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【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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