
別紙 2-2 地産品リスト 

製品名 鷹の巣農林の鹿肉製品 ネット販売 有 

製造者・販売者 プチレスト鷹の巣 

かみしほろ情報館 

ハンターの店主自らが狩猟してきた天然のエゾ鹿肉。 

自然の植物を原料とするエゾ鹿の肉は、食物アレルギーに反応しにく

く、アトピーなどでお悩みの方にも安心。 

 (上士幌町 HP かみしほろん.com HP) 

 

製品名 鷹の巣農林の鹿肉みそ煮缶詰 ネット販売 有 

製造者・販売者 プチレスト鷹の巣 

ハンターの店主自らが狩猟してきた天然のエゾ鹿肉を、柔らかくなる

まで丁寧に時間をかけて煮込みました。 

 

 (上士幌町 HP かみしほろん.com HP) 

 

製品名 鷹の巣農林の鹿肉ジンギスカン ネット販売 有 

製造者・販売者 プチレスト鷹の巣 

ハンターの店主自らが狩猟してきた天然のエゾ鹿肉を、行者にんにく

を入れてジンギスカン風に味付けしました。 

 

 (上士幌町 HP かみしほろん.com HP) 

 

製品名 ゴーシュ羊牧場の仔羊肉 ネット販売 有 

製造者・販売者 ゴーシュ羊牧場 

上士幌町の「ゴーシュ羊牧場」では、主にサフォーク種を季節繁殖、

自然交配で毎年 2月頃に集中して出産させ、5月には離乳した仔羊を放

牧に出し栄養いっぱいの春草を与え伸び伸びと育てている。 

（かみしほろん.com HP） 

 

製品名 十勝ナイタイ和牛 ネット販売 有 

製造者・販売者 Ａコープ上士幌店ルピナ 

生まれも育ちも十勝・上士幌町の町内一貫生産牛。粗飼料は、町内産

乾草と道内産稲わらのみ与えている。濃厚飼料は、高品質にこだわっ

た肥育飼料を上士幌オリジナルメニューにより与えている。卓越した

肥育技術と細やかな管理により、霜降り肉の割にたくさん食べても飽

きない、さっぱりとした牛肉となっている。 

（上士幌町 HP） 
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製品名 十勝ハーブ牛 ネット販売 有 

製造者・販売者  

黒毛和種×ホルスタイン種の交雑牛(F1)のメス牛を 17種類のハーブ入

り飼料で健康的に育てた北海道十勝のブランド牛。 

 

（上士幌町 HP） 

 

製品名 十勝ハーブ牛 塩だけで作ったコンビ

ーフ 

ネット販売 有 

製造者・販売者  

17種類ものハーブを混ぜたエサで長く健康に育てた「十勝ハーブ牛」

から、牛肉本来の味わいと香りを最大限に引き出した、塩だけで作る

究極のコンビーフ。端材肉等を使用せずネックとスネを部位に指定、

その旨み成分とコラーゲンでしっとりととろけるような、コンビーフ

とは思えないジューシーな食感が特徴。化学調味料や発色剤を一切使用せず、自然な素色

と風味を活かしている。                  （かみしほろん.com HP） 

 

製品名 十勝ハーブ牛 ローストビーフ ネット販売 有 

製造者・販売者  

17 種類ものハーブを混ぜたエサで長く健康に育てた「十勝ハーブ牛」

のローストビーフです。長期肥育によりアミノ酸含有量が増え、赤身

肉の旨味を引き出している。 

（かみしほろん.com HP） 

 

製品名 十勝ハーブ牛 味付ホルモン ネット販売 有 

製造者・販売者  

17種類ものハーブを混ぜたエサで長く健康に育てた「十勝ハーブ牛」

から、屠畜後新鮮なうちに洗浄、管理した、臭みがなくあっさりして

とろとろの味わいのホルモン。 

（かみしほろん.com HP） 

 

製品名 豆腐・厚揚げ・凍豆腐 ネット販売 無 

製造者・販売者 大雪工房 

十勝産大袖振大豆を栽培している農家のお豆腐。豆腐１丁の重さは最

低でも６００グラムで、８００グラムに達する時も。大判の厚揚げと

も重量感たっぷり。 

（勝毎 HP） 
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製品名 豆製品 ネット販売 有 

製造者・販売者 Ａコープ上士幌店ルピナ・かみしほろ情報館 

上士幌町産の豆を煮豆・ドライ缶などに加工して提供しています。 

 

（上士幌町 HP） 

 

製品名 白い小豆の羊羹 ネット販売 有 

製造者・販売者  

上士幌町産の白小豆を、丹精込めて練り上げた極上の羊羹です。 

 

（かみしほろん.com HP） 

 

製品名 十勝小豆の羊羹 ネット販売 有 

製造者・販売者  

上士幌町産の豊かな自然に恵まれて育った白小豆を、丹精込めて練り

上げた極上の羊羹です。 

（かみしほろん.com HP） 

 

製品名 JA上士幌町の甘納豆-中長うずら ネット販売 有 

製造者・販売者  

豆の産地、北海道・十勝・上士幌町で丹精込めて栽培された中長うず

らと、上士幌町で採れたシナ(菩提樹)の蜂蜜で甘納豆を作りました。 

（かみしほろん.com HP） 

 

製品名 JA上士幌町の甘納豆-福白金時 ネット販売 有 

製造者・販売者  

豆の産地、北海道・十勝・上士幌町で丹精込めて栽培された福白金時

と、上士幌町で採れたシナ(菩提樹)の蜂蜜で甘納豆を作りました。 

（かみしほろん.com HP） 

 

製品名 JA上士幌町の黒千石大豆 ネット販売 有 

製造者・販売者  

ほのかな甘みと風味、小粒種独特の食感を特徴としますが、生産量が

限られ、幻の黒大豆と呼ばれている。他の黒大豆よりイソフラボンな

どのポリフェノールが多く含まれ、その値は小豆の 2倍と抵抗力や免

疫など抗酸化作用が期待できる機能性食品として注目されています。 

（かみしほろん.com HP） 
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製品名 JA上士幌町のくらかけ大豆 ネット販売 有 

製造者・販売者  

青大豆の一品種で、その模様が馬に鞍をかけたような外見が由来、「パ

ンダ豆」とも呼ばれ親しまれている。海苔に似た独特の風味とコリコリ

した食感が特徴。生産量が少なく希少価値の高い豆で、上士幌町ではく

らかけ大豆の豆腐が販売されている。普通の大豆より脂肪分が少なく、

ベータカロチンやクロロフィル、カルシウムに鉄分と、様々な栄養素が豊富。 

（かみしほろん.com HP） 

 

製品名 JA上士幌町の光黒大豆 ネット販売 有 

製造者・販売者  

「光黒(ひかりくろ)」は北海道で栽培されている黒豆。表面が光沢のあ

るピカピカで、丹波種の黒豆とは違った、見た目にも綺麗な黒豆。  

イソフラボンのほかアントシアニンが含まれているのが特徴。中でも鉄

分は、食品の中でもトップクラス。    （かみしほろん.com HP） 

 

製品名 JA上士幌町の中長うずら ネット販売 有 

製造者・販売者  

北海道を代表するいんげん豆の一種で、種皮の模様がウズラの卵に似

ていることに由来している。豆の本場・中南米ではレッドキドニーな

どとともにお馴染みです。ビタミン(B1、B6、K)やミネラル分が大変豊

富で、とくに亜鉛、葉酸、必須アミノ酸のトリプトファンが顕著です。 

（かみしほろん.com HP） 

 

製品名 JA上士幌町の福白金時 ネット販売 有 

製造者・販売者  

大正金時と同じくいんげん豆の一種で、表皮全体が白くなったような外

見。栽培が難しいため生産量が減少しており、希少な存在となりつつあ

る。食物繊維が 100g当り約 20gと食品の中でもトップクラスで、加熱

調理することで繊維量が増加します。   （かみしほろん.com HP） 

 

製品名 JA上士幌町の大正金時 ネット販売 有 

製造者・販売者  

北海道で栽培されるいんげん豆のうち、金時豆が約 7割、中でもよく知

られているのがこの「大正金時」。カルシウム、鉄分、カリウムが豊富

なほか、豆の中でも繊維質がとくに多く含まれ、加熱調理すると繊維量

が乾燥時よりさらに多くなるという特長がある。 

（かみしほろん.com HP） 
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製品名 ストリングチーズ・モッツアレラチー

ズ・ゴーダチーズ 

ネット販売 有 

製造者・販売者 高木牧場 チーズ工房シロベル 

２０１１年６月、町内で初めてのチーズ工房として高木牧場内にオープ

ンした。「高木牧場の牛乳を生かした、風味のあるチーズを目指してい

ます」と話す高木さんは、牧場の仕事もありチーズ製造にあたるのは月

に５回程度。ゴーダ、モッツァレラ、ストリング、カチョカヴァロ（夏

期限定）を製造している。シロベルのチーズは同町で実施しているふる

さと納税に対する「感謝特典制度」の特産品リストにも入っており、そ

の評価を着実に高めている。          （ほっかいどうナチュラルチーズ HP） 

 

製品名 ミルクジャム ネット販売 有 

製造者・販売者 十勝しんむら牧場 クリームテラス本店 

クリームテラス エスタ店（JR帯広駅内） 

かみしほろ情報館 

十勝しんむら牧場のミルクジャムは牧場で生産した放牧牛乳と北海道

産のグラニュー糖のみを使って熟練のスタッフがじっくりと煮詰めて

つくりました。プレーンをベースにシナモンやラムレーズンを加えた 6

種類のフレーバーをお楽しみいただけます。食べ方はパンにつけたり、

ヨーグルトのソースにしたり、フルーツにもよく合うほか、コーヒーや紅茶に入れて、カ

フェオレやミルクティーにも。 

 (上士幌町 HP かみしほろん.com HP) 

 

製品名 ソフトミックス ネット販売 無 

製造者・販売者 十勝しんむら牧場 クリームテラス本店 

放牧牛乳をたっぷりと使い、安定剤を極力抑え、コクがありなおかつ 

さっぱりとしたソフトクリーム。 

（とかち財団 HP） 

 

製品名 ジェラート ネット販売 有 

製造者・販売者 アイス工房ドリーム 

北海道で最大の生産量を誇る牧場「ドリームヒル」の生乳を使った、

卵不使用のジェラートベースのジェラート。一般的なアイスクリーム

と較べて空気含有量が 35%未満と少なく、密度が濃く味にコクが出てい

る。乳脂肪分においても一般的なアイスクリームの約半分となってい

るので、低カロリーなのに味わい深い。 

（上士幌町 HP） 
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製品名 ケーキ ネット販売 無 

製造者・販売者 ピーコックス 

市街地の郊外に佇む小さな手作り菓子のお店。定番商品のドイツ菓子

「グリゾン」をはじめ、シュークリームやケーキ、焼き菓子など、素

朴だけれど食べごたえのある商品を販売している。 

（上士幌町 HP） 

 

製品名 パン ネット販売 無 

製造者・販売者 アンテナショップ「トカトカ」 

道産小麦や上士幌産食材を活用したパン。 

店内ではパンのほか、十勝ナイタイ和牛のステーキセットやハンバー

ガーなども販売している。 

 

（上士幌町 HP） 

 

製品名 はちみつ ネット販売 有 

製造者・販売者 十勝養蜂園 

かみしほろ情報館 

はちみつはいろんな栄養素がバランス良く含まれた健康食品であり、

砂糖よりもカロリーが低く、アルコールを分解する力があるといわれ

ている。こちらでは、約 8種類のはちみつがありますが、花の種類に

よって味も香りも全く違うのでぜひ食べ比べて違いを感じ、お客様の

好みにあったはちみつを見つけていただければと思います。 

（上士幌町 HP上士幌町観光協会 HP） 

 

製品名 十勝あんこ飴 ネット販売 有 

製造者・販売者 十勝製菓 

JA上士幌町で厳選した上士幌産小豆を使用した贅沢なキャンディ。薄

い飴が割れてあんこが出てくる、高い技術が使われています。 

（かみしほろん.com HP） 

 

製品名 十勝ミルクキャンディ ネット販売 有 

製造者・販売者 十勝製菓 

ナイタイ高原牧場でとれた乳原料を使用した、乳脂肪分 20%の濃厚なミ

ルクキャンディです。 

（かみしほろん.com HP） 

 

 

 

http://www.kamishihoro.jp/page/00000090
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製品名 十勝はちみつキャンディ ネット販売 有 

製造者・販売者 十勝製菓 

十勝養蜂園のシナ蜜をふんだんに使用したはちみつペースト入りのキ

ャンディで、薄い飴からはちみつがあふれ出てきます。 

（かみしほろん.com HP） 

 

製品名 無農薬ハーブグッズ ネット販売 無 

製造者・販売者 TEEPEE 

ハーブは完全無農薬で栽培している。天然のハーブを使ったハーブテ

ィ(約 30種類)やクッキーのほか、ハーブの葉をミックスしたせっけん

やキャットニップという猫の大好きなハーブを使ったおもちゃなども

置いている。              (かみしほろん.com HP) 

 

製品名 十勝石工芸品 ネット販売 有 

製造者・販売者 十勝工芸社 

ギャラリーでは、北海道に生息するフクロウやナキウサギ、エゾシカ

の彫刻、アクセサリーやストーンナイフ、漆黒を生かした宇宙シリー

ズ、オリジナルキャラクター「元気くん」など常時 500点（全て 1品

物）の工芸品を展示・販売している。 

（上士幌町 HP 上士幌町観光協会 HP） 

 

製品名 自然発酵特殊肥料 

「バイオテックの友」 

ネット販売 有 

製造者・販売者 森岡建設 

「バイオテック土の友」とは、上士幌町内の酪農家や町の育成牧場な

どの畜舎敷料に含まれる牛糞と管内養鶏場の計糞を主原料としてい

る。また、副資材としてバーク、オガクズ、麦かん、牧草などを利用

し水分調整を行い、土壌菌自然培養法により製造した有機肥料。「バイ

オテック土の友」の特徴・発酵温度は 70度程度に上昇するため、雑草の種や雑菌は完全に

消滅する。・第一次発酵、第二次発酵の工程を経た完熟肥料。・土の透水性、通気性がよく

なる。                        (かみしほろん.com HPより) 

 

製品名 ゼオライト ネット販売  

製造者・販売者 共成レンテム 

農業用ゼオライト 「とかちゼオライト（園芸用）」 
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製品名 和洋菓子等 ネット販売  

製造者・販売者 水月 

 

 

製品名 気球焼き ネット販売  

製造者・販売者 さつき 

 

 

製品名 ほろんちゃん焼き ネット販売  

製造者・販売者 三千里 

 

 

製品名 韃靼そば・韃靼そば茶・韃靼そば粉・

黒豆きなこ 

ネット販売  

製造者・販売者  

 

 

製品名 味噌・いも団子 ネット販売  

製造者・販売者 山本弘一氏 

 

 


