
市町村・商工会

no. 市町村名 イベント名 実施場所 開催期間 問合せ先 ホームページ 内容

1 さいたま市 さいたま産農産物マルシェ
まるまるひがしにほん（大
宮区大門町1-6-1）

11月13日（金）～15日
（日）

048-829-1378 10月末公表予定 さいたま市産農産物の即売会

2 ふじみ野市 採れたてふじみ野畑
ふじみ野市役所大井総合
支所玄関脇

11月10日（火） 049-262-9024 地元野菜、狭山茶等農作物の直売

3 ふじみ野市 採れたてふじみ野畑 ふじみ野市役所本庁舎 11月17日（火） 049-262-9024 地元野菜、狭山茶等農作物の直売

4 上尾市 あげお朝市 上尾駅自由通路

11月28日（土）
10：00～12：00
 ※新型コロナウイルス
により時間変更の可能
性あり

048-775-7384

あげお朝市では市内で生産した野菜や花、榎本牧場のヨー
グルト等を農家が直接販売します。毎月第４土曜日の10時0
０分から１２時まで、ＪＲ上尾駅自由通路にて開催します。ぜ
ひお越しください。

5 吉見町 よしみ夕焼け市
埼玉中央農業協同組合
西吉見支店　北側駐車場
（旧SS跡地）

11月10日（火） 0493-63-5015 なし

吉見町内で生産される農産物とその加工品を生産者自らが
直接販売します。農の恵みを実感すること及び地域の交流
の場を作り、加えて地産地消を推進することを目的としてい
ます。

6 川口市 市役所マルシェ
川口市役所第一本庁舎1
階多目的スペース

11月10日（火）　10時～
14時

048-259-7249
https://www.city.kawaguc
hi.lg.jp/soshiki/01110/050
/oshirase/30763.html/

市内産新鮮野菜と川口ならではの魅力的な品々を販売しま
す。

7 熊谷市 熊谷市ウェブ産業祭 インターネットサイト
11月21日（土）～12月
20日（日）

048-588-9987
https://kumagaya-
sangyousai.com/

　本年の熊谷市産業祭は新型コロナウイルス感染症の感染
拡大により中止となりました。
  代わってインターネットでのウェブ産業祭を開催します。こ
のサイトでは、ＰＲ動画のコンテストや送料無料のインター
ネット販売などが行われます。

8 皆野町
ぽろたんのマロングラッセの
販売

道の駅みなの・西武秩父
駅前温泉祭の湯

11月中 0494-26-6260

皮がぽろっと剥けるぽろたんの特性を活かし、ぽろたんをま
るごと使用した優しい味わいのお菓子です。また秩父の「イ
チローズモルト」を使用しすることで、秩父らしさも加わった高
級感のあるマロングラッセになっています。

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01110/050/oshirase/30763.html/
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01110/050/oshirase/30763.html/
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01110/050/oshirase/30763.html/
https://kumagaya-sangyousai.com/
https://kumagaya-sangyousai.com/


飲食店

no. 事業者名 企画・取組名 実施場所 開催期間 問合せ先 ホームページ 使用食材 提供メニュー

1
La campagna（ラ・カ
ンパーニャ）

地元農家さんの素材をふ
んだんに使用したコース料
理

La campagna（ラ・カ
ンパーニャ）

11月1日（日）～30日
（月）

0495-33-6100 http://la-campagna.info/
地元契約農家さん達（7軒）より当日
届く新鮮野菜

11月のおすすめディナーコース

2 (有)割烹　楓 地元野菜を味わおう (有)割烹　楓
11月1日（日）～30日
（月）

048-587-3260
https://www.kappo-
kaede.jp/

にんじん、玉ねぎ、じゃがいも、長ね
ぎ、白菜、大根、ほうれん草

煮ぼうとう、にんじんと玉ねぎのドレッシ
ング、カレー焼きそば

3 せいわ
11月の旬の創作料理
旬野菜の具だくさん玉子と
じスープ

せいわ（自店） 11/1(日)～29(月) 0495-24-8809
かぶ、春菊、カリフラワー、きのこ
（椎茸、しめじ）、たまご

県産の旬野菜と玉子を使った玉子とじ
スープ

4
ピエールピコ
KAWAGUCHI

秋の味覚セットメニュー
ピエールピコ
KAWAGUCHI

11月1日（日）～30日
（月）

048-287-6080
https://hitosara.com/0004
002156/

埼玉県産香り豚
埼玉県産香り豚ポークソティー森の恵
みソース

5 トラットリア アズーリ
珍しいさいたま市産ヨー
ロッパ野菜を店頭販売して
います。

トラットリア  アズー
リ

11月1日（日）～30日
（月）

048-710-5300
http://north.co.jp/trattoria
-azzurri

ヨーロッパ野菜（ゴルゴ、カリフロー
レ、ロマネスコ、チーマ・ディ・ラーパ
など）
かぼちゃ

シェフが直接農家さんから仕入れてき
たさいたま市産のヨーロッパ野菜（ゴル
ゴ、カリフローレ、ロマネスコ、チーマ・
ディ・ラーパなど）の店頭販売を行いま
す。
また店内のメニューにはかぼちゃを使
用したスイーツ（ヨロ研南瓜の温かいト
ルタ）をお召し上がり頂けます。

6
ヤマキ醸造株式会
社

Every day 地産地消
ヤマキ醸造㈱　①直
売店「糀庵」、②お食
事処「紫水庵」

11月1日（日）～30日
（月）

0274-52-7000 https://yamaki-co.com/
季節の野菜（ほうれんそう、にんじ
ん、白菜、かぶなどを予定）

〔糀庵〕県産有機野菜を使用した豆庵
汁セット
〔紫水庵〕県産有機野菜を使用した
豆々菜々御膳等

7 埼玉県庁第二食堂 県産を味わう 埼玉県庁第二食堂
11月12日（木）～13
日（金）

048-824-6291
秩父産豚肉、かぼちゃ、丸系八つ
頭、青菜

12日（木）
「秩父産豚肉と野菜のグリルサラダ」
13日（金）
「県産野菜たっぷりの麺コーナー」
・ＳＰ和麺「ほうとう」
　（かみつ南瓜・丸系八つ頭など）
・ＳＰラーメン「県庁ラーメン」
　（県産青菜）

8
リストランテクワトロ
フォリオ

秋の地産地消フェア
リストランテクワトロ
フォリオ店舗

11月1日（日）～30日
（月）

048-797-8018 https://quattoro.owst.jp/ 彩のきずな、武州和牛、くり
旬の地元野菜サラダ、バーニャカウ
ダ、リゾット、和牛ステーキ、武州和牛
の赤ワイン煮

https://quattoro.owst.jp/


飲食店

9 中国料理蔵王飯店

「ホストタウン料理」10,000
円チャーハンイベント！！
皇帝の海老と鮑とフカヒレ
入り三宝黄金スープ炒飯

中国料理蔵王飯店
11月1日（日）～30日
（月）

049-286-1667
http://r.gnavi.co.jp/b6852
00

彩のかがやき、鶴ヶ島産サフラン、
卵、埼玉産長葱、さいたまヨーロッ
パ野菜

県産彩のかがやき、さいたまヨーロッパ
野菜、地元の食材で作る鶴ヶ島市の島
をイメージしたサフランの黄金スープ炒
飯

10 中国料理蔵王飯店 〇スイーツプレート「鶴」
中国料理　蔵王飯
店

11月1日（日）～30日
（月）

049-286-1667
http://r.gnavi.co.jp/b6852
00

狭山茶（鶴ヶ島）、サフラン（鶴ヶ
島）、越生梅、ゆず（毛呂山）

狭山茶ケーキに梅とゆずの2種ソース、
杏仁豆腐にサフランの黄金ソースかけ

11
ふれあいの里いず
み亭

新ソバ祭り いずみ亭
11月14日（土）～28
日（土）

0495-78-0280 新ソバ 新ソバ粉にて打ったソバの提供

12 中華たつのこ 県産野菜を中華で美味しく 中華たつのこ
11/1（日）～11/30
（月）

048-756-2380
http://cyuuka-
tatunoko.com/

ロロンかぼちゃ、バターナッツかぼ
ちゃ、カリフローレ

ロロンかぼちゃのきのこがけ、ロロンか
ぼちゃのポタージュ

13
そば処くろむぎ＆
ギャラリー久呂無木

〔特栽とろろまつり〕とろろ
蕎麦、とろろ汁蕎麦

そば処くろむぎ＆
ギャラリー久呂無木

11/1（日）～11/29
（日）

048-687-9696
http://park22.wakwak.com
/~kuromugi/eigyouannai.ht
ml

とろろ芋、深谷ネギ他地元野菜
特別栽培農産物指定のとろろ芋を使用
したとろろ蕎麦と、とろろ汁蕎麦

14
地場野菜イタリアン
カポナータ

地場野菜パスタランチ
地場野菜イタリアン
カポナータ

11月1日（日）～３０
日（月）

048-967-0077
https://r.gnavi.co.jp/g5689
00/

ほうれん草、小松菜、さつまいも、そ
の他

県産野菜を使用したパスタ

15 のまっしょ元
元気にたべよう！埼玉
産！

のまっしょ元　店内
11月11日（水）～15
日（日）

0480-53-0817
長ねぎ、だいこん、ほうれん草

長ねぎと大根たっぷり牛もつにこみ　ほ
うれん草おひたし

16 有限会社HIRATA
地場産野菜をいっぱい食
べてがんばろう本庄！

串焼き・串坊主
11月1日（日）～29日
（日）

0495-24-6444
しめじ、エリンギ、えのき、長ねぎ、
鶏もも肉、キャベツ、人参、セロリ、
ブロッコリー

・きのこと鶏肉のホイル焼き
・コールスローサラダ

17
株式会社ユニオン
エースゴルフクラブ

ランチ感謝DAY
ホテルユニオン
ヴェール内レストラ
ンロワール

11月28日（土）～29
日（日）

0494-77-1234
http://www.union-
ace.co.jp/

じゃがいも、くり、さつまいも サーロインステーキセット

18
株式会社ユニオン
エースゴルフクラブ

秩父カボスチーズケーキ
ホテルユニオン
ヴェール内レストラ
ンロワール

11月28日（土）～11
月29日（日）

0494-77-1234
http://www.union-
ace.co.jp

秩父カボス 秩父カボスチーズケーキ

19 カフェヴォアジンヌ 企画名なし カフェヴォアジンヌ
11月1日からなくなり
次第終了

048-664-2868
https://www.facebook.co
m/CafeVoisine

埼玉県産野菜のソルベ（シャーベッ
ト）等、ビーツ、栗、芋

地場産栗を使ったタルト、さつまいも
ケーキ等

20 蕎麦処　権兵衛
おいしい埼玉県産を食べ
よう！！

店舗
11月1日（日）～３０
日（月）

0480-43-2217 https://soba-gonbe.com/
幸手産米、幸手市特産品あい鴨
杉戸産舞茸、いるま野産辛味大根

鴨せいろ蕎麦、鴨南蛮蕎麦、鴨焼、鴨
ソーセージ、辛味おろし蕎麦、舞茸天
けんちんせいろ蕎麦、けんちん蕎麦、
天重、小天丼、小天もり蕎麦、平日限
定ランチ

21 楓庵 新そばフェア 楓庵
11月14日（土）から
30日（月）

0494-66-2917 http://kaedean.jp 長瀞産そば粉 長瀞産そば粉100％使用の十割そば

http://r.gnavi.co.jp/b685200
http://r.gnavi.co.jp/b685200
http://r.gnavi.co.jp/b685200
http://r.gnavi.co.jp/b685200
http://www.union-ace.co.jp/
http://www.union-ace.co.jp/
http://kaedean.jp/


飲食店

22 味衛門
埼玉県産の食材を使用し
た日替わりランチ

浦和合同庁舎内ラ
ンチぼっくす

11/2日(月)～30日
(月)

048-723-1910 http://ajiemon.com/
彩のかがやき(お米)、埼玉県産有
機野菜等

日替わりランチ

23 株式会社ひびき 地産地消メニューの提供 ひびき全店
11月1日（日）～30日
（月）

049-237-1003 http://www.hibiki-food.jp/ 彩の国黒豚、ねぎ
黒豚やきトンと彩の地酒のセットメ
ニュー（飲食店）
地産地消セット（テイクアウト）

24 株式会社アルピーノ
杉戸葱を2種類の料理に
使用してその良さをお客様
に伝える。

素敵屋さん
11月1日（日）～30日
（月）

048-644-9961
http://www.alpino.co.jp/su
teki/

杉戸葱

〇ハンバーグ　杉戸葱味噌ソース（11
月定番メニュー）
〇素敵屋さん名物素敵（ステーキ）丼
に白髪葱にして使用

古利根川流域圃場　有機肥料土栽培
「ホワイトスター」使用

25 株式会社アルピーノ 企画名なし お菓子やさん
11月1日（日）～30日
（月）

048-647-8805
http://www.alpino.co.jp/ok
ashi/

ほうれんそう、狭山抹茶、はちみ
つ、米粉

１　ほうれん草のクッキー
２　氷川の杜サブレ
３　氷川の杜ロール

26 株式会社アルピーノ
埼玉県産の多彩な野菜を
使ってのフルコース

フランス料理アル
ピーノ

11月1日（日）～30日
（月）

048-641-9489
http://www.alpino.co.jp/al
pino/

ベビーリーフ、そばの実、豚肉、
ケール

【贅沢フレンチフルコース】
〇伊達鶏むね肉の自家燻製　三郷市
オオクマ園芸のベビーリーフのサラダ
仕立てロックフォールズチーズのソース
〇本日の鮮魚のポワレ　胡桃油の香る
ソースと入間産そばの実ときのこのソ
テー添え
〇熊谷市　田部井さんの彩の自然豚
のロースト埼玉県産ケールを使ったク
スクスと共に
〇デザート
〇食後のお飲み物

27 株式会社アルピーノ
新鮮な埼玉県産野菜を、
様々な調理法で楽しむ

イタリア料理イルク
オーレ

11月1日（日）～30日
（月）

048-647-2876
http://www.alpino.co.jp/ilc
uore/

深谷葱、ヨーロッパ野菜、さつまいも

１　カルパッチョ　深谷葱のフォンダンを
添えて
２　埼玉県産　野菜のバーニャカウダ
３　埼玉県産さつま芋のチーズケーキ

28

㈱ノースコーポレー
ション　アズーリクラ
シコ（伊勢丹浦和
店）

さいたま市産ロロンカボ
チャのモンブラン

アズーリクラシコ
11月1日（日）～30日
（月）

048-831-5555 http://north.co.jp 埼玉市産ロロンカボチャ

ロロンカボチャのピューレとバターで仕
上げたクリームにイタリア菓子のアマ
レッティを練りこんだセミフレッドと合わ
せました。

29 株式会社　磯屋
上里産小麦をブレンドした
オリジナル「武蔵野うどん」

武蔵野うどん　きや
んち　上里店

11月1日（日）～３０
日（月）

0495-33-0002（店
舗）

http://www.isoya-
net.co.jp/

小麦粉、かぼちゃ、さつまいも、春
菊、ブロッコリーなど

・うどん類
・JAの朝採れ野菜を提供した天ぷら食
べ放題（200円）

30
レストラン　マジェン
タ

古代豚料理に地元の野菜
をそえて

レストラン　マジェン
タ

11月1日(日)～29日
(日)

0495-21-6621
古代豚

古代豚のハンバーグ、古代豚のロール
キャベツ

31
ピッツェリア　武蔵野
山居（むさしのさん
きょ）

埼玉県の牛肉とワインの
マリアージュコース

店舗 11月1日（日）～ 04-2946-9090
https://musashino-
sankyo.net/

所沢産見澤牛　地野菜　秩父兎田
ワイナリーのワイン

所沢産見澤牛の薪窯焼き～地野菜添
え～　赤ワイン

http://north.co.jp/
https://musashino-sankyo.net/
https://musashino-sankyo.net/


飲食店

32 三次郎 埼玉地産地消月間 三次郎
11/1（日）～11/30
（月）

048-688-3311 http://sanjiro.jp/ 彩の国黒豚、タマシャモ 彩の国黒豚のつけ汁そば・うどん

33 ディアボラ大宮店 さいたまを食べよう！ ディアボラ大宮店 通年 048-643-2000 http://north.co.jp 武州和牛、ヨーロッパ野菜
武州和牛のグリルとさいたまヨーロッパ
野菜研究会の野菜グリルをご注文いた
だくと埼玉産の一皿に。

34
㈱ノースコーポレー
ション

地産地消メニューの提供
Bar & trattoria
Diavola

通年 048-824-1511 http://north.co.jp 彩のきずな、彩の国黒豚、武州和牛
彩のきずなと彩の国黒豚を使ったわら
じかつ丼
武州和牛のタリアータ

35
㈱ノースコーポレー
ション

地産地消メニューの提供
ツーリストテーブル
釜の上　秩父うさぎ
だ食堂

11月1日（日）～ 0494-26-6683
http://north.co.jp/tourist-
table

豚肉、ソーセージ、秩父おなめ、地
野菜

埼玉産の豚肉を使ったソーセージや秩
父おなめ、地野菜のサラダうどんなど

36 手打ちそばうどん富
新そばいもまつり　地場産
を食べて当たっちゃおう

手打ちそばうどん富
11月1日（日）～30日
（月）

049-258-1502
https://www.tomesoba.co
m/

そば粉、さつまいも、里芋、ごぼう、
人参、香り豚、米

三芳町産を使用した（そば粉（十割そ
ば））川越いも二色コロッケ、ほうれん
草お浸し、みよっ子セット、さつま芋アイ
ス、こまつ菜アイス
県産角煮（香り豚を使用）米（県産彩の
かがやき）定食等

37 Bar REGO
冬のクラフトビールとさい
たまFOODペアリング

Bar REGO
11月1日（日）～30日
（月）

048-795-8107

https://www.facebook.co
m/pages/category/Bar/B
ar-REGO-
626950304083570/

彩の国黒豚、深谷ネギ
彩の国黒豚のミートピッツァ、深谷ネギ
の和風ピクルス

38 たちばな 企画名なし 店内 11月1日～ 0494-75-2809 なす、かぼす
かぼすサワー、なすを使った出会いカ
レー

39
株式会社ぎょうざの
満洲

埼玉県地産池消月間
埼玉県・東京都内店
舗

11月1日（日）～３０
日（月）

049-273-9333 http://www.mansyu.co.jp/
深谷ネギ・小松菜・玉子・サニーレタ
ス・キャベツ（一部他県産あり）

ネギ塩ラーメン・ネギチャーシュー・や
みつき丼・味玉・枝豆レタスチャーハン・
水餃子(レタス添え）・ファームサラダ

40 Kenの厨房
さいたまヨーロッパ野菜の
皇帝エビの雨恋グリーン
生パスタ

Kenの厨房
11月3日（火）～28日
（土）

049-285-8222
https://kennochubo.gorp.j
p/

さいたまヨーロッパ野菜、狭山茶
さいたまヨーロッパ野菜と鶴ヶ島の抹茶
を練りこんだ生パスタ

41
NPO法人鳩ヶ谷協
働研究所

川口で埼玉産のものを食
べて埼玉を知ろう

炭火焼酒房　譽 11月14日 070-5558-8185
https://gayagaya-
hatogaya.jimdofree.com/2
02011/

大豆、小麦

〇どて焼き（川口の麦味噌使用）
〇ベビーカステラ（埼玉産小麦）
　いずれも、11月14日（土）開催の川口
市産品フェアのみにて販売（場所：ス
キップシティ）

42
サロン・ド・テ・サブリ
エ

近いがうまい埼玉産 大宮ルミネ２　３Ｆ
11月1日（日）～３０
日（月）

048-645-3873 http://sabliertea.com/ 川越芋 秋のミルフィーユ

http://north.co.jp/
http://north.co.jp/
https://www.facebook.com/pages/category/Bar/Bar-REGO-626950304083570/
https://www.facebook.com/pages/category/Bar/Bar-REGO-626950304083570/
https://www.facebook.com/pages/category/Bar/Bar-REGO-626950304083570/
https://www.facebook.com/pages/category/Bar/Bar-REGO-626950304083570/
http://www.mansyu.co.jp/
https://kennochubo.gorp.jp/
https://kennochubo.gorp.jp/
https://gayagaya-hatogaya.jimdofree.com/202011/
https://gayagaya-hatogaya.jimdofree.com/202011/
https://gayagaya-hatogaya.jimdofree.com/202011/
http://sabliertea.com/


百貨店・量販店・小売店

no. 事業者名 企画・取組名 実施場所 開催期間 問合せ先 ホームページ 内容

1 合同会社　西友 埼玉県産野菜フェア 埼玉県内店舗
11月1日（日）～30日
（月）

080-3152-7418
埼玉県内の西友の地場野菜売場にて埼玉県産野菜の販売
※店舗は限定店舗

2
株式会社ヤオコー・
熊谷果実株式会社

埼玉県産野菜のPR 埼玉県内店舗
11月1日（日）～30日
（月）

049-246-7772
http://www.yaoko-
net.com

ミニのぼり等の販促資材を用いて、埼玉県産野菜をPR

3
（株）そごう・西武　そ
ごう川口店

埼玉秩父産野菜販売
そごう川口店食品フロ
ア内（グリーンワール
ド）

毎週金曜日 048-248-2391
埼玉・秩父産の新鮮な野菜販売を毎週金曜日に実施。珍しい
野菜や懐かしい野菜等バラエティ豊かに展開しています。

4 株式会社荒川青果
地場生産可能な野菜全般
の納品月間

熊谷市宮本町24番地
11月1日（日）～30日
（月）

048-521-1251
近在で生産可能な野菜（長葱、ほうれん草、小松菜、大根等）
の販売

5
タウンショップなかと
み

新米地元野採菜の販売 タウンショップなかとみ
11月1日（日）～15日
（日）

048-772-0149 新米地元野採菜の販売

6
やまおか　おかうち
園

お茶ようかん・いちごよう
かんの販売

やまおか　おかうち園
11月1日（日）～30日
（月）

04-2936-0220
県産いちご、狭山茶を使用したようかんの販売。
11月25日（水）から12月31日（木）まで年末全品―割引と粗品を
進呈

7 中島商店 野菜と新米祭り　その他 東松山市松山町1-1-7
11月1日（日）～3日
（火）

0493-39-2176 大根、小松菜他、新米（こしひかり）の販売

8 おおば商店 江南フェア おおば商店 11月15日（日） 048-536-4864
自家農場生産の特別栽培農産物の販売
（米、ごま、小豆、大豆、ささげ等）

9 肉のひろさわ (企画名なし） 店舗（肉のひろさわ） 11/1（日）～11/30（月） 049-292-2007

越生の梅しそメンチ、越生の福耳メンチ、越生の梅コロッケ、越
生の梅しそロールカツの販売

●彩の国黒豚、梅干（越生町産）、豚肉（埼玉県産）、福耳とう
がらしみそ（越生町産）を使用

10
株式会社熊谷青果
市場

埼玉フェア等による販促 アズ熊谷(八百心) 11月上旬～下旬
048-525-2616
(熊谷青果市場野菜
部)

時期の出回り主力商品(葉物類、葱、ブロッコリー)等を中心とし
た売場を作り販促を実施

11
株式会社熊谷青果
市場

埼玉フェア等による販促 (株)八木橋(九州屋) 11月上旬～下旬
048-525-2616
(熊谷青果市場野業
部)

時期の出回り主力商品(葉物類、葱、ブロッコリー)等を中心とし
た売場を作り販促を実施

12
株式会社熊谷青果
市場

埼玉フェア等による販促
(株)カスミ(県内８店舗)
で実施

11月上旬～下旬
048-525-1427
(熊谷青果市場・開
発部)

時期の出回り主力商品(葉物類、葱、ブロッコリー)等を中心とし
た売場を作り販促を実施

13
株式会社熊谷青果
市場

ふるべるアイスキャンディ
販売（埼玉県産の野菜果
物を使用）

熊谷青果市場内店舗
“ふるべるアイスキャン
ディ”常設店舗

11月
048-521-6511 （店
舗直通　048-525-
1751）

http://kumagayaseika.co.j
p/

埼玉県産の野菜、果実を使用したアイスキャンディを販売

14
株式会社熊谷青果
市場

ふるべるアイスキャンディ
販売（県産農産物使用品）

ユープレイス川越西口
モイ・サイタマ・プラス

11月
049-226-8480
（丸広百貨店新規事
業戦略推進部）

埼玉県産の野菜、果実を使用したアイスキャンディを販売

http://www.yaoko-net.com/
http://www.yaoko-net.com/


百貨店・量販店・小売店

15 新井商店株式会社 埼玉県産日本酒フェア 角打ち新井商店川口店
11月1日（日）～30日
（月）

048-256-1010 https://www.arainet.co.jp/ 日本酒販売（物販、飲食にて）

16 ㈱渋谷農園

キウイの入った業務用ブタ
丼のたれの販売、キウイ
シフォン、キウイジャム、農
園キウイ

Qui Qui 渋谷農園 11月1日（日）～ 048-795-8184 https://qui2.info/

キウイを使った業務用豚どんのたれ、キウイのジャム、キウイ
を使ったシフォンケーキ（粉は埼玉県産の紅あかね）の販売

農園のキウイフルーツ（レッドスターキウイ：10月20日から販売
開始予定）
　（グリーンキウイ：11月10日販売開始予定）

17 新幸酒店 埼玉県地産地消 富士見市勝瀬499-28
11月1日（日）～30日
（月）

049-251-0284 なし 埼玉県産お米、お酒の販売

18 吉岡青果 埼玉県野菜特売 吉岡青果 11/20(金)～27(金) 048-942-3341 県産小松菜、長ねぎ、人参、さといも、その他の販売

肉の加藤 11月1日から30日まで 070-5558-8185
https://gayagaya-
hatogaya.jimdofree.com/2
02011/

〇肉の加藤
川口市里947-18　TEL048-281-5628　定休日：水曜
埼玉産小麦を使用した鳩ヶ谷ソース焼きうどん（うどんはふるさ
と認証食品／彩の国優良ブランド品）の販売

とりうみ青果店 11月1日から30日まで 070-5558-8185
https://gayagaya-
hatogaya.jimdofree.com/2
02011/

〇とりうみ青果店
川口市坂下町4-18-10
TEL048-281-0619
定休日：日曜祝日
埼玉産野菜（天候により変更等あり。ねぎ、こまつな、ブロッコ
リーなど。）　の販売
イベント出店11月28日（土）鳩ヶ谷駅夜祭

丸喜屋酒店 11月1日から30日まで 070-5558-8185
https://gayagaya-
hatogaya.jimdofree.com/2
02011/

〇丸喜屋酒店
　川口市大字辻913-12
　TEL048-282-0530
　定休日：日曜
　県産小麦を使用した鳩ヶ谷ソース焼きうどん　(うどんはふるさ
と認証食品／彩の国優良ブランド品。）の販売

20
丸広百貨店
MoisaitamaPlus

県産農産物を使った加工
品の販売（常時販売）

MoisaitamaPlus 11月1日から30日まで 049-293-1905
埼玉川越産トマトを使用したようかん、熊谷産やまいもを使用し
たサブレなどの販売

NPO法人鳩ヶ谷協
働研究所

川口で埼玉産のものを食
べて埼玉を知ろう

19

https://qui2.info/
https://gayagaya-hatogaya.jimdofree.com/202011/
https://gayagaya-hatogaya.jimdofree.com/202011/
https://gayagaya-hatogaya.jimdofree.com/202011/
https://gayagaya-hatogaya.jimdofree.com/202011/
https://gayagaya-hatogaya.jimdofree.com/202011/
https://gayagaya-hatogaya.jimdofree.com/202011/
https://gayagaya-hatogaya.jimdofree.com/202011/
https://gayagaya-hatogaya.jimdofree.com/202011/
https://gayagaya-hatogaya.jimdofree.com/202011/


食品製造業

no. 事業者名 企画・取組名 実施場所 開催期間 問合せ先 ホームページ 使用食材 提供メニュー

1 ㈱福島食品 県産アイテム拡散！ ㈱福島食品
11月2日（月）～11月
30日（月）

049-295-1011
https://www.fuku-
shoku.co.jp

冷凍比企のらぼう菜、紅赤ペースト、ぽ
ろたんペースト、柚子果汁、刻みゆず
他

〇ポロール（東松山市産ぽろたんを使
用したロールケーキ）

2 Ｋふぇありい
ベッチーズ、ベジプリン、ベ
ジェリーの販売

丸広百貨店飯能店
果物コーナー

11月1日（日）～30日
（月）　※常時販売
中

042-978-6803 準備中
ツルクビカボチャ、のらぼう菜、黒大
豆、茶豆、小豆、ラズベリー、ブラックベ
リー

自家農園で育てた農産物を使用した
チーズケーキ、プリンなど

3 福島養蜂場
農産物直売所の店頭で実演
販売

神川町農産物直売
所　あおぞらかん

11月7日（土曜日）～
8日（日曜日）

はちみつ

4 株式会社　河村屋 吟醸粕漬瓜
河村屋直営店舗、
取引先

11月 048-663-0255
https://www.kawamuraya.
co.jp

しろうり
深谷産の白瓜を清流酒造さんの吟醸
粕を使い漬込でいます。

5 御菓子司　花扇 地産地消　彩の国 当店舗 11月1日（日）～30日 048-526-0121 さつまいも　ブルーベリー 芋羊羹　ブルーベリー生大福

6 森乳業株式会社
地産地消月間にあわせて学
校給食の使用に向けて販売
促進

11月1日（日）～30日
（月）

048-554-4139 http://www.morimilk.co.jp 狭山茶
「わたぼく　おいしい狭山茶」200ml LL
（ロングライフ）飲料商品

7 軍配本舗　中家堂 地産地消月間 当店のＨＰにて。
11月1日（日）～11月
30日(月)

048-527-1001 https://gunbai.co.jp 地粉・卵 瓦せんべい（地粉を使用）

8 株式会社ノウカス

ビーツドレッシング、ヒカマ
ジャム、ヒカマ酢、パースニッ
プドレッシング、パースニップ
パースニップ酢等の新商品の
開発

本社 11月 048-538-1197
https://knhttps://knowca
s.org/owcas.org

ビーツ、ヒカマ、パースニップ、菊芋
ビーツドレッシング、ヒカマジャム、ヒカ
マ酢、パースニップドレッシング、パー
スニップパースニップ酢等

9
山崎製パン株式会
社 埼玉工場埼玉第
一工場

ランチパックすき焼き風(深谷
ねぎ入り)&たまご発売

販売先:関東近郊の
スーパー、コンビニ
エンスストア

11/1(日)～
04-2944-5111
(山崎製パン埼玉工
場埼玉第一工場)

山崎製パン（株）
https://www.yamazakipan.
co.jp

ランチパックスペシャルサ
イト
https://www.yamazakipan.
co.jp/lunchindex.html

深谷ねぎ
ランチパックすき焼き風(深谷ねぎ入
り)&たまご

10
ベーカリーカフェ
あーとの国

～おいしく食べて元気になろ
う～

東松山市和泉町3-
15

11月2日（月）～30日
（月）

0493-24-8000 http://www.artnokuni.or.jp
ローストビーク、ローストポーク、米、さ
つまいも

県産牛肉、豚肉のローストを使用した
サンドイッチ、県産の米を使用したいな
りずし、県産さつまいも使用のスイート
ポテト、その他

11 包工房
春日部産、埼玉県産の野菜、
食材を食べよう！

道の駅庄和　屋外
店舗　包工房

11/1（日）～11/30
（月）

090-4416-8635（公
表なし希望）

https://twitter.com/hmop
npntfoglhze

11月の旬の食材　長ネギ、ほうれん
草、ブロッコリー他

春日部巻き（変わり種春巻き）春日部
産、県産の野菜や肉を使用。
・長ねぎチーズ　・人参と黒豚のカレー
他

12
金沢たたらの里加
工センター

JAちちぶ皆野直売所収穫祭
道の駅みなの皆野
直売所

11/1（日）～11/30
（月）

0494-62-4012 とうもろこし、しゃくし菜漬け、ねぎ
とうもろこしを使用したマドレーヌ、かり
んとう、とうもろこし、しゃくし菜漬を使用
したおやき

https://www.fuku-shoku.co.jp/
https://www.fuku-shoku.co.jp/
https://www.kawamuraya.co.jp/
https://www.kawamuraya.co.jp/
http://www.morimilk.co.jp/
https://gunbai.co.jp/
https://knhttps//knowcas.org/owcas.org
https://knhttps//knowcas.org/owcas.org
http://www.artnokuni.or.jp/


食品製造業

13
NPO法人鳩ヶ谷協
働研究所

川口で埼玉産のものを食べて
埼玉を知ろう

和菓子　福家
11月1日から30日ま
で

070-5558-8185
https://gayagaya-
hatogaya.jimdofree.com/2
02011/

埼玉産大豆（みそ。川口の麦味噌まん
じゅう。川口の麦味噌羊羹。）

〇和菓子　福家
　川口市大字辻767-8
　TEL048-283-0298
　定休日：火曜日
　イベント出店11月28日（土）鳩ヶ谷駅
夜祭

https://gayagaya-hatogaya.jimdofree.com/202011/
https://gayagaya-hatogaya.jimdofree.com/202011/
https://gayagaya-hatogaya.jimdofree.com/202011/


直売所等

no. 事業者名 企画・取組名 実施場所 開催期間 問合せ先 ホームページ 内容

1 埼玉県農林公園直売所 地産地消月間祭り 農林公園直売所
11月1日（日）～30日
（月）

048-583-2301
http://sainourin.or.jp/nkouen
/

地元新鮮野菜の販売

2 (有)加藤牧場 埼玉県地産地消フェア 加藤牧場売店
11/1（日）～11/30
（月）

042-984-1414 https://www.baffi.ne.jp
地場産の商品を週替りで割引します。この機会にぜひお
味見下さい。

3 土呂直売部会 土呂直売部会 土呂直売部会館内
11月9日（火）～18日
（木）

048-664-2535
土呂直売部会による地場野菜を新鮮な状態で販売する事
で、近隣の方々に賛同を得て維持して参りました。今後も
この方針を基準に直売所が繁栄する様努力致します。

4 馬宮直売部会 “地元野菜で元気” 馬宮コミニティー

11月3日（火）～27日
（金）の期間のうち、
火曜・金曜の午前11
時から午後2時30分
まで

080-9429-9826

野菜が豊富です
葉物―ほうれん草、こまつな、ねぎその他
根物―大根、さといも、きくいも、ヤーマンその他
地元のお米、もち米

新鮮で安いです。

https://www.baffi.ne.jp/


JAグループ

no. 団体名 企画・取組名 実施場所 開催期間 問合せ先 ホームページ 内容

1 花園農協農産物直売所 じゃがいも収穫体験 花園農協農産物直売所 11月22日（日）～23日（祝） 048-584-1364
お買い上げ金額によりじゃがいもの掘り取り
体験無料

2
JAグループさいたま、埼玉米販
売促進対策本部

埼玉県産新米キャンペーン
県内JA直売所及び県産米
100％使用の対象商品取扱
店

11月1日（日）～30日（月）
※キャンペーン期間／令
和2年9月（新米販売開始）
～12月末日

JA全農さいたま　埼
玉県産新米キャン
ペーン係　048-799-
7000

JAグループさいたまHP
https://www.ja-
saitama.jp/

　「コシヒカリ」「キヌヒカリ」「彩のかがやき」
「彩のきずな」等の県産米100％使用の店頭
精米およびPB精米に貼られている応募券を
専用はがき又は郵便はがきに貼り、必要事
項を記入して応募する。

　抽せんで総勢300名に「彩の国黒豚味噌漬
けセット」「彩のかがやきパックごはん」「彩の
国黒豚にらまんじゅう」が当たる。



宿泊施設

no. 事業者名 企画・取組名 実施場所 開催期間 問合せ先 ホームページ 使用食材 提供メニュー

1
日本郵政株式会社
かんぽの宿寄居

秋のおすすめ一品料理 かんぽの宿寄居
１１月１日（日）～３０
日（月）

048-581-1165
深谷牛、武州和牛、彩さい牛
県産野菜

彩の国ブランド牛食べ比べと埼玉県野
菜のチーズフォンデュ

2 越後屋旅館
秩父かぼすを使用した郷
土料理のアレンジ

越後屋旅館
11/1（日）～11/30
（月）

0494-75-0048 http://www.echigoya.gr.jp
小麦粉、しゃくしな、かぼす、おな
め、ねぎ、エノキ

秩父かぼすとしゃくしなのたらし焼き

3
株式会社　ナチュラ
ルファームシティ

秩父産、埼玉県産野菜を
中心とした、和洋バイキン
グ料理を提供

レストラン　秩父路 11月1日（日）～ 0494-22-2000
http://www.farm-
city.co.jp/

米、しいたけ、かぶ、きゅうり、だいこ
ん、ねぎ、いちご、さつまいも

天ぷら、サラダ、煮込み料理等

http://www.echigoya.gr.jp/
http://www.farm-city.co.jp/
http://www.farm-city.co.jp/


団体

no. 団体名 企画・取組名 実施場所 開催期間 問合せ先 ホームページ 内容

1
（一社）全日本司厨
士協会関東総合地
方本部埼玉県本部

埼玉県地産地消ブランド農産物
を味わう集い

パレスホテル大宮　宴
会場「ローズルーム」

11月30日（月）
パレスホテル大宮
宴会予約　048-647-
3300（代）

https://www.palace-omiya.co.jp/

埼玉県の農畜産物（ワイン・日本酒含む）を使い、県内の西洋司
厨士がメニュー考案し、より多くの県内外の皆様に埼玉県の
「食」の魅力を伝える、年に一度の一夜限りのフルコースディ
ナーになります。
県産野菜の多様性を広く県内外の皆様にＰＲしたいと思いま
す。

2 埼玉県健康長寿課
県産野菜を利用したヘルシーメ
ニューやヘルシーおやつを
ホームページへ掲載

埼玉県健康長寿課
11月１日（日）～１１
月30日（月）

048-830-3585
https://www.pref.saitama.lg.jp/a
0704/kenkomenu/kenko-
recipe.html

県産の野菜を活用したヘルシーメニューとヘルシーおやつを
ホームページで紹介！

埼玉県産野菜を活用し、ビタミンやミネラルを多く含むメニューを
ご紹介します。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkomenu/kenko-recipe.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkomenu/kenko-recipe.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkomenu/kenko-recipe.html


コンビニ

no. 事業者名 企画・取組名 実施場所 開催期間 問合せ先 ホームページ ＰＲポイント

1 株式会社ローソン
ふわふわカフェオレブレッド
（わたぼく牛乳使用）

関東甲信越	販売店舗数
約4800店舗

11月３日（火）～　30
日（月）予定

メディア向け；０３－５４３５－２７
７３（ローソン広報部）
消費者向け；0120-07-3963
（ローソンカスタマーセンター）＊
9:00～17:00（土日、祝日を除く）

http://www.lawson.co.jp/area/k
anto/index.html

１．人気の「ふわふわ」とした触感が楽しめま
す。
２．カフェオレ風味の生地に埼玉県民に愛さ
れている「わたぼく牛乳」を使用したカフェオレ
ホイップをサンド。
３．食べたい時に少しずつ食べられるよう、簡
単に２分割できる仕様。

http://www.lawson.co.jp/area/kanto/index.html
http://www.lawson.co.jp/area/kanto/index.html


体験施設

no. 開催期間 事業者名 イベント・フェア名 実施場所 問合せ先 ホームページ 概要 その他

1
11月1日（月）～20日
（金）
※期間内の土・日除く

(有)綵珠
 （手作りケーキ工房 綵珠）

ゴーヤの佃煮（加工品販売）作
り方説明

ケーキ工房　綵珠 080-3412-3339
作り方を説明し、味をみていただ
き、その後は喫茶をして帰宅いた
だく予定です。

夏、ゴーヤがいっぱいできて余る家
が多くあります。
そんなところの利用ができればと思
います。


