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平成30年１月末現在、六次産業化・地産地消法に基
づく総合化事業計画の認定を受けた事業者は2,200件
を超え、地域の特色ある農林水産物を活用した６次産業
化商品が数多く生まれています。

この事例集は、国の認定を受けた事業者が加工・販売
を行う６次産業化の商品の中でも特に特徴的な商品例を
抜粋し、平成30年１月時点で取りまとめたものです。

本書により、６次産業化の成果が関係者の皆様に広く
共有され、更なる取組の拡大と事業者の皆様の経営の飛
躍につながれば幸いです。

利用上の留意点

○ 本書では、各事業者より寄せられた商品紹介のコメント
や商品特性等の情報を掲載しています。掲載情報は編集時点
（平成30年１月）のものであり、常に最新のものとは限りま
せんので、商談等をお考えの場合は、各事業者へお問い合わ
せください。なお、各事業者への問い合わせについては、各
事業者の負担とならないよう、ご配慮をお願いします。

【お問い合わせ先】
農林水産省食料産業局産業連携課
担 当：企画班
ＴＥＬ：０３－３５０２－８２４６



北海道

事業者名 都道府県 分類 項

阿寒農業協同組合 北海道 畜産加工品 1

美幌町農業協同組合 北海道 農産加工品 2

株式会社のぼりべつ酪農
館

北海道 畜産加工品 3

旭川あらかわ牧場合同会
社

北海道 畜産加工品 4

株式会社エルパソ 北海道 畜産加工品 5

有限会社福田農園 北海道 農産加工品 6

株式会社NIKI Hillsヴィ
レッジ

北海道 飲料・酒類 7

株式会社ひこま豚 北海道 畜産加工品 8

東北

事業者名 都道府県 分類 項

南部桑研株式会社 青森県 農産加工品 9

株式会社あおもり海山 青森県 水産加工品 10

株式会社ヒロサキ 青森県 農産加工品 11

いわてにしわが南部かし
わプロジェクト株式会社

岩手県 畜産加工品 12

株式会社岩手ファーマー
ズミート

岩手県 生鮮食品 13

農業生産法人株式会社
GRA

宮城県 飲料・酒類 14

有限会社アグリードなる
せ

宮城県 菓子 15

合資会社エコニコ農園 秋田県 農産加工品 16

目　　次（地域別）

商品名

商品名

阿寒丹頂黒和牛ハンバーグ

美幌小麦中太ちぢれ麺

のむフロマージュ

グリーンチーズ

どろぶた　生ハム　500日熟成プロシュート

干しの王様しいたけスライス

HATSUYUKI

生ベーコン

ミガキイチゴ・ムスー（スパークリングワイン）

のびるバウム（ソフト）

ブルーベリー・無加糖コンフィチュール

南部八戸桑茶

クロマグロのなめろう

スタンドパック

南部かしわ地鶏の燻製

牛匠　小形牧場牛薄切り



有限会社舟形マッシュ
ルーム

山形県 農産加工品 17

ふくしま農家の夢ワイン
株式会社

福島県 飲料・酒類 18

株式会社ワンダーファー
ム

福島県 飲料・酒類 19

関東

事業者名 都道府県 分類 項

有限会社大地 茨城県 飲料・酒類 20

もったいねーべ株式会社 茨城県 菓子 21

島田養蜂園　島田誠一 栃木県 農産加工品 22

株式会社和みの杜 栃木県 菓子 23

株式会社赤城深山ファー
ム

群馬県 農産加工品 24

よしだ農場　吉田昌男 埼玉県 菓子 25

株式会社オオノ農園 千葉県 農産加工品 26

キャロット＆ベジタブル
株式会社

千葉県 生鮮食品 27

磯沼ミルクファーム 東京都 畜産加工品 28

神奈川中央養鶏農業協同
組合（卵菓屋）

神奈川県 菓子 29

有限会社農業法人清里
ジャム

山梨県 農産加工品 30

社会福祉法人くりのみ園 長野県 農産加工品 31

株式会社柿の木冷温フー
ズ

長野県 農産加工品 32

有限会社下山養魚場 静岡県 水産加工品 33

乾燥マッシュルーム

シードル

焼き芋丸ごと干し芋甘極み

赤城深山そば

ピンクポテトチップス

落花生100％ペースト

有機ビーツ

Wonder Red 95g

商品名

Sun　Pallet

茨城県産の紅はるかで作ったほしいも

さとの果実（ゆず）

あまご蒲焼

ジャージープレミアムヨーグルト

もちもちドーナツ

ブラックカシスコーディアル

くりのみの米こうじ味噌

冷凍カットえのき茸



北陸

事業者名 都道府県 分類 項

株式会社サンファーム泉 新潟県 飲料・酒類 34

いなば農業協同組合 富山県 その他 35

農事組合法人蓮だより 石川県 菓子 36

有限会社かわに 石川県 農産加工品 37

株式会社米心石川 石川県 菓子 38

有限会社白山やまぶどう
農園

福井県 飲料・酒類 39

東海

事業者名 都道府県 分類 項

農業生産法人PLUS株式
会社

岐阜県 農産加工品 40

株式会社寺田農園 岐阜県 飲料・酒類 41

オークヴィレッジ株式会
社

岐阜県 その他 42

有限会社デイリーファー
ム　とれたてたまごの店
ココテラス

愛知県 菓子 43

高香園製茶所 愛知県 菓子 44

ガーキンファーム町屋 三重県 農産加工品 45

近畿

事業者名 都道府県 分類 項

株式会社横江ファーム 滋賀県 農産加工品 46

有限会社フルーツ王国や
さか

京都府 飲料・酒類 47

こと京都株式会社 京都府 農産加工品 48

商品名

アロニア・ポリフェノール果実ミックスジュース

クリアベル（化粧品）

加賀れんこんちっぷ

庄兵衛セット（特）

swallowチェア

たまごたっぷりカステラ

手摘み抹茶の焼き菓子

町屋ピクルス

焼き芋おじさん

こめれーぬ

山ぶどうビネガー

商品名

グルテンフリーパスタ

商品名

かける小松菜

葡の華（ほのか）

京の九条の葱の油



カネ筒農園 大阪府 農産加工品 49

カタシモワインフード株
式会社

大阪府 飲料・酒類 50

浜坂漁業協同組合 兵庫県 水産加工品 51

株式会社嶋本食品 兵庫県 畜産加工品 52

有限会社十津川深瀬 奈良県 水産加工品 53

ほりぐち農園 和歌山県 農産加工品 54

農業生産法人株式会社早
和果樹園

和歌山県 飲料・酒類 55

くしもと両濱株式会社 和歌山県 水産加工品 56

中国四国

事業者名 都道府県 分類 項

メイちゃん農場　大下哲
治

鳥取県 畜産加工品 57

有限会社旭養鶏舎 島根県 菓子 58

ホトトギス株式会社 岡山県 菓子 59

株式会社アーリーモーニ
ング

岡山県 農産加工品 60

レッドライスカンパニー
株式会社

岡山県 飲料・酒類 61

丸本酒造株式会社 岡山県 飲料・酒類 62

牡蠣の家しおかぜ　野崎
寿

岡山県 水産加工品 63

株式会社ビナン食販 岡山県 農産加工品 64

農事組合法人世羅幸水農
園

広島県 農産加工品 65

ひのっ子ファーム株式会
社

広島県 菓子 66

大阪ど根性スピリット

プロトン凍結浜ほたる

KOBE金猪豚骨付き生ハム

鮎あぶり

梅シロップ

紅たでシロップ

米粉のブラウニー

EIJI　MIYAMOTO　No.7

赤米甘酒はれのひストレート

泡々酒：ブルー　花泡々酒：ピンク

牡蠣のアヒージョ

飲むみかん

紀州串本釜揚げひじき

商品名

潮騒・シェーブルチーズ

あさひ・プリン

肉厚きくらげ

なしのチャツネ

ひのっ子マンゴープリン



企業組合がんね栗の里 山口県 菓子 67

株式会社瀬戸内ジャムズ
ガーデン

山口県 農産加工品 68

株式会社さんまいん 山口県 農産加工品 69

西地食品有限会社 徳島県 農産加工品 70

さんわ農夢株式会社 香川県 生鮮食品 71

株式会社蒼のダイヤ 香川県 農産加工品 72

濵田農園　濵田善純 愛媛県 飲料・酒類 73

有限会社はたやま夢楽 高知県 生鮮食品 74

九州

事業者名 都道府県 分類 項

ファゼンダかじわら合同
会社

福岡県 畜産加工品 75

やっぱぁ～岡垣　早苗泰
博

福岡県 農産加工品 76

いずも食品加工株式会社 福岡県 菓子 77

さぼんどちの株式会社 福岡県 その他 78

合同会社つよし君のお野
菜畑

佐賀県 飲料・酒類 79

KAWAKIYA　栗原二雄 長崎県 菓子 80

株式会社五島ライブカン
パニー

長崎県 水産加工品 81

有限会社阿蘇健康農園 熊本県 農産加工品 82

あねさん工房株式会社 大分県 農産加工品 83

株式会社ドリームファー
マーズ

大分県 菓子 84

辛し麹和えぴりっとさん

しょうがシロップ　すだち果汁入り

弘法の恵・夢の芋

蒼のダイヤ　オリーブオイル

きわみジュース

がんね栗衛門

瀬戸内マーマレードTeraTerra

ナチュラルせっけんはみがきジェルCS

つよし君の飲むトマト

イチゴのドライフルーツ

クエ鍋セット

阿蘇バジルペースト

幻の地鶏　土佐ジロー

商品名

ジェラート

高倉びわの葉茶

国産野菜をそのまんまチップスにしました。

かぼすコンフィチュール

ドライフルーツ詰め合わせ



有限会社豊緑園 宮崎県 農産加工品 85

AGRISTREAM KIMURA
FARM株式会社

宮崎県 菓子 86

株式会社岡崎牧場 宮崎県 生鮮食品 87

兼久農産物加工組合 鹿児島県 菓子 88

株式会社さつま福永牧場 鹿児島県 生鮮食品 89

沖縄

事業者名 都道府県 分類 項

農業生産法人有限会社勝
山シークヮーサー

沖縄県 飲料・酒類 90

農業生産法人株式会社福
まる農場

沖縄県 生鮮食品 91

やわらかい加工黒糖

黒毛和牛ロース

商品名

勝山シークヮーサー沖縄県産果汁100％

キビまる豚　バラ（豚バラ肉）

緑がとてもきれいな「まっ茶」

マンゴーコンフィチュール

ドライエイジングビーフ



農産加工品

事業者名 都道府県 分類 項

美幌町農業協同組合 北海道 農産加工品 2

有限会社福田農園 北海道 農産加工品 6

南部桑研株式会社 青森県 農産加工品 9

株式会社ヒロサキ 青森県 農産加工品 11

合資会社エコニコ農園 秋田県 農産加工品 16

有限会社舟形マッシュ
ルーム

山形県 農産加工品 17

もったいねーべ株式会社 茨城県 農産加工品 21

島田養蜂園　島田誠一 栃木県 農産加工品 22

株式会社和みの杜 栃木県 農産加工品 23

株式会社赤城深山ファー
ム

群馬県 農産加工品 24

株式会社オオノ農園 千葉県 農産加工品 26

有限会社農業法人清里
ジャム

山梨県 農産加工品 30

社会福祉法人くりのみ園 長野県 農産加工品 31

株式会社柿の木冷温フー
ズ

長野県 農産加工品 32

農事組合法人蓮だより 石川県 農産加工品 36

有限会社かわに 石川県 農産加工品 37

農業生産法人PLUS株式
会社

岐阜県 農産加工品 40

※一部、複数の分類に属する商品がございます。

目　　次（分類別）

美幌小麦中太ちぢれ麺

干しの王様しいたけスライス

南部八戸桑茶

スタンドパック

ブルーベリー・無加糖コンフィチュール

乾燥マッシュルーム

さとの果実（ゆず）

赤城深山そば

落花生100％ペースト

ブラックカシスコーディアル

くりのみの米こうじ味噌

冷凍カットえのき茸

焼き芋おじさん

グルテンフリーパスタ

商品名

茨城県産の紅はるかで作ったほしいも

焼き芋丸ごと干し芋甘極み

加賀れんこんちっぷ



ガーキンファーム町屋 三重県 農産加工品 45

株式会社横江ファーム 滋賀県 農産加工品 46

こと京都株式会社 京都府 農産加工品 48

カネ筒農園 大阪府 農産加工品 49

ほりぐち農園 和歌山県 農産加工品 54

株式会社アーリーモーニ
ング

岡山県 農産加工品 60

株式会社ビナン食販 岡山県 農産加工品 64

農事組合法人世羅幸水農
園

広島県 農産加工品 65

株式会社瀬戸内ジャムズ
ガーデン

山口県 農産加工品 68

株式会社さんまいん 山口県 農産加工品 69

西地食品有限会社 徳島県 農産加工品 70

株式会社蒼のダイヤ 香川県 農産加工品 72

やっぱぁ～岡垣　早苗泰
博

福岡県 農産加工品 76

いずも食品加工株式会社 福岡県 農産加工品 77

KAWAKIYA　栗原二雄 長崎県 農産加工品 80

有限会社阿蘇健康農園 熊本県 農産加工品 82

あねさん工房株式会社 大分県 農産加工品 83

株式会社ドリームファー
マーズ

大分県 農産加工品 84

有限会社豊緑園 宮崎県 農産加工品 85

株式会社岡崎牧場 宮崎県 農産加工品 87

ドライフルーツ詰め合わせ

町屋ピクルス

かける小松菜

京の九条の葱の油

紅たでシロップ

梅シロップ

しょうがシロップ　すだち果汁入り

蒼のダイヤ　オリーブオイル

高倉びわの葉茶

阿蘇バジルペースト

かぼすコンフィチュール

EIJI　MIYAMOTO　No.7

肉厚きくらげ

なしのチャツネ

瀬戸内マーマレードTeraTerra

辛し麹和えぴりっとさん

国産野菜をそのまんまチップスにしました。

イチゴのドライフルーツ

緑がとてもきれいな「まっ茶」

ドライエイジングビーフ



畜産加工品

事業者名 都道府県 分類 項

阿寒農業協同組合 北海道 畜産加工品 1

株式会社のぼりべつ酪農
館

北海道 畜産加工品 3

旭川あらかわ牧場合同会
社

北海道 畜産加工品 4

株式会社エルパソ 北海道 畜産加工品 5

株式会社ひこま豚 北海道 畜産加工品 8

いわてにしわが南部かし
わプロジェクト株式会社

岩手県 畜産加工品 12

磯沼ミルクファーム 東京都 畜産加工品 28

株式会社嶋本食品 兵庫県 畜産加工品 52

メイちゃん農場　大下哲
治

鳥取県 畜産加工品 57

ファゼンダかじわら合同
会社

福岡県 畜産加工品 75

株式会社岡崎牧場 宮崎県 畜産加工品 87

水産加工品

事業者名 都道府県 分類 項

株式会社あおもり海山 青森県 水産加工品 10

有限会社下山養魚場 静岡県 水産加工品 33

浜坂漁業協同組合 兵庫県 水産加工品 51

有限会社十津川深瀬 奈良県 水産加工品 53

くしもと両濱株式会社 和歌山県 水産加工品 56

牡蠣の家しおかぜ　野崎
寿

岡山県 水産加工品 63

生ベーコン

南部かしわ地鶏の燻製

ジャージープレミアムヨーグルト

KOBE金猪豚骨付き生ハム

潮騒・シェーブルチーズ

阿寒丹頂黒和牛ハンバーグ

のむフロマージュ

グリーンチーズ

どろぶた　生ハム　500日熟成プロシュート

紀州串本釜揚げひじき

牡蠣のアヒージョ

ジェラート

クロマグロのなめろう

あまご蒲焼

プロトン凍結浜ほたる

鮎あぶり

商品名

商品名

ドライエイジングビーフ



株式会社五島ライブカン
パニー

長崎県 水産加工品 81

菓子

事業者名 都道府県 分類 項

有限会社アグリードなる
せ

宮城県 菓子 15

もったいねーべ株式会社 茨城県 菓子 21

株式会社和みの杜 栃木県 菓子 23

よしだ農場　吉田昌男 埼玉県 菓子 25

神奈川中央養鶏農業協同
組合（卵菓屋）

神奈川県 菓子 29

農事組合法人蓮だより 石川県 菓子 36

株式会社米心石川 石川県 菓子 38

有限会社デイリーファー
ム　とれたてたまごの店
ココテラス

愛知県 菓子 43

高香園製茶所 愛知県 菓子 44

有限会社旭養鶏舎 島根県 菓子 58

ホトトギス株式会社 岡山県 菓子 59

ひのっ子ファーム株式会
社

広島県 菓子 66

企業組合がんね栗の里 山口県 菓子 67

いずも食品加工株式会社 福岡県 菓子 77

KAWAKIYA　栗原二雄 長崎県 菓子 80

株式会社ドリームファー
マーズ

大分県 菓子 84

AGRISTREAM KIMURA
FARM株式会社

宮崎県 菓子 86

クエ鍋セット

のびるバウム（ソフト）

茨城県産の紅はるかで作ったほしいも

たまごたっぷりカステラ

手摘み抹茶の焼き菓子

あさひ・プリン

米粉のブラウニー

ひのっ子マンゴープリン

焼き芋丸ごと干し芋甘極み

ピンクポテトチップス

もちもちドーナツ

加賀れんこんちっぷ

こめれーぬ

がんね栗衛門

国産野菜をそのまんまチップスにしました。

イチゴのドライフルーツ

ドライフルーツ詰め合わせ

マンゴーコンフィチュール

商品名



兼久農産物加工組合 鹿児島県 菓子 88

飲料・酒類

事業者名 都道府県 分類 項

株式会社NIKI Hillsヴィ
レッジ

北海道 飲料・酒類 7

農業生産法人株式会社
GRA

宮城県 飲料・酒類 14

ふくしま農家の夢ワイン
株式会社

福島県 飲料・酒類 18

株式会社ワンダーファー
ム

福島県 飲料・酒類 19

有限会社大地 茨城県 飲料・酒類 20

株式会社サンファーム泉 新潟県 飲料・酒類 34

有限会社白山やまぶどう
農園

福井県 飲料・酒類 39

株式会社寺田農園 岐阜県 飲料・酒類 41

有限会社フルーツ王国や
さか

京都府 飲料・酒類 47

カタシモワインフード株
式会社

大阪府 飲料・酒類 50

農業生産法人株式会社早
和果樹園

和歌山県 飲料・酒類 55

レッドライスカンパニー
株式会社

岡山県 飲料・酒類 61

丸本酒造株式会社 岡山県 飲料・酒類 62

濵田農園　濵田善純 愛媛県 飲料・酒類 73

合同会社つよし君のお野
菜畑

佐賀県 飲料・酒類 79

農業生産法人有限会社勝
山シークヮーサー

沖縄県 飲料・酒類 90

生鮮食品

事業者名 都道府県 分類 項

やわらかい加工黒糖

HATSUYUKI

ミガキイチゴ・ムスー（スパークリングワイン）

シードル

Wonder Red 95g

大阪ど根性スピリット

飲むみかん

赤米甘酒はれのひストレート

泡々酒：ブルー　花泡々酒：ピンク

きわみジュース

Sun　Pallet

アロニア・ポリフェノール果実ミックスジュース

山ぶどうビネガー

庄兵衛セット（特）

葡の華（ほのか）

商品名

商品名

つよし君の飲むトマト

勝山シークヮーサー沖縄県産果汁100％



株式会社岩手ファーマー
ズミート

岩手県 生鮮食品 13

キャロット＆ベジタブル
株式会社

千葉県 生鮮食品 27

浜坂漁業協同組合 兵庫県 生鮮食品 51

さんわ農夢株式会社 香川県 生鮮食品 71

有限会社はたやま夢楽 高知県 生鮮食品 74

株式会社岡崎牧場 宮崎県 生鮮食品 87

株式会社さつま福永牧場 鹿児島県 生鮮食品 89

農業生産法人株式会社福
まる農場

沖縄県 生鮮食品 91

その他

事業者名 都道府県 分類 項

いなば農業協同組合 富山県 その他 35

オークヴィレッジ株式会
社

岐阜県 その他 42

さぼんどちの株式会社 福岡県 その他 78

プロトン凍結浜ほたる

ナチュラルせっけんはみがきジェルCS

商品名

クリアベル（化粧品）

幻の地鶏　土佐ジロー

ドライエイジングビーフ

黒毛和牛ロース

キビまる豚　バラ（豚バラ肉）

swallowチェア

牛匠　小形牧場牛薄切り

有機ビーツ

弘法の恵・夢の芋
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【阿寒丹頂黒和牛ハンバーグ】
阿寒農業協同組合

○６次産業化にまつわるストーリー
丁寧に飼育した「阿寒丹頂黒和牛」の

美味しさを消費者に届け、畜産家を応援
したいという思いから、JAが手作りでハ
ンバーグに加工・販売しています。
ジューシーな美味しさで、地元の小学

校の出前授業や地域のお祭りでハンバー
ガーとしても好評です。

○商品紹介
阿寒湖で湧く美味しい水と、安全で良

質な飼料、成長に合わせたきめ細かな管
理で育てられた、「阿寒丹頂黒和牛」を
ハンバーグに加工しました。
やわらかく肉のうま味を最大限に引き

出したこだわりのハンバーグです。

加藤係長
の写真

商品パッケージ写真

希望小売価格（税込）
1,600円／パック

（送料・発砲容器別途）

提供可能時期 通年

原材料
牛肉（北海道釧路市阿寒町産）、
玉ねぎ、鶏卵、パン粉、調味料

主原料産地 北海道釧路市阿寒町

内容量 90ｇ×4個入

賞味期限／消費期限 180日

１ケースあたり入数 5パック×4個

保存温度帯 -18℃

最低ケース／最大ケース 1ケース／6ケース

発注リードタイム 30日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦25㎝×横33㎝×高さ15㎝

（約2.1㎏）

住所：〒085-0216
北海道釧路市阿寒町北新町1丁目4番1号

TEL：0154-66-3211

HP：http://www.ja-akan.or.jp/

担当者：営農企画振興係
（hisashi.katoh@akan.ja-hokkaido.gr.jp）
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【美幌小麦中太ちぢれ麺】
美幌町農業協同組合

盛りつけ例 写真

住所：〒092-8651
北海道網走郡美幌町字青山南30番地1

TEL：0152-72-1111

HP：http://www.Jabihoro.or.jp

○６次産業化にまつわるストーリー
生産者・製造者・販売者の「他にはないう

まい地元産小麦の麺がつくりたい」との思い
が重なり商品開発を始めました。このおいし
さを多くの方に味わってもらうため、お土産
やギフトとしても贈りやすい乾燥中華麺とし
て販売しています。

希望小売価格（税込） 980円／4食セット

提供可能時期 通年

原材料
小麦粉・かんすい・食塩・

植物性たん白・卵白・ソルビット

主原料産地 北海道美幌町

内容量
540g（めん90g×4 みそスープ45g×2

しょうゆスープ45g×2）

賞味期限／消費期限 8ヶ月

１ケースあたり入数 25箱

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 1ケース／上限なし

発注リードタイム 2日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦47.5㎝×横45.5㎝×厚さ22㎝

（14㎏）

○商品紹介
美幌町産小麦「春よ恋」と「ゆめちから」

をブレンドし、芳醇な香りとコシやのど越し
にこだわって開発しました。スープは美幌町
産玉ねぎを使用した味噌と醤油の２種類あり、
味噌スープは赤味噌をベースにポークや香味
野菜の旨味を加えた力強い味、醤油スープは
本醸造醤油をベースにチキンや香味野菜の風
味を加えた口当たりの良い味に仕上げていま
す。
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【のむフロマージュ】
株式会社のぼりべつ酪農館

希望小売価格（税込） 240円／本（道内）

提供可能時期 通年

原材料 生乳、砂糖、乳製品、オリゴ糖

主原料産地 北海道登別市

内容量 150ｇ

賞味期限／消費期限 14日

１ケースあたり入数 72本

保存温度帯 5℃

最低ケース／最大ケース 1ケース／応相談

発注リードタイム 7日間

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦30cm×横45cm×高30cm

（12kg）

住所：〒050-0461
北海道登別市札内町73-3

TEL：0143-85-3184

HP：http://www.rakunoukan.com

担当者：三浦（e.miura@rakunoukan.com）

○６次産業化にまつわるストーリー
乳質トップクラスと言われる登別・室蘭

14軒の限定酪農家の生乳でチーズドリンク
の製造に挑戦しました。
ドリンクタイプのチーズを製造する技術

を確立した当社と、牧草作りにこだわり、
伝統的な放牧を守る生産者との連携で生ま
れました。

FOODEX美食女子コンテスト2016で銀
賞を受賞しました。

○商品紹介
乳酸菌が活性化するオリゴ糖を加えた吸

収の良いチーズドリンクです。乳清カルシ
ウム、ビタミン、ミネラルなどが含まれ、
お子様からお年寄りまで、おすすめできる
商品です。ポリフェノールが豊富な「アロ
ニア」タイプもあります。
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【グリーンチーズ】
旭川あらかわ牧場合同会社

○６次産業化にまつわるストーリー
「直接消費者に商品を届けたい」との思

いから、全国各地で修行し、チーズ作りを
学びました。特別な日に購入するリピー
ターも増えており、旭川ならではの一品を
目指しています。平成27年、食のプロが
選ぶ高品質な道産食品「北のハイグレード
食品＋」に選定されました。

○商品紹介
グリーンチーズは、家の冷蔵庫で熟成し

て、食べ頃を自分の好みで決められること
が最大の特徴です。味と香りと旨味成分の
異なる４種類を製造しています（コクの赤、
ミルク風味の白、マイルドの橙、香燻の
茶）。

人物写真商品パッケージ写真

希望小売価格（税込）
市内1,458円～, 道内 1,512円～
道外1,566円～ （各1個あたり）

提供可能時期 通年

原材料 生乳、食塩

主原料産地 北海道旭川市

内容量 200ｇ

賞味期限
グリーンチーズ 40日

（熟成期限は製造日から2年）

１ケースあたり入数 48個

保存温度帯 冷蔵

最低ケース／最大ケース 1ケース／8ケース

発注リードタイム 応相談

販売エリアの制限
常設：旭川市内

イベント出展：全国
※直販のみ

ケースサイズ（重さ）
縦47㎝×横36㎝×高30㎝

（10㎏）

住所：〒071-1172
北海道旭川市江丹別町拓北582-4

TEL：0166-73-2107

Facebookページあります

担当者：荒川
（asahikawa.arakawa.bokuzyou.m.a@gmail.com）
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【どろぶた 生ハム
500日熟成プロシュート】

株式会社エルパソ

○６次産業化にまつわるストーリー
「風土がFoodを造る」という思いから、

豚を「のびのび放牧」で育てるため、十勝の
大自然の中で「エルパソ豚牧場」を始めまし
た。「どろぶた」の高付加価値化と全部位の
有効活用を目指し、加工品開発に取り組んで
います。
生ハムの他にラックスシンケン、パン

チェッタ、各種サラミなどの熟成商品を製造
しています。

○商品紹介
放牧でのびのびと育てた「どろぶた」のモ

モ肉を、厳密な温度管理技術と独自の技で、
500日以上熟成（塩漬～乾燥）させた、国内
でも数少ない本格熟成の生ハムです。十分な
時間をかけることでしか得られない、独特の
深い色と艶、豊かで芳醇な味、柔らかな舌触
りが特長です。

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） 724円／パック

提供可能時期 通年

原材料
豚肉、岩塩、砂糖、香辛料、発色剤

（硝酸K、亜硝酸Na）

主原料産地 北海道幕別町

内容量 40g

賞味期限／消費期限 45日

１ケースあたり入数 応相談

保存温度帯 要冷蔵（5℃以下）

最低ケース／最大ケース ご要望に応じて発送いたします。

発注リードタイム 7日間

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ） ご要望に応じて発送いたします。

住所：〒089-1725
北海道中川郡幕別町忠類中当45番地1

TEL：01558-8-2477

HP：http://elpaso.jp/（㈱マノス※）

担当者：松葉（matsuba@elpaso.co.jp）

※ 「㈱マノス」は㈱エルパソのグループ会社で、どろぶた商品を中心に
流通、販売、レストラン等を行っています。
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【干しの王様
しいたけスライス】
有限会社福田農園

○６次産業化にまつわるストーリー
介護食やベジタリアン向けの肉の代替

品として、肉厚で大型のしいたけを開発
し、「王様しいたけ」として生産してい
ます。
保存期間の長い乾燥しいたけに加工す

ることで廃棄ロスが減り、規格外品の有
効活用にもつながりました。

住所：〒041-1134
北海道亀田郡七飯町鶴野83番地

TEL：0138-65-5522

HP：https://www.k-kinoko.co.jp/

担当者：福田（info@k-kinoko.co.jp）

○商品紹介
乾燥方法の工夫により、だしを取った

時の苦みや雑味を極めて少なくし、うま
みや香りを高めました。あらかじめスラ
イスされているので、必要な量だけ使う
ことができます。煮物や鍋物、炊き込み
ご飯などにおすすめです。

人物写真

盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 1,200円／袋

提供可能時期 通年

原材料 しいたけ

主原料産地 北海道七飯町

内容量 40g

賞味期限／消費期限 約1年

１ケースあたり入数 御相談に応じて発送いたします。

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 1袋／120袋

発注リードタイム 2～3日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦23㎝×横15㎝×厚さ4㎝

（53g）



-7-

【HATSUYUKI】
株式会社NIKI Hillsヴィレッジ

○６次産業化にまつわるストーリー
ワイン用ぶどうの国内最大生産地として歴

史のある余市仁木町で、原料も醸造も地域に
根ざしたワインで新しい町作りに取り組んで
います。
多くのワイナリーの開業で、観光地として

の成長を目指しています。

○商品紹介
糖度の高いケルナーを使用し、ぶどう本来

の風味を活かすため余分なものは一切加えず
熟成しています。
生産方法にこだわり、仁木町でしか表現で

きない味を追求しています。

盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 5,400円／本

提供可能時期 通年

原材料 ぶどう（ケルナー）

主原料産地 北海道余市

内容量 750㎖

賞味期限／消費期限 なし

１ケースあたり入数 12本（6本入ケースもあり）

保存温度帯 10℃

最低ケース／最大ケース 1ケース／応相談

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 横28㎝×縦37㎝×高さ31.5㎝

住所：〒048-2405
北海道余市郡仁木町北町2-2

TEL：0135-32-3801

HP：http://nikihills.co.jp/

担当者：伊藤（ito@nikihills.co.jp）
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【生ベーコン】
株式会社ひこま豚

○６次産業化にまつわるストーリー
味や品質にこだわったSPF豚を直接消費

者に届けたいと思い、直営店舗での販売を
開始しました。
脂の乗りきった親豚のちょうど良い歯ご

たえや旨味を活かしたベーコンやソーセー
ジの販売も行っています。

○商品紹介
安全性の高いSPF（特定の病原菌を保有

しない）豚をベーコンにしました。臭みが
なく、甘い脂身とやわらかい肉質はひこま
豚ならではの魅力です。

人物写真商品パッケージ写真

盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 1,080円／パック

提供可能時期 通年

原材料

豚肉、食塩、砂糖、リン酸塩（Na）、
香辛料、調味料（アミノ酸など）、

保存料（ソルビン酸K）、酸化防止剤
（ビタミンC）、発色剤（亜硝酸Na）

主原料産地 北海道

内容量 150g

賞味期限／消費期限 180日

１ケースあたり入数 20パック

保存温度帯 冷凍

最低ケース／最大ケース 1ケース／応相談

発注リードタイム 1週間

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦28.5㎝×横19.5㎝×高さ17.4㎝

（3.5㎏）

住所：〒049-2142
北海道茅部郡森町赤井川139

TEL：01374-7-1456

HP：http://www.hikomabuta.com/

担当者：葛西（info@hikomabuta.com）
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【南部八戸桑茶】
南部桑研株式会社

○６次産業化にまつわるストーリー
養蚕が盛んだった青森県南地方の放

棄桑園を再生し、採取した桑葉を健康
茶へ加工・販売しています。各地で試
飲会を開催することにより販路を拡大
しており、アメリカへの輸出にも取り
組んでいます。

○商品紹介
豊富なミネラルや食物繊維を含む桑

葉をお茶にしました。糖分と脂分を控
えたい方にお勧めできる健康茶です。

希望小売価格（税込） 1,080円／袋

提供可能時期 通年

原材料 桑葉

主原料産地 青森県

内容量 60ｇ

賞味期限／消費期限 12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／5ケース

発注リードタイム 1週間

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦23㎝×横22㎝×高さ15㎝

（250ｇ）

住所：〒031-0077
青森県八戸市長根1丁目9-6

TEL：0178-32-0258

HP：http://www.nanbusouken.com/index.html

担当者：早狩（info@nanbusouken.com）
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【クロマグロのなめろう】
株式会社あおもり海山

○６次産業化にまつわるストーリー
貴重なクロマグロを無駄なく有効活用し、

深浦の漁業を活性化させたいとの思いで６
次産業化に取り組みました。冷凍加工技術
を利用する事で、天候に左右されない計画
的な事業とし、若者の漁業離れを食い止め
たいと考えています。

○商品紹介
旨味を引き出すために１本丸ごと熟成さ

せた青森県産天然本マグロを使用した贅沢
な逸品です。天然本マグロのたたき身に、
国産の生姜、葱、地元の味噌を混ぜ合わせ、
本マグロ本来の旨味を堪能できる商品に仕
上げました。

人物写真

盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 810円／パック

提供可能時期 通年

原材料 天然本マグロ

主原料産地 青森県

内容量 100g

賞味期限／消費期限 90日

１ケースあたり入数 40パック

保存温度帯 -18℃以下

最低ケース／最大ケース ご要望に応じて発送します。

発注リードタイム 2日

販売エリアの制限 クール便対応が可能なエリア

ケースサイズ（重さ）
縦50㎝×横32.5㎝×高さ13.5㎝

（約400g）

住所：〒038-2326
青森県西津軽郡深浦町大字月屋字裸森73-3

TEL：0173-82-0577

HP：http://www.aomorikaisan.co.jp/

担当者：川村（info@aomorikaisan.co.jp）
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【スタンドパック】
株式会社ヒロサキ

○６次産業化にまつわるストーリー
若い世代を中心に、りんごの消費量が減

少する中で、りんご離れの原因となる不満
を解消するため、カットりんごの商品化に
取り組みました。

○商品紹介
ミネラルや食物繊維が豊富なりんごを、

袋から出してすぐに食べられるカットりん
ごにしました。
酸味の少ない品種「フジ」を使い、子ど

ものおやつにも最適です。

人物写真商品パッケージ写真

盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 148円／個

提供可能時期 通年

原材料 りんご

主原料産地 青森県

内容量 50g（3切れ）

賞味期限／消費期限 14日

１ケースあたり入数 120個

保存温度帯 10℃以下

最低ケース／最大ケース 1ケース／25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37㎝×横44㎝×高さ26㎝

（7.5㎏）

住所：〒036-8318
青森県弘前市大字八代町9-5

TEL：0172-88-7685

HP：http://hirosakiap.com/index.html

担当者：相内（hirosaki@tea.ocn.ne.jp）
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【南部かしわ地鶏の燻製】
いわてにしわが南部かしわ

プロジェクト株式会社

○６次産業化にまつわるストーリー
地鶏「南部かしわ」は、大型で発育が良

く、適度な脂ののりや歯ごたえがどんな料
理にも合う素材です。この「南部かしわ」
を使用した燻製等の加工品を製造し、地域
の特産品として販売することで、農業経営
の改善を図っています。

○商品紹介
西和賀町で飼育した岩手県独自の地鶏

「南部かしわ」を、自社加工場で処理し、
委託先にて丸ごと一羽燻製しました。急速
冷凍機（CAS）で冷凍し、品質を保ったま
ま、長期間保存可能です。

希望小売価格（税込） 10,000円～／ケース

提供可能時期 通年

原材料 南部かしわ地鶏

主原料産地 岩手県西和賀町

内容量 2ｋｇ～3ｋｇ

賞味期限／消費期限 2年（冷凍）

１ケースあたり入数 1羽

保存温度帯 冷凍

最低ケース／最大ケース 1ケース／500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39cm×横29cm×高さ23cm

（2㎏～3㎏）

住所：〒029-5514
岩手県和賀郡西和賀町湯川52地割71-10

TEL：0197-82-2222

担当者：高鷹（masaaki@yamado.co.jp）
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【牛匠 小形牧場牛薄切り】
株式会社岩手ファーマーズミート

○６次産業化にまつわるストーリー
ビール粕やおからなどを配合したエコ

フィード認定の発酵飼料で育てた岩手県産
黒毛和牛を集約し、最先端の冷凍商品を開
発しました。プロトン冷凍機で細胞を破壊
せず急速冷凍することで、高鮮度での通年
提供を可能にしています。

○商品紹介
高度な飼育技術と独自の発酵飼料で飼育

した高品質の黒毛和牛を、急速冷凍するこ
とで、生鮮品のようなみずみずしさと旨味
を再現しました。最先端の設備と衛生基準
によって産み出される、こだわりの牛肉を
提供しています。

人物写真商品パッケージ写真

盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 8,100円／パック

提供可能時期 通年

原材料 牛肉（黒毛和牛）

主原料産地 岩手県奥州市前沢

内容量 500g

賞味期限／消費期限 30日

１ケースあたり入数 ご要望に応じて発送します。

保存温度帯 冷凍

最低ケース／最大ケース ご要望に応じて発送します。

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23㎝×横30㎝×高さ6㎝

（740g）

住所：〒029-4204
岩手県奥州市前沢区向田1丁目9番

TEL：0197-56-0293

HP：https://www.iwate-fmeat.com/

担当者：菅原（ifm@aroma.ocn.ne.jp）
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【ミガキイチゴ・ムスー
(スパークリングワイン)】
農業生産法人株式会社ＧＲＡ

○６次産業化にまつわるストーリー
東日本大震災をきっかけに、農業に参入

しました。農業を強い産業とすることで、
地域社会に持続可能な反映をもたらすこと
をミッションとしています。イチゴを使っ
たワインづくりもその一貫で、ミガキイチ
ゴ・ムスーは、イチゴの香りがする中辛口
に仕上がっています。

○商品紹介
最先端のIT技術を駆使し生産した、自社

ブランドの「ミガキイチゴ」で作ったス
パークリングワインです。香料や着色料を
使用せず、いちご100％にこだわった高級
感のあるサーモンピンクが特徴です。

人物写真

参考販売価格（税込） 3,510円／本

提供可能時期 通年

原材料
イチゴ、酸味料、酸化防止剤（亜硫酸
塩）

主原料産地 宮城県山元町

内容量 720ｍｌ

賞味期限／消費期限 なし

１ケースあたり入数 12本

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 4日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦35cm×横38cm×高さ29cm

（20kg）

住所：〒989-2201
宮城県亘理郡山元町山寺字桜堤47

TEL：0223-37-9634

HP：http://www.gra-inc.jp/

担当者：福島（gra-info@gra-inc.jp）
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【のびるバウム（ソフト）】
有限会社アグリードなるせ

○６次産業化にまつわるストーリー
米、麦等の生産から加工・販売までを一

貫して取り組むことを目指し、平成27年8
月に農産加工処理施設「NOBICO」（のび
こ）を建設し、「バウムクーヘン」を商品
化しました。

○商品紹介
自社で生産した米、小麦を使い、とこと

ん地元産にこだわったバウムクーヘンです。
自社で生産した「子実トウモロコシ」を餌
に育った鶏の卵は臭みが無く、全粒粉小麦
粉の風味をより強く感じられるのが特長で
す。

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） 1,200円／個

提供可能時期 通年

原材料

卵、砂糖、植物油脂、バター、米粉で
んぷん、生クリーム、小麦粉、タピオ
カでんぷん、洋酒、粉糖/乳化剤、香
料、膨張剤(一部に小麦、卵、乳成分
を含む)

主原料産地 宮城県東松島市野蒜

内容量 350ｇ

賞味期限／消費期限 30日

１ケースあたり入数 30個

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 1ケース／2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40㎝×横55㎝×高さ34㎝

（12kg）

住所：〒981-0411
宮城県東松島市野蒜字神吉5番1

TEL：0225-88-3645

HP：https://agriead.jp/

担当者：門馬（nobico@taupe.plala.or.jp）
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【ブルーベリー・無加糖
コンフィチュール】

合資会社エコニコ農園

○６次産業化にまつわるストーリー
「たざわこ芸術村（現あきた芸術村）」の

「劇団わらび座」を見に来た来場者に、自然
の中でリフレッシュしてもらいたいと考えブ
ルーベリーの摘み取り園を始め、直売や加工
品の製造も開始しました。

住所：〒014-1113
秋田県仙北市田沢湖卒田字早稲田390

TEL：0187-44-3929

HP：http://www.warabi.gr.jp/econiko/

担当者：大和田（kikaku@warabi.or.jp）

○商品紹介
糖類を一切加えず、ブルーベリー本来の自
然な甘みと風味を凝縮しました。農薬を使わ
ず、樹上完熟ブルーベリーだけを厳選し、果
実の爽やかな酸味・甘み・優れた風味が口の
中に広がります。

人物写真

調理例・盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 1,350円／瓶

提供可能時期 通年

原材料 ブルーベリー

主原料産地 秋田県仙北市田沢湖

内容量 110ｇ

賞味期限 1年

１ケースあたり入数 20瓶

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 1ケース／5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32㎝×横26㎝×高さ10㎝

（5.2㎏）



-17-

【乾燥マッシュルーム】
有限会社舟形マッシュルーム

○６次産業化にまつわるストーリー
自社生産のマッシュルームを、慶應大学先端

生命科学研究所、山形大学農学部、山形県工業
技術センターとの共同研究により考案した乾燥
方法を用いて乾燥チップ化することで、従来の
商品からアミノ酸、アルギニン酸などの成分が
大幅にアップしました。

○商品紹介
家庭で簡単にマッシュルームのおいしさを味

わっていただくため、新たな乾燥方式を導入し、
素材の旨み成分を引き出しました。
生クリームやバターと相性が良く、パスタ

ソースやスープで手軽においしさを味わえます。
また、旨味の詰まった戻し汁は煮物や炒め物

の風味付けとして使用できます。

希望小売価格（税込） 216円／パック

提供可能時期 通年

原材料 マッシュルーム

主原料産地 山形県舟形町

内容量 8ｇ

賞味期限／消費期限 1年

１ケースあたり入数 30パック

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 2ケース／50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45㎝×横45㎝×高さ16㎝

（1ｋｇ）

住所：〒999-4605
山形県最上郡舟形町長沢6831

TEL：0233-32-8064

HP：http://www.f-mush.com/

担当者：長澤(f-10@vega.ne.jp)
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【シードル】
ふくしま農家の夢ワイン株式会社

○６次産業化にまつわるストーリー
東和地区が「ワイン特区」の認定を受

けたことを契機に、ワイン用ぶどう栽培
の普及に努めてきた農業者８名でワイン
とシードル造りを始めました。耕作放棄
地を再生し、地域の活性化に取り組んで
います。

○商品紹介
完熟林檎のシードルは、渋みと酸味が

絶妙にマッチしたすっきりとした味わい
です。グリーンシードルは、林檎を青い
うちに収穫し、甘さを残した優しい味わ
いです。

商品パッケージ写真

調理例又は盛りつけ例 写真

（商品の魅力が伝わる写真）

希望小売価格（税込） 1,296円／本

提供可能時期 通年

原材料 りんご、酸化防止剤（亜硫酸塩）

主原料産地 福島県

内容量 500ｍｌ

賞味期限／消費期限 なし

１ケースあたり入数 24本

保存温度帯 10℃～23℃（常温）

最低ケース／最大ケース 1ケース／要相談

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29㎝×横42㎝×高さ31㎝

（22ｋｇ）

住所：〒964-0203
福島県二本松市木幡字白石181-1

TEL：0243-24-8170

HP：https://ja-jp.facebook.com/fukuyumewine

担当者：田口（fukuyume@ivy.ocn.ne.jp）

※お写真の提供を
お願いいたします。
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【Wonder Red 95g】
株式会社ワンダーファーム

○６次産業化にまつわるストーリー
JR東日本で電気設備設計に従事後、トマ

ト農家へ転身。見て・触れて・食べること
でトマトの魅力を体感できるテーマパーク
「ワンダーファーム」を通じて地域の活性
化を目指しています。

○商品紹介
太陽の恵みをたっぷりと浴びて育った大

玉のサンシャイントマトを贅沢に使い、砂
糖・食塩無添加の100％ジュースにしまし
た。
口の中にトマト畑が広がるような新鮮な

風味が自慢です。

人物写真

盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 213円／本

提供可能時期 通年

原材料 トマト

主原料産地 福島県いわき市

内容量 95g

賞味期限／消費期限 1年

１ケースあたり入数 15本

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 1ケース／100ケース

発注リードタイム 3～4日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦17.5㎝×横28㎝×高さ13.5㎝

（4㎏）

住所：〒979-0215
福島県いわき市四倉町中島字広町1

TEL：0246-38-8851

HP：http://www.wonder-farm.co.jp/

担当者：遠藤（endo@wonder-farm.co.jp）
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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）
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【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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【落花生100％ペースト】
株式会社オオノ農園

○６次産業化にまつわるストーリー
こだわりの落花生を単なる嗜好品で終わら

せたくないという思いから、落花生を口当た
りの良いペースト状にすることで、新たな
ニーズを創出。風味が濃く無糖・無添加だか
ら、ただパンに塗るだけではなく、お菓子づ
くりや調味料など幅広い用途に使える逸品に
仕上げました。

○商品紹介
有機肥料を使って丹精こめて栽培した落

花生を使用し、無糖・無添加のペーストに
することで、風味が強く濃厚な味わいが楽
しめる落花生１００％ペーストができまし
た。
工夫次第で色々な使い方ができる商品です。

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） 1,080円／本

提供可能時期 通年

原材料 落花生

主原料産地 千葉県

内容量 170ｇ

賞味期限／消費期限 180日

１ケースあたり入数 2本

保存温度帯
直射日光・高温多湿を避けて保存

（開封後は冷蔵保存）

最低ケース／最大ケース
1ケース／15ケース
（1本から対応可）

発注リードタイム
7日

（注文数量、在庫状況により前後）

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦15㎝×横19.5㎝×高さ6.8㎝

（860g）

住所：〒287-0101
千葉県香取市高萩512-3

TEL：0478-75-1123

HP：http://www.oono-nouen.com/

担当者：大野（oono@oono-nouen.com）
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【有機ビーツ】
キャロット＆ベジタブル株式会社

○６次産業化にまつわるストーリー
こだわりの農法で生産した農産物を、最

高の状態で店頭に並べたいと思い、イタリ
ア野菜や希少品種の専門店を出店しました。
「新たな食体験を提供する、農家発信型の
コミュニケーション販売」をコンセプトに、
売れ筋にこだわらず生産者目線で旬なもの
やそれらの味わい方を提案しています。

○商品紹介
自社グループ農場や国内の契約農家から

の直送された野菜を販売しています。ビタ
ミンや鉄分を多く含むヘルシー野菜のビー
ツ。最近、女性を中心に人気が高まってい
ます。

人物写真商品パッケージ写真

盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 750円／㎏

提供可能時期 通年

原材料 ビーツ

主原料産地 千葉県

内容量 4㎏

賞味期限／消費期限 7日

１ケースあたり入数 13～25個

保存温度帯 冷蔵

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23㎝×横31.5㎝×高さ15㎝

（4㎏）

住所：〒286-0215
千葉県富里市立沢新田81-9

TEL：0476-29-4842

HP：http://carrot-vege.co.jp/

担当者：佐藤（info@carrot-vege.co.jp/）
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【ジャージー
プレミアムヨーグルト】
磯沼ミルクファーム

○６次産業化にまつわるストーリー
都内の牧場として、生乳を出荷しながら

ヨーグルト等の加工品の販売を行っています。
また、「教育ファーム」として、酪農と消

費者を結ぶ情報発信活動を積極的に行ってい
ます。

○商品紹介
牧場主がテイスティングして厳選したヨー

グルトに合う最良乳質の１頭のお乳だけを使
用しています。
季節による乳質の変化が、できあがるヨー

グルトの味に濃厚感やさっぱり感を与えます。
時期ごとの味わいをお楽しみいただける磯沼
ミルクファームこだわりの商品です。

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） 1,512円／個

提供可能時期 通年

原材料 生乳（ジャージー種・ノンホモジナイズ）

主原料産地 東京都

内容量 500㎖

賞味期限／消費期限 12日

１ケースあたり入数 6個

保存温度帯 冷蔵

最低ケース／最大ケース 1ケース／4ケース

発注リードタイム 4日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦26㎝×横35㎝×高さ15㎝

（5㎏）

住所：〒193-0934
東京都八王子市小比企町1625

TEL：042-637-6086

HP：http://isonuma-farm.com/

担当者：磯沼（cowcowtokio@gmail.com)
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【もちもちドーナツ】
神奈川中央養鶏農業協同組合（卵菓屋）

○６次産業化にまつわるストーリー
品質に問題のない規格外卵も美味しく食

べてもらえるよう、新鮮な卵をふんだんに
使用した焼き菓子を開発しました。

住所：〒243-0308
神奈川県愛甲郡愛川町三増1000

TEL：046-281-6475

HP：http://chuoyokei.or.jp/

担当者：松野

○商品紹介
産みたての新鮮な卵を養鶏場に隣接する

加工施設でドーナツに加工しています。も
ちもちした食感の懐かしい味わいで、お子
様からご年配の方まで大人気。観光みやげ
や贈答用としても最適です。

人物写真商品パッケージ写真

盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 160円／個

提供可能時期 通年

原材料
鶏卵、砂糖、小麦粉、植物性加工油脂、
パンミックス粉、はちみつ、生クリーム、

アーモンド粉末、膨張剤

主原料産地 神奈川県愛甲郡愛川町三増

内容量 1個（60ｇ）

賞味期限／消費期限 製造日を含み30日間

１ケースあたり入数 40個

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 1ケース／5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25㎝×横32㎝×高さ19㎝

（3.0㎏）
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【ブラックカシス
コーディアル】

有限会社農業法人清里ジャム

○６次産業化にまつわるストーリー
新たな八ヶ岳の特産品開発を目的に、耕作

放棄地を再生し、国産では珍しいブラックカ
シスの栽培をスタート。砂糖の浸透圧を利用
した低温で味や香りを損なわず抽出する技術
を開発し、商品化に至りました。香り豊かな
国産のコーディアル、ぜひお試し下さい。

○商品紹介
八ヶ岳で育った香り高いブラックカシスを

そのままに、フレーバー香る希釈タイプのお
洒落なドリンクを作りました。ソーダ、ミル
ク、紅茶に足してドリンクでも、かき氷に掛
けてデザートでも楽しみ方が広がります。

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） 1,944円／本

提供可能時期 通年

原材料 ブラックカシス、グラニュー糖

主原料産地 山梨県北杜市大泉町西井出

内容量 310ｍｌ

賞味期限／消費期限 1年

１ケースあたり入数 6本

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース
1ケース／1ケース

(別アイテムと混載可）

発注リードタイム 在庫確認後7日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦25cm×横12.5cm×高さ25cm

(2kg)

住所：〒407-0301
山梨県北杜市高根町清里3545-264

TEL：0551-48-3369

HP：http://www.kiyosatojam.com/

担当者：佐野間（info-kj@kiyosatojam.com）
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○商品紹介
くりのみ園で農薬を使用せずに栽培し

た大豆と米を使って作った天然醸造の米
こうじ味噌です。熟成された深い味わい
で、お味噌汁をはじめ、茄子などの田楽
やおにぎりにもよく合います。
胚芽米味噌も販売しています。

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） 540円／個

提供可能時期 通年

原材料 大豆・米・塩

主原料産地 長野県小布施町

内容量 500ｇ

賞味期限／消費期限 6ヶ月

１ケースあたり入数 2個

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 1ケース／3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12.5cm×横12.5cm×高さ6cm

（530g）

住所：〒３８１ – ０２０８
長野県上高井郡小布施町都住１２３８－２

TEL：０２６－２４７－６３３０

HP： http：//kurinomien.com/

担当者： 和田晃子 （kurinomi@poem.ocn.ne.jp）

【くりのみの米こうじ味噌】
社会福祉法人くりのみ園

住所：〒381-0208
長野県上高井郡小布施町都住1238-2

TEL：026-247-6330

HP：http：//kurinomien.com/

担当者：和田（kurinomi@poem.ocn.ne.jp）

○６次産業化にまつわるストーリー
地域住民との交流をきっかけに加工販

売に取組み、直営店・移動車販売のほか、
ネット販売にも取り組んでいます。
農業生産規模を拡大することにより、

雇用の創出と地域農業の活性化につなが
りました。



-32-

【冷凍カットえのき茸】
株式会社柿の木冷温フーズ

○６次産業化にまつわるストーリー
冬場に需要が集中するきのこですが、給

食・外食市場では１年を通して様々なレシピ
に登場するため、きのこ販売を平準化し、通
年需要を喚起する目的で冷凍事業に取り組ん
でいます。

○商品紹介
えのき茸を均等にカットし急速冷凍した後、

真空パックしています。鮮度を活かすため
非加熱のままIQF急速冷凍を施すことで、劣
化や雑菌繁殖を防止し収穫時に近い旨味と
食感を残しています。

人物写真商品パッケージ写真

盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 応相談

提供可能時期 通年

原材料 えのき茸

主原料産地 長野県

内容量 500g

賞味期限／消費期限 1年

１ケースあたり入数 20袋

保存温度帯 -18℃以下（冷凍）

最低ケース／最大ケース 1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36㎝×横53㎝×高さ23㎝

（10㎏）

住所：〒381-2225
長野県長野市篠ノ井岡田727-1

TEL：026-293-6550

HP：http://kakinoki-reion.co.jp/

担当者：柿島（reion-foods@kakinokinoujyou.co.jp）
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【あまご蒲焼】
有限会社下山養魚場

住所：〒410-3217
静岡県伊豆市大平柿木871-2

TEL：0558-87-1147

HP：http://www.amago.co.jp

担当者：下山(simo1147@sunny.ocn.ne.jp）

希望小売価格（税込） 1,296円／ケース

提供可能時期 通年

原材料
あまご、醤油、みりん、砂糖、植物油、
着色料（カラメル）、増粘剤（加工でん
粉）、（一部に大豆・小麦を含む）

主原料産地 静岡県伊豆市

内容量 160ｇ

賞味期限／消費期限 3ヶ月

１ケースあたり入数 1尾

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（静岡県内は送料無料）

ケースサイズ（重さ）
縦30㎝×横16㎝×高さ4㎝

(200ｇ)

○商品紹介
わさび田の清流で育ったあまごを特製

ダレでからめて焼き、真空パック詰めし
た商品です。
臭みのない身はふわふわと柔らかく、

小骨も手作業で全て抜いているため、安
心して食べられます。

○６次産業化にまつわるストーリー
うなぎの蒲焼の代用品を国産あまごで

出来ないかと思い考案しました。片栗粉
でコーティングしてから焼くことで、少
ない脂を逃がさずに維持。うなぎよりも
サッパリとした味は、飽きがこないと評
判です。
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【アロニア・ポリフェノール
果実ミックスジュース】

株式会社サンファーム泉

○６次産業化にまつわるストーリー
ブルーベリーやハスカップよりも豊富な

ポリフェノール成分を含むアロニアを、当
社独自の技術で美味しい果汁に仕上げまし
た｡

○商品紹介
アロニアは、ポリフェノールの一種であ

るアントシアニンが豊富に含まれるとして
注目されています。
そのアロニアを水と空気の綺麗な五泉市

で無農薬栽培しています。渋さが特徴の大
人の味で、ストレートはもちろん、焼酎や
炭酸水、冬は紅茶に入れてもよく合います。

人物写真

希望小売価格（税込） 1,500円／本

提供可能時期 通年

原材料
果実（アロニア・梅）、きび糖、

レモン果汁

主原料産地 新潟県五泉市

内容量 500ml

賞味期限／消費期限 9ヶ月

１ケースあたり入数 12本

保存温度帯 常温（開封後要冷蔵）

最低ケース／最大ケース 2ケース／4ケース

発注リードタイム 5営業日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦18㎝×横29㎝×高さ30㎝

（13ｋｇ）

住所：〒959-1821
新潟県五泉市赤海1-14-56

TEL：0250-47-8808

HP： http://www.sunfarmizumi.com/

担当者： 樋口
（sunfarm.izumi@wonder.ocn.ne.jp）
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【クリアベル(化粧品)】
いなば農業協同組合

○６次産業化にまつわるストーリー
ハトムギの殻を剥く際に発生する“糠”を有

効に利用し、付加価値を高めたいと考え開発
を進めてきました。
ハトムギの糠から抽出されたハトムギヌカ

油は、ヨクイニンヌカ油とも言われ、美容効
果が高く、肌荒れの改善に効く成分を豊富に
含んでいます。
ハトムギヌカ油は、この効果に注目したい

なば農協が、世界で初めて開発して抽出した
素材です。

○商品紹介
富山県産ハトムギは、栽培面積、生産量と

もに、国内トップクラスです。
「クリアベル」は、富山の地で育った上質

なハトムギから丁寧に抽出したハトムギヌカ
油を贅沢に配合した、スキンケアオイルです。
香り付けにフレッシュローズを使用してお

り、瑞々しい香りもこの商品の特長です。

人物写真

希望小売価格（税込） 2,160円/個

提供可能時期 通年

原材料 ハトムギヌカ油

主原料産地 富山県

内容量 30ml

賞味期限／消費期限 なし

１ケースあたり入数 1個

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 1個／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4㎝×横4㎝×高さ11.5㎝

（120g）

住所：〒932-0051
富山県小矢部市今石動町2-11-12

TEL：0120-67-5678

HP：http://www.ja-inaba.or.jp/

担当者：藤田（seikatu@ja-inaba.or.jp ）

メルヘンの街小矢部で生産されるハトムギ
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【加賀れんこんちっぷ】
農事組合法人 蓮だより

○６次産業化にまつわるストーリー
廃棄される規格外品のれんこんが、勿体な

いと感じ、農家が日頃おやつとして食べてい
る「れんこんチップス」に加工しました。
予想以上の売れ行きで、量産体制を構築し、

今では県外発送も行っています。

○商品紹介
加賀野菜のひとつ、加賀れんこんを皮付き

のまま素揚げし、能登の塩で味付けしたチッ
プスです。
シンプルな塩味と、れんこんの甘みが後を

引く美味しさです。

人物写真

希望小売価格（税込） 600円／袋

提供可能時期 通年

原材料 加賀れんこん、植物油、塩

主原料産地 石川県金沢市

内容量 60ｇ

賞味期限／消費期限 6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31㎝×横59㎝×高さ26㎝

（2ｋｇ）

住所：〒920-3101
石川県金沢市才田町乙183-2

TEL：080-2958-1190

HP：http://doronko-farm.com/

担当者：川端（ hasudayori@gmail.com ）
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【焼き芋おじさん】
有限会社かわに

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） 356円／個

提供可能時期 9月～5月まで

原材料 五郎島金時（さつまいも）

主原料産地 石川県

内容量 300ｇ

賞味期限／消費期限 10日

１ケースあたり入数 15袋

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 3ケース／要相談

発注リードタイム 約5日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦18㎝×横21㎝×高さ18㎝

（4.5㎏）

住所：〒920-0226
石川県金沢市粟崎町5-32-2

TEL：076-255-2217

HP：http://kawani.jp

担当者：安丸（info@kawani.jp）

○商品紹介
「こぼこぼ」した食感が特徴の五郎島金

時を焼芋に。そのままでもレンジで温めて
も美味しくいただけます。焼き芋専用オー
ブンでじっくり1時間焼き上げることによ
り、甘みのある「こぼこぼ」の焼芋に。
※「こぼこぼ」は石川県の方言で「ほくほ
く」という意味です。

○６次産業化にまつわるストーリー
阪神淡路大震災が起こった日、生芋を送

ろうとしたが支援物資にならないと言われ、
五郎島金時でなにか人の役に立つものを作
りたいと思い、加工品の製造販売を始めま
した。
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【こめれーぬ】
株式会社米心石川

○６次産業化にまつわるストーリー
石川県内の米の消費拡大を目指し、石

川県産米を原料とした寿司飯やおにぎり、
弁当など、さまざまな商品を製造・販売
しています。

○商品紹介
石川県産のお米と新鮮な卵で作った米

粉のマドレーヌです。ふっくらとした食
感に仕上げました。
ほんのりとしたお米の風味が楽しめま

す。

盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 2,100円／箱

提供可能時期 通年

原材料

【プレーン】卵、マーガリン、砂糖、米
粉、アーモンドパウダー、アーモンド
スライス、レモンピール、もち米粉、で
ん粉、洋酒、水飴、加工デンプン、香
料、ベーキングパウダー（原料の一
部に乳を含む）

主原料産地 石川県

内容量 480g（40g×12個）

賞味期限／消費期限 3週間

１ケースあたり入数 ご要望に応じて発送いたします。

保存温度帯
常温（直射日光、高温多湿を避けて

保存）

最低ケース／最大ケース ご要望に応じて発送します。

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24㎝×横18㎝×高さ6.6㎝

（650g）

住所：〒920-0364
石川県金沢市松島1丁目1番地

TEL：076-240-5788

HP：http://www.beishin-i.co.jp/

担当者：久田（info@beishin-i.co.jp）
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【山ぶどうビネガー】
有限会社白山やまぶどう農園

○６次産業化にまつわるストーリー
ワイン、ジュース以外の新たな地元素材によ

る特産品として、ワインビネガーの開発に取り
組みました。強制発酵による短時間の酢造が多
いなか、静置発酵と呼ばれる昔ながらの自然発
酵を用い、時間をかけて製造しています。
山ブドウの強い酸味と自然な甘みの独特な味

わいを活かし、調味料としても使用できる商品
を目指しました。

○商品紹介
果肉が少なく希少な山ブドウを使い、昔なが

らの自然発酵にこだわり、じっくり時間をかけ
て、ビネガーにしました。
美しい葡萄色で豊潤な香り、ポリフェノール

も豊かな、体に嬉しいワインビネガーです。
お肉や魚介のソース、サラダドレッシング、

デザートソースなど、様々な料理にご使用いた
だけます。

希望小売価格（税込） 1,200円／本

提供可能時期 通年

原材料 山ブドウ

主原料産地 福井県大野市

内容量 250ｍｌ

賞味期限／消費期限 18ヶ月

１ケースあたり入数 24本

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 1ケース／要相談

発注リードタイム 4日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦20.5㎝×横27㎝×高さ30㎝

（7㎏）

住所：〒912-0146
福井県大野市落合2-24

TEL：0779-67-7111

HP：http://www.yamabudou.co.jp/

担当者：谷口（hakusan@yamabudou.co.jp）



-40-

【グルテンフリーパスタ】
農業生産法人PLUS株式会社

○６次産業化にまつわるストーリー
近年、グルテンフリーパスタの国内外

の需要が増加していることから、お米の
乾麺パスタの商品化に取り組みました。
地域の食料自給率向上を目指し、地域

農業のさらなる発展に取り組んでいます。

○商品紹介
原材料のお米は、自社栽培した岐阜県

の代表品種ハツシモ米を100％使用。世
界農業遺産「清流長良川の恵みの逸品」
に認定されています。
ホワイトパスタ、ブラウンパスタ等計

6種類を岐阜県のHACCP認定工場で製造
しています。

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） 左346円、中238円、右367円

提供可能時期 通年

原材料

うるち米（岐阜県産ハツシモ）、増粘
剤（アルギン酸エステル）

※アルギン酸エステルは、昆布、わ
かめなどの海藻に含まれる天然の食
物繊維です。

主原料産地 岐阜県

内容量 左200ｇ、中80ｇ、右130ｇ

賞味期限／消費期限 2年間

１ケースあたり入数 15袋

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 1ケース/100ケース

発注リードタイム 4日～7日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）

左）縦33.5㎝×横27.5㎝×高さ12㎝
（3.4ｋｇ）

中）縦45.5㎝×横22.5㎝×高さ12㎝
（1.6ｋｇ）

右）縦44.5㎝×横20.5㎝×高さ14㎝
（2.3ｋｇ）

住所：〒501-3954
岐阜県関市千疋818-1

TEL：0575-36-2124

HP：http://shoko-hi.jp/2015web/group_3/about.html

担当者：三輪（comecoplus-2010@ccn.aitai.ne.jp）
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【庄兵衛セット(特)】
株式会社寺田農園

○６次産業化にまつわるストーリー
少しでも実ったトマトは無駄にしたくない。

そんな想いとお客様の「おいしい」の一言を
聞きたくて加工所を立ち上げました。素材の
良さを最大限に引き出すための技術を日々向
上させながら取り組んでいます。

○商品紹介
桃太郎(大玉トマト）フルティカ(中玉トマ

ト）ピッコラルージュ(ミニトマト）3種の味
わいを楽しめるトマトのみで作った無添加の
ジュースです。
トマトジュースの美味しさと新たな魅力を

発見していただけるセット商品です。

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） 5,220円／箱

提供可能時期 通年

原材料 トマト

主原料産地 岐阜県高山市丹生川町

内容量 1,800ml（180ml×10本）

賞味期限／消費期限 1年半

１ケースあたり入数 3箱

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 2ケース／20ケース

発注リードタイム 3営業日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦46cm×横33cm×高さ21cm

（11.6kg)

住所：〒506-2123
岐阜県高山市丹生川町町方1287-1

TEL：0577-78-2639

HP：http://www.terada-nouen.co.jp/

担当者：寺田（otegami@terada-nouen.co.jp）
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【swallowチェア】
オークヴィレッジ株式会社

○６次産業化にまつわるストーリー
国土の約７割を占める森林の資源を有効

活用し、林業の活性化や循環型社会の実現
を目指しています。
大手家具メーカーが安価な北米の木材を

輸入する中で、国産の無垢材にこだわった
家具や木製品の製造、販売をしています。

○商品紹介
「100年かかって育った木は100年使える

ものに」の理念を掲げ、広葉樹を主材料と
して活用しています。強度が高く傷がつき
にくい特性を持ち、耐久性に優れ、座り続
けても疲れないように設計に配慮していま
す。

商品パッケージ写真

盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 61,560円／脚

提供可能時期 通年

原材料 国産ナラ（座面／布張り）

主原料産地 岐阜県高山市

内容量 －

賞味期限／消費期限 －

１ケースあたり入数 －

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース －

発注リードタイム 1週間程度

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ） 7.1㎏

住所：〒506-0101
岐阜県高山市清見町牧ヶ洞846番地

TEL：0577-68-2244

HP：https://www.oakv.co.jp/

担当者：服部（customer@oakv.co.jp）
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【たまごたっぷりカステラ】
有限会社デイリーファーム

とれたてたまごの店 ココテラス

○商品紹介
たっぷり使った上質の「あいちの米たま
ご」が美味しさの秘訣です。
昔ながらの木枠で焼き上げ、ざらめのアク

セントもちょっとうれしい高級カステラです。

人物写真商品パッケージ写真

希望小売価格（税込） 702円／箱

提供可能時期 通年

原材料
鶏卵、砂糖、小麦粉、米飴、はちみつ、
レモン汁

主原料産地 愛知県

内容量 250g

賞味期限／消費期限 14日

１ケースあたり入数 ご要望に応じて発送します。

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 1箱からご要望に応じて発送します。

発注リードタイム 3～5日

販売エリアの制限 なし(別途送料)

ケースサイズ（重さ）
縦6.7㎝×横10.3㎝×高さ13.6㎝

（282g）

住所：〒479-0806
愛知県常滑市大谷字芦狭間5番地

TEL：0569-37-0072

HP：https://www.coco-terrace.com/

担当者：市田（a.ichita@dailyfarm.co.jp）

○６次産業化にまつわるストーリー
地域循環型農業の取り組みから生まれた

「あいちの米たまご」が地域に浸透する中で、
他社商品との差別化を図るため「とれたてた
まごの店ココテラス」を開業しました。米た
まごを使用したプリン、シュークリーム、カ
ステラなど、素材の味を存分に活かした商品
を手作りしています。
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【手摘み抹茶の焼き菓子】
高香園製茶所

○６次産業化にまつわるストーリー
茶葉の消費低迷、茶摘みの機械化等によ

り、価格が年々下落する中、味本位で伝統
的な手摘みを続けていくために６次産業化
に取り組みました。
有機肥料の栽培から加工・石臼挽きの細

部までこだわり、茶葉の手摘みが全国でも
最大級の茶園ならではの「手摘み抹茶」を
贅沢に使ったお菓子を作りました。

○商品紹介
手摘みの自然仕立て茶葉を贅沢に配合し

た、濃厚な味わいの抹茶焼き菓子です。
香料・着色料無添加で、抹茶そのものの

濃厚な風味が味わえます。

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） 216円／個

提供可能時期 通年

原材料

卵白、砂糖、発酵バター、食用加工、
油脂、小麦粉（愛知県産）、アーモン
ド、抹茶（愛知県産）、小豆（北海道
産）、卵黄油、乳加工品、水飴、食塩、
膨張剤

主原料産地 愛知県豊田市

内容量 約33ｇ

賞味期限／消費期限 60日

１ケースあたり入数 45個

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 1ケース／4ケース

発注リードタイム 3日～7日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦33.5ｃｍ×横38ｃｍ×高さ8.5ｃｍ

（約1.9ｋｇ）

住所：〒473-0916
愛知県豊田市吉原町屋敷畠67

TEL：0565-52-3810

HP：http://kokaen-cha.jp/

担当者：野場（kokaen@kokaen-cha.jp）
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【町屋ピクルス】
ガーキンファーム町屋

○６次産業化にまつわるストーリー
20歳から2年間のアメリカ研修時にピ

クルスに出会い、病みつきになりました。
自社で生産したこだわりのキュウリでも
ピクルスを作りたいと考え、試行錯誤を
繰り返し、日本人好みの優しい味に仕上
げました。また、香ばしいごま油風味、
和風の昆布風味も作りました。

住所：〒514-0102
三重県津市栗真町屋町1356

TEL：090-1727-7495

HP：https://gherkinfarm.com/

担当者：水谷（info@gherkinfarm.com）

○商品紹介
優良堆肥を使った土づくりと、減農薬

で40年間栽培している自慢のキュウリで
す。このキュウリから醸造したキュウリ
酢をブレンドすることで、よりまろやか
に仕上げました。幅広い料理に使ってい
ただけるよう、まろやか風味、ごま油風
味、昆布風味の3種類を1セットにしまし
た。

人物写真商品パッケージ写真

盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 3,000円／セット

提供可能時期 通年

原材料

【共通】キュウリ、醸造酢、キュウリ酢、砂糖、塩

【まろやか風味】 ジン、みりん、マスタードシード、

ローリエ、ブラックペッパー、オールスパイス、唐辛

子【ごま油風味】 ごま油、醬油、コンソメ、ニンニク、

生姜（材料の一部に大豆を含む）【昆布風味】みりん、

昆布、唐辛子

主原料産地 三重県津市栗真町屋町

内容量 220g×3

賞味期限／消費期限 6ヶ月

１ケースあたり入数 3本

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 1セット／50セット

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12㎝×横27㎝×高さ10㎝

（1.5kg)
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【かける小松菜】
株式会社横江ファーム

○６次産業化にまつわるストーリー
計画栽培・計画出荷、安心・安全の提供

を柱に、生産から商品開発、販売まで一貫
して行っています。 “かける小松菜”は、
豊富な栄養素の手軽な摂取を可能にしまし
た。

○商品紹介
いろんな料理に“さっとかけて”おいしさ

アップ！“かける”だけで驚きのおいしさ！
小松菜の“旨味成分”が含まれた新感覚の
ソースです。
化学調味料を使用せず、健康に気を遣わ

れる方でも、安心してお召上がりいただけ
ます。

希望小売価格（税込） 842円／本

提供可能時期 通年

原材料

なたね油、たんぱく加水分解物、発
酵調味料、小松菜ペースト、醤油、

みりん、果糖ブドウ糖液糖、
かつお節エキス、食塩、酒精

主原料産地 滋賀県

内容量 200㎖

賞味期限／消費期限 1年

１ケースあたり入数 12本

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 要相談

発注リードタイム 要相談

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦18㎝×横23㎝×高さ22㎝

（6㎏）

住所：〒525-0061
滋賀県草津市北山田町2254-4

TEL：077-535-5510

HP：http://www.yokoe-farm.co.jp/

担当者：松本（contact@yokoe-farm.co.jp）
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【葡の華（ほのか）】
有限会社フルーツ王国やさか

○６次産業化にまつわるストーリー
心を込めて生産したぶどうを余すとこ

ろなく利用するため、規格外品の活用を
検討しました。専門家に相談し、圧力を
一切掛けずにぶどうの重さだけで絞る
“フリーランジュース”に出会いました。
皮や種の渋み・えぐ味を一切含まず、ぶ
どう本来の甘さを堪能できる商品になり
ました。

住所：〒627-0132
京都府京丹後市弥栄町木橋2194

TEL：0772-65-4192

HP：http://www.fruits-oukoku.jp/

メール：fruits-oukoku@yoshiokasyouten.jp

○商品紹介
時間と手間をかけ、ぶどうの重さだけ

で抽出した果汁。クセのない芳醇な深い
甘みを封じ込め、贅を尽くした“飲むぶど
うのデザート”をお楽しみください。

希望小売価格（税込） 2,700円／本

提供可能時期 冬期～春期

原材料 ぶどう（ベリーＡ）

主原料産地 京都府京丹後市

内容量 300㎖

賞味期限／消費期限 1年

１ケースあたり入数 24本

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 1ケース／3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
縦28㎝×横41㎝×高さ31㎝

（10㎏）
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【京の九条の葱の油】
こと京都株式会社

○６次産業化にまつわるストーリー
京野菜イタリアン「イル・ギオットー

ネ」笹島シェフと京都老舗の山中油店と
の３大コラボで誕生。京野菜・九条ねぎ
を身近に感じることができるこだわりの
商品です。

○商品紹介
京都のブランド野菜・九条ねぎの特徴

である豊かな香りが楽しめるフレーバー
オイル。オリーブオイルのように炒め物
やパスタ等に使えるのはもちろん、パン
につけたり冷奴や納豆など、様々な料理
に数滴落とすだけで味わい深い一品が家
庭で楽しめます。

人物写真

調理例又は盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 1,298円／本

提供可能時期 通年

原材料 九条ねぎ、にんにく、なたね油

主原料産地
九条ねぎ（京都）、にんにく（青森）、

なたね油（オーストラリア）

内容量 200㎖

賞味期限／消費期限 1年

１ケースあたり入数 35本

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース
1ケース／10ケース以上の場合、

2週間前より注文受付で対応

発注リードタイム 基本的に1週間〜2週間

販売エリアの制限 京都府内の小売

ケースサイズ（重さ）
縦33㎝×横24㎝×高さ25㎝

（11㎏）

住所：〒612-8236
京都府京都市伏見区横大路下三栖里ノ内30番地

TEL：075-601-0668

HP：http://kotokyoto.co.jp

取引及び商品に関する問合せは、HPのフォームから
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【紅たでシロップ】
カネ筒農園

○６次産業化にまつわるストーリー
香辛料や刺身の“つま“に使われる紅たで。

採れたての紅たでの辛みは、プロの料理人た
ちを驚かせました。鮮やかな紅色と辛みを活
かした商品を開発し、新しい可能性に挑戦し
ています。

○商品紹介
生姜と合わせることで、採れたて新鮮な紅

たでの独特の辛みを持続させた、生姜風味の
シロップです。お湯で希釈しても香りを楽し
むことができ、焼酎やウイスキーで割ると淡
いピンク色に染まります。ヨーグルトに添え
ても鮮やかです。

希望小売価格（税込） 1,620円／本

提供可能時期 通年

原材料 砂糖、紅蓼、生姜、レモン果汁

主原料産地 大阪府八尾市

内容量 180㎖

賞味期限 8ヶ月

１ケースあたり入数 12本

保存温度帯 常温（開封後冷蔵）

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 在庫あり3日／在庫なし20日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦25㎝×横16㎝×高さ16㎝

（5㎏）

住所：〒581-0072
大阪府八尾市久宝寺5-2-11

TEL：072-999-2224

HP：http://www.kanetutu.com

担当者：筒井（fwnz5954@zeus.eonet.ne.jp）
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【大阪ど根性スピリット】
カタシモワインフード株式会社

○６次産業化にまつわるストーリー
かつて大阪は日本一のぶどうの産地でした。

１３０年以上続くぶどう畑を次の１００年に
つなげるため、創業１００年のワイナリーが
魂を込めて造っています。

○商品紹介
ぶどうの皮から自社醸造したワインを蒸留

してできたお酒を主原料にした、豊かな香り
と爽やかな飲み口のスパークリングブラン
デーです。洋食はもちろん、粉もん、串かつ、
寿司、割烹料理などの大阪の料理ともよく合
います。

調理例又は盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 1,080円／本

提供可能時期 通年（生産量に限りがあります）

原材料 ぶどう

主原料産地 大阪府

内容量 375㎖

賞味期限／消費期限 なし

１ケースあたり入数 12本

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 1ケース／要相談

発注リードタイム 3日

販売エリアの制限
なし

（北海道、沖縄、離島は追加送料）

ケースサイズ（重さ）
縦32㎝×横24㎝×高さ27㎝

（11㎏）

住所：〒582–0017
大阪府柏原市太平寺2-9-14

TEL：072-971-6334

HP：http://www.kashiwara-wine.com

担当者：山本（kingselby@kashiwara-wine.com）
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【プロトン凍結浜ほたる】
浜坂漁業協同組合

○６次産業化にまつわるストーリー
日本一の水揚量を誇るホタルイカ（浜ほ

たる）の価格安定とブランド化を図るため、
鮮度、美味しさを損なわずに凍結できる新
技術「プロトン凍結」を導入しました。解
凍すると生ホタルイカ本来の味がよみがえ
ります。

希望小売価格（税込） 540円／袋

提供可能時期 通年

原材料 ホタルイカ

主原料産地 兵庫県浜坂港産

内容量 20匹（約100ｇ）

賞味期限／消費期限 18ヶ月（冷凍）

１ケースあたり入数 30袋

保存温度帯 -18℃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 3日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦26㎝×横36㎝×高さ16㎝

（3.0㎏）

住所：〒669-6701
兵庫県美方郡新温泉町芦屋663-1

TEL：0796-82-3020

HP：http://www.hamasaka.gr.jp

担当者：宮脇（jftyokuhan3@hamasaka.gr.jp）

○商品紹介
浜坂港水揚げの新鮮なホタルイカを１回

食べきり量（20匹）で急速冷凍（プロトン
凍結）した生ホタルイカです。真空パック
仕上げになっていますので、そのまま流水
解凍し、丸ごとお刺身でどうぞ！淡泊なが
らぷりぷりした食感が楽しめます。ボイル
もOK！
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【KOBE金猪豚骨付き生ハム】
株式会社嶋本食品

○６次産業化にまつわるストーリー
３５年前に黒豚と猪豚の交配に取り組み、

両者の長所を組み合わせた上質な肉質の淡
路島金猪豚が誕生。淡路島の自然の中でス
トレスを与えず、こだわりの飼料で肥育し
ています。生ハムの開発によって、他の肉
にない豊かな味わいが、通年で提供可能と
なりました。

○商品紹介
飼料には非遺伝子組換トウモロコシ・大

豆を指定し、約１２か月肥育したメスの猪
豚の肉を、防腐剤を一切使用せず塩だけで
約２年間熟成。赤身肉のおいしさとまろや
かな脂身の風味を堪能いただけます。

人物写真

調理例又は盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 108,000円／本

提供可能時期 通年

原材料 金猪豚、塩

主原料産地 兵庫県

内容量 約5.5ｋｇ

賞味期限／消費期限 4年

１ケースあたり入数 1本

保存温度帯 常温（涼しい所で保管）

最低ケース／最大ケース 1ケース／2ケース

発注リードタイム 1週間

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦60㎝×横40㎝×高さ20㎝

（8㎏）

住所：〒656-0313
兵庫県南あわじ市松帆志知川154

TEL：0799-36-2089

HP：http://www.shimamotoshokuhin.com

担当者：嶋本（sf362089@gmail.com）
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【鮎あぶり】
有限会社十津川深瀬

○６次産業化にまつわるストーリー
熊野地方の食材を生かした伝統的な保

存食を現代の健康食として提供したいと
の思いがきっかけです。秘境の味を楽し
んでいただけます。

○商品紹介
鮎の燻製という珍しい商品です。主に

十津川の支流で育てた鮎を炭火等であぶ
り、約１週間かけて加工。温めると香ば
しさがよみがえり、お米と一緒に炊くと
鮎ごはんができます。

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） 540円／袋

提供可能時期 通年

原材料 鮎

主原料産地 奈良県、和歌山県

内容量
1尾（約20g）

（個体差がございます。）

賞味期限／消費期限 3ヶ月

１ケースあたり入数 10袋

保存温度帯 常温

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 3日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ 縦22cm×横22cm×高さ4cm

住所：〒637-1661
奈良県吉野郡十津川村重里997

TEL：0746-66-0031

担当者：千葉（ ma48ft58ml@kcn.jp ）
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【梅シロップ】
ほりぐち農園

○６次産業化にまつわるストーリー
需要低下による梅干の価格低迷の中、新

たな加工品を模索することになりました。
完熟梅のもつ香りに焦点をあて作り上げ

た商品です。香りに特化することで他の商
品と差別化し、新たな顧客を掘り起こしま
した。

○商品紹介
「この園地」と決めた梅畑で選りすぐり

の大粒完熟梅を収穫し、梅と氷砂糖だけで
作った贅沢な梅シロップです。
完熟梅だけがもつ香りと、しっかりとし

た味わいが特徴です。

人物写真

住所：〒645-0022
和歌山県日高郡みなべ町晩稲344

TEL：0737-74-2452

HP：http://www.ume-nouka.jp/

担当者：堀口（info@ume-nouka.jp）

希望小売価格（税込） 1,600円／本

提供可能時期 通年

原材料 梅（南高梅）

主原料産地 和歌山県

内容量 200㎖

賞味期限／消費期限 1年

１ケースあたり入数 12本

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 5日

販売エリアの制限 なし（北海道、沖縄は別途送料）

ケースサイズ
縦13.5㎝×横18㎝×高さ22.5㎝

（6.7㎏）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
梅干の需要低下により価格低迷になる中、新たな加工品を模索することになった。新たな加工品を模索する中で、完熟梅のもつ香りに焦点をあてた商品です。香りに特化することで他の商品と差別化でき、新たな顧客を掘り起こした。
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【飲むみかん】
農業生産法人株式会社早和果樹園

○６次産業化にまつわるストーリー
みかん栽培は天候に大きく左右されます。

農業経営を安定させるため、特徴のあるみ
かんを原料に、多様な加工品を開発してい
ます。
「にっぽんの美味しいみかんに会いましょ
う」が社是です。

○商品紹介
有田（ありだ）みかん100％のジュース

です。みかんの皮を一つ一つ丁寧にむき、
果肉のみを裏ごしして搾りました。とろり
とした口当たりとすっきりとした喉ごしを
お楽しみいただけます。

希望小売価格（税込） 280円／本

提供可能時期 通年

原材料 うんしゅうみかん

主原料産地 和歌山県

内容量 200㎖

賞味期限／消費期限 1年

１ケースあたり入数 48本

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 1ケース／400ケース

発注リードタイム 4日／14日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦30㎝×横44㎝×高さ29㎝

（20㎏）

住所：〒649-0432
和歌山県有田市宮原町東349-2

TEL：0737-88-7279

HP：http://sowakajuen.com/

担当者：大浦（oura@sowakajuen.com）
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【紀州串本釜揚げひじき】
くしもと両濱株式会社

○６次産業化にまつわるストーリー
和歌山県南部産のクロマグロやひじき

等の加工・販売と、規格外魚の鮮魚パッ
クの販売に取り組んでいます。
水産物の加工・販売事業によって、地

域の経済発展や雇用促進に取り組んでい
ます。

○商品紹介
太くて柔らかいのにコシがある、天然

の生ひじきです。中国、韓国からの輸入
が約９割を占める中で、安全・安心な国
産品を提供しています。

人物写真商品パッケージ写真

盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 1,800円／㎏

提供可能時期 通年

原材料 ひじき

主原料産地 和歌山県熊野灘

内容量 ご相談に応じて発送します。

賞味期限／消費期限 7日

１ケースあたり入数 120g×18袋

保存温度帯 10℃以下

最低ケース／最大ケース 1ケース／応相談

発注リードタイム 2日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
ご要望に応じて発送します。

（3㎏）

住所：〒649-3503
和歌山県東牟婁郡串本町串本1884

TEL：0735-67-7338

担当者：山口
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【潮騒・
シェーブルチーズ】

メイちゃん農場 大下哲治

○６次産業化にまつわるストーリー
日本では珍しい海の傍にある農場で、ヤギ

の飼育を行っています。ストレスを与えない
飼育環境、手での搾乳、チーズの品質管理等
にこだわり、北海道や欧州にも負けない、世
界一のチーズを目指して事業に取り組んでい
ます。

○商品紹介
酵母菌は3℃以上で熟成が進みますので、

お好みの熟成度合いでお召し上がりいただけ
ます。口に入れた瞬間、濃厚なチーズの風味
に包み込まれ、甘いほのかなヤギ乳の香りが
口の中に広がります。

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） 4,104円／個

提供可能時期 5月～10月

原材料 ヤギ乳、塩、塩化カルシウム

主原料産地 鳥取県米子市淀江町今津

内容量(※)
100ｇ

※熟成度合いにより、重さが若干異
なる場合がございます。

賞味期限／消費期限 30日

１ケースあたり入数 4個

保存温度帯 10℃以下

最低ケース／最大ケース 1個／4個

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11cm×横35cm×高さ10cm

（約800g）

住所：〒689-3401
鳥取県米子市淀江町今津418-1

TEL：0859-56-3454

HP: http://www2.enekoshop.jp/shop/meichan_farm/

担当者：大下（meichan_farm@yahoo.co.jp）
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【あさひ・プリン】
有限会社旭養鶏舎

○６次産業化にまつわるストーリー
規格外の鶏卵を使用して、卵の風味を活

かした加工品をつくりたいと思い事業に取
り組みました。衛生面の整った加工施設を
活かし、無添加商品や地元の食材と連携し
た商品を加工・販売しています。

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） 216円／個

提供可能時期 通年

原材料 鶏卵、牛乳、砂糖

主原料産地 島根県大田市

内容量 110g

賞味期限／消費期限 14日

１ケースあたり入数 20個

保存温度帯 チルド

最低ケース／最大ケース 1ケース／4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33.5cm×横39.5cm×高さ9cm

(2,750g)

住所：〒699-2211
島根県大田市波根町221-1

TEL：0854-85-8421

HP：http://www.asahiegg.co.jp

担当者：落合（nekka@asahiegg.co.jp）

○商品紹介
こだわりの飼料と海藻を与えて育った鶏

から生まれた高品質の「ネッカエッグ」を
プリンにしました。農場内の自社工場で新
鮮な卵をおいしさと安全性にこだわったプ
リンに仕上げています。

http://www.asahiegg.co.jp/plant.html
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【米粉のブラウニー】
ホトトギス株式会社

○６次産業化にまつわるストーリー
家族の小麦アレルギー発症をきっかけに、

グルテンフリーの商品開発に取り組みまし
た。米粉を使うことで、小麦と遜色ないお
いしさを実現。自家栽培の農産物を使用し、
グルテンフリー対応のおいしさを第一に考
えた焼き菓子を作っています。

○商品紹介
小麦を使わないグルテンフリーの焼き菓

子で、しっとりとした軽い食感と濃厚な風
味が特長です。
自家栽培の米・黒豆・地鶏卵を使用し、

香り豊かな宇治抹茶と黒きなこ生地をマー
ブルにした、ほろ苦い大人の味わいです。

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） 240円／個

提供可能時期 通年

原材料 米粉・黒豆

主原料産地 岡山県岡山市北区御津

内容量 29g

賞味期限／消費期限 75日

１ケースあたり入数 12個

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 1ケース／30ケース

発注リードタイム 3〜7日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦24.5㎝×横11㎝×高さ8㎝

（450g）

住所：〒709-2104
岡山県岡山市北区御津平岡西719

TEL：086-724-1501

HP：http://www.hototogisubakery.com

担当者：吉原（admin@hototogisubakery.com）
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【EIJI MIYAMOTO No.7】
株式会社アーリーモーニング

○６次産業化にまつわるストーリー
「紅茶は農である。土に触れずして紅茶

は語れない」が座右の銘。
紅茶研究家としての活動を経て、紅茶を

自らの手で育て作りたいという思いから、
紅茶づくりに適した新見市大佐で紅茶の栽
培を開始しました。日本の紅茶を世界に広
めていきたいと考えています。

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） 823円／缶

提供可能時期 通年

原材料 紅茶

主原料産地 岡山県

内容量 3ｇ×10Ｐ

賞味期限／消費期限 2年

１ケースあたり入数 50缶

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース
1ケース （複数ケースの場合お問い

合わせください）

発注リードタイム 4日

販売エリアの制限 国内

ケースサイズ（重さ）
縦23㎝×横57㎝×高さ24㎝

(6.7Kg)

住所：〒719-3503
岡山県新見市大佐小阪部2239-8

TEL：0867-98-3939

HP：http://www.earlymorning.jp

担当者：宮本（kocha39@ybb.ne.jp）

○商品紹介
ダージリン地方によく似た地形と気候の

新見市大佐で育まれた国産の紅茶です。
濃い鮮紅色で豊潤かつ程良い渋みのある

紅茶をティーバッグで楽しめます。
こだわりの味や香りが認められ、紅茶の

本場、ロンドンでも販売しています。
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【赤米甘酒
はれのひストレート】

レッドライスカンパニー株式会社

○商品紹介
岡山県総社市特産品の赤米を使用した甘

酒で、古代米の赤米の桜色が特徴です。開
封してそのまま飲むことができ、アミノ酸
が豊富なことから飲む点滴とも言われてい
ます。
麹と米の割合を工夫し、飲みやすいスト

レートに仕上げました。

希望小売価格（税込） 410円／本

提供可能時期 通年

原材料 米、米糀、赤米

主原料産地 岡山県

内容量 200ｇ

賞味期限／消費期限 300日

１ケースあたり入数 48本

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 1ケース／要相談

発注リードタイム 2～3日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦35.5㎝×横45㎝×高さ16㎝

（16ｋｇ）

住所：〒719-1143
岡山県総社市上原162-2

TEL：0866-90-3117

HP：http://www.redrice-co.com

担当者：難波（info@redrice-co.com)

○６次産業化にまつわるストーリー
岡山の新たな土産品を作りたいとの思い

から、総社市の特産品である赤米で６次産
業化に取り組みました。
総社市で、1,400年以上続く神事の供物

として使われる、総社赤米の系統を継ぐ
『あかおにもち』を生産・加工しています。
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【泡々酒：ブルー】
【花泡々酒：ピンク】

丸本酒造株式会社

○商品紹介
お米を酵母の自然な力で発酵させたアル

コール5％の「スパークリング純米酒」です。
お米本来の甘さと、発酵による微炭酸ガスが
心地よく喉を潤してくれます。

人物写真

調理例又は盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） （左）668円（右）560円

提供可能時期 通年

原材料 （左）米、米こうじ、ハーブ（右）米、米こうじ

主原料産地 米（岡山県）、ハーブ（エジプト）

内容量 300ml

賞味期限／消費期限 9ヶ月

１ケースあたり入数 12本

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 6ケース／限度なし

発注リードタイム 4営業日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦19.7㎝×横26㎝×高さ23.3㎝

（7.2 kg）

住所：〒719-0232
岡山県浅口市鴨方町本庄2485

TEL：0865-44-3155

HP：http://www.kamomidori.co.jp/

担当者：丸本（info@kamomidori.co.jp）

○６次産業化にまつわるストーリー
日本酒に苦手意識を持つ女性にも、日本酒

を味わってもらいたいとの思いから、飲み口
の軽い、スパークリング純米酒の開発に取り
組みました。その後、試行錯誤を重ね、常温
保存が可能な新商品を開発し、国内外に販路
を拡大しました。
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【牡蠣のアヒージョ】
牡蠣の家しおかぜ 野﨑寿

○６次産業化にまつわるストーリー
天候等よる売上げの影響を軽減するため、

魚介類の加工・販売を始めました。
品質にこだわり、牡蠣の生産から加工・販

売まで自社で一貫して行っています。

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） 1,026円／本

提供可能時期 通年

原材料 牡蠣、ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ、にんにく、唐辛子

主原料産地 岡山県瀬戸内市邑久町虫明

内容量 130g

賞味期限／消費期限 200日

１ケースあたり入数 15本

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 7日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦20ｃｍ×横32ｃｍ×高さ11ｃｍ

（4.4ｋｇ）

住所：〒701-4501
岡山県瀬戸内市邑久町虫明3901-1

TEL：0869-25-0225

HP：http://www.kakinoie.jp/

担当者：野﨑（info@kaki-shiokaze.jp）

○商品紹介
岡山県瀬戸内市虫明海域で自社養殖した栄

養豊富な曙牡蠣を、国産にんにくで香りづけ
したエキストラバージンオリーブオイルで煮
込みました。無添加・無着色・保存料不使用
で、安心・安全なお酒のおつまみです。
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【肉厚きくらげ】
株式会社ビナン食販

○６次産業化にまつわるストーリー
食の安全性に対する意識が強まる中、今後

国産食品の需要が高まると考え機械製造業か
ら農業へ参入しました。
椎茸生産で培った菌床栽培の技術を活かし、

肉厚で高品質なキクラゲの生産・加工に取り
組んでいます。

○商品紹介
肉厚でぷりぷりとした食感と、豊富なミネ

ラルが特長のあらげきくらげを、収穫後速や
かに乾燥し、水で戻した時の瑞々しい食感を
実現しています。

人物写真商品パッケージ写真

盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 350円／袋

提供可能時期 通年

原材料 あらげきくらげ

主原料産地 日本

内容量 10g

賞味期限／消費期限 1年

１ケースあたり入数 200袋

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 10ケース／200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） ご要望に応じて発送します。

住所：〒719-1176
岡山県総社市清音柿木219-1

TEL：0866-95-2900

HP：http://binan-kikurage.com/

担当者：安藤（kkb-vaio@as-bk.co.jp）
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【なしのチャツネ】
農事組合法人世羅幸水農園

○６次産業化にまつわるストーリー
規格外品や傷のある梨をもったいない

と思い、女性スタッフを中心に開発しま
した。果汁を煮詰めた梨蜜や、梨蜜を使
用した梨のコンポートも販売しています。

○商品紹介
世羅幸水農園で栽培された豊水梨だけ

を使用し、丁寧に煮詰めたジャム状の商
品です。
砂糖や保存料を使わず、素材本来の甘

さを活かしています。
ディップソースや煮込み料理の隠し味

など、様々な料理に使用できます。

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） 864円／個

提供可能時期 通年

原材料 梨（豊水梨）

主原料産地 広島県世羅郡世羅町

内容量 90g

賞味期限／消費期限 1年

１ケースあたり入数 12個

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 2ケース／5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19cm×横25cm×高7.5cm

（2.5kg）

住所：〒722-1112
広島県世羅郡世羅町本郷365-20

TEL：0847-22-2219

HP：http://www.sera-kousui.jp

担当者：丸次（info＠sera-kousui.jp）
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【ひのっ子マンゴープリン】
ひのっ子ファーム株式会社

○６次産業化にまつわるストーリー
規格外となり加工用として低価格で処分

していたマンゴーをプリン等へ加工し、販
売しています。パートナー企業が持つ瞬間
冷凍技術を活かした商品開発により高い評
価をいただいています。

○商品紹介
石垣島産の完熟マンゴーを贅沢に使った

マンゴープリンです。１個当たりマンゴー
果肉を55グラム使用し、ジュレのような
とろける食感が甘みを一層引き立てます。

人物写真商品パッケージ写真

盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 3,564円／箱

提供可能時期 通年

原材料

マンゴ－、砂糖、ぶどう糖・果糖・液糖、
生クリーム、レモン果汁、洋酒ゲル化
剤（増粘多糖類）、ビタミンC、香料、乳
化剤、（一部に乳成分、大豆を含む）

主原料産地 沖縄県石垣市

内容量 690g（115g×6個）

賞味期限／消費期限 6ヶ月

１ケースあたり入数 1箱

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース ご要望に応じて発送いたします。

発注リードタイム 応相談

販売エリアの制限 応相談

ケースサイズ（重さ）
縦17㎝×横25㎝×高さ6㎝

（925g）

住所：〒731-4311
広島県安芸郡坂町北新地1丁目2-59

TEL：082-820-1333

担当者：衛藤（hinokkofarm@gmail.com）
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【がんね栗衛門】
企業組合がんね栗の里

○６次産業化にまつわるストーリー
地域の過疎化などにより衰退した「がんね

栗」の再生のため、加工品の開発に取り組みま
した。販売時期が限定される栗の付加価値を高
め、通年販売することで知名度を上げ、雇用の
確保や所得の向上による地域活性化を図ってい
ます。

○商品紹介
「がんね栗」と保存のために少量使用した砂

糖のみで丁寧に作られた栗きんとんです。
口の中に優しく濃厚な甘みが広がり、後から

ほのかに栗の香りが立ち上がります。

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） 864円／本

提供可能時期 通年

原材料 がんね栗、砂糖

主原料産地 山口県岩国市

内容量 120ｇ

賞味期限／消費期限 60日

１ケースあたり入数 24本

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 3～5日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦35㎝×横23㎝×高さ8㎝

（3㎏）

住所：〒740-1231
山口県岩国市美和町生見1165-2

TEL：0827-97-0727

HP：https://www.ganneguri.com/

担当者：下森（ganne@sea.icn-tv.ne.jp）
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【瀬戸内マーマレードTeraTerra】
株式会社瀬戸内ジャムズガーデン

○６次産業化にまつわるストーリー
周防大島特産の柑橘を食べきれずに廃棄す

るのはもったいないと始まったマーマレード
作り。原料からこだわりたいとの思いで、耕
作放棄地を借り、希少柑橘の生産を開始しま
した。マーマレード作りの着想を得た島のお
寺(Tera)と島の大地(Terra)から命名しまし
た。

○商品紹介
主に周防大島特産の柑橘類を使用。数十種

類の柑橘を使用したこだわりのマーマレード
です。
品種、栽培方法、収穫時期にこだわった柑

橘で、品種の個性を活かしたものから職人の
感性でマリアージュしたものまで、60種類
以上のマーマレードを製造・販売しています。

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） 1,080円／個

提供可能時期 通年

原材料 柑橘・砂糖・その他

主原料産地 主に山口県周防大島

内容量 155ｇ

賞味期限／消費期限 240日

１ケースあたり入数 40個

保存温度帯 常温

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 5日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦47㎝×横30.5㎝×高さ10㎝

(12.5㎏)

住所：〒742-2804
山口県大島郡周防大島町日前331-8

TEL：0820-73-0002

HP：http://www.jams-garden.com

担当者:弘中(chinatsu.h@jams-garden.com)
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【辛し麹和えぴりっとさん】
株式会社さんまいん

○６次産業化にまつわるストーリー
経営していた製造業がリーマンショックの

影響を受ける中で、菌床椎茸の生産・販売事
業に参入しました。製造業で培った生産管理
のノウハウを活かし、無駄のない椎茸栽培に
取り組むとともに、当社独自の加工品の開発
に取り組んでいます。

○商品紹介
自社で生産した椎茸を辛子麹で和え、佃煮

にしました。ご飯やお酒のお供から、素麺の
薬味やサンドイッチのマスタード替わり等、
様々な場面で御利用いただけます。

商品パッケージ写真

盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 756円／袋

提供可能時期 通年

原材料

しいたけ、砂糖、こいくちしょうゆ（混
合）、からし粉、米こうじ、焼酎、はち
みつ、カラメル色素、調味料（アミノ酸
等）、甘味料（甘草）、ビタミンB1（原材

料の一部に小麦を含む）

主原料産地 山口県

内容量 170g

賞味期限／消費期限 180日

１ケースあたり入数 60個

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 1ケース／5ケース

発注リードタイム 1週間

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
ご要望に応じて発送します。

（22㎏）

住所：〒754-0211
山口県美祢市美東町大田5392-4

TEL：08396-2-0015

HP：http://sunmine.co.jp/

担当者：宮川（info@sunmine.co.jp）
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【しょうがシロップすだち果汁入り】
西地食品有限会社

○６次産業化にまつわるストーリー
山里に点在する遊休地の活用と雇用の創

出のため、生姜の生産・販売に取り組みま
した。
しょうがシロップに、すだち果汁を加え

ることで、酸味のあるきりっとした味わい
に仕上げました。

○商品紹介
新鮮なしょうがの絞り汁に、阿波名産の

すだち果汁を加えたシロップです。
夏は炭酸水で割ってジンジャエールに。
冬はお湯で割ってホットドリンクに。
そして、ビールと合わせてシャンディー

ガフにするのもおすすめです。
喜界島の粗糖を加え、飲みやすい味に仕

上げています。

人物写真

希望小売価格（税込） 1,500円／本

提供可能時期 通年

原材料 粗糖、しょうが汁、すだち果汁、水あめ

主原料産地 徳島県阿南市

内容量 500ｍｌ

賞味期限／消費期限 1年

１ケースあたり入数 12本

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 10日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦28㎝×横31.5㎝×高さ21㎝

（12.6㎏）

住所：〒779-1510
徳島県阿南市新野町谷口121

TEL：0884-36-2284

HP：http://www.nishiji-foods.com/

担当者：吉永（info@nishiji-foods.com）

【重要】ジンジャーエール以外の画像
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【弘法の恵･夢の芋】
さんわ農夢株式会社

○６次産業化にまつわるストーリー
建設業から農業に参入しました。
香川大学農学部との連携で開発した、竹肥

料を使った土壌改良材による良質な畑で、品
質の良いサツマイモを栽培。収穫後は芋の甘
さを最大限に引き出す独自の熟成技術のキュ
アリングを施し、生産から加工まで一貫して
徹底した品質管理に努めています。

○商品紹介
【弘法の恵】
焼くと、まるでスイートポテトのように

まったりとした食感。そして天然の濃厚な旨
みと風味が特長です。
【夢の芋】
上品な甘さと優れた旨みを兼ね備えた、上

質な和菓子のような味わいが特長です。

人物写真商品パッケージ写真

住所：〒768-0101
香川県三豊市山本町辻1393番地1

TEL：0875-63-2365

HP：http://www.sannwanohmu.jp/

担当者：大橋（nohmu23414@yahoo.co.jp）

希望小売価格（税込）
2,400円／箱（弘法の恵）

2,000円／箱（夢の芋）

提供可能時期 11月～4月末（品切れまで）

原材料 サツマイモ

主原料産地 香川県三豊市

内容量 2㎏

賞味期限／消費期限 発送日から2～3ヶ月

１ケースあたり入数 12～14本

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 1ケース／200ケース

発注リードタイム 7日

販売エリアの制限 なし（海外は香港・台湾・中国）

ケースサイズ（重さ）
縦22.5㎝×横35㎝×高さ7.5㎝

（2㎏）
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【蒼のダイヤ
オリーブオイル】

株式会社蒼のダイヤ

○６次産業化にまつわるストーリー
高齢化や後継者不足などで増加していた

耕作放棄地を再生するため、地域の特性を
活かしたオリーブの栽培に取り組んでいま
す。生産者自らが生産・加工を行うことで、
高品質を追求しています。

○商品紹介
香川県多度津町で栽培した手摘みオリー

ブのみを使用しています。収穫後24時間以
内に搾油する事で、口に含んだ瞬間にオ
リーブ本来のフレッシュで芳香な香りとフ
ルーティな風味が広がります。

人物写真商品パッケージ写真

盛りつけ例 写真

住所：〒764-0036
香川県仲多度郡多度津町見立1856番地3

TEL：0877-89-2797

HP：http://aonodia.com/

担当者：細川（info@aonodaia.com）

希望小売価格（税込） 2,592円／本

提供可能時期 12月～5月

原材料 オリーブ

主原料産地 香川県

内容量 90g

賞味期限／消費期限 1年6ヶ月

１ケースあたり入数 12本

保存温度帯 20℃以下

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 1週間

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦20㎝×横15㎝×高さ19㎝

（3.5㎏）
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【きわみジュース】
濵田農園 濵田善純

○６次産業化にまつわるストーリー
自家用に絞ったみかんジュースがあまり

にも美味しかったため、グループを結成し
商品化に取り組みました。多くの方にご愛
飲いただく、愛媛を代表するジュースのひ
とつになりました。

○商品紹介
「３つの太陽」（段々畑に降り注ぐ太陽

光、宇和海からの反射光、石垣からの反射
光）で育まれたみかんを使い、水・砂糖を
一滴も入れていない果汁100％のストレー
トジュースです。

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） 1,296円／本

提供可能時期 通年

原材料 温州みかん

主原料産地 愛媛県八幡浜市向灘

内容量 780ｍｌ

賞味期限／消費期限 1年

１ケースあたり入数 6本

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 要相談

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）
17.5ｃｍ×19㎝×35㎝

（8ｋｇ）

住所：〒796-0001
愛媛県八幡浜市向灘1938番地

TEL：0894-22-5083

HP：http://www.kiwami-mikan.net

担当者：濵田（kiwami_mikann@yahoo.co.jp）
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【幻の地鶏 土佐ジロー】
有限会社はたやま夢楽

○６次産業化にまつわるストーリー
限界集落となった畑山地区を次代に繋

げるための産業興しとして、養鶏だけで
なく、雇用創出が可能な食鳥処理、食肉
加工、宿・食堂の経営を始めました。事
業を組み合わせることで、通年雇用を実
現し、県外からの移住者の受け入れにも
繋がりました。

○商品紹介
噛めば噛むほど味わいがある「まるで

ジビエ」とも称される地鶏「土佐ジ
ロー」のカット肉です。もも・むね・さ
さみを細長くカットし、200ｇの個包装
にしています。

調理例又は盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 1,620円／パック

提供可能時期 通年

原材料 鶏肉

主原料産地 高知県安芸市畑山

内容量 200ｇ

賞味期限／消費期限 6ヶ月

１ケースあたり入数 ご要望に応じて発送します。

保存温度帯 冷凍

最低ケース／最大ケース 1パック／60パック

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13.5ｃｍ×横17ｃｍ×高さ1ｃｍ

（200ｇ）

住所：〒784-0063
高知県安芸市畑山丙46

TEL：090-4787-0413

HP：http://tosajiro.com

担当者：小松（tosajiro@hyper.ocn.ne.jp）
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【ジェラート】
ファゼンダかじわら合同会社

○６次産業化にまつわるストーリー
果樹、野菜、畜産、米麦、茶など様々な

作物が育まれるうきはエリア。うきはの旬
の美味しさをたくさんの人に届けたい！そ
んな思いでジェラート屋「ソルベッチdoう
きは」をオープンしました。果樹農家が素
材の味を大切にしながらジェラートの製造
販売をしています。

○商品紹介
通年アイテムは牛乳、お茶、いちご、栗、

ブルーベリー、きな粉の６種類。ファゼン
ダかじわら自慢のフルーツや、うきはの農
家が生産した美味しい牛乳やお茶をぜいた
くに使った「うきは味」のジェラートです。

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） 3,000円／ケース（送料別）

提供可能時期 通年

原材料
ブルーベリー、緑茶、いちご、くり、

きな粉、牛乳

主原料産地 福岡県うきは市

内容量 120ｍｌ

賞味期限／消費期限 3ヶ月

１ケースあたり入数 6個

保存温度帯 冷凍

最低ケース／最大ケース
ひと月当たり1ケース／30～100ケー

ス（要時期応談）

発注リードタイム 7～10日

販売エリアの制限 離島は発送困難

ケースサイズ（重さ）
縦20㎝×横27㎝×高さ14㎝

(1300g)

住所：〒839-1408
福岡県うきは市浮羽町山北1485

TEL：0943-77-2502

HP：http://k-fazenda.com/

担当者：梶原（info@k-fazenda.com）
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【高倉びわの葉茶】
やっぱぁ～岡垣 早苗泰博

○６次産業化にまつわるストーリー
びわ園での作業中、剪定した「びわの葉」

を活用できないかと考え、カルシウムなどの
栄養素が多く含まれることから、茶葉にして
みようと考案しました。有機肥料で育てた安
心・安全な「高倉びわの葉茶」をお試しくだ
さい。

○商品紹介
「高倉びわの葉茶」は、「貝化石」という

有機肥料で栽培した「びわの葉」を使用し、
お子様からご年配の方まで安心してお飲みい
ただけます。また、玉露の焙煎機を使用し、
低温で蒸すことで栄養素が壊れないよう、焙
煎方法にもこだわっています。

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） 5,000円／セット（送料別）

提供可能時期 通年

原材料 びわの葉

主原料産地 福岡県遠賀郡岡垣町

内容量
ばら：1㎏

ティーパック：700ｇ
（注）どちらか一方となります。

賞味期限／消費期限 1年

１セットあたり入数
ばら：100ｇ×10袋

ティーパック：（7ｇ×10袋）×10袋
（注）どちらか一方となります。

保存温度帯 常温

最低セット数／最大セット数 1セット／ご要望に応じて

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20㎝×横30㎝×高さ10㎝

（1㎏）

住所：〒811-4217  
福岡県遠賀郡岡垣町桜台1-23

TEL：093-282-6799

HP ：http://www.yappa-okagaki.jp/

担当者：早苗（shop-info@yappa-okagaki.jp）
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【国産野菜をそのまんま
チップスにしました。】

いずも食品加工株式会社

○６次産業化にまつわるストーリー
学習塾経営時代に、子ども達と関わる中

で食育の重要性に着目。自然栽培にこだわ
り、安心安全を追求した素材で加工食品を
生産しています。

○商品紹介
農薬等や食品添加物を最小限に抑えた国

産野菜を使用し、子どもも安心して食べら
れる野菜チップスにしました。
素材の味が生きるよう薄味に仕上げ、

「田舎の味」を再現しています。

人物写真商品パッケージ写真

盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 429円／個

提供可能時期 通年

原材料
じゃがいも、植物油（パーム油）、人

参、かぼちゃ、オクラ、食塩

主原料産地 国産

内容量 60g

賞味期限／消費期限 90日

１ケースあたり入数 12個

保存温度帯
常温（高温・多湿、直射日光を避け保

存）

最低ケース／最大ケース 4ケース／応相談

発注リードタイム 受注生産のため、応相談

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦24.2㎝×横39.3㎝×高さ29.2㎝

（1.4㎏）

住所：〒819-1601
福岡県糸島市二丈深江字宮小路973番地

TEL：092-332-8577

HP：http://izumo-k.jp

担当者：丹野（tanno@izumo-g.com）
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【ナチュラルせっけん
はみがきジェルCS】

さぼんどちの株式会社

○６次産業化にまつわるストーリー
安心・安全に対し意識が高まる中、

自社で生産する椿油、馬油、ペパーミ
ント等天然素材を原材料とし、自然派
化粧品等の製造・販売に取り組みまし
た。

○商品紹介
歯や歯茎の隅々まで浸透し、効果的

なブラッシングを実現する泡立ちをお
さえた歯みがきジェルです。歯みがき
をした後も味覚を損ないません。

盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 486円／個

提供可能時期 通年

原材料

水（基剤）、グリセリン（湿潤剤）、ソルビトール（湿潤
剤）、プロパンジオール（湿潤剤）、シリカ（粘結剤）、
海塩（矯味剤）カリ石ケン素地（清掃剤）、ジラウロイ
ルグルタミン酸リシンNa（湿潤剤）、キサンタンガム

（粘結剤）、ジェランガム（粘結剤）、セルロースガム
（粘結剤）、クエン酸Na（ph調整剤）、乳酸Ca（ph調整
剤）、ハッカ油（香味剤）、セイヨウハッカ油（香味剤）

主原料産地 熊本県

内容量 80g

賞味期限／消費期限 3年

１ケースあたり入数 50本

保存温度帯 常温

最低ケース／最大
ケース

1ケース／上限なし

発注リードタイム 2日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦20㎝×横22.5㎝×高さ35.5㎝

（5.2㎏）

住所：〒837-0907
福岡県大牟田市四箇新町1丁目3-2

TEL：0944-32-8107

HP :http://wwwchinoshiosya.com/ecshop/produc
ts/detail.php?product_id=255

担当者：清水（info@savondechino.com）



-79-

【つよし君の飲むトマト】
合同会社つよし君のお野菜畑

○６次産業化にまつわるストーリー
品質に問題のない規格外品を原料にジュー

スを作りました。家族や知人からの評判が高
く、製品化を行うこととなりました。

○商品紹介
苗の定植から収穫までの期間中は、人の手

で一切水を与えないことで根は深く伸び、大
地から養分やミネラルを十分吸収した完熟ト
マトができます。
そのこだわりのトマトを１本当たり10個

以上使い、防腐剤・添加物を一切使用しない
飲むトマトを提供します。

人物写真

調理例又は盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 3,000円／ケース（送料別）

提供可能時期 通年

原材料 トマト

主原料産地 佐賀県佐賀市富士町大字市川

内容量 720ｍℓ

賞味期限／消費期限 1年

１ケースあたり入数 2本

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 1週間以内

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦31.5㎝×横20㎝×高9㎝

（2.8㎏）

住所：〒840-0503

佐賀県佐賀市富士町大字市川701-1

TEL：0952-58-2966

HP：http://tsuyoshikun.wpblog.jp/

担当者：水田(ohp6743r325513h@b2.bunbun.ne.jp）
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【イチゴのドライフルーツ】
KAWAKIYA 栗原二雄

○６次産業化にまつわるストーリー
就農当初からの夢であった「いちご農家」

ならではの「何か」をしたい。それが６次産
業化に繋がりました。生産部門は主に父、加
工部門は主に息子と、親子で６次産業化に取
り組んでいます。今では、色々なフルーツの
加工に取り組んでいます。

○商品紹介
一番のお薦めは、自らの農園で栽培した

「おいＣベリー」、「桃薫（とうくん）」
を使ったイチゴのドライフルーツです。ヒー
トドライ製法により、香り・食味ともに濃厚
なドライフルーツに加工し、完全乾燥ならで
はの新しい食感が楽しめます。100％国産の
ドライ商品として、百貨店を始め高級セレク
トショップでのリピーターが増えています。

調理例又は盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 648円／袋

提供可能時期 通年

原材料
イチゴ（おいCベリー、桃薫）、トマト、

アイコ、イエローアイコ、巨峰、柿、キウ
イ、みかん、メロン、桃、ビワ ほか

主原料産地 長崎県

内容量 18g

賞味期限／消費期限 1年

１ケースあたり入数 50袋

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 1ケース／6ケース

発注リードタイム 4日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦42㎝×横30㎝×高さ28㎝

（1.5㎏）

住所：〒859-2602
長崎県南島原市加津佐町戊259

TEL：0957-87-4014

ＦＢ：kawakiyaドライフルーツ

担当者：栗原(kurihara.1583@gmail.com）
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【クエ鍋セット】
株式会社五島ライブカンパニー

○６次産業化にまつわるストーリー
五島列島の過疎化や漁業の衰退を目に

する中で、地域の活性化に貢献したいと
思い養殖事業を開始しました。クエやホ
シガレイを中心に、地域ブランドの認知
度向上に取り組んでいます。

○商品紹介
ギュッと締まった身の食感とまろやか

な旨味が楽しめるクエと、野菜やダシを
セットにしました。地下海水のきれいな
水を使った陸上養殖により、薬剤を使わ
ず安心して食べていただけます。
上品な脂と旨味を持ち、天然物にも引

けを取らない美味しさです。

商品パッケージ写真

盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 10,800円／セット

提供可能時期 11月～3月

原材料
養殖クエ、白菜、水菜、しいたけ、長
ねぎ、あごだし（トビウオ）、うどん（小

麦、植物油（大豆、椿油））

主原料産地 長崎県五島市

内容量
切り身200g、あら200g、刺身100g、

ポン酢210㎖

賞味期限／消費期限 90日

１ケースあたり入数 ご要望に応じて発送します。

保存温度帯 -18℃以下

最低ケース／最大ケース 1セット／500セット

発注リードタイム 4日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦32㎝×横25㎝×高さ10㎝

（710g）

住所：〒853-0007
長崎県五島市福江町1190-5

TEL：0959-75-0171

HP：http://www.tabenba.com/

担当者：貞方（sadakata@goto-live.co.jp）
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【阿蘇バジルペースト】
有限会社阿蘇健康農園

○６次産業化にまつわるストーリー
平成28年4月16日、熊本地震によって

最先端の農園施設が全壊。「ここでやめ
たら、地震に負けた気持ちになる。」と、
強い思いで立ち上がりました。手作りで
香り豊かなバジルペーストの生産を再開
しています。

○商品紹介
農薬不使用のバジルをふんだんに使っ

たジェノベーゼソース。最高級のスペイ
ン産エキストラバージンオリーブオイル
や南阿蘇村の香り高いニンニク、内モン
ゴル産の湖から採取した天日塩など厳選
した素材を絶妙なバランスで調合しまし
た。

商品パッケージ写真

希望小売価格（税込） 864円／瓶

提供可能時期 通年

原材料
エキストラバージンオリーブオイル、

バジル、パルメザンチーズ他

主原料産地 熊本県阿蘇郡南阿蘇村

内容量 100ｇ

賞味期限／消費期限 6ヶ月

１ケースあたり入数 32瓶

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

※最大供給量は相談に応じます。

発注リードタイム 3～5日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦26㎝×横25.2㎝×高さ21.8㎝

（10㎏）

住所：〒869-1404
熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽5542-1

TEL：0967-63-8500

担当者：原田（info@ahf.jp.net）
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【かぼすコンフィチュール】
あねさん工房株式会社

○商品紹介
大分県緒方産のかぼすを使ったマーマ

レードです。平成20年度大分ふるさと商品
コンクール最優秀賞受賞。パンだけでなく
ヨーグルトや紅茶に添えても楽しめます。
大分県のお土産として人気です。

人物写真

希望小売価格（税込） 756円／瓶

提供可能時期 通年

原材料 かぼす、砂糖、香辛料

主原料産地 大分県

内容量 150g

賞味期限／消費期限 12ヶ月／18ヶ月

１ケースあたり入数 30本

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 1週間

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦30cm×横30cm×高さ10cm

（10.2kg）

住所：〒879-6754
大分県豊後大野市緒方町冬原832番地3

TEL：0974-45-2928

担当者：後藤（biz@anesan-kobo.com）

○６次産業化にまつわるストーリー
地域の耕作放棄地を活用しながら、かぼ

すの生産を拡大し、マーマレード作りに取
り組んでいます。
コンクール受賞をきっかけに販売量が増

加し、地域の活性化につながっています。
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【ドライフルーツ詰め合わせ】
株式会社ドリームファーマーズ

○６次産業化にまつわるストーリー
若手果樹生産農家が連携して、国産ドライ

フルーツの加工・販売を企画しました。ドラ
イフルーツを通じて果物の生産地を知ってい
ただき、生産地との交流が始まることで、1
次産業や地域を活性化することを目指してい
ます。

○商品紹介
自ら生産しているぶどう（巨峰、シャイン

マスカット、ピオーネ）やミカンの素材を生
かすため、酸化防止剤や保存料を一切使用せ
ず、安全・安心の素材そのままの濃縮ドライ
フルーツです。

調理例又は盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込）
シャインマスカット1,200円、

その他600円、セット3,900円／箱

提供可能時期 通年

原材料 ぶどう・みかん

主原料産地 大分県

内容量 ぶどう35ｇ×4袋、みかん20ｇ×1袋

賞味期限／消費期限 12ヶ月

１ケースあたり入数 30箱

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 1ケース／5ケース

発注リードタイム 1週間

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦50cm×横49.5cm×高さ41.5cm

（約9ｋｇ）

住所：〒872-0521
大分県宇佐市安心院町下毛1193-1

TEL：0978-58-3534

HP：http://dreamfarmers.jp/

担当者：宮田（dream-farmers@oct-net.ne.jp）
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【緑がとても
きれいな「まっ茶」】
有限会社豊緑園

○６次産業化にまつわるストーリー
抹茶の食材用としての用途が多様化し、

需要は国内外で年々高まっています。抹茶
は、茶葉を丸ごと使用するため、有機栽培
を行っている当社へ問合せが多数寄せられ、
取組のきっかけとなりました。

○商品紹介
自然豊かな環境で、農薬と化学肥料を使

わずに育てた抹茶のパウダーです。緑色が
とても綺麗で、旨味・香り・苦味のバラン
スが良く、和菓子にも洋菓子にもとてもよ
く合います。
※業務用の200gタイプもあります。

希望小売価格（税込） 864円／袋

提供可能時期 通年

原材料 緑茶

主原料産地 宮崎県新富町

内容量 50ｇ

賞味期限／消費期限 1年

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／5ケース

発注リードタイム 5日間

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦25㎝×横30㎝×高さ10㎝

（1.5㎏）

住所：〒889-1401
宮崎県児湯郡新富町大字日置5182-54

TEL：090-1343-5729

HP：http://houryokuen.jp/

担当者：森本（5252morimocha@gmail.com）
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【ドライエイジングビーフ】
株式会社岡崎牧場

○６次産業化にまつわるストーリー
国内屈指の和牛の産地である宮崎県の黒毛

和牛の中でも、業界内で低く評価されていた
経産牛のブランド化に取り組み、食用生肉や
熟成肉に加工・販売しています。

○商品紹介
黒毛和牛の経産牛を約８～１０ヶ月間、パ

イナップル粕を独自配合した飼料で再飼育す
ることで、旨味や甘みを引き出しています。
そのパイン牛を短期間で熟成させ、熟成肉

ならではのナッツ臭を適度にまろやかにして
います。

商品パッケージ写真

盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 応相談

提供可能時期 通年

原材料 黒毛和牛

主原料産地 宮崎県

内容量 50g

賞味期限／消費期限 120日

１ケースあたり入数 応相談

保存温度帯 冷凍

最低ケース／最大ケース 応相談

発注リードタイム 2週間

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ） 応相談

住所：〒880-0834
宮崎県宮崎市新別府町雀田1185番地
宮崎中央卸売市場内

TEL：0985-31-1745

HP：http://www.okazaki-bokujyo.co.jp/

担当者：尾形（okazakibokujyou@yahoo.co.jp）
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【やわらかい加工黒糖】
兼久農産物加工組合

○６次産業化にまつわるストーリー
「黒糖をもっと手軽に食べてもらいた

い」との思いから、新商品の開発に取り
組みました。従来の餅のように柔らかい
「むち黒糖」の表面をドライ加工し、
キャラメル形状にすることで、個包装化
や味のバリエーションの多種化を実現、
和菓子としての販路も確立しました。

○商品紹介
「サトウキビ畑からお手元へ」
自家農園で収穫したてのサトウキビで

作った、お子様やご高齢の方でも食べや
すい一口サイズのやわらかい黒糖です。

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） 300円／袋

提供可能時期 通年

原材料 サトウキビ(徳之島産)、粗糖、水飴

主原料産地 鹿児島県大島郡天城町(徳之島)

内容量 100ｇ

賞味期限／消費期限 1年

１ケースあたり入数 100袋

保存温度帯 常温

最低ケース／最大ケース 1ケース／100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48㎝×高さ34㎝

(15kg)

住所：〒891-7621
鹿児島県大島郡天城町兼久1114番地1

TEL：0997-85-3957

HP：http://kaneku-nousan.com/

担当者：重田(shigeta@po5.synapse.ne.jp）
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【黒毛和牛ロース】
株式会社さつま福永牧場

○６次産業化にまつわるストーリー
牛を産地ではなく「さつま福永牛」という

ブランド牛として広く認知されることを目指
して、流通の全国展開に取り組んでいます。
より多くの人にこだわりの味を楽しんでもら
いたいとの思いから、鹿児島県内で熟成肉専
門の飲食店も展開しています。

○商品紹介
きめが細かくとろけるような口当たりと、

黒毛和牛本来の旨味が特徴です。2013年の全
国肉用枝肉共励会で名誉賞（最高賞）を受賞。
牛がリラックスできる環境と主にとうもろこ
しを原料とする「炊き餌」が独特の旨味を作
り出しています。

人物写真商品パッケージ写真

盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 7,500円／㎏

提供可能時期 通年

原材料 黒毛和牛

主原料産地 鹿児島県

内容量 約13㎏

賞味期限／消費期限 45日

１ケースあたり入数 1パック

保存温度帯 冷蔵

最低ケース／最大ケース 1ケース／応相談

発注リードタイム 5日以内

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
ご要望に応じて発送します。

（15㎏）

住所：〒895-2104
鹿児島県薩摩郡さつま町柏原1566番地1

TEL：099-260-2310

担当者：福崎（fk-fukunaga@outlook.jp）
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【勝山シークヮーサー
沖縄県産果汁100％】

農業生産法人有限会社勝山シークヮーサー

○６次産業化にまつわるストーリー
地元の宝であるシークヮーサーで村を興

したいという想いから、勝山地区の生産者
が中心となり、やんばる（沖縄本島北部）
で生産したシークヮーサーの加工・販売に
取り組みました。

○商品紹介
「シークヮーサーの里」として知られる

沖縄県名護市勝山を中心とした農家が作る
安心安全で新鮮な果汁100％のジュースで
す。

iTQi（国際味覚審査機構）最高評価の
「3ッ星」を2012年から6年連続で受賞し
ました。

希望小売価格（税込） 1,944円／本

提供可能時期 通年

原材料 シークヮーサー

主原料産地 沖縄県名護市勝山

内容量 500ml

賞味期限／消費期限 120日

１ケースあたり入数 12本

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 5日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）
縦24.5㎝×横31.5㎝×高さ24.5㎝

（12,130ｇ）

住所：〒905-0002
沖縄県名護市勝山9番地

TEL：0980-53-8686

HP：http://www.mayaga.com/

担当者：城間（shiroma@mayaga.com）
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【キビまる豚
バラ（豚バラ肉）】

農業生産法人株式会社福まる農場

○６次産業化にまつわるストーリー
生産者の顔が見える、安全、安心な豚肉

を提供したいと考え、飼料製造から養豚、
精肉加工、販売までを一貫して行っていま
す。
キビまる豚は、沖縄の豊かな自然の中で、

三元交配豚を独自の飼料で育てたブランド
豚です。

○商品紹介
キビまる豚は、あっさりとした肉質に、

口どけの良さと旨味が詰まった脂身が特長
です。様々な食材との相性が良いので、幅
広い料理に使っていただくことが可能です。

人物写真

調理例又は盛りつけ例 写真

希望小売価格（税込） 2,800円／kg

提供可能時期 通年

原材料 豚肉

主原料産地 沖縄県糸満市

内容量
業務用のため、ご要望に応じて発送

いたします。

賞味期限／消費期限 180日／365日

１ケースあたり入数 20kg未満

保存温度帯 冷凍

最低ケース／最大ケース 5kg／20kg

発注リードタイム 中1日

販売エリアの制限 なし

ケースサイズ（重さ）

5kg 縦32cm 横27cm 高さ17cm
10kg 縦53cm 横30cm 高さ15cm
15kg 縦56cm 横33cm 高さ25cm
20kg 縦60cm 横40cm 高さ33cm

住所：〒901-1104
沖縄県島尻郡南風原町字宮平585番地

TEL：098-888-3564

HP：http://kibimaruton.jp/

担当者：崎原（fukumaru@tiara.ocn.ne.jp）
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