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■売り手企業一覧（順不同）

所在地 企業名 〒 住所 TEL FAX 自慢の逸品・特徴

安曇野市
(株）CEFCO
　　　　　（セントラルフーズ（株））

399-8204
安曇野市豊科高家
2287－23

0263-50-4792 0263-71-2241
信濃の国カレーシリーズ（全７種）、業務用レトルト品の他、小ロットでのPB商品生産の提案

下伊那郡
泰阜村

(株）ポタジェ　やすおか 399-1801
下伊那郡泰阜村7565
－3

0260-25-2075 0260-25-2075
昔ながらの手づくりこんにゃく。一般のこんにゃくより柔らかく、あく抜き不要で刺身として召し上がっ
て頂くと特に違いが判ります。煮込みにしても味のしみこみが早いです。

上高井郡
小布施町

(株）栗庵風味堂 381-0201
上高井郡小布施町小布
施
414

026-247-2145 026-247-4821
新商品の「くまさんもなか」　まんまる栗バウム

長野市 柄木田製粉(株） 388-8004 長野市篠ノ井会30-2 026-292-0890 026-293-2206
小麦粉(長野県産小麦粉）・・地粉のPR　　・乾麺　半生そばなど・・それぞれ特徴をもつ製品をPR
・レトルト製品、冷凍製品・・買い手に合わせた製品の開発と紹介など目的

北佐久郡
軽井沢町

(有）荻原養蜂園 389-0115
北佐久郡軽井沢町大字
追分字吉野坂下405-2

0267-46-5012 0267- 46- 5052
信州蜂蜜…種類が豊富です。　　コームハニー…巣ごと食べられます。　　　飲むはちみつ酢…
新鮮な高純度はちみつを使ったお酢のドリンク

松本市 (有)風沢舎 390-1243 松本市神林2840 0263-86-0158 0263-57-8614
「ノニたまご」地元松本で作られている卵です。生産者も減り数少ない地元産であり、エサや飼育
にこだわり臭みの少ないコクと旨みに秀でた逸品です。

長野市 (有）小菅亭 380-0852 長野市東之門町367 026-232-2439 026-217-7304
化学調味料、保存料無添加の「めんつゆ」

駒ケ根市 (株）ぷらんつ 399-4117
駒ケ根市赤穂8190－
25

0265-95-3455 0265-95-3703
青汁「信州青じろう」シリーズ　青汁14商品　食品添加物、でんぷん無添加　選べる青汁です。

木曽郡
上松町

ワークステーションすてっぷ
第二工場

399―5608
木曽郡上松町荻原
1460

0264-52-2904 0264-52-2901
アレルギー特定原材料27品目を使用しないお菓子です。主原料の米粉は地元産のものを使い、
その他の材料も体にやさしいものを選んで使っています。

飯田市 (株）信州自然王国 395-0001 飯田市座光寺6115 0265-52-3780 0265-52-3754
桜シリーズで展開している「桜シロップ」「桜ドレッシング」「桜ジャム」や甘酒ジャム6種類と信州シ
リーズのドレッシングやタルタルソースなど

松本市 加藤農園 399-0024 松本市寿小赤2825 0263-57-4959 0263-57-4959
りんごシードル：16品種のりんごを醸造して酸味、甘味、苦味、香、渋みの深い味あいを楽しめま
す。

北佐久郡
軽井沢町

(株）ハニープラント 389-0102
北佐久郡軽井沢町軽井
沢1016—635

0267-27-0055 0267-27-0055
信州佐久産アカシアはちみつ：非加熱・無添加2018年夏に採れた純粋なアカシアはちみつ。糖
度、水分量にこだわった透明度の高い蜜。　○信州立科産リンゴはちみつ：非加熱・無添加、
2018年初夏に採れた純粋なリンゴの花のはちみつ。フルーティな香りが特徴。

松本市 (株）丸正醸造 390- 0826 松本市出川町7－7
0263 -26-
1647

0263-26-2771
信州味噌、信州醤油、長野県産の原料や信州の食文化を生かしたドレッシングや味噌だれ、醤
油だれ、味噌風味菓子など

飯田市 (有）肉の鈴木屋 399-1311 飯田市南信濃和田1348 0260-34-2222 0260-34-5544
遠山ジンギススタンダード(羊肉のスタミナ焼）(味付マトン）。自然放牧の羊肉をスズキヤオリジナ
ルのタレで味付けしました。フライパンで焼くだけでとっても美味しく焼けます。野菜といっしょに焼い
たりレタスで巻いて食べればサイコーに美味しいです。手間なく夕飯の一品になります。

松本市
社福）長野県知的障害者育成
会
ドリームワークス

390-1243 松本市神林5611－4 0263-86-8812 0263-50-5039
ドリームワークスオリジナルクッキー　6種　「美味しい」と言って頂けるクッキー作りを目指していま
す。福祉事業所の製品だから好意で買うのではなく、美味しいから買いたい食べたいと言っていた
だける商品作りをしています。

上田市 （有）タローファーム 386-0027 上田市常盤城上平358 080-5141-91270268-24-1614
自社オリジナル銘柄豚肉「信州太郎ぽーく」を使用したソーセージ、おやきなど。精肉卸も可。

松本市 (株）しなの屋 399-0014 松本市平田東3-29-11 0263-31-0008 0263-50-5038
高級米を厳選し、産地、生産者を絞り現在は県内2カ所に米をギフト用、常食米に別け販売卸を
いたしております。

飯田市 ササキ商事（株） 395-0157 飯田市大瀬木214-2 0265-25-4164 0265-25-8162
信州黄金シャモしょう油麹焼き、信州黄金シャモのムネ肉を自家製のしょう油麹に漬け込み焼き
上げました。

安曇野市
(株)トップホテルズマネイジ
メント

399-8301
安曇野市穂高有明
1470-3

0263-87-1430 0263-87-1431
安曇野完全天然水。非加熱充填にこだわった本物の天然水です。全世代対象にした持ち
やすさ、収納しやすさを追求したストレートボトルです。OEM商品も小ロットから対応
しております。是非ともわたしたちが実際に納品しているOEM商品もご覧くださいま
せ。

松本市 (株）亀田屋酒造店 390-0852 松本市大字島立2748 0263-47-1320 0263 -47-7056
アルプス山系の清冽な伏流水にて清酒を醸造。当社の看板商品である「秀峰アルプス正宗」は
洗米から麹造り、本仕込から搾りに至るまで蔵人が丁寧に手間をかけて醸す逸品。2017年新酒
鑑評会金賞など数多くの賞を受賞している。

木曽郡
木曽町

(株）霧しな 397-0302
木曽郡木曽町開田高原
西野5227－121

0264-44-2341 0264-44-2345
長野県産そばを使用し素材の風味、旨味を生かすため、保存料は使用しない製造です。こだわり
の蕎麦を求めるシニア層、食品添加物を気にする層のお客様には求められる商品です。

北安曇郡
池田町

(株）辰巳 399‐8601
北安曇郡池田町大字池
田2703‐1

0261-85-2738 0261-85-2758
味付け玉子、その他玉子製品（会田鶏卵を使用してます）

松本市 (株）石井味噌 390-0813 松本市埋橋1-8-1 0263-32-0534 0263-36-3033
杉樽仕込、天然醸造、三年熟成の味噌を使用した商品です。深い味わいの味噌です。

埴科郡坂
城町

デイリーフーズ(株） 389-０６９６ 埴科郡坂城町上平1434 0268-82-3241 0268-82-7044
こだわりの長野県産あんずジャム

飯田市 (有）小西製あん所 395-0025 飯田市東中央通3211-30265-22-1713 0265-22-1714
スパウトパウチ入り粒あん、とうふあん、フルーツあん、最中商品。柔らかく低糖度のあんです。

木曽郡
木曽町

(株)日義特産（道の駅日義木曽
駒高原）

399-6101
木曽郡木曽町日義
4730-3

0264-23-3644 0264-23-3645

木曽で道の駅と農産加工品を経営し。「GIすんき」「赤かぶ漬け」のほか漬物製造や「すんき」「木
曽牛」「木曽産そば」等々の木曽産加工品の開発販売をしております。今回は弊社製「GIすんき」
「赤かぶ漬け」、本年4月発売開始した新商品「FD（フリーズドライ）すんき汁」と「赤かぶドレッシン
グ」ほか「すんき」由来の乳酸発酵加工食品を主にご紹介させていただきます。※（GI:農水省地
理的表示保護制度　登録産品）

長野市 (株)未来農業計画 380-0815 長野市緑町1418 026-237-7110 026-237-7115
ブルーベリー加工品類

塩尻市 (株)燈屋 399-0703 塩尻市広丘高出1566-1 0263-53-3588 0263-53-3588
信州産黒地どり、やまもと鶏農場のこい玉ぷりん

下伊那郡
高森町
不参加

(株)信州市田酪農 399-3107
下伊那郡高森町出原
162-2

0265-34-2288 0265-34-2289

いちだヨーグルト（飲むヨーグルト）　ほどよい酸味とコクのあるトローンとした飲み心地のヨーグ
ルト。地元産の生乳を原料に安定剤や酸味料を加えず長時間発酵で造りました。

大町市 やさい畑のとんとん 398-0002 大町市大町5733-13
090-7174-
5500

0261-25-0726
生いもからつくる、とろっとろっこんにゃくとやさい発酵ジュレ

下伊那郡
高森町

(株）外松 399-3103
下伊那郡高森町下市田
3121-3

0265-35-7888 0265-35-8586
一家揃っての団欒でお茶のお供に楽しんでもらえる一口サイズの半生菓子です。若い方にも楽し
んでもらえるようなチョコ大福など新しい商品をご提案します。

伊那市 （合）だるま 396-0025 伊那市荒井3386 0265-72-3168 0265-73-9867

お多福豆…昔ながらの製法で熟練の職人が炊き上げるそら豆は皮は柔らかく適度に歯ざわりもあ
りながら、固すぎて口の中に残るようなことがありません。　健康大豆…北海道産大豆を砂糖で味
付けしじっくりコトコト炊き上げた商品で昨今の健康志向に即した商品です。伊那市推奨土産品に
も認定されました。

諏訪市 信濃寒天（株） 392-0012
諏訪市沖田町四丁目
41-6

0266-58-3428 0266-53-3540
・まるてんのところ天　200g×2　タレ20ｇ×2　・白角かんてん2本入れ

千曲市 工房アプリコ 387-0005 千曲市森1348-2 026-214-5058 026-214-5068
信州千曲市森地区は日本一の「あんずの里」です。私たち工房アプリコはこの地区で獲れたあん
ずのみを使用し、この地区に伝わる家庭秘伝のレシピをアレンジしたスパーレシピであんず本来の
甘味、酸味を生かし絶妙な味に仕上げています。

松本市 ゴールドパック(株）　松本支店 399-0833 松本市双葉12-63 0263-25-3008 0263-27-5255
長野県産を主体とした飲料のご提案をさせて頂きます。

長野市 羊飼い松岡 381-2923
長野市信州新町日原西
1591

080-9975-
0588

026-264-2422
羊飼いソーセージ(3種）…羊100％の無塩せきソーセージ。本格的な味わい
羊飼いベーコン…羊100％の無塩せきベーコン。ハラール羊肉使用。

上高井郡
小布施町

(一財）小布施町振興公社 381-0209
上高井郡小布施町大字
中松496-1

026-242-6600 026-242-6601
産地にこだわったリンゴジュース・ジャム。珍しい加工用フルーツ「ブラムリーアップル」「チェリー
キッス」
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上田市 イミ―(株） 386-1211 上田市下之郷348-1 0268-75-0311 0268-75-0331
発芽珈琲、発芽玄米

茅野市 信州ナチュラルフーズ 391-0012 茅野市金沢2435 0266-73-4862 0266-72-3212
信州ジビエ加工品。保存期間が長い商品。要冷蔵商品。

安曇野市
不参加

安曇野ワイナリー(株) 399-8103
安曇野市三郷小倉
6687-5

0263-77-7700 0263-77-1877
自社製造のワイン。（安曇野の風土を醸す爽やかなワイン）

安曇野市 日本冷凍食品(株) 399-8302

安曇野市穂高北穂高
2833-1/東京都世田谷
区経堂1-5-4（営業事
務所）

03-3439-2186 03-3439-8503

長野県の食材を使用した冷凍食品。1.豚まん2.わさび豚まんetc..

茅野市 (株)渡辺製麺 391-0396 茅野市北山4724 0266-78-2331 0266-78-2338
「おいしい信州蕎麦」　信州産そば粉を使ったつゆ付き2人前の半生そばです。

諏訪市 (株)すわファーム 392-0131 諏訪市湖南5967 0266-58-8818 0266-58-8858

諏訪市で耕作放棄地を利用し、安全・安心の無農薬でパパイヤを植え、育てました。収穫した葉
を乾燥保存し、出荷直前に焙煎・袋詰めした出来立ての香ばしい新鮮パパイヤ茶です。かぎりな
く”くせ”を抑え飲み易くし、お食事のお供としてお飲みいただける様仕上げました。ノンカフェインで
すので、妊娠中、授乳中の方でも安心してお飲みいただけます。（水出しも出来ます。）

松本市
（一財）奈川振興公社（ながわ
山彩館）

390-1611 松本市奈川2356 0263-79-2815 0263-79-2815
・かぼちゃスープ・えごまの製品（油、ドレッシング、たれなど）

長野市 (株）戸隠そば本舗 381-4102 長野市戸隠豊岡893 026-254-2614 026-254-2368
蕎麦の土産品、自社製粉したそば粉を戸隠高原の水で練り上げ、自家製麺しました。

安曇野市
(株）あづみアップル(スイス村ワ
イナリー）

399-8201
安曇野市豊科南穂高
5567-5

0263-73-5532 0263-71-1310
安曇野を中心とした県内産原料にこだわったワインとジュース

千曲市 寿高原食品（株） 389-0804
千曲市大字戸倉1465-
1

026-275-0032 026-276-4070
長野県産原料を使用した100％のストレートジュースです。

諏訪郡
下諏訪町

二十四節気　神楽 393-0015 諏訪郡下諏訪町3571 0266-78-8868 0266-78-8868
信州味噌の中に七つの食材を練り込んだ惣菜味噌「七福味噌」

下高井郡木
島平村
不参加

農村木島平（株） 389-2303
下高井郡木島平村大字
上木島90-2

0269-81-4401 0269-81-4402
木島平産コシヒカリを使用した米粉100％のスイーツです。県内産の卵を使ったとてもふわふわ
した生地が特長です。

安曇野市 (株）水宗園本舗 399-8204
安曇野市豊科高家
2287-30

0263-72-2730 0263-72-8001
有機栽培で作った鹿児島県産の抹茶です。販売用、業務用、共に対応できます。飲食・宿泊の
分野でもお使い頂けます。合わせて信州産の黒豆を使用した黒豆茶、黒豆麦茶もございます。

長野市 長野興農(株） 381-2206
長野市青木島町綱島
765-2

026-228-1552 026-228-8258
商品名：6種の信州りんごジュース。酸化防止剤不使用、長野県産果汁(100%)ストレート使用、
飲み比べが手軽に楽しめるりんごジュースです。

木曽郡
木曽町

農事組合法人　アースかいだ 397-0302
木曽郡木曽町開田高原
西野2676-１

0264-44-2213 0264-24-0214
・すんき…無塩の乳酸菌発酵食品、2017年GI登録　　・かいだそばの実…在来品種「開田早生」
を丸抜きした。国産100%   ・木曽えごま油…開田高原産えごまを使用、低温圧搾法の一番搾
り。

塩尻市 (株）いらか 399-0702
塩尻市広丘野村1710-
2
プチビル1階

0263-88-1131 0263-88-1132
フローズンヨーグルト

松本市
FARM HARUNA
(ヤマカ精工㈱）

399-0033 松本市笹賀5652-100 0263-25-0881 0263-26-6777
"長野県らしさ“にこだわった今までに無いベビーリーフのご提案です。

下伊那郡
松川町

(有）燦燦　（さんさんファーム） 399-3304
下伊那郡松川町大島
2995

0265-36-6608 0265-36-6615
食肉加工品(ハム・ソーセージ）　・乾燥りんご

伊那市 おかめひょっとこ晴耕舎 396-0305 伊那市高遠町長藤1940
090-6309-
0085

自家農園で収穫されたブルーベリーを使用したブルーベリーソース。フィリピン産フェアトレード商
品のマスコバド糖を使用しています。

須坂市 (有）土屋味噌醤油醸造場 382-0000 須坂市日滝4284 026-247-0606 026-247-0605
味噌・漬け物

諏訪市 (株）マツキ　（トコロテラス） 392-0012 諏訪市四賀1730-1 0266-57-0885 0266-57-1887
寒天製造に携わる職人が最新の設備を用いながらも昔ながらの製法にこだわり、天草100％で
作った本来のところてんです。しっかりとした食感、粘りがあるところてんの美味しさをお楽しみいた
だけます。

長野市 (株）ビオカ 381-2403
長野市信州新町水内
3381

026-262-5755 026-262-2812
ビオカ有機くるみのたれ180ml　　・ビオカ有機みそとくるみのたれ180ml　　・ビオカ有機くるみのた
れアソート20ml×8

北佐久郡
立科町

（有）佐研フーズ 384-2301
北佐久郡立科町桐原
641-1

0267-56-0600 0267-56-2351
なつめとりんごのチカラジャム（2018オモテナシセレクション受賞）

東筑摩郡
山形村

（有）むかいや　（大池ワイナ
リー）

390-1301 東筑摩郡山形村2551-10263-55-6100 0263-55-6100
ワイン　シードル

松本市 （株）エイコー 390-8610 松本市大字島内3314 0263-47-2226 0263-47-3374
信州の果汁を使用したアイスキャンデイです。

塩尻市 矢沢加工所企業組合 399-0726 塩尻市下西条342 0263-54-7830 0263-54-7830
ぶどうジュース(コンコード、ナイヤガラ）とりんごジュース

松本市 そば処　種村 390-0811 松本市中央3-9-4 0263-87-3218 0263-87-3218
松茸練り込みそば…業務店用、ギフト商品「松茸王国」

安曇野市 (有）あづみ野食品 399-0821
安曇野市豊科南穂高
4560

0263-71-2600 0263-71-2700
十割そばまんじゅう…生地の主原料はそば粉100%のそばまんじゅう　　　　・リンゴドーナッツ…信
州産リンゴジュースと信州産牛乳で生地を使ったドーナッツ

茅野市 (有）丸井伊藤商店 351-0013 茅野市宮川4529 0266-72-2272 0266-72-0984
甘酒、どぶろく、プリン、味噌スープ等

松本市 M'ｓ　Factory  エムズファクトリー 390-0832 松本市南松本1-9-4 0263-28-8099 0263-28-8099
米粉スイーツ（そばの実とコーヒーを使ったラスク）とオリジナルアートティーバック（信州産紅茶、
緑茶、そば茶など）

松本市 Eight Coffee　（亀八） 399-0035 松本市村井町北2-13-200263-58-0627 0263-88-8290
高品質のコーヒー生豆（スペシャルティコーヒー）を自家焙煎して提供しております。

須坂市 千日みそ（株） 382-0028 須坂市臥竜4-2-1 026-245-0762 026-248-4884
飲みきりサイズ210gペットボトル甘酒　・健康的なノンオイルドレッシング3種当社の味噌をベース
にしている味噌ドレッシング

塩尻市
信州塩尻農業公園
チロルの森

399-0651
塩尻市大字北小野相吉
5050

0263-51-8100 0263-51-8200
地ビール、ソーセージ、アイスクリーム、ソフトクリーム

長野市 （有）塚田五六商店 399-0928 長野市若里6-8-25 026-227-7831 026-223-4318
商品名「ネバッコリ」　めかぶとエリンギをまぜて味付したもの

長野市 北信濃養蜂場 381-0012 長野市柳原1837-5 026-258-7532 026-244-1725
長野市産純粋はちみつ「なごみつ」。新商品を出展する予定です。12月に発売する「な
ごみつ」の特徴は、液だれしない逆さに置けるボトルタイプです。

須坂市 （株）キノコ村 382-0037 須坂市野辺1883 026-246-5888 026-246-5889
自社農場で培地からこだわりを持って栽培したフレッシュキノコ、とれたてキノコの風味、
栄養をいかした加工品など

松本市
松本スイーツ開発・普及事業
実行委員会

390-0874 松本市大手3-8-13 0263-34-3270 0263-34-3008
松本市内の菓子店等8社が共同開発した「ミソラサンド」を出展いたします。

木曽郡
木曽町

アルプス物産（株） 397-0002
木曽郡木曽町新開
2386-1

0264-22-2351 0264-22-2305
木曽を代表する健康食”すんき”・木曽町でとれた農産物を使ったお漬物・信州産野菜
の漬物他
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茅野市
不参加

糸萱かぼちゃ生産者組合 391-0301 茅野市北山8242 0266-77-2776 0266-77-2776
糸萱かぼちゃ

大町市 信濃おやき　幸庵 398-0002
大町市大町2495
 ツタコウビル1Ｆ

0261-23-3604 0261-23-3604
おやき

岡谷市 （有）あるとふぁごす 394-0048 岡谷市川岸上1-2-21 0266-75-0081
（ベーカリー）贈答用ラスク

千曲市 （有）小林農園 389-0804 千曲市戸倉1349-1 026-275-0608 026-275-0661
開発元祖の「なめ茸」を中心に、長野県産原料を基本とした佃煮、漬物、惣菜類のこだ
わり瓶詰食品

諏訪市 （有）盛谷製麺 392-0015 諏訪市中洲神宮寺512-10266-58-1197 0266-53-1197
八ヶ岳産、そば粉100％で打った生そば等

松本市 おやきの高峯 390-0817 松本市巾上3-4 0263-32-3422
おやき

千曲市 （株）ぐらんふぁーむ 387-0007 千曲市屋代895-13 026-274-1820 026-274-1821
国産大麦グラノーラ　国産果実のドライフルーツ

駒ヶ根市 ピク・ラボ　けがさわ 399-4117 駒ヶ根市赤穂12265-1 0265-83-2773 0265-83-2773
化学肥料、農薬を使用せず自分で栽培した野菜を使用した漬物です。調味料、添加
物やアミノ酸も使用していません。

安曇野市 （株）エイワ　穂高ブルワリー 399-8302
安曇野市穂高北穂高
2833-1

0263-82-8226 0263-82-8177
安曇野で育ったホップと麦芽を一部使用した爽やかでコクのあるビールです。

小県郡
青木村

特定非営利活動法人　あい・友
151-0063
386-1604

本社・渋谷区富ヶ谷1-38-
5

工場・小県郡青木村当郷
管社

03-3465-1793 03-3469-5312
赤ちゃんニンニク

駒ヶ根市 いちご園みつこ屋 399-4117 駒ヶ根市赤穂14619-2
090-2034-

3282
0265-95-4275

「アルプスが二つ映えるまち」駒ヶ根市にある小さないちご園。手作りの高設ベンチに
たっぷり堆肥の入った土を入れ、愛情込めて育てています。いちご粒の大きさも特徴
で、果肉がしっかりしていてジューシーです。
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