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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/） 
 



-28- 

【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） 



-33- 

     【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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