
- 1 - 

 

 
 
 

― 加工品 ― 
 

立山三六そば 

立山町そば推進協議会 【立山町】(H24) 

（TEL: 076-483-4201） 

販売場所：ＪＡアルプス農産物直売所（立山町前沢） 

グリーンパーク吉峰（立山町吉峰野開） 

立山の農家が作った米みそ、立山の農家が作ったにんにくみそ 、 

さといもコロッケ 
（農）いこいの杜 【立山町】(H24,H29) 

（TEL: 076-461-4321） 

ＨＰ：http://ikoinomori.or.jp/ 

主な販売場所：ＪＡアルプス農産物直売所（立山町前沢） 

こうじ味噌、玄米味噌 

西島 守（ビーアンドベッチ 西島ファーム） 

【富山市】(H24) 

（TEL: 076-467-1459） 

販売場所：地場もん屋（富山市総曲輪通り） 

そよかぜ農産物直売所 

減塩やくぜん梅、くずきり梅 梅の精 

氷見稲積梅（株）【氷見市】(H24,27) 

（TEL: 0766-72-2221） 

主な販売場所：氷見あんしん食品（氷見市加納） 

ＨＰ：http://www.himiinazumiume.jp/ 

 

 

赤白ワイン、コンフィチュール（りんご） 

（株）Ｔ－ＭＡＲＫＳ 【氷見市】(H24) 

（TEL: 0766-72-8288） 

ＨＰ：http://www.saysfarm.com/ 

販売場所：セイズファーム（氷見市余川） 

 

 

http://ikoinomori.or.jp/
http://www.himiinazumiume.jp/
http://www.saysfarm.com/
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ラム酒に漬けた干し柿のアイス、 

焦し玉葱のオイル仕立て 

(農)野口営農組合 【南砺市】(H24) 

（TEL: 0763-62-3255） 

ＨＰ：http://www.inaka-rakuen.com/ 

販売場所：薪の音、なやかふぇ（南砺市野口） 

EBA OIL 

(株)健菜堂 【富山市】(H25) 

（TEL: 076-457-2870） 

ＨＰ： https://www.kensaidou.com/ 

販売場所：そよかぜ農産物直売所、アップルサンショウ 

よもぎ餅、豆餅、シャーベット 

農工房長者（株）【砺波市】(H25)（R元） 

（TEL: 0763-32-6862） 

 

販売場所：農園カフェ 農工房長者（砺波市高波） 

唐辛子の葉煮、みょうがの酢漬け 

五箇山そだちの会 【南砺市】(H25) 

（TEL: 0763-67-3007） 

ＨＰ：http://www.gokayama-s.com/ 

販売場所：五箇山そだち直売所（南砺市新屋） 

ヒラメのフィレ、サクラマスのフィレ 

堀岡養殖漁業協同組合 【射水市】(H28) 

（TEL: 0766-86-4240） 

 

販売場所：堀岡養殖漁業協同組合（射水市海竜町） 

さとっころっ 

百笑一喜 【入善町】(H26) 

（TEL: 0765-72-3753） 

ＨＰ： http://terada-farm.com/ 

販売場所：JAみな穂「あいさい広場」（入善町入膳） 

 

※第 1 回地場もん国民大賞(ｴﾝﾄﾘｰ 

518 商品)で銅賞を受賞(H25.11.3) 

http://www.inaka-rakuen.com/
https://www.kensaidou.com/
http://www.gokayama-s.com/
http://terada-farm.com/
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野菜の粕漬け、山菜の塩蔵、 

ラ・フランスジャム、ゆずジャム  など 

立山自然ふれあい館管理組合 【立山町】(H26) 

（TEL: 076-462-8555） 

ＨＰ：http://www.tateyama-nature.sakura.ne.jp/ 

販売場所：立 山自然ふれあい館直売所（立山町四谷尾） 

のし餅、切り餅 など  

(有)山崎田畑耕作 【富山市】(H26) 

（TEL: 076-467-1008） 

   

注文製造販売 

南砺市の小麦に地元野菜を練りこんだパン  

桜ヶ池農産加工組合エキップ 【南砺市】(H26) 

（TEL: 0763-77-1159） 

ＨＰ：http://www2.tst.ne.jp/equipe-1/ 

販売場所：epicerie Cerisier（スリジェ） 

（南砺市立野原東） 

皮むきまこも、カットまこも 

生地まこも生産組合  【黒部市】(H26) 

（TEL: 0765-56-8657） 

 

販売：宇奈月温泉、富山市内レストラン、 

中華料理屋へ直売 

へちま美人茶 

(有)へちま産業 【射水市】(H26) 

（TEL: 0120-5454-87） 

ＨＰ： http://www.hechimaya.co.jp/ 

販売場所：へちまの里（射水市中野） 

はちみつジャム、マフィン、ひとくち蜂蜜 など 

（有）大場養蜂園 【富山市】(H27) 

（TEL: 076-481-8770） 

ＨＰ：http://www.ooba-beekeeping.co.jp/ 

販売場所：大場養蜂園 cafe38（富山市新庄町） 

http://www.tateyama-nature.sakura.ne.jp/
http://www2.tst.ne.jp/equipe-1/
http://www.hechimaya.co.jp/
http://www.ooba-beekeeping.co.jp/
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モミガライト 

（有）グリーンパワーなのはな 【富山市】(H27) 

（TEL: 076-464-6160） 

ＨＰ： http://gp-nanohana.com/ 

販売場所：グリーンパワーなのはな（富山市水橋上桜木） 

ドリＰＯＮ 

（有）ドリームファーム 【入善町】(H27) 

（TEL: 0765-72-0515） 

ＨＰ： http://www.dream-farm.co.jp/chiiki/ 

販売場所：直売所「ララガーデン」（入善町入膳） 

氷見牛の昆布じめ、スモークドビーフ  

（有）たなか 【氷見市】(H27) 

（TEL: 0766-73-1995） 

ＨＰ：http://www.himigyu.com/ 

販売場所：氷見牛専門店 たなか（氷見市朝日丘） 

雪たまねぎの真空パック 

JA となみ野たまねぎ出荷組合 【砺波市】(H27) 

（TEL: 0763-55-6816） 

ＨＰ： http://www.ja-tonamino.jp/tokusan/tamanegi 

販売場所：JAとなみ野直売所「となみ野の郷」 

（砺波市宮沢町） 

柿チップス 

（社福）手をつなぐとなみ野 【小矢部市】(H27) 

（TEL: 0766-68-3822） 

ＨＰ：http://www.tonamino.or.jp/ 

販売場所：桜ヶ池農産物直売所（南砺市立野原東） 

黒部はるかの干しいも、くろべのポテト、 

ふかしいも、グラッセ 等 

小谷 武嗣（(株)大地農産）【黒部市】(H27) 

（TEL: 0765-52-5301） 

Ｈ  Ｐ：http://www.daichinousan.com/ 

販売場所：（株）大地農産 直売所（黒部市田家新） 

http://gp-nanohana.com/
http://www.dream-farm.co.jp/chiiki/
http://www.himigyu.com/
http://www.ja-tonamino.jp/tokusan/tamanegi
http://www.tonamino.or.jp/
http://www.daichinousan.com/
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黒米ろーる、黒米パスタ、 

黒米生うどん、黒米クッキー、黒米せんべい 
 

（有）クリーンみず穂 【朝日町】(H27～28） 

（TEL: 0765-83-3877） 

ＨＰ： http://shinnyuu-mai.jp/ 

販売場所：JAみな穂「あいさい広場」（入善町入膳） 

生絞りジュース（りんご） 

NPO 法人 山田の案山子 【富山市】(H28) 

（TEL: 076-457-2333） 

ＨＰ： http://www.kami-nei.ne.jp/~kakashi/ 

販売場所：ふれあい青空市やまだの案山子（富山市山田小島） 

切り餅（豆、よもぎ、銀杏、紅白）、かき餅 

（株）石田組 【南砺市】(H28) 

（TEL: 0763-58-1024） 

 

販売場所：道の駅福光 

荏胡麻豆腐 

（農）五箇山特産組合  【南砺市】(H28) 

（TEL: 0763-66-2678） 

ＨＰ： http://www.nekonokura.jp/ 

販売場所：卸売のみ  

しいたけ粉末パウダー  

（株）きのこの十兵衛  【黒部市】(H28) 

（TEL:  090-4688-5151） 

ＨＰ： http://kinoko-jubei.com/ 

主な販売場所：のわまーと （黒部市若栗） 

黒豆の旨煮、黒豆蒸しパン 

（農）うなづき食工房  【黒部市】(H28～29) 

（TEL:  0765-65-2037） 

 

販売場所：うなづき食工房 （黒部市宇奈月町浦山） 

http://shinnyuu-mai.jp/
http://www.kami-nei.ne.jp/~kakashi/
http://www.nekonokura.jp/
http://kinoko-jubei.com/
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ヒラメの冷凍フィレ真空パック、 

塩物・味噌漬け等真空パック 

くろべ漁業協同組合 【黒部市】(H29) 

（TEL:  0765-57-0101） 

ＨＰ：http://www.jf-kurobe.jp/ 

主な販売場所：魚の駅「生地」 （黒部市生地中区） 

さつまいもペースト 

(株)ファニーファーム 【富山市】(H29) 

（TEL: 076-433-5678） 

 

販 売：業務用のみ 

果実ジャム・キャンディー 

Vita di frutta 【魚津市】(H30) 

（TEL:  0765-24-9924） 

主な販売場所：魚津市農協、インターネット販売等 

100％やまぶどうジュース、パート・ド・フリュイ 

稲泉農園 【氷見市】(H30) 

（TEL:  0766－72－3545） 

ＨＰ：http://www.ina-farm.com/ 

主な販売場所：自社カフェレストラン、日本橋とやま館 

プチ大門素麺 

大門素麺事業部 【砺波市】(H30)  

（TEL:  0763－32－8600） 

主な販売場所：道の駅、ととやま 

「干しちゃいました」 シリーズ 

 NPO 法人あすなろ倶楽部【滑川市】(H30) 

（TEL:  076-411-9008） 

主な販売場所：きときと市場とやまマルシェ、 

宇奈月麦酒館、ひみ番屋街 

http://www.jf-kurobe.jp/
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袋詰めミックスレタス 

 （農）とやま野菜学園【富山市】(H30) 

主な販売場所：直売所、バロー・アルビスのインショップ 等 

自家農場の牛を使ったコロッケ 

 (株)カシワファーム【立山町】(R元) 

主な販売場所：自家精肉店、レストラン（ライフタイム） 等 

一口ポン菓子せんべい 

(有)Trinity【上市町】(R 元) 

主な販売場所：黒崎屋・県内土産店 等 

ぼべら最中 

 五箇山ぼべら生産部会【南砺市】(R元) 

主な販売場所：菅沼集落内土産店、直売所 等 

小松菜ペースト 

（TEL: 0766-75-9747） 

 (株)葉っぴーFarm【射水市】(R元) 

主な販売先：ネパールレストラン、都内の卸売店 等 

黒にんにく、ガーリックオイル 

（TEL:0765-72-3347） 

 蒼ファーム(株)【入善町】(R元) 

主な販売場所：JAみな穂「あいさい広場」直売所 等 
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― レストラン、カフェメニュー ― 

トマトジュース、トマトリゾット、トマトパフェ など 

（株）森田農園 【高岡市】(H25) 

（TEL: 070-5062-1110） 

ＨＰ：http://moriy.toyama.jp/ 

販売場所：農園 kitchen moriy（高岡市今泉） 

玄米ご飯と野菜の定食等、加工玄米  

（有）COCOCHI 【舟橋村】(H28) 

（TEL: 076-464-5272） 

ＨＰ：http://www.okome-syokudou.com/ 

販売場所：お※食堂（中新川郡舟橋村竹内） 

そば、おにぎり、山菜・タケノコ料理など 

（株）蔵番 【砺波市】(H28) 

（TEL: 0763-37-1114） 

販売場所：増山城 蔵番そば（砺波市増山） 

カップ丼（ロコモコ丼）、ご飯入りパイ 

幸村 多加志 【富山市】(H28) 

（TEL: 080-6360-5637） 

販売場所：HAPPY VILLAGE 41（富山市片掛） 

ぶどうジュース、シャーベット、干しぶどう等 
宮﨑ぶどう園 【砺波市】(H29) 

（TEL: 0763-37-0832） 

ＨＰ：http://www.mbudou.jp/index.html 

販売場所：宮﨑ぶどう園（砺波市東保） 

二八そば、ミニしらす丼 
（有）ファーム・ファーム【富山市】(H30) 

（TEL: 076－467－0969） 

ＨＰ：ＨＰ：http://www.mbudou.jp/index.html  

販売場所：レストランくるが（富山市大沢野） 

http://moriy.toyama.jp/
http://www.okome-syokudou.com/
http://www.mbudou.jp/index.html
http://www.mbudou.jp/index.html
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― 体験農園 ― 

ブルーベリーの摘み取り体験農園 

向中野 芳和 【魚津市】(H28～29) 

（TEL:  090-8093-8070） 

ＨＰ：http://mukainakano.com/ 

場 所：むかいさんちの農園（魚津市大海寺野） 

 

生姜ジュース、生姜ジェラート、 

とうもろこし等の収穫体験 
（有）泰栄農研・庄川峡観光協同組合連携事業体 

【砺波市】(H28～29) 

（TEL: 0763-82-3837） 

ＨＰ： http://taieinouken.blogspot.jp/ 

場所： 道の駅庄川（砺波市庄川町金屋） 

野菜の収穫・ピザ作り体験 

ログログファーム 【南砺市】(H27～28) 

（TEL: 0763-52-9522） 

ＨＰ： http://loglogfarm.net/ 

場所：ログログファーム（南砺市大塚） 

   ※７月～１月下旬頃まで 

 

http://mukainakano.com/
http://taieinouken.blogspot.jp/
http://loglogfarm.net/

