。お子様やお年寄りにも
手軽に味わっていただけるよう、天然塩で
味付けしました。 

調理例又は盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 300円／袋 

提供可能時期 7月～1月 

原材料 
馬鈴薯、植物油（米油、パーム油）、

食塩

主原料産地 埼玉県所沢市

内容量 60ｇ 

賞味期限／消費期限 4ヶ月 

１ケースあたり入数 20袋 

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 1ケース／10ケース 

発注リードタイム 3日 

販売エリアの制限 なし 

ケースサイズ（重さ）
縦30cm×横45cm×高さ45cm 

(1.5kg) 

住所：〒359-0011 
埼玉県所沢市南永井434 

TEL：04-2944-0823

HP：http://yoshida-nojo.jp/  

担当者：吉田(pink-poteto@yoshida-nojo.jp) 
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