出展者一覧
1 まあちゃん家
乾燥青パパイヤ

■農産・加工品 ■果実加工品 ■お茶
■肉・魚加工品 ■お菓子・パン
■一般加工品
■調味料
■ビール・ワイン ■工芸品・雑貨 ■工業製品・サービス

2 ㈱ヨネヤマ
甲州小梅

3 長谷川醸造㈱
無着色 甲州産小梅

4 白州・山の水農場 llc
白州・山の水農場のドライきのこシリーズ
5 山陽エンジニアリング㈱
グリーンジャケット（リーフレタス）
6 ベリーファーム・A
花びらコンフィチュール（バラ）

7 甲府電器部品㈱
ピュアピューレペースト ギフトセット

8 笛吹バラジャム会（こくぶ亭）
バラの花びらジャム（Rose petal jam）
9 ㈱アイエデュケーション
干し柿

10 甲斐市商工会
甲斐の桑茶ペットボトル
11 まるわ茶園
甲州南部茶「和紅茶」

12 摘み草のお店 つちころび
野草茶

13 Fuji Berry 研究会
ベリーティー（Fuji Berry）

14 ㈱アミナチュール
「香草果」
（こうそうか）フルーツハーブティー
15 甲斐御正９３カンパニー
山女のコンフィ

16 割烹立よし
ほぐし飯の素 甲州地どり

17 American BBQ Dining Ajito
究極の肉汁スペアリブ
18 ㈲ミート・髙橋
鳥もつ煮セット

20 ㈲美郷
甲州ワインビーフ
21 ㈲黒富士農場
有機ばうむ

22 ㈲サンスペースアメニティ
山中湖まりもマカロン

23 ㈲六曜舎コーナーポケット
ぎゅぎゅっとシャインマスカット

24 おはぎ屋もともち
富士の春夏秋冬 ～しき～ ４個セット
25 栄月製菓
厚焼木の実煎餅

26 たむら農園
レーズンドラジェ

27 Bistro Village je-je（柔寿）
山梨県産食材を使用したスープ、カレー、ピザ、ハンバーグ
28 ㈱中島鶏卵市場
老舗の玉子焼

29 ㈱やまさと
北海道多度志で契約栽培された冷凍手打式半茹で蕎麦
30 ㈲エルフィン・インターナショナル
米粉パングリッツ
31 あけぼの農園㈱
極上枝豆スープ

32 ゆば工房五大
ゆばのオリーブオイル漬け
33 鶏っこ
鶏っこのみそだれ
34 ㈱万成酵素
BUNKAI-San

35 身延竹炭企業組合
竹炭パウダー

36 ㈱ Creation farm
ロワイヤル ヴェルジュ
37 鳥梅
これ一本 じまんだれ

19 SatoYama Style（同）
38 アルケミスト
ワンさまニャンさま 山梨県産 無添加鹿肉ジャーキー
焦がしにんにく香るみそドレッシング

47 花ことば工房
「南部の笑い竹」

39 ヨダファーム
濃厚芳醇とろけるケチャップ

40 アサヤ食品㈱
アサヤ熟成ワインビネガー 白
41 Far Yeast Brewing ㈱
Far Yeast 源流ホワイト

48 南部窯 早蕨
赤絵一輪挿し ～波乗りうさぎ～

150ml

49 市川手漉き和紙 夢工房
手漉き和紙体験（名刺・ハガキ・和紙雑貨）
50 大和ゴム工業㈱
ＫＭＳマット（高品質ゴムマット）

42 ニュー山梨ワイン醸造㈱
二之宮マスカットベーリーＡ

51 山静商会㈱
ウッドブロックフェンス もくべぇ

43 ㈱モック犬橋
木工製品（キーホルダー等）

52 ㈱堀内製作所
抗菌ライト（バーライト形）

44 郡内織物問屋 森島商店
郡内織携帯座布団「りざ～ぶとん®」
45 大蛇堂（おろちどう）
モノプリント掛け軸

46 （同）グレープヴァイン
果樹園の宝ディフューザー 巨峰ワインの香り

53 CIH ㈱
山梨カタログ

54 ソーワカートン㈱
贈答品化粧箱、その他持ち帰り用箱

バイヤーズガイドの見方
出展商品名

1 乾燥青パパイヤ

農産・加工品

希望小売価格（税込）：未定
内容量：50g

賞味期限：3ヶ月
主な原材料

流通温度帯：常温

青パパイヤ（市川三郷町産）

商品写真

企業／団体名
出展者情報
問い合わせ先

パパイン酵素健康とダイエット

青パパイヤはタンパク質分解酵素の「パ
パイン」がたっぷり！脂肪分解酵素、糖分
分解酵素も含まれ、
「酵素の王様」と呼
ばれています。カリウム、カロテンも多
く、消化吸収を助け、疲労回復にも効果
があります。またパパイン酵素は肉を柔
らかくします。肉料理に最適。

まあちゃん家（担当：高取 政美）

〒 409-3601 西八代郡市川三郷町市川大門 878-1
TEL 055-272-0520 FAX 055-272-0520
maachannti@yahoo.co.jp

商品情報

●希望小売価格（税込）
内容量
賞味・消費期限
流通温度帯
主な原材料（産地）

商品コンセプト

ホームページ
QRコード
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1 乾燥青パパイヤ

農産・加工品

希望小売価格（税込）：未定
内容量：50g

賞味期限：3ヶ月
主な原材料

2 甲州小梅

農産・加工品
希望小売価格（税込）：213 円
内容量：90g

流通温度帯：常温

賞味期限：150 日

流通温度帯：常温

青パパイヤ（市川三郷町産）

主な原材料（産地）

甲州小梅（国内産）/ 他

パパイン酵素健康とダイエット

青パパイヤはタンパク質分解酵素の「パ
パイン」がたっぷり！脂肪分解酵素、糖分
分解酵素も含まれ、
「酵素の王様」と呼
ばれています。カリウム、カロテンも多
く、消化吸収を助け、疲労回復にも効果
があります。またパパイン酵素は肉を柔
らかくします。肉料理に最適。

まあちゃん家（担当：高取 政美）

〒 400-0024 甲府市北口 1-1-9 矢沢ビル 3B
TEL 055-253-7211 FAX 055-253-7288
info@yoneyama-food.com

3 無着色 甲州産小梅

農産・加工品

希望小売価格（税込）：216 円
賞味期限：180 日

主な原材料（産地）

伝統の甲州小梅を中心とした梅漬けや梅干しの製造販売を行ってお
ります。
その他、関連の商品提案もいたします。

㈱ヨネヤマ（担当：伊藤 健二）

〒 409-3601 西八代郡市川三郷町市川大門 878-1
TEL 055-272-0520 FAX 055-272-0520
maachannti@yahoo.co.jp

内容量：55ｇ

カリカリした爽やかな食感

白州・山の水農場のドライきのこシリーズ
4 （しいたけ・ひらたけ・たもぎ茸・きくらげ・黒あわび茸）

希望小売価格（税込）：300円～500円
量り売り1,000 円 /100g ～
内容量：20g・25g・30g

量り売り

流通温度帯：常温

賞味期限：6ヶ月

流通温度帯：常温

甲州小梅（山梨県産）

着色無し・甘味料無しの、
すっきり酸っぱいカリカリ小梅

現在スーパー等で売られているカリカリ
小梅は、合成着色料を使用した物がほ
とんどです。また、甘味を付けたものが
ほとんどです。着色無し・甘味料無しの、
すっきり酸っぱいカリカリ小梅を開発し
ました。

長谷川醸造㈱（担当：長谷川 正一郎）

主な原材料（産地）

無添加菌床きのこ
（北杜市白州産）

ナチュラルな万能ストックフード

「乾物」きのこの魅力を、使いやすくデザイン。暮らしの中で使いやす
いドライきのこシリーズ。

白州・山の水農場 llc（担当：水谷 三重子）

〒 400-0332 南アルプス市鏡中條 612
TEL 055-282-1516 FAX 055-282-1704
ume@eps4.comlink.ne.jp

〒 408-0315 北杜市白州町白須 5810
TEL 080-3515-6561 FAX 0551-45-8194
mizutanimieko0819@icloud.com

5 グリーンジャケット（リーフレタス）

農産・加工品

希望小売価格（税込）：189 円

6 花びらコンフィチュール（バラ）

内容量：160g

消費期限：4 日

賞味期限：2 年

流通温度帯：冷蔵

流通温度帯：常温

主な原材料（産地）

主な原材料（産地）

リーフレタス（甲府市産）

洗わず食べれるセレブナ野菜 セレベジ

果実加工品

希望小売価格（税込）：1,620 円

内容量：110ｇ/1 袋
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農産・加工品

砂 糖 / バラ花 びら/レモン果
汁 / ゲル化剤

食べるハーバリウム

完全閉鎖型水耕栽培の植物工場で、種まきから収穫まで工場室内で
完結。農薬も不使用だから洗わず食べられます。

銀座千疋屋で長年チーフパティシエとして商品開発に携わったノウハ
ウを生かし、自社農園産のダマスク香の強い赤いバラを使用し、花の
女王にふさわしい仕上がりにした一品。

山陽エンジニアリング㈱（担当：福島 克枝）

ベリーファーム・A（担当：赤坂 典久）

〒 400-0032 甲府市中央 3-9-8
TEL 055-237-9721 FAX 055-237-9731
tec-grp@sanyo-eg.co.jp

〒 409-3863 中巨摩郡昭和町河東中島 1741-2
TEL 055-288-9877 FAX 055-288-9877
berryfarm.a.yamanashi@gmail.com

7 ピュアピューレペースト

（pure purée paste) ギフトセット

果実加工品

希望小売価格（税込）：5,400 円

バラの花びらジャム
8 （Rose
petal jam）

果実加工品
希望小売価格（税込）：1,500 円

内容量：80g × 3 個（S サイズ

内容量：90g

は 35g × 3 個で3,240 円）
賞味期限：2 年

賞味期限：180 日

流通温度帯：冷蔵

流通温度帯：常温

主な原材料（産地）

主な原材料（産地）

オールドローズの花びら（笛
吹市産）/ 砂糖 / ゲル化剤 /レ
モン果汁

ぶどう（山梨県産）

「令和２年度 やまなし産業大賞 優秀賞」受賞商品

山梨の完熟ぶどうのみを原料に、砂糖・添加物・保存料等を一切使用していない「ピュアピューレ®」。
そのピュアピューレを独自製法で濃縮し、糖度55度まで高めたペーストです。ぶどうの美味しさをそ
のまま閉じ込めた濃厚な風味と味わいは、クラッカーやバケットにたっぷりとのせても、ヨーグルトや
チーズ、肉料理のソースとしても相性抜群です。また、ワイン県・山梨らしい品種（ベーリーＡと甲州）
は、ワインやウィスキーにもぴったり！贅沢な大人のご褒美として、様々なシーンでお楽しみ下さい。

甲府電器部品㈱（担当：佐野

秀）

〒 405-0033 山梨市落合 766-4
TEL 0553-23-3950 FAX 0553-23-3951
kdb@fruits.jp

9 干し柿

バラの花びらがいっぱい入った香り豊かな大人のジャム

笛吹市の花「バラ」を手作業で香り豊かなジャムに仕上げました。
頑張った自分へのご褒美やお友達へのプレゼントに最適です。

笛吹バラジャム会（こくぶ亭）
（担当：雨宮 千鶴子）
〒 406-0074 笛吹市一宮町国府 482
TEL 0553-47-2951 FAX 0553-47-4466
t-ame@nifty.com

果実加工品
希望小売価格（税込）：5,000 円

10 甲斐の桑茶ペットボトル

希望小売価格（税込）：150 円

内容量：6 個入り

内容量：500ml
賞味期限：1 年

流通温度帯：常温

桑の葉（甲斐市産）

甲州百目柿
（甲州市・山梨市・笛吹市産）

地域団体商標いただきました！

「甲斐の桑茶」と「甲斐の桑パウダー」は
地域団体商標をいただき、
「甲斐の桑茶
ペットボトル」は女性客が手にとりやす
いオシャレなデザインで桑の葉をシンボ
ライズしています。ノンカフェインで健
康茶として飲みやすいです。

新しい干し柿を実感して下さい

厚生労働省規定の電解水を使った、科学的に新しいころ柿です。
甲州百目柿本来の甘さを味わえます。

〒 405-0041 山梨市北 354-6
TEL 0553-22-4057 FAX 0553-88-9078
aminokyozai@crocus.ocn.ne.jp

11 甲州南部茶「和紅茶」

流通温度帯：常温

主な原材料（産地）

主な原材料（産地）

㈱アイエデュケーション（担当：網野

お茶

甲斐市商工会（担当：長田 正和）

賢）

〒 400-0115 甲斐市篠原 2710-1
TEL 055-276-2385 FAX 055-279-0187
m-osada@shokokai-yamanashi.or.jp

お茶
希望小売価格（税込）：540 円

12 野草茶

内容量：1 袋 35g

お茶
希望小売価格（税込）：400 円
内容量：6g ～ 15g

賞味期限：1 年

流通温度帯：常温

流通温度帯：常温

主な原材料（産地）

ヨモギ/ドクダミ/ カラスノエ
ンドウ/スギナ/赤しそ/青しそ
（甲州市産）/ カキドオシ（大
月市産）/ ナズナ（北杜市産）

主な原材料（産地）

緑茶

香り高く、まろやかな紅茶に仕上がりました。

ひろがる野原の味、日本のハーブティーは苦くない。

まるわ茶園（担当：一瀬 辰治）

摘み草のお店 つちころび（担当：鶴岡 舞子）

緑茶で製造する和紅茶は、外国の紅茶と違い、自然で柔らかな風味
を味わえるのが特徴です。砂糖を入れずストレートで飲めるので、健
康的でノンカロリー。和菓子や和食にも合います。
〒 409-2103 南巨摩郡南部町万沢 5734-1
TEL 0556-67-3458 FAX 0556-67-3243
maruwa@rhythm.ocn.ne.jp

野草茶はブレンドされた商品が多いですが、個別で味わうと風味が
個性的です。地域課題である耕作放棄地を採取地として活用し、資
源を改めて見直します。
〒 404-0051 甲州市塩山竹森 1725-1
TEL 090-5214-1713
fukuneko01020169@yahoo.co.jp
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13 ベリーティー（Fuji Berry）

お茶

希望小売価格（税込）：開発中

（こうそうか）
14 「香草果」

フルーツハーブティー

内容量：開発中

賞味期限：開発中
流通温度帯：常温

Fuji Berry 研究会（担当：小林 利雄）

〒 401-0301 南都留郡富士河口湖町船津 2088-2
TEL 0555-73-1122 FAX 0555-73-1123

肉・魚加工品

希望小売価格（税込）：5,000 円
賞味期限：3ヶ月

主な原材料（産地）

桃（山梨県産）/レッドローズ
（パキスタン産）/ サフラワー
（中国産）/クコ（中国産）

女性に寄り添うフルーツハーブティー

県産ドライフルーツと乾燥ハーブをブレンドして、お湯を注ぐことによ
り抽出したお茶。

㈱アミナチュール（担当：向山 香織）
〒 405-0077 笛吹市一宮町坪井 1844-1
TEL 0553-47-8010 FAX 0553-47-8011
mukouyama.kaori@gmail.com

15 山女のコンフィ

内容量：10 尾

16 ほぐし飯の素 甲州地どり

内容量：地鶏手羽元 3 本

出汁 350cc

流通温度帯：冷凍

賞味期限：90 日

流通温度帯：常温

主な原材料（産地）

清冽な源流で育ったやまめが
新鮮なままコンフィに！

真空調理により、骨ごと頭も丸ごと食べ
られるため、お子さん、年配の方でも安
心して食べることが出来ます。オリーブ
オイル・お魚のＤＨＡ・ＥＰＡでアンチエ
イジング。

甲斐御正９３カンパニー（担当：小林 良太）

甲州地鶏手羽元 / 出汁（醤油
/ 砂糖 / 塩）

甲州地どりを気軽に味わえる！手軽で簡単！

しゃもじでほぐせるほぐし飯。骨離れもよく一度焼き目をつけている
ので香ばしさもあります。
甲州地どりを使用することにより肉感 UP。風味もよいです。

割烹立よし（担当：栁澤 弘征）

〒 402-0023 都留市大野 2952-1
TEL 0554-43-3017 FAX 0554-43-3017
kaimisho2009@gmail.com

〒 400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢 1232
TEL 0556-22-0427 FAX 0556-22-4950
tatuyoshi1925@live.jp

肉・魚加工品
希望小売価格（税込）：5,500 円

18 鳥もつ煮セット

希望小売価格（税込）：4,320 円

（オーダー可）

賞味期限：30 日

賞味期限：180 日

流通温度帯：冷蔵

流通温度帯：冷凍

主な原材料（産地）

主な原材料（産地）

豚肉（山梨県産）
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肉・魚加工品
内容量：300g × 3p

内容量：1kg 前後

山梨名物「究極の肉汁スペアリブ」

肉・魚加工品

希望小売価格（税込）：864 円

やまめ

17 究極の肉汁スペアリブ

内容量：ドライフルーツ3 ～ 10g
（種類による）、ハーブ3g
賞味期限：3ヶ月
主な原材料（産地）

ブルーベリー（河口湖・鳴沢村周辺）/ 茶葉
/他

富士五湖地域では、主に河口湖大石地区や鳴沢村、
忍野村などでブルーベリーを栽培されています。高冷
地で栽培されるベリーは粒が大きく、地元産のベリー
を粉末で使用したベリーティーを開発中です。
その他にもジャムやジェラートなども開発しています。

希望小売価格（税込）：480 円

流通温度帯：常温

主な原材料

桃ぶどうだけじゃない！
山梨のブルーベリー

お茶

鳥 もつ（レバー /ハ ツ/ 砂 肝
/きんかん）/ 鳥もつ煮のタレ
（砂糖 / 醤油）

甲府鳥もつ煮が自宅で出来立てを食べられる逸品

スペアリブの常識を超えたサイズとこのメニューの為だけに切りだし
た県産甲州クリスタルポーク& 富士桜ポークのスペアリブ｡ 焼き方か
らＢＢＱソースまで拘った商品です。

カット済の鳥もつミックスとタレがセットになっているので簡単調理で
本場「甲府鳥もつ煮」が自宅で味わえます。

American BBQ Dining Ajito（担当：滝口 幸孝）

㈲ミート・髙橋（担当：髙橋 謙二）

〒 400-0047 甲府市徳行 5-13-22
TEL 055-298-6410 FAX 055-298-6416
doragon.mausu@ktf.biglobe.ne.jp

〒 400-0501 南巨摩郡富士川町青柳町 473-1
TEL 0556-22-1330 FAX 0556-22-1057
nikuya@bz04.plala.or.jp

19 ワンさまニャンさま

山梨県産 無添加鹿肉ジャーキー

肉・魚加工品

希望小売価格（税込）：660 円
内容量：30ｇ

賞味期限：10ヶ月
主な原材料（産地）

20 甲州ワインビーフ

賞味期限：各商品による
主な原材料（産地）

シカ肉（甲州市、部位によっては長野県産）

牛肉（山梨県産）

愛犬家×猟師
愛犬のために猟師になっちゃった

SatoYama Style（同）（担当：樋山 太一）

〒 400-0123 甲斐市島上条 3077
TEL 055-267-3113 FAX 055-267-3114
mikyo@winebeef.co.jp

お菓子・パン
希望小売価格（税込）：2,180 円
内容量：220g

賞味期限：120 日
主な原材料

美味しさに安心を乗せて食卓へ

ワインを作る過程で出る葡萄の搾りかすを飼料の一部として与えて
います。山の伏流水を飲みながら健康に育った牛肉です。

㈲美郷（担当：小林 英輝）

〒 404-0042 甲州市塩山上於曽 1172
TEL 080-9427-1122 FAX 0553-37-1927
info@satoyamastyle.com

21 有機ばうむ

希望小売価格（税込）：各商品による
内容量：各商品による

流通温度帯：常温

犬だって家族です。犬用だから品質が
悪いなんてことはありません。大切な
家族にあげるのだから、おいしいものを
あげたい。

肉・魚加工品

22 山中湖まりもマカロン

賞味期限：120 日

主な原材料（産地）

卵 / 砂糖 / 薄力粉 /コーンスターチ/えごま
油/発酵バター/生クリーム（全てオーガニッ
ク認証）他

使用している原材料は全てオーガニック
認証を受けた原材料のみ。たまごを使っ
た「有機畜産加工品」を日本中に届けた
い。

㈲黒富士農場（担当：向山 一輝）

希望小売価格（税込）：700 円
内容量：120g

流通温度帯：冷凍

日本で初めての
有機 JAS 認証バウムクーヘン

お菓子・パン

カシューナッツパウダー / 砂
糖 / 鶏卵 / 還元水飴 / 他

一度食べたらクセになるサクサク感をお土産として！

世界文化遺産の富士山、その麓にある山中湖に生息するフジマリモ
は県指定の天然記念物ですが絶滅危惧種にあたります。自然がはぐ
くんだ資源を守ることは、子供たちの未来につながる大切なこと。
フジマリモを知ってもらうため、商品開発しました。

㈲サンスペースアメニティ（担当：河内 昭宏）

〒 400-1121 甲斐市上芦沢 1316
TEL 055-277-0211 FAX 055-277-0298
isobe.kurofuji@gmail.com

〒 401-0501 南都留郡山中湖村山中 865-137
TEL 0555-62-2743 FAX 0555-62-0495
sansp140@oregano.ocn.ne.jp

23 ぎゅぎゅっとシャインマスカット

お菓子・パン

希望小売価格（税込）：907 円

24 富士の春夏秋冬

～しき～ ４個セット

内容量：約 24.5cm、約 550g

希望小売価格（税込）：1,500 円
内容量：40g × 4 個

賞味期限：10 日

消費期限：１ヶ月

流通温度帯：常温

流通温度帯：冷凍

主な原材料（産地）

主な原材料（産地）

小麦粉（カナダ・アメリカ）/
シャインマスカット（国産）

シャインマスカット果汁を「ぎゅぎゅっと」閉じ込めました

お菓子・パン

大納言小豆（北海道産）/ もち
米（岩手県産）/ 砂糖 / 他

富士の春夏秋冬を感じる、�おはぎ� のおもてなし

国産の緑色ブドウ「シャインマスカット」の果汁ペーストを生地に閉じ
込めたフルーツブレッド。爽やかな甘みと香りが「ぎゅぎゅっと」詰まっ
てます。冷やしても温めても瑞々しさが楽しめる一品です。

母のおはぎを、プロの技で日本のおもてなしに昇華。
春の新緑を抹茶と桜花、夏の山肌を黒ゴマと金箔、秋の実りをきな粉
とクコの実、冬の雪景色をココナッツパウダーと栗で表現しました。

㈲六曜舎コーナーポケット（担当：小野

おはぎ屋もともち（担当：本持 美智惠）

〒 407-0261 韮崎市中田町小田川 154
TEL 0551-25-2366 FAX 0551-25-2766
info@rokuyousha.co.jp

曜）

〒 401-0301 南都留郡富士河口湖町船津 3628-5 2F
TEL 0555-73-8370 FAX 0555-73-8371
info@ohagiyamotomochi.com
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25 厚焼木の実煎餅

お菓子・パン
希望小売価格（税込）：540 円

26 レーズンドラジェ

内容量：5 枚

賞味期限：開発中

流通温度帯：常温

流通温度帯：開発中

主な原材料（産地）

主な原材料（産地）

小麦粉（国内製造）/ 砂糖（国
内製造）/ 卵（国産）

小麦粉が原料の生地に山椒で香り付けした煎餅。三層に重ね焼きす
る製法は全国にも例がなく、非常に硬く焼き上げるのが特徴です。

栄月製菓（担当：吉田 紘規）

レーズン/チョコレート

農家の心意気をチョコでコーティング

自家栽培のぶどうを、ドライフルーツに加工したので大粒でジュー
シーです。
その �心意気� をチョコレートで覆い、気品高く仕上げています。
その他、ぶどう関連商品開発中。

たむら農園（担当：田村 邦彦）

〒 401-0013 大月市大月 3-4-2
TEL 0554-22-6223 FAX 0554-22-6223
eigetsu.seika@gmail.com

〒 405-0056 笛吹市一宮町一ノ宮 1336-3
TEL 0553-39-8846 FAX 0553-39-8786
info@1budou.com

27 山梨県産食材を使用した

スープ、カレー、ピザ、ハンバーグ

一般加工品

希望小売価格（税込）：各商品による

28 老舗の玉子焼

一般加工品
希望小売価格（税込）：780 円

内容量：各商品による

内容量：500g

賞味期限：1 週間

主な原材料

豚肉（中央市産）/トマト（中央市産）/ 野菜
（山梨県産）

流通温度帯：冷蔵

主な原材料（産地）

山梨県産食材を100% 使用した、
地産地消の食品

山梨県産食材を100% 使用して、食材
の旨みが引き出せるレシピにより、創作
した食材を県内外にPRしたい。

Bistro Village je-je（柔寿）
（担当：三澤 正人）

29 冷凍手打式半茹で蕎麦
北海道多度志で契約栽培された

一般加工品

内容量：蕎麦 180g × 2・つゆ 180cc
流通温度帯：冷凍

主な原材料（産地）

蕎麦（北海道産）/つゆ

不可能とされていた冷凍手打蕎麦の
流通が大きく前進しました。

生地内に空気を多く含ませる手打製麺
は茹で時間が短いために高品質な蕎麦
の味が逃げません。

6

薫）

〒 401-0502 南都留郡山中湖村平野 115
TEL 0555-73-9351 FAX 0555-73-9352
info@yamasato.info

卵とだしの味が伝わる美味しい玉子焼

卵にはヨードやミネラルが豊富な富士山麓の山梨県産卵を使用。
さらに丹念に作った �高級だし�と健康的な �てんさい糖� を使用。

〒 400-0043 甲府市国母 6-4-4（甲府営業所）
TEL 055-228-1679 FAX 055-235-4459
nakajima-k@estate.ocn.ne.jp

希望小売価格（税込）：1,058 円

㈱やまさと（担当：山里

鶏 卵（国 産）/てんさいグラ
ニュー 糖 / 液 糖 / 醤 油 / 魚 介
エキス

㈱中島鶏卵市場（担当：中島 秀文）

〒 409-3804 中央市井之口 605-2
TEL 055-269-8082 FAX 055-269-8031
ju-jumasumi@pleasure1010.jp

賞味期限：2 年

希望小売価格（税込）：開発中
内容量：開発中

賞味期限：4ヶ月

1 枚 1 枚職人が手焼きした大月名物「厚焼木の実煎餅」

お菓子・パン

30 米粉パングリッツ

一般加工品

希望小売価格（税込）：380 円
内容量：150g

賞味期限：1 年

流通温度帯：常温

主な原材料（産地）

米（山梨県産）

手軽に離乳食・介護食がつくれます

当社は美味しさを活かした「米粉の可能性」を研究し
ており、自社開発のオリジナル商品です。グリッツとは、
ひきわりの穀粒です。消化吸収が良いため食べやすく、
お湯を注ぐだけでお粥ができちゃいます。添加物不使
用、食物アレルギー対応工場での製造なので、離乳食
としても安心です。また常温保存が可能なため、運搬
も便利。揚げ物の衣など食材として幅広く利用できま
す。かぼちゃ、にんじん、ほうれん草の３色あります。

㈲エルフィン・インターナショナル（担当：天野 洋子）
〒 402-0025 都留市法能 710-3
TEL 0554-45-3215 FAX 0554-43-2205
elﬁn.komepan25@gmail.com

31 極上枝豆スープ

一般加工品

希望小売価格（税込）：500 円

32 ゆばのオリーブオイル漬

希望小売価格（税込）：未定

内容量：1 袋 99g ×２個
賞味期限：10ヶ月
主な原材料（産地）

内容量：120g

流通温度帯：常温

賞味期限：3ヶ月

流通温度帯：常温

あけぼの大豆の枝豆（身延町産）/ 豆乳 / 玉
葱ペースト/ 他

主な原材料（産地）

オリーブオイル / 生ゆば（国産
大豆・遺伝子組換でない）/
オイスターソース/ にんにく/
とうがらし 他

まぼろしを味わう

まぼろしの大豆と言われ令和大嘗祭に
も供納されたあけぼの大豆を贅沢に使
用した枝豆スープです。

あけぼの農園㈱（担当：浅野 秀人）

〒 409-2403 南巨摩郡身延町帯金 3705-1
TEL 0556-62-3535 FAX 0556-62-3554
yuba-godai@aqua.plala.or.jp

33 鶏っこのみそだれ

調味料

希望小売価格（税込）：590 円
内容量：300ml

感動の �みそだれ�

コクのある赤味噌ベースに、本醸造丸
大豆醤油、本みりんなど厳選された調
味料で作られた、風味豊かな極旨味噌
だれです。生肉に絡めてから網焼き、フ
ライパン等で調理します。絡め焼き用
のたれです。

鶏っこ（担当：武市 可寿美）

発酵で生まれる活きた酵素の働きで、
体内の脂肪等を分解する「BUNKAI-San」

玄米酵素は、山形県遊佐産の特別栽培米を主に100％国産の
米ぬか・胚芽を使用し、麹菌で発酵・培養した発酵食品で、
無添加・無香料・無着色の安心できる食品です。その玄米酵
素に加えて、緑茶と特許製法によって旨味成分を閉じ込めた緑
茶の種子の粉末を使用し、お茶の香りと効能でお口の中もすっ
きり。料理や飲み物に混ぜたり、そのまま掛けるだけで手軽に、
玄米の栄養素と活きた酵素を一緒に摂ることが出来ます。

㈱万成酵素（担当：奥脇 圭一）

〒 401-0301 南都留郡富士河口湖町船津 3265-2
TEL 0555-72-1771
torikko2018@gmail.com

〒 409-0502 大月市富浜町鳥沢 2477-3
TEL 080-1535-0428
keiichi.o@genmaikoso.jp

調味料

② 750 円 ③ 6600 円

① 50ｇ ② 100ｇ ③ 1 ㎏（業務用）
賞味期限：2 年 流通温度帯：常温
主な原材料（産地）

孟宗竹

黒の着色で
食品開発の可能性が広がります！

竹 炭を細かに粉 砕した多 用 途のパウ
ダーです。無味無臭で様々な食品に使
用可能。鮮やかな黒の発色で、アイデ
ア次第で個性的な食品づくりが可能と
なります。

〒 409-2412 南巨摩郡身延町角打 2635-2
TEL 0556-62-3611 FAX 0556-62-3612
minobu-chikutan@cameo.plala.or.jp

流通温度帯：常温

米ぬか（国産）/ 米胚芽（国産）/ 緑茶 / 茶の
種子 / 他

赤味噌 / 砂糖 / 醤油 / みりん

身延竹炭企業組合（担当：上田 芳伸）

希望小売価格（税込）：5,940 円

主な原材料（産地）

主な原材料

内容量：

調味料

賞味期限：1 年

流通温度帯：常温

希望小売価格（税込）：

34 BUNKAI-San

内容量：225g(2.5 × 90 包 )

賞味期限：1 年

① 550 円

ゆばの可能性が広がる一品「ゆばのオリーブオイル漬」

オリーブオイルとゆばが絡み合い、ゆばのシャキシャキとした歯ごた
えや、にんにく、とうがらしのアクセントが食欲をそそります。
ご飯、パン、パスタ、野菜との相性は抜群です。

ゆば工房五大（担当：望月 朱実）

〒 409-3432 南巨摩郡身延町中山 111-1
TEL 090-3534-3045
info@akebonodaizu.net

35 竹炭パウダー

一般加工品

36 ロワイヤル ヴェルジュ

調味料

希望小売価格（税込）：1,080 円
内容量：190ml
賞味期限：1 年

流通温度帯：常温

主な原材料（産地）

ぶどう100％（韮崎市産）

ワインになる前の
若いブドウの酸味料

熟す前の青いブドウを摘んで作った酸味
料で、ヨーロッパでは、レモンが広まる
前から様々な料理に使われてきました。
ポリフェノールも含まれています。

㈱ Creation farm（担当：中村 良行）

〒 407-0175 韮崎市穂坂町宮久保 17 番 1 号
TEL 0551-45-8743 FAX 0551-45-8985
yamanashi@mark-village98.com
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37 これ一本 じまんだれ

調味料

希望小売価格（税込）：
① 1,080 円 ② 594 円 ③ 378 円
内容量：
① 1 ℓ ② 500ml ③ 280ml
賞味期限：1 年

38 焦がしにんにく香る

希望小売価格（税込）：650 円
内容量：150ml

賞味期限：3ヶ月

流通温度帯：常温

合わせみそ（山梨県産）/ 他

醤油 / 砂糖 / みりん/ 酒 / 葡萄酒 / 調味料（ア
ミノ酸等）

合わせみそと焦がしにんにくの
相性ばっちりです。

味の決め手にこれ一本

丹波山村の気候に合わせた麹の割合で
製造している自社の合わせみそをもっと
お手軽に楽しんでいただける商品を作
りたくて開発しました。

創業 50 年に亘り使用してきた当店のタ
レは、焼き鳥、焼肉だけでなく、和食全
般、韓国料理などにもお使いいただけ
ます。料理上手になれると評判です。

アルケミスト（担当：坂本 裕子）

〒 400-0113 甲斐市富竹新田 1984-13
TEL 055-276-2941 FAX 055-276-2941
ｍ 607.203t@gmail.com

〒 409-0300 北都留郡丹波山村 2032 番地
TEL 080-5901-7157
yousakamo@gmail.com

39 濃厚芳醇とろけるケチャップ

調味料

希望小売価格（税込）：1,400 円
内容量：200ml
賞味期限：1 年

流通温度帯：常温

主な原材料（産地）

トマト（山梨県産）/ 米糀 / 米
粉 /ブドウ酢 / 他

濃厚芳醇とろけるケチャップ

自家栽培のトマトを贅沢に使用し糀糖、塩糀、ワインビネガーで味付
けました。

ヨダファーム（担当：功刀 隆行）

41 Far Yeast 源流ホワイト

賞味期限：1 年
主な原材料

白 150ml

希望小売価格（税込）：594 円（税抜 550 円）
内容量：150ml
賞味期限：3 年
主な原材料

ビール・ワイン

マイルドな酸味と
素材本来のしっかりした味わい

山梨県産ぶどうを100％使用。5 年以上熟
成させているのでまろやかで口当たりのよ
い仕上がりになっています。ワインビネガー
のさわやかでフルーティーな香りとコクと旨
みのある味わいが特長です。原料選定から
醸造、瓶詰、出荷まで自社一貫生産ですので
「安心、安全」です。

42 二之宮マスカットベーリーＡ

爽やかなホップの香りとフルー ティーな
エステル香がバランスよく楽しめる。
ホップの苦味は少なく、心地良い酸味を
感じるほどドライなフレーバー。
山梨県小菅村で醸造しています。

ビール・ワイン

希望小売価格（税込）：3,520 円
内容量：750ml

流通温度帯：常温

ドライでシャープな飲み口が
特徴のセゾン。
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流通温度帯：常温

ぶどう（山梨県産）

主な原材料（産地）

ぶどう
（マスカットベーリーＡ、
山梨県産）

大麦麦芽（外国製造）/ 小麦麦芽 / ホップ /
小麦 / 糖類

Far Yeast Brewing ㈱（担当：山本 祐也）

調味料

〒 405-0031 山梨市万力 1479
TEL 0553-22-0865 FAX 0553-23-2030
info@asayafoods.com

希望小売価格（税込）：528 円
内容量：330ml

40 アサヤ熟成ワインビネガー

アサヤ食品㈱（担当：雨宮 慎太郎）

〒 409-3833 中央市藤巻 1520
TEL 090-5207-4647
info@yodafarm.jp

〒 409-0211 北都留郡小菅村 4341-1
TEL 050-3135-3926
faryeast@faryeast.com

流通温度帯：常温

主な原材料

主な原材料（産地）

鳥梅（担当：髙谷 よう子）

調味料

みそドレッシング

笛吹市産マスカットベーリーＡのみを使用したこだわりのワイン

マスカットベーリーＡを新樽で約５ヵ月間熟成させ、香り豊かで色も
濃く、パーティーやイベントなどで喜ばれる赤ワインです。

ニュー山梨ワイン醸造㈱（担当：網野
〒 406-0807 笛吹市御坂町二之宮 611
TEL 055-263-3036 FAX 055-263-0560
new-wine@onyx.dti.ne.jp

均）

43 木工製品（キーホルダー等）

工芸品・雑貨

希望小売価格（税込）
：各商品による

44 郡内織携帯座布団

工芸品・雑貨

「りざ～ぶとん®」

希望小売価格（税込）：3,630 円

内容量：各商品による

内容量：約 120g

主な原材料（産地）

主な原材料（産地）

杉 /キハダなど

やすらぎ、杉の木のしおり

郡内織生地
（ポリエステル 100％）

郡内織携帯「りざ～ぶとん®」、ここがあなたの予約席（Reserved)

文字入れなどレーザー彫刻印刷可能

江戸時代から続く郡内織の高品質の座布団を手軽に持ち運びの出来
る携帯座布団にしました。ご自宅で手洗いも出来、軽くて温か、腰掛
けた場所が予約席のようになります。

㈱モック犬橋（担当：佐藤 智秀）

郡内織物問屋 森島商店（担当：白木 久美子）

〒 402-0200 南都留郡道志村 1719
TEL 0554-52-2143 FAX 0554-52-2571
mokku-ib@basil.ocn.ne.jp

〒 402-0056 都留市つる4-7-4
TEL 0554-43-4926 FAX 0554-43-0580
ms1969@alpha.ocn.ne.jp

45 モノプリント掛け軸

工芸品・雑貨

希望小売価格（税込）：5,500 円

46 果樹園の宝ディフューザー
巨峰ワインの香り

希望小売価格（税込）：2,200 円
内容量：150mL

主な原材料（産地）

合成布（ポリウレタン）

流通温度帯：常温

飾りやすい・丈夫・鮮やかな
アート掛け軸

主な原材料（産地）

溶剤（中国産）/ 香料（トルコ産）/ 甘草エキ
ス（甲州市産）

大蛇堂オリジナルイラストによるモノプ
リント掛け軸。各地の民話を調査・発
掘し妖怪としてイラスト化。１点ものの
アート作品として独自技術を用いどこに
もない布製掛け軸として仕上げていま
す。

大蛇堂（おろちどう）
（担当：一條 敬之）

工芸品・雑貨
希望小売価格（税込）：2,500 円
主な原材料（産地）

孟宗竹

笑う門には福来たると言われていますが、
「笑」の文字には竹があり、
竹を節のところで斜めに切ると笑顔になります。
この竹に服を着せると「笑う竹には福来る（服着る）」、福を呼ぶ笑い
竹ができました。

花ことば工房（担当：志村 雅芳）

〒 409-2102 南巨摩郡南部町福士 2700-95
TEL 0556-66-9807 FAX 0556-66-9808
hanakotoba@oregano.ocn.ne.jp

甘草屋敷由来の甘草のエキスを使い、
癒し効 果 を加 えたアロマディフュー
ザー。香りは厳密に甲州市のブドウと
桃が再現されており、山梨を感じられま
す。

〒 409-1302 甲州市勝沼町菱山 1495 － 1
TEL 080-3344-7733 FAX 050-1493-6219
daichi@grapevinejapan.com

内容量：1 個

笑う竹には福来たる

山梨が誇る果実の香りで
癒されてください

（同）グレープヴァイン（担当：花坂 大地）

〒 401-0201 上野原市秋山 12249-2
TEL 090-6251-8657
orochidou@gmail.com

47 「南部の笑い竹」

工芸品・雑貨

48 赤絵一輪挿し

～波乗りうさぎ～

工芸品・雑貨

希望小売価格（税込）：6,500 円
内容量：1 個

主な原材料（産地）

天草陶石

繁栄と再生の �波乗り兎�で
特別な時間を演出

ふっくらした形は豊かさを、波を乗り越
える�うさぎ� は繁栄と再生のシンボル。
艶消しの胎に赤絵が特別な時を演出し
ます。

南部窯 早蕨（担当：前田 幸子）

〒 409-2217 南巨摩郡南部町本郷 8582-1
TEL 0556-64-4644 FAX 0556-64-4644
sawarabi@amber.plala.or.jp
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手漉き和紙体験
49 （名刺・ハガキ・和紙雑貨）

工業製品・サービス
希望小売価格（税込）：1,000 円

50 ＫＭＳマット（高品質ゴムマット）

希望小売価格（税込）：37,000 円
内容量：1 枚

内容量：ハガキ5 枚

主な原材料（産地）

主な原材料（産地）

天然ゴム/ 合成ゴム

楮 / みつまた /パルプ

独特の隙間と突起加工が
防滑効果と排水効果を実現

最高の耐久性を誇るゴムを使用し、車両
の走行にも負けない強さと歩行時に適
度な弾力を生むクッション性を両立させ
たゴムマットです。
ゴルフ場などで芝生の上や通路などに
よく使われています。
浴室での滑り止めや、厨房や玄関マット
等様々な用途でご利用できます。

日常に寄り添う小さな癒し

手作りの風合いがでるので、温かみがある贈り物にもなります。
体験申込はホームページから。

市川手漉き和紙 夢工房（担当：渡邉 萌絵）

大和ゴム工業㈱（担当：佐野 浩道）

〒 409-3601 西八代郡市川三郷町市川大門 1725
TEL 055-272-5137 FAX 055-272-5137
s-washi@town.ichikawamisato.yamanashi.jp

51 ウッドブロックフェンス
もくべぇ

〒 409-2212 南巨摩郡南部町南部 9172
TEL 0556-64-2533 FAX 0556-64-4179
daiwa@maple.ocn.ne.jp

工業製品・サービス
希望小売価格（税込）：22,000 円

52 抗菌ライト（バーライト形）

内容量：重量：2.8kg ／台
主な原材料（産地）

主な原材料（産地）

アルミニウム（ボデー）/ ポリ
カーボネート
（カバー）/ガラス
（発光管 / カバー / 他）/ エポ
キシ樹脂（電気基板 / 発光回
路 / 他）

杉 / 唐松（山梨県産）

やさしいウッドブロックフェンス

山梨県産の杉・カラマツの赤身材の丸棒をパネルに形成。コンクリートや金属製に比べ、
柔らかな風合いと適度な強度を有す「ウッドブロックフェンス」。軽量で、遮音・遮熱効果
を発揮し、対候性・耐久性が高い商品で、尚且つ、組み換え次第で周囲の環境になじむ様々
なデザインが可能。フェンスだけではなく、パーテーションや装飾にもご利用いただけます。
将）

〒 409-2212 南巨摩郡南部町南部 3986
TEL 0556-64-2289 FAX 0556-64-4069
so-i@logcraft.e-arc.jp

53 山梨カタログ

工業製品・サービス

希望小売価格（税込）：66,000 円

内容量：高さ1.85m ×巾 1.0m

×丸棒（径 50mm）

山静商会㈱（担当：市川

工業製品・サービス

「光で守る！」 抗菌ライトが大切な人を守ります。

「銀ナノイオン」と酸化チタンの「光触媒」で室内を「殺菌」・「除菌」・
「消臭」・「脱臭」・「防カビ」出来る画期的な照明です。また感染症
（ウイルス）対策にお困りなお客様にも有効な商品です。

㈱堀内製作所（担当：小室 治久）

〒 405-0033 山梨市落合 271-2
TEL 0553-22-4887 FAX 0553-23-2520
komuro@horiuchi-s.com

工業製品・サービス
希望小売価格（税込）：6,600 円

54 贈答品化粧箱、

その他持ち帰り用箱

工業製品・サービス
希望小売価格（税込）
：各商品による
内容量：各商品による

山梨の全てが詰まった
１冊のギフト

主な原材料（産地）

段ボール紙 / 板紙

全市町村網羅・オール山梨プロダクツ

組立ラクラク化粧箱

箱の組立が簡単に出来るワンタッチ式化粧箱を注文にあわせて製作
いたします。

CIH ㈱（担当：網倉 一修）
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〒 409-3845 中央市山之神流通団地 3-4-2
TEL 055-273-2457 FAX 055-273-2443
amikun@hotmail.com

ソーワカートン㈱（担当：本郷 州一）
〒 403-0021 南都留郡西桂町下暮地 3025
TEL 0555-25-3221 FAX 0555-25-6231
zaimu@sohwacaton.co.jp

