
やまなみグッズ・スイーツ

桜の季節の山北町
約130本の桜並木が見事で「かながわの
まちなみ百選」になっている。毎春、山北
鉄道公園周辺では、やまきた桜まつりが
開催される。夜はライトアップされ幻想的
な雰囲気に。

やまなみグッズ・スイーツ

神奈川の水源地域に由来し、地元の材料を使った味わい深いお菓子の数々。
ご自宅でのティータイムで気軽に楽しんで。手土産にも喜ばれる品々。

1.

津久井三姫物語「最中」
三種の餡を楽しめる

取扱店 : H

桃月堂製菓舗
☎ 042-784-0434
1個／162円
津久井地域の三姫の伝説にあやかり、
ゆず、クリ、小豆を練り込んだ三種類の
餡を使用した鼓型の最中。
（箱詰10・15個入）

2.

咢堂まんじゅう
つぶ餡とこし餡の2種類

取扱店 : H

桃月堂製菓舗
☎ 042-784-0434
1個／108円
津久井生誕の尾崎咢堂(行雄)が米国ワ
シントンに桜を贈った故事にちなんで、
桜をあしらったまんじゅう。
（袋入4･6個入、箱詰8･12個入）

3.

丹沢しぐれ
香ばしさとまろやかさが味わえる

桃月堂製菓舗
☎ 042-784-0434
1個／162円
香ばしい麦こがし粉を生地に練り込み、
白餡の中心にクリを入れた、時雨れる
丹沢山をイメージした商品。

4.

百合最中
つぶ餡、こし餡がある

取扱店 : H/I/L/O/P

㈱泰平堂製菓舗
☎ 042-784-0419  取り寄せ可（電話）
1個／150円
創業明治10年の老舗和菓子屋がつく
る、神奈川県の花ヤマユリをモチーフ
にした最中。
（6･10個入あり）

5.

栗どら焼き
大きな栗とつぶ餡がこだわり

㈱泰平堂製菓舗
☎ 042-784-0419  取り寄せ可（電話）
1個／220円
創業明治10年の老舗和菓子屋がつく
る、津久井地域特産の大きな栗が丸ご
と入った特大どら焼き。

6.

津久井城大豆せんべい

㈲津久井せんべい本舗
☎ 042-784-4556  取り寄せ可（電話）
１袋／400円
津久井商工会「津久井城ブランド」認
定。県立相原高校とのコラボ商品。地域
の専業農家から津久井在来大豆を直
接買い付け、きなこに自社加工、大豆の
旨みと香りが良い。
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山北駅周辺

ほか、津久井せんべい本舗ミウィ店
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やまなみグッズ・スイーツ

10.

うみたてプリン

エリーゼ洋菓子店
☎ 042-782-4893
店舗・海老名SA 1個／280円
イベント販売等 1個／250円
一流レストランで腕を磨いたパティシ
エが、地元の卵を使用し、材料から製法
まで吟味して作った昔ながらのこだわ
りプリン。

11.

奥相模りんごパイ

㈱オギノパン
☎ 042-780-8121
1/4カット／249円
ホール／994円
シナモンが香るリンゴのシロップ煮と
カステラをパイ生地で包んだ、ずっしり
と重い手作りの和風リンゴパイ。

12.

丹沢あんぱん

㈱オギノパン
☎ 042-780-8121
各１個／150円
丹沢山系をかたどり、職人が手包みで
作るこだわりのあんぱん。つぶあん・こ
しあん・紫いも・ゆず他、季節限定商品
あり。

地元の卵を使用して作ったプリン しっとりとした和風のパイ 丹沢山系をイメージした形

相模原市緑区 相模原市緑区 相模原市緑区
AREA AREA AREA 16.

フジセン

㈲津久井せんべい本舗
☎ 042-784-4556
１枚／130円
５枚入／580円
素材は柚子胡椒、緑茶、津久井在来大
豆を使った味噌。3つの味が楽しめる。
ベースのお米も、もちろん国産。ちょっ
と大型のところもうれしい。ラベルは藤
野在住のデザイナーによるオリジナル。

17.

ベイクド・チーズケーキ

パン処あんずのしっぽ
☎ 046-206-8839
1ピース／287円
1ホール／3,444円
自家製酵母にこだわるパン屋が作る、
愛川町の地卵の黄身だけを贅沢に使っ
て焼いた、濃厚な味わいのチーズケー
キ。

藤野産の3つの素材を使った煎餅 地卵の濃厚なチーズケーキ

相模原市緑区 愛川町
AREA AREA

7.

津久井城醤油せんべい
老舗だから基本の「醤油味」が美味い

㈲津久井せんべい本舗
☎ 042-784-4556  取り寄せ可（電話）
１袋／400円
明治８年創業の相模原の醸造元、井上
醤油「特選玉久醤油」を使用したせん
べい。定番の醤油味はやはりおいしい。

8.

津久井城地酒せんべい

㈲津久井せんべい本舗
☎ 042-784-4556  取り寄せ可（電話）
１袋／400円
相模原市の銘酒醸造元である久保田
酒造の代表作「相模灘」の酒粕と清酒
を使い、せんべいに仕上げた。混じりけ
のない「甘酒」のような芳醇の香り、旨
みは是非、味わってほしいと思える一
品。

9.

よもぎだんご

㈲鳥居原
☎ 042-785-7300
１個／130円
５個入／630円
やわらかい米粉の生地によもぎをふん
だんに練り込みたっぷりの手作りあん
こを包みました。よもぎの香りが特徴で
す。

取扱店 : I/P

相模原市緑区 相模原市緑区 相模原市緑区
AREA AREA AREA 13.

牛乳かりんと【販売休止中(2020年3月現在)】

㈲中丸牧場
☎ 080-3005-9092
100g／250円
自家産の石老山麓牛乳と国産の小麦
粉を１００％使用した「牛乳かりんと」。
表面はカリッとして、中身はサクッとし
た食感。ブランド牛乳の味を残したかり
んとうで登山者の方にも人気。

14.

藤野ゆずシャーベット

㈲ふじの
☎ 042-686-6755
120ml／210円
里山藤野の自然の息吹で育ったゆずを
使用した、フルーティーで爽やかな味
のシャーベット。

15.

藤野緑茶アイスミルク
お茶の味を生かしたアイスミルク

㈲ふじの
☎ 042-686-6755
120ml／210円
お茶の味を生かし、さっぱりとした、季
節を通して味わえるアイスミルク。

相模原市緑区 相模原市緑区 相模原市緑区
AREA AREA AREA

6 7

酒粕味　ほっとできる味わい 昔なつかしいよもぎ団子です！！ 牛乳風味いっぱいのかりんとう 地元・藤野産ゆずを使用

P8-9

取扱店 : H/I/L/N/O/P
ほか、津久井せんべい本舗ミウィ店

取扱店 : L 取扱店 : N/O
ほか、東名高速道路海老名SA下り線  ☎046-231-7768

メール：hpinfo@ogino-pan.com
http://www.ogino-pan.com/

メール：hpinfo@ogino-pan.com
http://www.ogino-pan.com/

取扱店 : H/I/L/N/O/P
ほか、津久井せんべい本舗ミウィ店

http://www.toriibarafureainoie.com/
取扱店 : K/L/M/N 取扱店 : K/L/M/N

取扱店 : I/K/N/P
ほか、さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト   ☎042-685-1111

ほか、津久井せんべい本舗ミウィ店

http://info-fujino.com/

http://www.anzunoshippo.co.jp/

http://yufujino.web.fc2.com/ http://yufujino.web.fc2.com/

18.

糸最中
糸のまち・半原を表現する銘菓

㈲寿々喜菓子舗
☎ 046-281-0245  取り寄せ可（電話）
1個／170円
箱入5個／1,000円　箱入10個／2,000円
古くより撚糸業で栄えた愛川町半原。
その撚糸に因んで糸最中と名づけら
れ、糸のコシの強さを餡に求めた調和
の取れた故郷の味。神奈川県指定銘
菓。

愛川町
AREA
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服部牧場（愛甲郡愛川町）
広い牧場で動物たちはのびのび。牧草地や牛
舎などを開放し、家族で楽しめる場所。
愛甲郡愛川町半原6087
☎046-281-0917
http://kanagawa-hattoribokujou.com/

8 9
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21.

ジャージーシュー

㈲ガトウミヤ洋菓子店
☎ 046-285-1502
1個／165円
地元「服部牧場」の新鮮なジャージー牛
の生乳を使用したカスタードクリーム
を、注文後に生地に詰めるので、サクサ
クの食感が楽しめる。

ジャージー牛の生乳が味の決め手

愛川町
AREA

自慢のカスタードクリームを
お詰めします！

http://www.gatoumiya.com/

愛川町
AREA

直営店「卵菓屋」
☎ 046-281-6475
1個／230円
緑豊かな町の自然の中で、美味しい水
と飼料で育った鶏から産まれた卵を使
用したプリン。卵黄をふんだんに使用し
た、濃厚な味。

卵のうまみが濃厚なプリン
神奈川中央養鶏農業協同組合

22.

卵菓屋プリン

http://rankaya.jp/

23.

御炭山（おすみやま）もなか

㈱菓匠土門
☎ 046-285-1790
１個／210円
江戸時代に徳川家に炭を納めていた山
が愛川町にあったことに着想を得た和
菓子。町の自然が育んだおいしい水で、
小豆をふっくら炊き上げ、砂糖、刻み栗と
共に丹精込めて練り込んだ餡が特長。

丹精込めて練り込んだ上品な餡

愛川町
AREA

自社Web サイトにて販売中！
https://www.kashow-domon.co.jp/
ほか、本厚木ミロード店

19.

蓬莱ゼリー

㈲ガトウミヤ洋菓子店
☎ 046-285-1502
1個／275円 
5個入セット／1,595円
地元酒造の大吟醸“蓬莱”と、井戸水が
原材料のさっぱりとした日本酒ゼリー。
凍らせてシャーベット状にしても美味。
（GW～9月の夏季限定販売）

愛川町
AREA

地酒が穏やかに香るゼリー

http://www.gatoumiya.com/

20.

ジャージー牛の乳製品

服部牧場
☎ 046-281-0917
イタリアンジェラート1個／450円～
県内随一の広さを誇る牧場で、健やか
に育まれているジャージー牛の乳製
品。牧場併設のアイスクリーム工房「カ
サリンガ」の手作りジェラートは絶品。

愛川町
AREA

健やかに育てられた乳牛の恵み

http://kanagawa-hattoribokujou.com/

26.

丹沢銘菓「丹沢の猪」
手間をかけた餡をご賞味ください

盛月堂
☎ 0465-77-2468
6個入／650円、10個入／1,080円
中川温泉の土産で、温泉マークが
入っているのが特徴。餡は北海道産の
小豆を使用。ほど良い甘さでお茶のお
供にもぴったり。

山北町
AREA

取扱店 : A/B/C/D

24.

愛川銘菓どら焼

㈱菓匠土門
☎ 046-285-1790
１個／210円
生地には、地元の新鮮な卵を使用し、餡
の命である水は、愛川の自然が育んだ
おいしい水を使用するなど、地元の素
材を活かした逸品。

愛川町
AREA

しっとり、ふっくら、どら焼

自社Web サイトにて販売中！
https://www.kashow-domon.co.jp/
ほか、本厚木ミロード店

25.

三増獅子舞

㈱菓匠土門
☎ 046-285-1790
１個／190円
「三増の獅子舞」の親子獅子の姿を銘
菓にと創作したお菓子。地元の新鮮な
卵と、町の自然が育んだ水を使用した
黄身餡の優しい味わいが特長。

愛川町
AREA

黄身餡が優しい味わいの和菓子

自社Web サイトにて販売中！
https://www.kashow-domon.co.jp/
ほか、本厚木ミロード店

ヤマセミの幼鳥

サンコウチョウ

自然のなかで出会えるかも...♪



やまなみグッズ・スイーツ

服部牧場（愛甲郡愛川町）
広い牧場で動物たちはのびのび。牧草地や牛
舎などを開放し、家族で楽しめる場所。
愛甲郡愛川町半原6087
☎046-281-0917
http://kanagawa-hattoribokujou.com/

8 9

P8-9

21.

ジャージーシュー

㈲ガトウミヤ洋菓子店
☎ 046-285-1502
1個／165円
地元「服部牧場」の新鮮なジャージー牛
の生乳を使用したカスタードクリーム
を、注文後に生地に詰めるので、サクサ
クの食感が楽しめる。

ジャージー牛の生乳が味の決め手

愛川町
AREA

自慢のカスタードクリームを
お詰めします！

http://www.gatoumiya.com/

愛川町
AREA

直営店「卵菓屋」
☎ 046-281-6475
1個／230円
緑豊かな町の自然の中で、美味しい水
と飼料で育った鶏から産まれた卵を使
用したプリン。卵黄をふんだんに使用し
た、濃厚な味。

卵のうまみが濃厚なプリン
神奈川中央養鶏農業協同組合

22.

卵菓屋プリン

http://rankaya.jp/

23.

御炭山（おすみやま）もなか

㈱菓匠土門
☎ 046-285-1790
１個／210円
江戸時代に徳川家に炭を納めていた山
が愛川町にあったことに着想を得た和
菓子。町の自然が育んだおいしい水で、
小豆をふっくら炊き上げ、砂糖、刻み栗と
共に丹精込めて練り込んだ餡が特長。

丹精込めて練り込んだ上品な餡

愛川町
AREA

自社Web サイトにて販売中！
https://www.kashow-domon.co.jp/
ほか、本厚木ミロード店

19.

蓬莱ゼリー

㈲ガトウミヤ洋菓子店
☎ 046-285-1502
1個／275円 
5個入セット／1,595円
地元酒造の大吟醸“蓬莱”と、井戸水が
原材料のさっぱりとした日本酒ゼリー。
凍らせてシャーベット状にしても美味。
（GW～9月の夏季限定販売）

愛川町
AREA

地酒が穏やかに香るゼリー

http://www.gatoumiya.com/

20.

ジャージー牛の乳製品

服部牧場
☎ 046-281-0917
イタリアンジェラート1個／450円～
県内随一の広さを誇る牧場で、健やか
に育まれているジャージー牛の乳製
品。牧場併設のアイスクリーム工房「カ
サリンガ」の手作りジェラートは絶品。

愛川町
AREA

健やかに育てられた乳牛の恵み

http://kanagawa-hattoribokujou.com/

26.

丹沢銘菓「丹沢の猪」
手間をかけた餡をご賞味ください

盛月堂
☎ 0465-77-2468
6個入／650円、10個入／1,080円
中川温泉の土産で、温泉マークが
入っているのが特徴。餡は北海道産の
小豆を使用。ほど良い甘さでお茶のお
供にもぴったり。

山北町
AREA

取扱店 : A/B/C/D

24.

愛川銘菓どら焼

㈱菓匠土門
☎ 046-285-1790
１個／210円
生地には、地元の新鮮な卵を使用し、餡
の命である水は、愛川の自然が育んだ
おいしい水を使用するなど、地元の素
材を活かした逸品。

愛川町
AREA

しっとり、ふっくら、どら焼

自社Web サイトにて販売中！
https://www.kashow-domon.co.jp/
ほか、本厚木ミロード店

25.

三増獅子舞

㈱菓匠土門
☎ 046-285-1790
１個／190円
「三増の獅子舞」の親子獅子の姿を銘
菓にと創作したお菓子。地元の新鮮な
卵と、町の自然が育んだ水を使用した
黄身餡の優しい味わいが特長。

愛川町
AREA

黄身餡が優しい味わいの和菓子

自社Web サイトにて販売中！
https://www.kashow-domon.co.jp/
ほか、本厚木ミロード店

ヤマセミの幼鳥

サンコウチョウ

自然のなかで出会えるかも...♪


