
番号 品目 申請商品 プレミアムの分類 原材料の仕入れ先 量目 申請者 市町村

1 パン ぱみゅ 小麦③特別栽培農産物 小麦粉：生産者 1個
株式会社　味輝

（電話：０４９５－３３－４６２６）
上里町

2 きりもち 米③特別栽培農産物 米：自社生産 500g

3 きりもち（青のり入り） 米③特別栽培農産物 米：自社生産 500g

4 きりもち（玄米もち） 米③特別栽培農産物 米：自社生産 500g

5 のしもち 米③特別栽培農産物 米：自社生産 1.1kg

6 のしもち（青のり入り） 米③特別栽培農産物 米：自社生産 1.1kg

7 のしもち（玄米もち） 米③特別栽培農産物 米：自社生産 1.1kg

8 きりもち 米③特別栽培農産物 米：自社生産 500g

9 玄米餅 米③特別栽培農産物 米：自社生産 500g

10 越谷特産太郎兵衛もち（のしもち） 米②太郎兵衛もち 米：自社生産 900g

11 越谷特産太郎兵衛もち（切りもち） 米②太郎兵衛もち 米：自社生産 900g

12 のし餅（しろ） 米③特別栽培農産物 米：自社生産 800g

13 のし餅（海苔） 米③特別栽培農産物 米：自社生産 800g

14 あられ生地 米③特別栽培農産物 米：自社生産 250g

15 行田在来もめん豆腐 大豆②行田在来 大豆：生産者 180g

16 行田在来よせ豆腐 大豆②行田在来 大豆：生産者 150g

17 青山在来　木綿豆腐 大豆②青山在来 大豆：卸売業者 300g

18 青山在来　絹豆腐 大豆②青山在来 大豆：卸売業者 300g

19 極上ぴっかり絹とうふ 大豆②小川青山在来 大豆：生産者 350ｇ

20 極上ぴっかりもめんとうふ 大豆②小川青山在来 大豆：生産者 350g

21 極上ぴっかりよせ豆腐 大豆②小川青山在来 大豆：生産者 230g

22 極上ぴっかりざる豆腐 大豆②小川青山在来 大豆：生産者 500g

23 霜里きぬ 大豆②おがわ青山在来 大豆：生産者 350ｇ

24 霜里もめん 大豆②おがわ青山在来 大豆：生産者 350ｇ

25 霜里ざるとうふ 大豆②おがわ青山在来 大豆：生産者 500g

26 霜里おぼろ豆腐 大豆②おがわ青山在来 大豆：生産者 270g

27 枝豆豆富 大豆③行田在来 大豆：生産者 150g
社会福祉法人　一粒

（電話：０４８－５４７－２０６４）
鴻巣市

28 150g

29 100g

30 比企のらぼう菜醤油漬け 比企のらぼう菜：生産者 100g
埼玉中央農業協同組合

(電話：０４９３－２２－３３２１）
東松山

31 150g

32 230g

33 埼玉青なすのみそ漬け なす②埼玉青なす 青なす：生産者 1個
サトルファーム　大塚悟

(電話：０４９５－２２－６８２０）
本庄市

34 比企のらぼう菜辛子酢みそ漬け
比企のらぼう菜②比企の
らぼう菜

比企のらぼう菜：生産者 100g
埼玉中央農業協同組合

(電話：０４９３－２２－３３２１）
東松山

35 比企のらぼう菜辛子酢みそ漬
比企のらぼう菜②比企の
らぼう菜

比企のらぼう菜：生産者 100g
マルツ食品株式会社

（電話：０４８－５８５－３３８０）
深谷市

36
農産物漬物
（塩漬け類）

埼玉県産発芽大豆塩漬
発芽大豆②妻沼赤豆、
赤豆、借金なし、箕田在
来、花園在来、行田在来

大豆：卸売業者 120g
マルツ食品株式会社

（電話：０４８－５８５－３３８０）
深谷市

大豆：卸売業者 深谷市
マルツ食品株式会社

（電話：０４８－５８５－３３８０）

(有)とうふ工房わたなべ

マルツ食品株式会社
（電話：０４８－５８５－３３８０）

ふるさと認証食品プレミアム　認証食品一覧表　（令和３年５月末現在）

鴻巣市

も　ち
宮代町

幻の発芽大豆みそ漬

比企のらぼう菜：生産者

（製品数：１６９製品　業者数：47業者）

越谷市

桶川市

社会福祉法人　一粒
（電話：０４８－５４７－２０６４）

吉川市

越谷太郎兵衛もち協議会加工部
（電話：０４８－９７５－００６２）

有限会社中井農産センター
（電話：０４８－９８２－７８７５）

春日部市

島村　敦子
（電話：０４８０-３４-５３０３）

川鍋美智子
（電話：０４８－７４６－３９６０）

㈱三代目清水屋
（電話：０４９３－７２－０６２２）

小川町

株式会社手造り屋
（電話：０４８－７２８－０１３５）

発芽大豆②妻沼赤豆、
赤豆、借金なし、箕田在
来、花園在来、行田在来

深谷市

豆　腐

農産物漬物
（しょうゆ漬け

類）

比企のらぼう菜②比企の
らぼう菜

比企のらぼう菜醤油漬

農産物漬物
（みそ漬け類）



番号 品目 申請商品 プレミアムの分類 原材料の仕入れ先 量目 申請者 市町村

37 150g

38 270g

39
あんのさんちの手作り白いいちじく
ジャム

いちじく③特別栽培農産
物

いちじく：自社生産 150g

40
あんのさんちの手作りブルーベ
リー＆ラムジャム

ブルーベリー③特別栽培
農産物

ブルーベリー：自社生産 150g

41 ブルーベリージャム
ブルーベリー③特別栽培
農産物

ブルーベリー：生産者 135g
こうなん農産加工倶楽部

（電話：０４８－５３６－８７９９）
熊谷市

42
ブルーベリージャム
（プレザーブスタイル）

ブルーベリー③特別栽培
農産物

ブルーベリー：生産者 260g
狭山ベリーランド　森田満平

（電話：04-2958-8000）
狭山市

43 ブルーベリーソース
ブルーベリー③特別栽培
農産物

ブルーベリー：自社生産 220ｇ
田村　勝

(電話：０４９５－７６－２４０５)
美里町

44 ブルーベリーフルーツソース
ブルーベリー③特別栽培
農産物

ブルーベリー：自社生産 220ｇ
池田ブルーベリー園　池田政喜
（電話：０４９５－７６－２０５３）

美里町

45 とまとジャム トマト③特別栽培農産物 トマト：生産者 280g
ヨウダトマト園　養田彰男

(電話：０４８－５７２－３８２４)
熊谷市

46 ブルーベリージャム
ブルーベリー③特別栽培
農産物

ブルーベリー：生産者 160g
池田ブルーベリー園　池田政喜
（電話：０４９５－７６－２０５３）

美里町

47 栗のシロップ煮 栗のしぶかわ煮 栗③特別栽培農産物 栗：生産者 480g
こうなん農産加工倶楽部

（電話：０４８－５３６－８７９９）
熊谷市

48 彩のほんもろこ（ペット容器） ホンモロコ⑤彩のもろこ ホンモロコ：自社生産 60g
海北律子

（電話：０４９５－７２－７１４９）
本庄市

49 彩のもろこ煮 ホンモロコ⑤彩のもろこ ホンモロコ：自社生産 220g
（有）鈴木養魚場

（電話：０２８０－６２－１１５１）
加須市

50 彩のもろこ甘露煮 ホンモロコ⑤彩のもろこ ホンモロコ：生産者 50g
いなか茶屋きんしょう（田中金正)

（電話：０４９５－７２－５５２０）
本庄市

51 85g

52 180g

53
ハム類

（ロースハム）
小江戸黒豚ロースハム 豚④優良生産管理農場 豚：自社生産

100g当
850円

㈲大野農場
ハム・ソーセージ工房ミオ・カザロ

（電話：０４９－２２６－０８６１）
川越市

54 小江戸黒豚ボンレスハム 豚④優良生産管理農場 豚：自社生産
100g当
700円

55 小江戸黒豚パストラミハム 豚④優良生産管理農場 豚：自社生産
100g当
730円

56 ハム類 生ハム　スライス 豚④優良生産管理農場 豚：自社生産
100ｇ当
2500円

57 小江戸黒豚フランクフルター 豚④優良生産管理農場 豚：自社生産
100g当
390円

58 小江戸黒豚ヤークトヴルスト 豚④優良生産管理農場 豚：自社生産
100g当
530円

59 小江戸黒豚ニュールンベルガー 豚④優良生産管理農場 豚：自社生産
100g当
430円

60 小江戸黒豚シュヴァインス 豚④優良生産管理農場 豚：自社生産
100g当
430円

ホンモロコ：自社生産
川島敏雄

（電話：０4８０－６１－５３１６）
ホンモロコ⑤彩のもろこ

㈲大野農場
ハム・ソーセージ工房ミオ・カザロ

（電話：０４９－２２６－０８６１）

あんのファーム　阿武清昭
（電話：０４９５－７６－００６９）

美里町

川越市

彩のもろこ煮付 加須市

あんのさんちの手作りブルーベ
リージャム

ブルーベリー：自社生産

川越市

ブルーベリー③特別栽培
農産物

㈲大野農場
ハム・ソーセージ工房ミオ・カザロ

（電話：０４９－２２６－０８６１）

魚の甘露煮

ソーセージ

ハム類
（ボンレスハ

ム）

ジャム類



番号 品目 申請商品 プレミアムの分類 原材料の仕入れ先 量目 申請者 市町村

61 ジェラート（しぼりたてミルク） 乳④優良生産管理農場 乳：自社生産 100ml

62 ジェラート（しぼりたてミルク　その場でお召し上がり） 乳④優良生産管理農場 乳：自社生産 100ml

63 高麗王甘酒アイス（アイスミルク） 乳④優良生産管理農場 乳：生産者 100ml
長澤酒造㈱

（電話：０４２－９８９－０００７）
日高市

64 手づくり　しぼりたてミルク 乳④優良生産管理農場 乳：生産者 100ml

65 おごせ手づくり　梅アイス 乳④優良生産管理農場 乳：生産者 100ml

66 おごせ手づくり　ゆずアイス 乳④優良生産管理農場 乳：生産者 100ml

67 おごせ手づくり　うめりんアイス 乳④優良生産管理農場 乳：生産者 100ml

68 90ml

69 ４L

70 90ml

71 ４L

72 90ml

73 ４L

74 一心 米①彩のかがやき 米：生産者 2枚入り

75 ○味 米③特別栽培農産物 米：生産者 11枚入り

76 味たより（醤油） 米③特別栽培農産物 米：生産者 2枚入り

77 味たより（ごま）
米・ごま③特別栽培農産
物

米・ごま：生産者 2枚入り

78 味たより（青のり） 米③特別栽培農産物 米：生産者 2枚入り

79 味たより（えび） 米③特別栽培農産物 米：生産者 2枚入り

80 かぞ　彩のかがやき「さざなみ」かわのりサラダ 米③特別栽培農産物 米：生産者 2枚入り

81 かぞ　彩のかがやき「さざなみ」かわのり白醤油 米③特別栽培農産物 米：生産者 2枚入り

82 かぞ　彩のかがやき「さざなみ」ごま醤油 米③特別栽培農産物 米：生産者 2枚入り

83 かぞ　彩のかがやき「さざなみ」醤油 米③特別栽培農産物 米：生産者 2枚入り

84 かぞ　彩のかがやき「さざなみ」白醤油 米③特別栽培農産物 米：生産者 2枚入り

85 白いせんべい　えび 米③特別栽培農産物 米：生産者 5枚入り

86 白いせんべい　かわのり 米③特別栽培農産物 米：生産者 5枚入り

87 白いせんべい　こしょう 米③特別栽培農産物 米：生産者 5枚入り

88 白いせんべい　塩味 米③特別栽培農産物 米：生産者 5枚入り

89 白いせんべい　ごま 米③特別栽培農産物 米：生産者 5枚入り

90 白いせんべい　しらす 米③特別栽培農産物 米：生産者 5枚入り

91 古代米なまず煎餅（黒米） 米③特別栽培農産物 米：生産者 1枚入り

92 焼き煎餅紫小丸 米③特別栽培農産物 米：生産者 25枚入り

93 よしかわチップスのり醤油味 米③特別栽培農産物 米：生産者 18枚入り

94 よしかわチップス・紫姫 米③特別栽培農産物 米：生産者 16枚入り

95 よしかわチップス・紫姫和風カレー味米③特別栽培農産物 米：生産者 15枚入り

96 よしかわチップス・一味唐辛子 米③特別栽培農産物 米：生産者 16枚入り

プレミアムジェラート　行田在来大豆の　きなこ

吉川市

行田市

株式会社白鷹食品
（太郎せんべい本舗）

（電話：０４８０－６１－１０４５）
加須市

越生町カタクリの会
（電話：０４９－２９２－３１２１

越生町産業観光課）

日高市

（株）はせがわ農園
(電話：０４８－５５６－６７１８）

乳④優良生産管理農場

乳④優良生産管理農場

乳：生産者

越生町

乳④優良生産管理農場

㈲加藤牧場
（電話：０４２－９８９－２３９５）

有限会社二合半堂まつざわ煎餅
（電話：０４８－９８２－０３０５）

乳：生産者

乳：生産者

米菓
（せんべい類）

プレミアムジェラート　行田在来種の　えだまめ

アイスクリーム類

プレミアムジェラート　生搾り本醸造　酒粕



番号 品目 申請商品 プレミアムの分類 原材料の仕入れ先 量目 申請者 市町村

97 5枚入り

98 10枚入り

99 さいた米せんべい　木の芽しょうゆせんべい 米③特別栽培農産物 米：自社生産 5枚入り

100 さいた米せんべい　木の芽みそせんべい 米③特別栽培農産物 米：自社生産 5枚入り

101 さいた米せんべい　みそせんべい 米③特別栽培農産物 米：自社生産 5枚入り

102 5枚入り

103 10枚入り

104 さいた米せんべい　のり巻きせんべい 米③特別栽培農産物 米：自社生産 5枚入り

105 5枚入り

106 8枚入り

107 さいた米せんべい手焼き 米①彩のかがやき 米：自社生産 5枚入り

108 片面しょうゆ 米①彩のかがやき 米：生産者 6枚入り
都築　孝夫

（電話：０４８－７５２－３９４４）
春日部市

109 揚げあられ 米③特別栽培農産物 米：自社生産 110g

110 網焼きあられ 米③特別栽培農産物 米：自社生産 110g

111 越谷特産太郎兵衛もち（あられ） 米②太郎兵衛もち 米：自社生産 100g
越谷太郎兵衛もち協議会加工部

（電話：０４８－９７５－００６２）
越谷市

112 網焼きあられ 米③特別栽培農産物 米：生産者 135g
和菓子司　まるしん

(048-982-0249)
春日部市

113 みたらし団子 米③特別栽培農産物 米：自社生産 8個入り1ﾊﾟｯｸ

114 草餅 米③特別栽培農産物 米：自社生産 6個入り1ﾊﾟｯｸ

115 玄米ぐるめ米だんご 米③特別栽培農産物 米：自社生産 ３本入り１パック
さいたま農業協同組合

（電話：０４８－６６６－１２５１）
さいたま市

116 焼きだんご 米①彩のかがやき 米：生産者 1本８０ｇ
めん処　みはらし

（電話：０４９３－８２－１３５２）
東秩父村

117 米粉焼きドーナツ
米③特別栽培農産物
卵④優良生産管理農場

米：生産者、卵：生産者 １個

118 米粉焼きドーナツ（ほうれんそう）
米③特別栽培農産物
卵④優良生産管理農場

米：生産者、卵：生産者 １個

119 米粉焼きドーナツ（かぼちゃ）
米③特別栽培農産物
卵④優良生産管理農場

米：生産者、卵：生産者 １個

120 米粉焼きドーナツ（紫いも）
米③特別栽培農産物
卵④優良生産管理農場

米：生産者、卵：生産者 １個

121 米粉焼きドーナツ（にんじん）
米③特別栽培農産物
卵④優良生産管理農場

米：生産者、卵：生産者 １個

122 米粉焼きドーナツ（黒米）
米③特別栽培農産物
卵④優良生産管理農場

米：生産者、卵：生産者 １個

123 吉川マドレーヌ
米①彩のかがやき
卵④優良生産管理農場

米：生産者、卵：生産者 55g
和菓子司　まるしん

(048-982-0249)
春日部市

124 狭山茶横田園手づくり　彩のｼﾌｫﾝｹｰｷ（紅茶）
米①彩のかがやき
卵④優良生産管理農場

米：卸売業者、卵：生産
者

１個

125 狭山茶横田園手づくり　彩のｼﾌｫﾝｹｰｷ（ほうじ茶）
米①彩のかがやき
卵④優良生産管理農場

米：卸売業者、卵：生産
者

１個

126 狭山茶横田園手づくり　彩のクッキー
米①彩のかがやき
卵④優良生産管理農場

米：卸売業者、卵：生産
者

12個

127 狭山茶横田園手づくり　彩の深蒸し茶ボール
米①彩のかがやき
卵④優良生産管理農場

米：卸売業者、卵：生産
者

5個

128 狭山茶横田園手づくり　彩のｼﾌｫﾝｹｰｷ（深蒸茶）
米①彩のかがやき
卵④優良生産管理農場

米：卸売業者、卵：生産
者

１個

129 狭山茶横田園手づくり　彩のほうじ茶ボール
米①彩のかがやき
卵④優良生産管理農場

米：卸売業者、卵：生産
者

5個

130 狭山茶横田園手づくり　彩の和紅茶ボール
米①彩のかがやき
卵④優良生産管理農場

米：卸売業者、卵：生産
者

5個

狭山市

まんじゅう類

有限会社東阜　狭山茶横田園
TOBLOOM

（０４－２９５９－６３０８）

米粉焼菓子類

（有）早野
（電話：０４８－９８３－４００４）

さいた米せんべい　ざらめせんべい

米③特別栽培農産物

米：自社生産

さいたま市

米：自社生産

吉川市

米：自社生産

さいたま農業協同組合
（電話：０４８－６６６－１２５１）

川鍋美智子
（電話：０４８－７４６－３９６０）

有限会社中井農産センター
（電話：０４８－９８２－７８７５）

春日部市

三郷市

さいた米せんべい　しそせんべい

さいた米せんべい　しょうゆせんべい

米菓
（せんべい類）

米③特別栽培農産物

米③特別栽培農産物

米菓
（あられ類）



番号 品目 申請商品 プレミアムの分類 原材料の仕入れ先 量目 申請者 市町村

131 金紋世界鷹　純米吟醸　彩のかがやき 米①彩のかがやき ＪＡ全農さいたま 720ml
株式会社小山本家酒造

（電話：０４８－６２３－００１１）
さいたま市

132 720ml

133 1.8L

134 720ml

135 1.8L

136 720ml

137 1.8L

138 300ml

139 720ml

140 1.8L

141 純米吟醸　さけ武蔵　 米①さけ武蔵 米：酒造組合 720ml
武蔵鶴酒造株式会社

（電話：０４９３－７２－１６３４）
小川町

142 300ml

143 720ml

144 1.8L

145 300ml

146 720ml

147 1.8L

148 菊泉　彩のあわ雪
米①さけ武蔵、彩のかが
やき

米：酒造組合 270ml
滝澤酒造株式会社

（電話：０４８－５７１－０２６７）
深谷市

149 300ml

150 720ml

151 1.8L

152 1800ml

153 720ml

154 きさいの穣　特別純米酒 米①彩のかがやき 米：酒造組合 1.8L
清水酒造株式会社

（電話：０４８０－７３－１３１１）
加須市

155 500g

156 720g

157 500g

158 750g

159 １kg

160 重忠みそ(青大豆）
米①彩のかがやき
大豆②在来青大豆

米：自社生産、大豆：自
社生産

600g
五所大豆作集団

（電話：０４８－５８３－４１０４）
深谷市

161 1㎏
162 500g

163 プリン なめらかプリン 乳④優良生産管理農場 乳：自社生産 90g
㈲加藤牧場

（電話：０４２－９８９－２３９５）
日高市

164 120g
165 70g
166 50g
167 200ml
168 900ml

169 乾めん 地粉うどん　そとのさら 小麦③特別栽培農産物 小麦粉：自家生産 200g
西澤　潤

（電話：０４９３－６５－５５９６）
ときがわ町

牛乳 ノンホモ低温殺菌牛乳 乳④優良生産管理農場 乳：自社生産
㈲加藤牧場

（電話：０４２－９８９－２３９５）

米①さけ武蔵
大豆③特別栽培農産物

えごま油

みそ（米みそ）

㈲加藤ファームおふくろ工房
（電話：０４－２９３４－４９０５）

西澤屋　手づくりみそ

日高市

美里町産えごま油『輝』
－ＫＡＧＡＹＡＫＩ－

えごま③特別栽培農産
物

えごま：生産者
円良田ＥＧＯＭＡクラブ

（電話：０９０ー３３３１－５８３６）
美里町

米：酒造組合

丸大豆みそ

権田酒造株式会社
（電話：０４８－５３２－３６１１）

果実飲料（果
汁入り飲料）

米：ＪＡ全農

鏡山　純米原酒秋あがり（秋限定）

米①さけ武蔵 米：農協

清　酒

鏡山　さけ武蔵大吟醸

米①彩のかがやき

米①さけ武蔵

松岡醸造(株)
(0493-72-1234)

帝松　さけ武蔵純粋酒翠（みどり）

株式会社釜屋
（電話：０４８０－７３－１２３４）

米：酒造組合

池田ブルーベリー園　池田政喜
（電話：０４９５－７６－２０５３）

おおむらさき(純米吟醸） 小川町

川越市
小江戸鏡山酒造（株）

（電話：０４９－２２４－７７８０）

米：酒造組合米①さけ武蔵

熊谷市

美里町

米：酒造組合

米：酒造組合

松岡醸造(株)
(0493-72-1234)

加須市

小川町

米①さけ武蔵

純米酒　越谷宿

ブルーベリー③特別栽培
農産物

鏡山　純米酒

清酒直実 特別本醸造   　　 米①さけ武蔵

清酒直実 特別純米酒   　　

米①さけ武蔵

米①さけ武蔵

米③特別栽培農産物
大豆③特別栽培農産物

大豆：自家生産
米：自家生産

西澤　潤
（電話：０４９３－６５－５５９６）

ときがわ町

ブルーベリー果汁入り飲料 ブルーベリー：自社生産

入間市
米：生産者、大豆：自社
生産

米：農協


