
日本遺産のまち 伊勢原うまいものセレクト選定事業者

NO 選定商品名 事業者名 事業者名NO 選定商品名

伊 勢 原 を ま る ご と 味 わ う。

B E S T  S E L E C T I O N

I N  I S E H A R A

相州落花生、潮吹豆

清酒 阿夫利大山、
おおやま地ビール

大山こま、
ひょうたんからこま

国産ブレンド米 五ツ星
お米マイスターのわざヒカリ

清酒　伊勢原
伊勢原生まれ「みかんのお酒」

ぶどう、梨、柿、みかん
いちご、大山しめじ、しいたけ

（株）秋山商事

（有）安達養鶏

伊勢原市園芸協会

荒川米店（株） 

伊勢原小売酒商組合

いせはら豚ティーヤ
推進協議会

うるしばら落花生

ゑびすや土産品店

（有）遠州屋酒店

金子屋こま参道店 

(有)熊沢米店

（有）大津屋本店

(有)大山ウルワシ本舗

(有)大山綜合食品

大山菜栽培組合

 大山まん志 ゔ本舗　良辨

（株）柏木牧場

片野施設園芸

加藤花園

（有）亀盛堂

吉川醸造（株）

（有）小出とうふ店

米谷豆腐店

(有)米屋

お菓子の店 さのや

（有）坂本養鶏

JA女性部あぐりクラブ

（株）旬活工房

合資会社 勝栄舎

新店

（株）ファームいせはら

（株）めぐり　

鈴木とうがらし

武井きのこ園

辻ファーム

手創り工房 青い実

（株）バイオコスモ

（有）原牧場

はりまや

(株)フリーデン伊勢原工場

夢心亭

（有）やさいハウス
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ききょう最中、
クルリンどらやき

一味とうがらし、
七味とうがらし

生しいたけ、生きくらげ、
ひら茸、なめこ

甘辛おから味噌、
ゆず茶(ゆずジャム)

ハーブポーク、
ハーブポークとん漬け

(株)ライブナー 和膳照國大山豆腐を練り込んだ
鮪ハンバーグ

Coiinaトマト、
Coiinaトマトジュース

とろけるプリン
「まきばの贅沢」

伊勢原漿倶、しらこ

自然薯大山、自然薯焼酎
「大山男坂・大山女坂」

大山バウム

(株)ありあけ大山阿夫利246生乳茶菓

たまご「地養卵」 

伊勢原のお米「必勝米」

いせはら豚ティーヤ

大山こま

きゃらぶき

大山のとうふ

おおやま菜漬

大山まん志 ゔ、大山羊羹
あふり嶺
ハンバーグ、のむヨーグルト
チーズケーキ・牧場プリン

伊勢原トマト

エディブルフラワー

歌娘最中

清酒 菊勇

大山のとうふ

きゃらぶき、きのこ等の佃煮

さかもとのたまご

大山こま最中、大山日向路、聖峰
大山まいり、丹沢大山めぐり

らっきょうづけ

旬活米

未完のゆめ（青みかんシロップ）
青みかんのしずく（ストレート果汁）

薬膳きのこ鍋セット
いせはらカレー

(有)花呉装福! 布招きミニ

濱田精麦(株)はるみ ごはん

相模大山阿夫利牛

大山こま

（有）西の茶屋大山こま

やまと豚ハム・ソーセージ
ベーコン

(有)マルモト相模湾の魚介類の調理品
“とと（魚）”シリーズ

めぐりのジェラート

大山柿しぐれ

伊勢原市 商工観光課・農業振興課  　TEL.0463-94-4711
(一社)伊勢原市観光協会　    　　  　TEL.0463-73-7373

［お問い合わせ］

選定品の一部は、ふるさと納税でも扱っております。

2019.8  第2版

ふるさとチョイス　伊勢原



卵 Egg

漬物・佃煮 Pickles Tsukudani

食用花

市ゆかりの特産物や土産品、伝統工芸
を統一的にアピールし、産業の活性化
やまちのPRを目指す新しいブランド
が誕生しました。
その名も「日本遺産のまち 伊勢原うま
いものセレクト」。観光協会の「推奨
観光みやげ品」や、ふるさと納税の
返礼品としても人気の野菜や果物、
肉、卵など農畜産物を選定。「日本
遺産」のブランド力を生かし、伊勢原
の「うまいもの＝美味いもの・巧いもの」
を皆さんにお届けしていきます。

＊日本遺産…わが国の歴史的魅力を語るストーリーを、東京2020
オリンピック・パラリンピックまでに文化庁が100件程度認定する
もので、平成28年4月に『江戸庶民の信仰と行楽の地～巨大な木太刀
を担いで「大山詣り」～』が認定されています。

秘伝のハーブ配合の餌で、愛情かけて
育てた絶品ポーク。飼育から加工まで
一貫して行っています。

■売店：やさいハウス (上谷759）
■TEL：0463-94-9635

有限会社やさいハウス
ハーブポーク
ハーブポークとん漬け

みそ味に仕上げた伊勢原または県内産
の豚肉を、新鮮野菜とともにトルティーヤ
生地で包んだＢ級グルメです。

■売店：市内11店舗で取扱い。
　（詳しくは、下記ホームページで）
■TEL：0463-95-3233（伊勢原市商工会）
http://www.shokonet.or.jp/isehara/
tonteer/index.html

いせはら豚ティーヤ推進協議会

いせはら豚ティーヤ

自社牧場で育てた「やまと豚」を原料に、
本場ドイツの製法を受け継ぐ職人の技で
丁寧に作っています。

■売店：JA農産物直売所あふり～な伊勢原店
　及び比々多店
■TEL：0463-93-5511／FAX：0463-96-1171

株式会社フリーデン伊勢原工場

やまと豚ハム・ソーセージ
ベーコン

自社で独自に配合した飼料と、市内産の
稲わらで育てた100％黒毛和牛です。   

ふるさとチョイス肉部門全国4位の
ジューシーなハンバーグ。
のむヨーグルト、チーズケーキ、プリンは
伊勢原産牛乳や地卵を使用。

ふるさとチョイス肉部門全国4位の
ジューシーなハンバーグ。
のむヨーグルト、チーズケーキ、プリンは
伊勢原産牛乳や地卵を使用。

■TEL：0463-94-2624
地もの御馳走処「GEN」（伊勢原1-6-8）で
食べることができます。

有限会社原牧場

相模大山阿夫利牛

栽培にこだわる市内農家から直接仕入
れ、お店で精米したものを選別。安全で
安心なお米です。 

■売店：荒川米店（板戸184-1）
■TEL：0463-71-6211／FAX：0463-71-6150
［営業時間］9:30～19:30（休：水曜）
http://www.arakawa-kometen.com

荒川米店株式会社
伊勢原のお米「必勝米」

苗作りから刈り取り、精米、袋詰めまで
全工程を社員の手で行う、減農薬・減肥
料にこだわるお米です。

■TEL：0463-26-8160
http://shunkatsu.com（制作中）

■売店：オンラインショップ
　（詳しくは、下記ホームページで）
■TEL：0120-34-0111（フリーダイヤル）
　0463-95-0111／FAX：0463-91-0111
http://www.kumakome.jp

■売店：小出とうふ店(大山427)
■TEL：0463-95-2046
［営業時間］8：00～17:00（休:水･木曜）
www016.upp.so-net.ne.jp/
koide1880/dish.htm

■売店：米谷豆腐店（岡崎7039-5）／
　大山の里わくわく広場伊勢原店
■TEL：0463-95-3191
［営業時間］8:00～18:00（休：日曜）

株式会社旬活工房
旬活米

全国に約300人という「五ツ星お米マイ
スター」の店主が吟味した銘柄をバラ
ンス良くブレンドしました。
有限会社熊沢米店 国産ブレンド米
五ツ星お米マイスターのわざヒカリ

見て、食べて、栄養価あり！料理に添えて
華やかなテーブルに。ホームパーティー
でも活躍します。

加藤花園
エディブルフラワー

木綿の弾力、絹の舌ざわり。創業135年、大
山の湧水で真面目に丁寧に作っています。
有限会社小出とうふ店
大山のとうふ

■売店：大山綜合食品（大山362）
■TEL：0463-95-2036／FAX：0463-96-0276
［営業時間］9:00～17:00（休：水曜)

大山が誇る名水と国産大豆で丁寧に作
りました。コクがあり、大豆の味と香りが
生きています。
有限会社大山綜合食品
大山のとうふ

伊勢原産の大豆を使用し、なめらかで
芳醇な甘さを兼ね備えた一品。しらこ
は7～9月の夏季限定です。

米谷豆腐店
伊勢原漿倶、しらこ

清酒は大山の
伏流水を使っ
たまろやかな
口当たり。ビー
ルは熱殺菌や
酵母のろ過を
せずに作って
います。

有限会社遠州屋酒店

清酒 阿夫利大山
おおやま地ビール

特別に造り上げたプライベート
商品の「清酒伊勢原」と
伊勢原産青摘み
みかん100％
で仕込んだ
リキュール
「みかんのお酒」。

■売店：伊勢原小売酒商組合23店舗
■TEL：0463-94-3438／FAX：0463-92-3902
　上記TEL及びFAX番号は伊勢原小売酒　
　商組合の（有）小沼酒店の番号となります。

伊勢原小売酒商組合
清酒 伊勢原
伊勢原生まれ「みかんのお酒」

市内唯一の蔵
元として手造
りにこだわって
います。こくの
中にもすっきり
した口当たりが
好評です。 

■TEL：0463-95-3071／FAX：0463-95-4903

■売店：(有)遠州屋酒店（大山445-1）
■TEL：0463-95-2012／FAX：0463-95-1965
［営業時間］11：00～16：30（休：木曜）
http://ensyu-ya.sub.jp/

吉川醸造株式会社

清酒菊勇

大山の伏流水を使って育てています。
生産者の顔が見える本物です。

■売店：オンラインショップ
  （詳しくは、下記HPで）
■TEL：080-5963-4922 FAX：0463-95-6526
www.sakamotoyoukei.com

有限会社坂本養鶏
さかもとのたまご

大山のふもとで飼育される鶏が産んだ
新鮮な卵。甘みがあり生臭さが少ない
のが特徴です。 

■売店：安達養鶏（西富岡980-9）
■TEL：0463-94-1524
http://meguri-gelato.com/archives/memb
ers/安達養鶏

有限会社安達養鶏
たまご「地養卵」

自社牧場で搾ったミルクや伊勢原産の
産みたて卵など、こだわりの素材を生
かしたとろけるプリンです。

■売店：勝栄舎牧場菓子工房Sharｅ（西富岡
　883-1）／山の百貨店（伊勢原駅北口）／
　セブンイレブン伊勢原西富岡店
■TEL：0463-95-2965 
［営業時間］水・木・金・土11:00～15:00／
日11:00～16:30
https://www.syoueisya.com/

合資会社勝栄舎
とろけるプリン「まきばの贅沢」

自社の生乳と市内生産者から仕入れる
旬の素材で製造。四季折々、地元の農
産物の豊かさを知ってもらいたいです。

■売店：石田牧場のジェラート屋『めぐり』
　（上谷777）
■TEL：0463-93-4870
http://www.meguri-gelato.com

株式会社めぐり
めぐりのジェラート

柏木牧場、茶加藤、ありあけの3社がコラボ
した日本遺産認定を記念して開発された
商品。生乳とほどよい渋みのお茶を加え、
しっとりと優しい甘さに仕上げたお菓子。

■売店：駅ナカクルリンハウス／Odakyu OX
　伊勢原店／柏木牧場／茶加藤ほか
■フリーダイヤル：0120-421-900
［受付時間］9:00～17:00（休：土・日・祝日）

(株)ありあけ
大山阿夫利246生乳茶菓

伊勢原の卵など新鮮素材をたっぷり使い
職人が焼き上げた、しっとりフワフワの
バームクーヘンです。

■売店：パスティッチェリアラッテ（上粕屋　
　299）／ポポロ広場本店／いせはらコマ店／
　マルイ海老名店
■TEL：0463-91-3002
https://www.popolo-hiroba.com

株式会社秋山商事
大山バウム

国内産の原材料(野ぶき、きのこ等）を丸大
豆醤油で丹念に煮上げた伝統の味。醤油の
香りが際立つ逸品。おにぎり、お茶漬け、
お酒のつまみに。（神奈川名産100選）

■売店：伊勢原市：米屋きゃらぶき本舗
　（大山345）／駅ナカクルリンハウス
■TEL：0463-95-2048／FAX：0463-95-7200
［営業時間］9:30～17:00
(休：水曜定休／繁忙期は営業)
http://www.ooyamakomeya-kyarabuki.com

有限会社米屋
きゃらぶき、きのこ等の佃煮

寒さが増すにつれ辛みが出てくるのが
特徴。ご飯に乗せても、そのままお茶う
けにしても楽しめます。

■売店：JA農産物直売所あふり～な伊勢原店
■TEL：0463-95-3140

大山菜栽培組合
おおやま菜漬

300年の伝統を受け継ぎ、工房で一つ
一つ手作りしています。重心が高くよく
回るのが特徴です。

■売店：（有）西の茶屋（大山614）
■TEL：0463-93-3399／FAX：0463-92-5678
［営業時間］10：00～17：00

有限会社西の茶屋
大山こま

木肌のぬくもりを感じながら、一
つ一つ丁寧に作り上げています。
お土産や贈答品にも最適。

■売店：ゑびすや土産品店（大山647 ）
■TEL：0463-95-2263（ＦＡＸ兼）
［営業時間］8：00～17：00

ゑびすや土産品店
大山こま

工房では絵付け体験もできます。
ぜひ親子でチャレンジを※要予約。
詳しくはお問い合わせください。 

■売店：はりまや（大山352）
■TEL：0463-95-2058（FAX兼）
［営業時間］9：00～17：00

はりまや
大山こま

よく回るため金運が回り込む、人生
が滞りなく回ると言われる、家内安全
や商売繫盛の縁起物です。

■売店：金子屋こま参道店（大山585）
■TEL：0463-95-2262（FAX兼）
［営業時間］8：00～17：00

金子屋こま参道店
大山こま、ひょうたんからこま

市内産のらっきょうを使い、2～3週間
下漬けをしてから本漬けする、昔ながら
の農家の漬物です。 

■売店：JA農産物直売所あふり～な伊勢原店
　及び比々多店
■TEL：0463-94-0889又は0463-95-1887

JA女性部あぐりクラブ
らっきょうづけ

明治5年創業以来の伝統を守り、今も変わ
らず鉄のかまどで丁寧に炊いています。 

■TEL：0463-95-2704／FAX：0463-93-6100
［営業時間］9:00～17:00 （休：不定休）

■売店：JA農産物直売所あふり～な伊勢原店　
及び比々多店
■TEL：0463-93-2572
meguri-gelato.com/archives/members/
加藤花園（株式会社めぐりのホームページに掲載）

浮世絵気分で粋なおもてなし!
古来から続く千客万来の縁起物、商売
繁盛・福徳円満を願い幸運を呼び寄せ
る『布まねき』二枚セット。
(有)花呉装
福! 布招きミニ
■売店：花呉装／駅ナカクルリンハウス
■TEL：0463-91-6881／FAX:0463-91-6882
［営業時間］10:00～19:00（休：水曜）
meguri-gelato.com/archives/members/

有限会社大津屋本店
きゃらぶき

しっとりした食感が好評のおまんじゅうと、
創業以来150年受け継いだレシピで作る
練り羊羹です。

■売店：大山まん志 ゔ本舗良辨（大山455）
■TEL：0463-95-2033（Fax兼）
［営業時間］7：00～19：00
（休：水曜（祝日の場合は営業））

大山まん志 ゔ本舗良辨

大山まん志ゔ、あふり嶺、大山羊羹

道灌の家紋で、市の花でもあるキキョウ
が描かれたもなか。
どら焼きにはクルリンの焼き印入り。

■売店：新店（神戸597）／駅ナカクルリンハウス
■TEL：0463-95-1600／FAX：0463-95-0200
［営業時間］8:00～19:00（休：日曜）
www.kanagawa-kankou.or.jp/meika/s
hop/shin_mise/index.html

新店 ききょう最中、
クルリンどらやき

地元農家から土のついた状態の落花生
を仕入れ、自社で加工した一品です。

■売店：うるしばら落花生高森店
  （高森6-1581-8）／駅ナカクルリンハウス／
　ヨークマート伊勢原成瀬店
■TEL：0463-93-8710（FAX兼）
［営業時間］10:00～19:00（休：木曜）

うるしばら落花生

相州落花生、潮吹豆

大山の柿とコンニャクマンナンを丹念に
練り上げた健康志向の人にもお勧めの
ヘルシースイーツです。 

■売店：JA農産物直売所あふり～な伊勢原店
　及び比々多店／駅ナカクルリンハウス
■TEL：0463-94-5352／FAX：0463-95-4536

有限会社大山ウルワシ本舗
大山柿しぐれ

太田道灌ゆかりの山吹の花びらをかた
どったもなか。ゆず餡、白餡、小豆餡と3種
の味を選べます。 

■売店：亀盛堂（伊勢原1-2-16）
■TEL：0463-95-0246
［営業時間］9:00～18:00（休：日曜）

有限会社亀盛堂

歌娘最中

大山こまの形のもなかに粒あんをたっぷり詰
め込みました。程よい甘さをお楽しみください。

■売店：さのや（伊勢原2-3-23）
■TEL：0463-95-0220（FAX兼）
［営業時間］：9:00～18:30
（日･祝9:00～18:00）（休：木曜）
www2u.biglobe.ne.jp/~sanoya/

お菓子の店さのや
大山こま最中、大山日向路、聖峰
大山まいり、丹沢大山めぐり

大山とうふの製造過程でできるおからを
使った味噌。大山の無農薬ゆずのジャム
は無添加が自慢です。

■売店：JA農産物直売所あふり～な伊勢原店／
　駅ナカクルリンハウス
■TEL：0463-91-1551／FAX：0463-91-4551
［営業時間］11：30～17：00（休：月曜、祝日は
営業翌日休み）

夢心亭 甘辛おから味噌、
ゆず茶（ゆずジャム）

ヘルシーで身体にやさしく、小さいお子
さまからお年寄りまで幅広い世代に
ご好評をいただいております。

■売店：和膳照國店舗内
■TEL：0463-92-1919
［営業時間］11：30～21：00（休：月曜）
http://wazen-terukuni.com/

(株)ライブナー 和膳照國
大山豆腐を練り込んだ
鮪ハンバーグ

きのこ問屋が『おいしく食べて健康に』をモットー
に開発したきのこ加工品です。きのこの旨味が
たっぷりの『薬膳きのこ鍋セット』と、伊勢原産
きのこ・地ミルクを使用した『いせはらカレー』

■売店：下記ホームページ又は電話から
■TEL：0463-96-0111
　お問合せ受付 月～土9:00～17:00
https://kinokonojikan.com/

株式会社バイオコスモ
いせはらカレー
薬膳きのこ鍋セット

大山の山裾に広がる畑で夏に収穫した
みかんの実をシロップやジュースに。独特
の爽やかな香りを楽しんでほしいです。

■売店：JA農産物直売所あふり～な伊勢原店
　及び比々多店
■TEL：0463-93-3633(比々多店）
　FAX：0463-92-5840

手創り工房青い実
未完のゆめ（青みかんシロップ）
青みかんのしずく（ストレート果汁）

大山の良質な水と温暖な気候で、丹精込
めて栽培。自然薯を特産品にして、地域
に貢献したいです。 

■売店：オンラインショップ（詳しくは、下記HPで）
■TEL：0463-73-5153／FAX：0463-73-5154
［営業時間］月～金9:00～17:00
http://www.jinenjyo-ooyama.com

株式会社ファームいせはら

自然薯大山、自然薯焼酎
「大山男坂・大山女坂」

大山の麓でたっぷりおひさまを受けた、
低農薬栽培の完熟トマト。4kgの箱は
クルリンのイラスト入り。
※3月中旬～6月中旬に販売

■売店：JA農産物直売所あふり～な伊勢原店
　及び比々多店／柏木牧場
■TEL：0463-94-1309／FAX：0463-91-8960

片野施設園芸
伊勢原トマト

伊勢原の太陽と水で育まれた、甘いだけ
ではない「濃い」トマトを生産しています。

■売店：オンラインショップ（詳しくは、下記HPで）
■TEL：050-3578-1831／FAX：050-3730-6365
https://tsujifarm.com

辻ファーム

Coiinaトマト
Coiinaトマトジュース

「皆さんにおいしい農産物を食べてほしい」という
思いで育てています。季節を感じる新鮮な品が揃っ
ています。※ぶどう、梨は8～9月、柿は9～11月、み
かんは10～3月上旬、いちごは12～5月中旬に販売
伊勢原市園芸協会
ぶどう、梨、柿、みかん、いちご
大山しめじ、しいたけ

大山・阿夫利の
清流で育った
阿夫利清流米
を 包 装 米 飯
(パックご飯）に
しました。

■売店：濱田精麦事務所内(鈴川19)
■TEL：0463-92-2221／FAX：0463-92-2223
［営業時間］8：00～17：00(休：土・日・祝日)

■売店：JA農産物直売所あふり～な伊勢原店
　及び比々多店
■TEL：0463-93-8115／FAX：0463-93-7714

濱田精麦(株)
はるみ ごはん

その日の朝収穫した、もぎたて・新鮮な
きのこ。肉厚な食感が特徴です。

■売店：JA農産物直売所あふり～な伊勢原店
　及び比々多店
■TEL：0463-95-4734

武井きのこ園
生しいたけ、生きくらげ
ひら茸、なめこ

苗から育てた大山在来のとうがらしを
使用し、加工・販売しています。

■売店：鈴木とうがらし店（子易742）
■TEL：0463-94-0228

鈴木とうがらし
一味とうがらし
七味とうがらし

■売店：柏木牧場（小稲葉7）
■TEL：0463-94-3641／FAX：0463-92-3129
［営業時間］9:00～17:00
http://www.isehara.net/kashiwagi/

TEL：0463-94-3641／FAX：0463-92-3129
株式会社柏木牧場
ハンバーグ、のむヨーグルト
チーズケーキ、牧場プリン

米 Rice

しるく

きくゆう

うたひめもなか

もなかしんみせ

たけ

しおふきまめ

ぜいたく

じねんじょ

こいいな

むしんてい みそ

旬の美味しい魚を-80℃で瞬間冷凍、超低
温で保存、切り身や味付け、干物など冷凍
真空パックの保存用水産加工品です。

■売店：駅北口すぐのマルモト／JA農産物
　直売所あふり～な伊勢原店及び比々多店
■TEL：0463-91-4330／FAX：0463-91-4340
［営業時間］9:00～18:00（休：日曜、祝日、市場休み）

(有)マルモト 相模湾の魚介類
の調理品“とと（魚）”シリーズ“とと（魚）”

あふりおおやま

ようかん　ね

ろうべん

きせいどう

とん
ぶた

こめたに

きっかわ

ほうじゅん

日本遺産のまち 伊勢原　　　　　  セレクト

誕 生 ！ 日 本 遺 産 の ま ち
伊 勢 原 う ま い も の セ レ ク ト

洋菓子 Western sweets 豆腐 Tofu 酒 Liqure

和菓子 Japanese sweets

肉 Meat

農産物農産物 Farm productsFarm products

大
山
こ
ま

さがみおおやまあふりぎゅう


