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35.

赤カブの酢漬け
無添加の地元産赤カブの酢漬け

まるは農園
☎ 042-782-2161
１袋（250ｇ）／300円
添加物を使わず、素材の味を活かした
赤カブの酢漬け。赤カブは地元城山産
を使用。

相模原市緑区
AREA
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28.

手作りこんにゃく

市川農場
☎ 042-784-1241
500ｇ／350円
農家が肥料にも気を遣い育てた自家栽
培のこんにゃく芋を使った手作りこん
にゃく。

取扱店 : H/P

まずはおさしみで。煮物、ステーキでも

相模原市緑区
AREA

やまなみグッズ・食品
素朴な味で、素材にこだわった食品。
日々の生活に少し取り入れて、より健康に。F!ds

27.

ウコン粉末

やさい倶楽部
☎ 042-785-0102
Ｓサイズ(36g)／600円 
Ｍサイズ(75g)／1,200円
自家の畑で減農薬、環境保全型農業で
栽培し、乾燥したウコンを健康食品とし
て細心の注意を払い製品化。

取扱店 : H/I/O/P

微粉末なので飲用、調理に最適

相模原市緑区
AREA

30.

津久井城 釜揚うどん
細麺仕上げ、茹で時間約5分

㈱せき製麺
☎ 042-784-8100  取り寄せ可（電話）
250g／432円
250g×3袋／1,296円
森と湖と清流の里で育まれた郷土の
味。乾麺仕上げで保存性が良く、茹で
水が濁りにくいのも特徴。

取扱店 : 
H/I/L/N/O

相模原市緑区
AREA

info@sekimen.co.jp
http://www.sekimen.co.jp/

34.

さしみこんにゃく

㈲鳥居原
☎ 042-785-7300
１袋(650g)／450円
やわらかくプルンとした食感が大人気。
ゆず味噌やゴマ味噌との相性は抜群。
一度食べたら忘れられない味。

相模原市緑区

やさしい味にしあげました！！

AREA

取扱店 : I
http://www.toriibarafureainoie.com/

29.

地粉うどん「ひもの里」

㈱せき製麺
☎ 042-784-8100  取り寄せ可（電話）
１袋／432円
海外にも輸出されている津久井地域の
伝統工芸品の組みひも。その優美な組
みひもにちなみ命名された「ひもの里」
はヨモギを練り込んだ乾麺。

取扱店 : F/H/I/L/N/O/P

よもぎの香りをお楽しみください

相模原市緑区
AREA

ほか、JA県央愛川グリーンセンターあいかわ
☎046-280-1009

　　　　　　

（産業あるある情報）
http://www.ssz.or.jp/aruaru/archives/893

info@sekimen.co.jp
http://www.sekimen.co.jp/

32.

津久井菊芋粉末
畑のインスリンと呼ばれ、血糖を下げる野菜

㈲高城商店
☎ 042-787-0017  取り寄せ可（電話・FAX）
50g／1030円
菊芋は健康野菜として近年注目を集め
ている野菜。手軽に毎日取り入れやす
いよう加工品に。無農薬栽培した菊芋
を乾燥・粉砕した無添加の粉末。

取扱店 : 
H/L/O

相模原市緑区
AREA

メール：kouya-5@cream.plala.or.jp
http://www8.plala.or.jp/kouya521/

FAX：042-780-8317

31.

津久井菊芋チップス
畑のインスリンと呼ばれ、血糖を下げる野菜

㈲高城商店
☎ 042-787-0017  取り寄せ可（電話・FAX）
50g／880円
菊芋は健康野菜として近年注目を集め
ている野菜。生の菊芋は収穫期間が短
く、一年中食べられるように無農薬栽
培の菊芋を乾燥し、無添加のチップス
に加工。

取扱店 : 
H/L/O

相模原市緑区
AREA

メール：kouya-5@cream.plala.or.jp
http://www8.plala.or.jp/kouya521/

FAX：042-780-8317

33.

津久井みそ饅頭

御菓子司　浜田製菓
☎ 042-771-9272
１個／110円
相模原市津久井地区で作られた『幻の
大豆』と言われる津久井在来大豆の甘
みそを包んだ『津久井みそ饅頭』は、風
味と香りが格別。

相模原市緑区
AREA

取扱店 : P

津久井在来大豆の甘みそを使用

38.

碧山（へきざん）・瑞茶（みずさ）

㈲碧山園
☎ 046-210-0031
碧山（40ｇ）、瑞茶（40ｇ）／各2,160円
愛川町で育った杜仲葉を使用した杜仲
茶は、ほのかな甘みを持つ緑の粉末茶
で、ポリフェノールなどが含まれてい
る。

抹茶仕立ての緑色の杜仲茶

愛川町
AREA36.

キムチ

キムチハウス
☎ 042-685-0488  取り寄せ可（電話）
オイキムチ（300ｇ）／白菜キムチ（330ｇ）／
カクテキ（330ｇ）／各590円
相模湖地区内で採れた無農薬野菜（季
節限定）に、本場韓国のスパイスを使
用。レストランあり。

37.

天然酵母パン

パン処あんずのしっぽ 
☎ 046-206-8839
クロワッサン類／181円～  食パン／267円～
国産小麦と地元食材にこだわり、丹沢
水系の水と自然素材の自家製酵母を
使って、石窯のようなオーブンで焼きあ
げたパン。

取扱店 : H/P
取扱店 : Q

相模原市緑区 愛川町
AREA AREA

一つ一つ手作りの無添加キムチ 自然素材を使用した自家製酵母パン

（通販）https://www.rakuten.co.jp/anzunoshippo/ほか、さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト  ☎042-685-1111

http://www.hekizanen.jp/
（オンラインショップ）http://hekizanen.shop-pro.jp/

取扱店 : P

http://www23.atpages.jp/kimchihouse/
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44.

山北町産湘南ポモロントマト
山北生まれの「湘南ポモロン」

山北町
AREA42.

峰の里の漬物

峰食品加工グループ
☎ 0465-77-26２０
梅干（200ｇ）／432円
低農薬の地元産物を使った合成着色
料無添加、手作りの漬物。イベントなど
で見かけたら、是非ご賞味を。

瀬戸スッポン養殖場　
☎ 0465-75-0188 取り寄せ可（電話・メール）

スポヘルス1箱／9,720円、すっぽん
スープ・ドリンク／1本595円など  
丹沢のきれいな水で神奈川県産すっぽ
んを養殖。じっくりと煮込んだすっぽん
スープ・ドリンクをご贈答品としてもど
うぞ。

43.

山北のスッポン加工品

ヘルシー・ジェラート　
☎ 0465-87-7277　
トマトミックス(100ｇ)／300円～
天使のしずく(100ｇ)／250円～ 
生でサラダも、加熱調理も、色々楽しめ
るトマト。果肉がしっかりで、焼いても煮
ても、煮くずれしない。熱を加えると、甘
みが増しトマト本来の味が強調される。

山北町 山北町
AREA AREA

地元・山の幸をつかった手作りの漬物

取扱店 : A/B 取扱店 : A/B/C/E/F

メール :suppon2007@yahoo.co.jp
http://www.orahoo.com/setosuppon/

丹沢のすっぽんをご賞味ください

http://www.healthy-gelato.com/

45.

とれたて山ちゃんの加工品
添加物不使用の地場産品

山北町
AREA 46.

梅肉エキス

杉山農園
☎ 0465-76-3894
50g／2,200円
「白加賀」梅が青いうちに1つずつ割り
種を出してつぶし炭火で煮詰めた。
2kgの梅で1瓶しか採れない希少なも
の。成分に含まれるクエン酸・リンゴ酸・
ムメフラールには血流改善効果。

青梅から作られた家庭の万能薬

山北町
AREA 47.

足柄茶（白梅・しんめ・わかば・もえぎ）

㈱神奈川県農協茶業センター　
☎ 0465-77-2001
白梅(100g)／756円、しんめ(100g)／
1,008円、わかば(100g)／700円、もえ
ぎ(100g)／494円 
香り立つできたての味。神奈川県の北
西部、丹沢・箱根山麓一帯を主要産地
とする『足柄茶』は、爽快な香りとコク
のある旨味が特徴。

神奈川県産、味と香りの足柄茶

山北町
AREA

取扱店 : A/B/C/D/E/Q
http://www.ashigaracha.co.jp

取扱店 : A/B/E

農産物直販加工所「とれたて山ちゃん」
☎ 0465-75-3026
みそ（1kg）／800円、こんにゃく（400g）
／280円、大ゆず砂糖煮（100g）／200
円、甘夏みかん砂糖煮（100g）／250円
原材料を吟味し、添加物は使用せず、
丹精を込めて作ったおふくろの味。

39.

お米たまご

直営店「卵菓屋」
☎ 046-281-6475
10個入り／380円
愛川町の清らかな水で飼育された鶏の
卵。お米を飼料に使い、ヘルシーで栄
養価が高く、さっぱりとした味わいで、
誰もが食べやすい一品。

40.

ロース豚漬（味噌漬）

㈲中津ミート
☎ 046-285-3187
オープン価格
丹沢高原豚を使用。味噌ダレは国産大
豆の味噌に国産ピーナッツバターなど
を混ぜ合わせた自家製で、まろやかな
うまみが特長。食品添加物や化学調味
料は一切不使用。

㈲中津ミート
☎ 046-285-3187
オープン価格
丹沢高原豚、塩、粗糖、香辛料のみで作
り、食品添加物や化学調味料等は一切
不使用。新鮮な豚肉を使用しているの
で、肉の弾力と旨みを感じられる。

http://rankaya.jp/

飼料米を使用したヘルシーな卵 特製味噌ダレが食欲をそそる豚漬

愛川町 愛川町
AREA AREA

神奈川中央養鶏農業協同組合

41.

丹沢ハム工房のポークウインナー
愛川町
AREA

添加物一切不使用のウインナー

http://www.tanzawa-ham.co.jp/
愛川町ふるさと納税返礼品制度を利用して取寄せ可能
https://www.satofull.jp/town-aikawa-kanagawa/
ほか、こだわりや

http://www.tanzawa-ham.co.jp/
愛川町ふるさと納税返礼品制度を利用して取寄せ可能
https://www.satofull.jp/town-aikawa-kanagawa/
ほか、こだわりや

50.

清川恵水（めぐみ）ポーク

㈲山口養豚場
☎ 046-288-3699
90g×3枚／1,204円
味噌漬けは、万人に愛される保存食。
ミネラル豊富な丹沢山系の伏流水と
豊かな自然の中で育成し、肉質の柔ら
かさと脂の甘みが特徴の清川恵水特
製ポーク。

清川村
AREA

大自然に育まれた贅沢な味

取扱店 : F

49.

大納言茶ブレッド

手作りパンHEAVEN
☎ 046-288-1788
1/2本／550円、１本／1,100円
清川村の新茶を生地に練りこみ、北
海大納言がたっぷり入ったバターの
風味がきいた石窯焼きの手作りパ
ン。

清川村
AREA

お茶の香りの天然酵母パン

http://kiyokawa-shoukou.net/heaven/index.html

48.

杉山農園の梅干し

杉山農園
☎ 0465-76-3894  取り寄せ可（電話）
１パック200g／350円～
梅干しは昔から保存食として大事にさ
れてきた。そんな日本の伝統的な食物
の素晴らしさを、若い世代にも分かっ
てもらいたいと、すべて手作業で作っ
ている。

食卓に欠かせない自然の味わい

山北町
AREA

取扱店 : A/D/E
ほか、イトーヨーカドー小田原店

メール :mt_sugi0307@yahoo.co.jp

うまみが特長。食品添加物や化学調味
料は一切不使用。

http://www.tanzawa-ham.co.jp/
愛川町ふるさと納税返礼品制度を利用して取寄せ可能
https://www.satofull.jp/town-aikawa-kanagawa/
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峰食品加工グループ
☎ 0465-77-26２０
梅干（200ｇ）／432円
低農薬の地元産物を使った合成着色
料無添加、手作りの漬物。イベントなど
で見かけたら、是非ご賞味を。

瀬戸スッポン養殖場　
☎ 0465-75-0188 取り寄せ可（電話・メール）

スポヘルス1箱／9,720円、すっぽん
スープ・ドリンク／1本595円など  
丹沢のきれいな水で神奈川県産すっぽ
んを養殖。じっくりと煮込んだすっぽん
スープ・ドリンクをご贈答品としてもど
うぞ。

43.

山北のスッポン加工品

ヘルシー・ジェラート　
☎ 0465-87-7277　
トマトミックス(100ｇ)／300円～
天使のしずく(100ｇ)／250円～ 
生でサラダも、加熱調理も、色々楽しめ
るトマト。果肉がしっかりで、焼いても煮
ても、煮くずれしない。熱を加えると、甘
みが増しトマト本来の味が強調される。

山北町 山北町
AREA AREA

地元・山の幸をつかった手作りの漬物

取扱店 : A/B 取扱店 : A/B/C/E/F

メール :suppon2007@yahoo.co.jp
http://www.orahoo.com/setosuppon/

丹沢のすっぽんをご賞味ください

http://www.healthy-gelato.com/

45.

とれたて山ちゃんの加工品
添加物不使用の地場産品

山北町
AREA 46.

梅肉エキス

杉山農園
☎ 0465-76-3894
50g／2,200円
「白加賀」梅が青いうちに1つずつ割り
種を出してつぶし炭火で煮詰めた。
2kgの梅で1瓶しか採れない希少なも
の。成分に含まれるクエン酸・リンゴ酸・
ムメフラールには血流改善効果。

青梅から作られた家庭の万能薬

山北町
AREA 47.

足柄茶（白梅・しんめ・わかば・もえぎ）

㈱神奈川県農協茶業センター　
☎ 0465-77-2001
白梅(100g)／756円、しんめ(100g)／
1,008円、わかば(100g)／700円、もえ
ぎ(100g)／494円 
香り立つできたての味。神奈川県の北
西部、丹沢・箱根山麓一帯を主要産地
とする『足柄茶』は、爽快な香りとコク
のある旨味が特徴。

神奈川県産、味と香りの足柄茶

山北町
AREA

取扱店 : A/B/C/D/E/Q
http://www.ashigaracha.co.jp

取扱店 : A/B/E

農産物直販加工所「とれたて山ちゃん」
☎ 0465-75-3026
みそ（1kg）／800円、こんにゃく（400g）
／280円、大ゆず砂糖煮（100g）／200
円、甘夏みかん砂糖煮（100g）／250円
原材料を吟味し、添加物は使用せず、
丹精を込めて作ったおふくろの味。

39.

お米たまご

直営店「卵菓屋」
☎ 046-281-6475
10個入り／380円
愛川町の清らかな水で飼育された鶏の
卵。お米を飼料に使い、ヘルシーで栄
養価が高く、さっぱりとした味わいで、
誰もが食べやすい一品。

40.

ロース豚漬（味噌漬）

㈲中津ミート
☎ 046-285-3187
オープン価格
丹沢高原豚を使用。味噌ダレは国産大
豆の味噌に国産ピーナッツバターなど
を混ぜ合わせた自家製で、まろやかな
うまみが特長。食品添加物や化学調味
料は一切不使用。

㈲中津ミート
☎ 046-285-3187
オープン価格
丹沢高原豚、塩、粗糖、香辛料のみで作
り、食品添加物や化学調味料等は一切
不使用。新鮮な豚肉を使用しているの
で、肉の弾力と旨みを感じられる。

http://rankaya.jp/

飼料米を使用したヘルシーな卵 特製味噌ダレが食欲をそそる豚漬

愛川町 愛川町
AREA AREA

神奈川中央養鶏農業協同組合

41.

丹沢ハム工房のポークウインナー
愛川町
AREA

添加物一切不使用のウインナー

http://www.tanzawa-ham.co.jp/
愛川町ふるさと納税返礼品制度を利用して取寄せ可能
https://www.satofull.jp/town-aikawa-kanagawa/
ほか、こだわりや

http://www.tanzawa-ham.co.jp/
愛川町ふるさと納税返礼品制度を利用して取寄せ可能
https://www.satofull.jp/town-aikawa-kanagawa/
ほか、こだわりや

50.

清川恵水（めぐみ）ポーク

㈲山口養豚場
☎ 046-288-3699
90g×3枚／1,204円
味噌漬けは、万人に愛される保存食。
ミネラル豊富な丹沢山系の伏流水と
豊かな自然の中で育成し、肉質の柔ら
かさと脂の甘みが特徴の清川恵水特
製ポーク。

清川村
AREA

大自然に育まれた贅沢な味

取扱店 : F

49.

大納言茶ブレッド

手作りパンHEAVEN
☎ 046-288-1788
1/2本／550円、１本／1,100円
清川村の新茶を生地に練りこみ、北
海大納言がたっぷり入ったバターの
風味がきいた石窯焼きの手作りパ
ン。

清川村
AREA

お茶の香りの天然酵母パン

http://kiyokawa-shoukou.net/heaven/index.html

48.

杉山農園の梅干し

杉山農園
☎ 0465-76-3894  取り寄せ可（電話）
１パック200g／350円～
梅干しは昔から保存食として大事にさ
れてきた。そんな日本の伝統的な食物
の素晴らしさを、若い世代にも分かっ
てもらいたいと、すべて手作業で作っ
ている。

食卓に欠かせない自然の味わい

山北町
AREA

取扱店 : A/D/E
ほか、イトーヨーカドー小田原店

メール :mt_sugi0307@yahoo.co.jp


