
農産物

信州名産りんご園清滝

さんふじ

11月下旬に蜜のたっぷり
入ったりんごをお届けし
ます。

信濃農園

ブルーベリーソース

ケーキ、ヨーグルトにか
けて

エグチ農園 飯綱町横手農産物直売
所

信州りんご

寒暖の差の多い気候が
甘みを高めます



乳製品・肉類

信州ハム

軽井沢シリーズ

「軽井沢」が生まれて２４
年余り。本場ドイツの伝
統の味そのものであると
言われるまでになりまし
た。

高原牧場

白樺ソフトミックス

ながのハム

砂肝の塩焼き

砂肝を塩漬け、熟成して
から焼き上げた他にはな
い商品です。生食で召し
上がれます。

肉のスズキヤ

遠山ジンギス

南信州で1番人気

アトリエ・ド・フロマージュ

カマンベール

上品で繊細な風味を特
徴にした「コク」と「旨味」
のあるアトリエ・ド・フロ
マージュならではのチー
ズです。



飲物・アルコー
ル

信州安曇野の美酒　酔
園

大吟醸｢男の涙｣

芳醇旨口

真澄蔵元　宮坂醸造

大吟醸　夢殿

真澄の品評会出品酒

芙蓉酒造協同組合

大吟醸　酒殿芙蓉

豊かなフルーティーな香
り、優雅な味わいの逸品

株式会社アルプス

無添加信州コンコード

信州産100％塩尻の特産
コンコードぶどうを使用し
たワイン｡

信濃ワイン

スーパーデラックス　赤

上品な果実味、繊細にし
て深い味わいのメルロ、
フルボディ

たてしなップル

たてしなップル・ジュー
ス果肉入ふじ、千秋ツイ

完熟りんごを丸ごと搾り
果肉を残した新感覚の
100％果汁飲料。さわや
かな喉越しがたまらな
い！

七笑酒造

七笑　大吟醸

美しく澄み切った味わ
い。洗練を極めた奥の深
さ。水晶のように磨きぬ
かれた再考の酒米だけ
でじっくりと醸された、杜
氏の入魂の絶品です。

五一ワイン

エステートゴイチメルロ

自社農場にて収穫された
葡萄のみで醸造した葡
萄栽培者の努力と熱意
が伝わる自信のワイン

井筒ワイン

無添加新酒　コンコード
赤甘口

特産ぶどうコンコードの
爽やかな果実味と程よく
残した甘さが優しい口当
たりを持つ赤ワインで
す。他にはない、桔梗ヶ
原独特の飲み口です。　
酸化防止剤無添加、予
約醸造品　やや甘口

「酒の蔵」まいひめ

舞姫　純米吟醸限定品

ふくよかで深みのある味
と芳醇な香りのお酒で
す。



菓子類

木曽奈良井宿つちや

五平餅

くるみ、えごま、ごまを
たっぷり使用した醤油、
味噌だれの三つ玉五平

新鶴本店

塩羊羹紙袋入

おみやげに、お内使いに
大きさを変えて３種類ご
用意しております｡

太平堂　本店

栗菓子まほろばの月

北信濃を代表する銘菓
「まほろばの月」は、粒よ
りの小布施栗を芯にまわ
りに栗あん、外側に軽い
生地の皮で優しく包んだ
焼まんじゅうです。　

炉ばたのおやき・いろは
堂

まいたけ

秋限定品

なかざわ商店 軽井沢万平ホテル売店

ブルーベリージャム

1瓶280g。ブルーベリー
特有の酸味と控えめな甘
さがバランスよくマッチし
た定番商品です。売れ筋
No1！

桜井甘精堂本店・泉石
亭

純栗ようかん

弊堂二百年の伝統技術
により、栗・砂糖・寒天の
みを原料にして作った
“純栗ようかん”です。

プリン専門店　春夏秋冬

信州ぜいたくプリン　み
るくとたまご

日経プラスⅠおとりよせ
プリン7位　信州の新鮮な
牛乳と卵で毎日手作りし
ているさっぱりタイプのカ
スタード

城下町のあめ屋さん　
飯田屋飴店

あめせんべい

あめなのにサクサクとし
た食感。全く新しい飴菓
子です。

小布施堂

栗鹿ノ子

栗だけで練った栗あんに
大粒の栗をまるごと入れ
た栗きんとんです。

縄文おやき、小川の庄　
おやき村

野沢菜

信州ではかかせない野
菜

飯島商店

みすず飴　角袋入

当社定番。果物のゼリー
菓子



菓子類

信濃路うさぎや

くるみそば

うさぎや伝来の製法で
じっくり練り上げた餡を香
り豊かなそば粉の皮で包
み、　くるみをまぶした当
社の代表銘菓でございま
す。

卯月堂

そばの華

そばの実を香ばしく煎っ
てのせた和風クッキー

名代大きんつば　和泉
庄

名代大金つば

弊店を代表する逸品。宋
祖から継承する「一子相
伝の手造りの味」の姿勢
を貫き、つぶよりの国産
小豆をふんだんに用い
て、ひとつひとつ丹念に
作り上げています。

栗林の中の栗菓子店　
松仙堂

純栗ようかん

　小布施栗を煮つぶして
練り上げた純粋の栗だけ
の羊羹です。

名取製餡

十割そば羊羹（特許出
願品）

甘さ控えめで水羊羹の様
な舌ざわりです。ダッタン
そばの実をかけたり温め
ても乙な、お楽しみ羊羹
です。



味噌・漬物

木の花屋　（本店）

このはな漬みょうが

人気商品。香りの良い
「みょうが」、血行を良くす
る「しょうが」、歯ごたえの
良い「きゅうり」、を梅酢
に漬けました。ご飯に混
ぜると優しい味のお寿司
の完成です。

お漬物のあいき

野沢菜古漬

もろみ醤油に漬け込んだ
伝統の味

醸造元三立

玉造りみそ

昔ながらのみそ玉造り二
年みそ

すや亀

門前みそ“こがね吟醸み
そ”

国産大豆と国産米の麹
を使い、仕込んだ香り豊
かな甘口みそです。門前
みその中では一番人気
です。

就一郎漬本舗

本漬野沢菜

昔から伝承された漬物
（無添加、無着色）

よしのや

よしのや善光寺みそ　朱
ラベル　１㎏

立ち上がる豊かな香り、
口に含むと米麹由来のう
まみの余韻が広がりま
す。

がんこおやじ穂高観光
食品

野沢菜がんこ漬

当社で人気NO1の商品
です。野沢菜をもろみタ
レに漬け込みました。



工芸品

小栗織物研究所

信州紬伝統的工芸品　
飯田つむぎ

（経済産業省認定）伝統
的工芸品信州紬　飯田
紬

小林木工所

こねばち

厳しい自然の中で育った
木材を使用し特に栃材は
こね鉢には最も良いと言
われています。材の特徴
を見極めて製作し、すぐ
れた加工技術で一生も
のと言われる数々の製
品を生み出しています。

工房　野良

草木染ストール

自然素材、自然の染料で
染めました。

松本渓声塗り

お好み皿尺丸木の葉　
リミテッドレッド

木の葉

三久工芸 進興工芸

まな板

木曽桧です。

木曽路民芸館

木曽羽反型総朱汁椀

飲みやすく普段使いに最
適

アケビ屋本店

あけび角形手提

琴伝流大正琴

大正琴

ソプラノ・アルト・テナー・
ベース大正琴

ふれ藍草木夢工房

草木染め真綿タオル

風合い優しい　絹100％

藤澤仏壇工房 工房　ふるかわや

月型花入り

女性に喜ばれています。
かわいいポーチに忍ば
せてみては。



工芸品

三浦浴槽センター

木曽桧箱風呂

2006年韮崎市（T）様ご注
文

クラフト木曽漆器

お椀各種

和洋折中椀

本山漆器店

 けやき 特上 汁椀 漆塗

 漆には抗菌作用があり
ます。

山加荻村漆器店

いろいろ椀（朱・溜）・亀
甲箸

お箸をさしたユーモアな
シルエットが魅力です。

和紙の中條

ゆきんこ

軽井沢ガラスの森　ラ
フィーネ

ポンパドールリング（カ
ラー：ライトシャム）

フランス三大貴婦人の一
人、ポンパドール婦人の
ヘアースタイルをイメー
ジしたデザイン。存在感
ある洗練された雰囲気を
もつリングです。

信州土産処　たかぎ

松本手まり

手まりマスコット　
￥1800　所要時間３時間

アトリエ　ヴェルデ

七宝　ねむり猫香炉

立体猫の七宝焼きです。
香炉にも飾りにも使えま
す。



そば・パン・ご飯
類

戸隠宿「山里」

天ぷらざるそば

一番人気です。

桝田屋食品（株）

信州本場　雪んこそば
　250ｇ

挽きたてそば粉と海藻で
旨味を出し、やまのいも
で滑らかな食感、異なる
麺線で歯応えを出しまし
た。海藻を使用する事に
より、麺の茹で伸びが遅
くなる効果をだしました。
長野県限定商品

戸隠松本製麺株式会社

戸隠生そば4人前ﾂﾕ付

半生タイプ

中吉

信州蓼科牛　牛弁当

上質な信州牛をたっぷり
使用したお弁当。味付け
もすき焼き風。とてもや
わらか。

民宿天山 高原のパンやさん

もっちりやま

小麦粉、天然酵母、塩、
水、だけのシンプルなパ
ン

四季・味処明治亭

ソースかつ丼

地元駒ヶ根市民が絶賛
する代表的なソースかつ
丼です。

駒乃屋

五目釜めし

だしがきいた、ごはんは
うまい釜めしです。

信州戸隠そば　大久保
西の茶屋

天ぷらざるそば

季節の郷土料理と戸隠
そばをお楽しみいただけ
ます。

かじか亭

手打ざるそば

富倉産の良質なそば粉
（100％）に、つなぎとして
山ごぼうの葉（学名：オヤ
マボクチ）を使います。独
特の歯ごたえをお楽しみ
ください。

河昌製麺舎

北アルプス山麓　おざん
ざ

贈答用箱入

シャトレ

信州伊那名物ソース
ローメン

信州のご当地麺料理　
ソースローメン　蒸し麺を
使った独特の食感と香ば
しさ。是非一度召し上
がってください。



加工食品

田澤養鱒場

ますのうの花漬

虹鱒の切身を酢・塩で調
味し、味付けしたおから
(うの花)で和えた手作り
の名産品です。着色料・
保存料などを一切使用
せず、素材を生かした素
朴で上品な味わいです。
食卓のおかずには勿論

ジャムこばやし

いちごジャム

一番人気

ジャムショップ
　hananomi

ブルーベリーのジャム

熊本産のブルーベリーを
使用しました。味のバラ
ンスが良く、まんまるの
実が特徴です。

株式会社沢屋

沢屋ストロベリージャム
Ｒサイズ（260ｇ）

人気No.1 苺の粒を丸々
残したジャム

長野森林組合　鬼無里
事業所

えのき茸茶漬

自社で煮込んだ鰹だしと
丸大豆醤油が味付けの
ベースです。

長野興農株式会社

信州りんごジュース　無
調整　１６０ｇ缶

長野県産の『ふじ』を主
体に搾ったりんごジュー
スです。果実本来の風味
を変化させてしまう酸化
防止剤（L-アスコルビン
酸）は使用しておりませ
ん。ふじりんご特有の濃
厚な甘味と香りをお楽し

奥信濃　味麓庵

国産ちりめん入り山菜ご
はん

厳選した国産原料を使っ
た混ぜご飯の逸品です

鶴羽二重こうや豆腐本
舗　登喜和冷凍食品㈱

10切包装

大判10枚入

（株）丸将木曽路家

玉ねぎドレッシング

生タイプに仕上げてあり
ますので、玉ねぎ特有の
甘味とシャキシャキとし
た歯応えがお楽しみいた
だけます。

（株）みすずコーポレー
ション

海鮮風玉子とじ

煮物、含め煮に使われる
こうや豆腐に海鮮風具材
を添付し、塩味にしまし
た。

岩魚郷北条屋敷

岩魚甘露煮

じっくり煮上げた岩魚は、
頭、骨も大変柔らかく仕
上がっています。

南信州飯田　岩崎こん
にゃく店

生芋手造りこんにゃく

刺身で煮物で



加工食品

信州高麗人参　協和社

生人参

人参酒用

長野県寒天水産加工業
（協）

信州珍味そろい　かねま
ん

蜂の子　大和煮　ミニ缶

地蜂の佃煮です。

信州蜂蜜本舗

信州りんごの花の蜂蜜

さわやかな甘みと、ほの
かなりんごの風味が魅
力。

信州自然村

国産はちみつ無塩バ
ター

国産はちみつとバターの
絶妙なハーモニー！バ
ターの濃厚な香りに、国
産蜂蜜の上品な甘さが
とっても贅沢です。

おたふく豆・春月

おたふく豆

漆黒の宝石のように輝く
おたふく豆

伊久間養鯉場

鯉のうま煮

伝統のたれで素材にこだ
わり、ことこと煮込んで味
付けした逸品です。



その他

根元　八幡屋礒五郎

七味唐からし　中辛　缶
入り

江戸時代の創業以来愛
され続けているのが中辛
です。缶入りや袋入りが
ございます。

（有）信州伊那梅苑

バイニクエキス梅幸

ご家族全員の健康に毎
日ひとなめ！旅行の友に


