
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（HP掲載時は非公開） 内容

㈱アプラノス　パティスリーア

プラノス
いもンブラン

パティスリーアプラ

ノス

11月2日（水）

～12月中旬
048-826-5656 http://aplanos.jp 川越さつまいも

提供メニュー：川越のサツマイモを使用したモンブラン

ＰＲポイント：定番のケーキ、モンブランを川越のサツマイモを使用してアレンジしま

した。

(有)二十三夜食品ストアー 食育フェアー
(有)二十三夜食品ス

トアー

11月17日（木）

～21日（月）
048-882-8577 - 埼玉県産の野菜・果物

提供メニュー：学校給食

PRポイント：埼玉県産の野菜・果物をたくさん使用して食べてもらいたい！

花と葉っぱの店プント

プント・ネロ
生花・バラの販売

プント岩槻店

プント・ネロ東大宮

店

11月 048-684-7677 https://96.fs-punto.com/ - 生花のバラをSサイズなどお安く販売等

吉岡青果 草加・越谷の地場野菜販売 吉岡青果
11月15日（火）

～25日（金）
048-942-3341 https://www.pref.saitama.lg.jp/saitama-wassyoi/buy/support/1408.html こまつな、ほうれん草などの地場野菜

草加市旭日町で市内の学校や保育園、病院の給食などの納品事務と小売をしています。

埼玉県の農産物では、地場野菜としてさといもやこまつな、ほうれんそう、長ねぎなど

を取り扱っています。

タウンショップなかとみ
埼玉県産農産物及び菖蒲の

梨の販売
桶川市南2-2-7

11月1日（火）

～20日（日）
048-772-0249 - - 埼玉、桶川産野菜毎日販売

株式会社狭山園

※屋号　和田園

狭山抹茶使用「抹茶もなか

アイス」

自宅：和田園

所沢物産展「よっと

こ」

11月 04-2948-0626 https://www.wadaen.jp/ 抹茶（狭山抹茶）

提供メニュー：狭山抹茶もなかアイス

ＰＲポイント：抹茶本来の味を重視した、色・味・香りの濃い、甘さをひかえた「たべ

る抹茶」と言えるこだわりの挽品です。

知々夫屋 -
西武所沢S.C. B1

知々夫屋売場
11月（毎日） 04-2939-7132 - -

ＰＲポイント：毎日、秩父より秩父及び周辺地域の青果物、加工品を直送し、販売して

います。

㈱苺の里 おいもinバウム

苺の里

StrowberryGargen本

店

未定 090-3914-3200 - さつまいも 提供メニュー：県産さつまいものバウムクーヘン

中島商店
日本スリーデーマーチ応援

隊
東松山市松山町1-1-7

11月4日（金）

～6日（日）
0493-39-2176 - - 日本で一人と思われる鏡字書道実演無料提供会

東秩父村 のごんぼうもち
道の駅　和紙の里ひ

がしちちぶ

11月19日（土）

～20日（日）
0493-82-1223 http://www.higashichichibu.jp/ 東秩父村産のごんぼう　(オヤマボクチ)

提供メニュー：山菜の「のごんぼう」の葉と米粉で作る東秩父村に伝わる伝統食です。

ＰＲポイント：餅には地元産の小豆を使って作った餡子を包みます。「のごんぼうも

ち」は草餅の一種で、通常の餅より粘りや弾力があります。独特な香りはあまりなく、

ヨモギを使った草餅が苦手な人にもお勧めです。

秩父家菓子店 酒まんじゅう

店舗　、JA埼玉ひび

きの あおぞら館、児

玉館、アグリパーク

上里

11月1日（火）

～30日（水）
0495-21-0866 https://www.instagram.com/titibuya.sweets/ 埼玉県産小麦使用 酒まんじゅうを提供します。

秩父家菓子店
行田市産米を使用しただん

ご、草もち
店舗

11月1日（火）

～30日（水）
048-556-7647 - 行田市産米

提供メニュー：だんご、草もち

PRポイント：行田市産米を使用した朝作りのだんご、草もち

小売店（２１）

http://aplanos.jp/
https://96.fs-punto.com/
https://www.pref.saitama.lg.jp/saitama-wassyoi/buy/support/1408.html
https://www.wadaen.jp/
http://www.higashichichibu.jp/
https://www.instagram.com/titibuya.sweets/


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（HP掲載時は非公開） 内容

小売店（２１）

ムラサキイモブレッド 斤屋店舗 未定 0495-71-6774 https://www.instagram.com/kinyabread/?hl=ja ムラサキイモ
提供メニュー：ムラサキイモをあんこにしてパン生地に練り込んで食パンにする

PRポイント：ムラサキイモの色を活かしたパン生地でほんのり甘い

ムラサキイモまんじゅう 斤屋店舗 未定 0495-71-6774 https://www.instagram.com/kinyabread/?hl=ja ムラサキイモ
提供メニュー：ムラサキイモをあんこにしてかぼちゃ生地でつつむ

ＰＲポイント：黄色のかぼちゃ生地とムラサキイモの紫色のコントラストがあざやか

①こむぎっち焼

②上里町産梨と埼玉県産梨

ソフトクリーム

ヴィレッジステー

ション

11月1日（火）

～30日（水）※

通年販売

-
①上里産小麦

②上里産梨（食品ロス削減）

①上里町のマスコットキャラクター「こむぎっち」をあしらったワンハンドグルメ。

②埼玉県産梨ジュースを混ぜたソフトクリームに上里町産梨を添えたソフトクリーム。

姫豚メンチカツサンド
フルーニ（ベーカ

リー）

11月1日（火）

～30日（水）※

通年販売

- 埼玉県産姫豚 地元ブランド豚の姫豚メンチカツを挟んだボリュームたっぷりな総菜パン。

①こむぎっちカマンベール

チーズダックワーズ

②梨みるく饅頭

③梨くりーむ大福

ショッピング

11月1日（火）

～30日（水）※

通年販売

-

①上里産小麦

②上里産梨（食品ロス削減）

③上里産梨（食品ロス削減）

①上里町産小麦を使用した外はサクサク中はふわふわ食感の甘さ控えめのダックワー

ズ。

②上里町、相川梨園の梨ピューレを使用した餡を上里町産小麦を使用したしっとり生地

で包んだお饅頭。

③モチモチした生地に、上里町、相川梨園の梨ピューレを混ぜた生くりーむがたっぷり

入ったとろけるような大福。

さいたま春日部市場 マミーマート TOP春日部店
11月19日（土）

～20日（日）
048-763-3280 - -

概要：埼玉県内産の野菜・果物の販促を実施してもらう。

ＰＲポイント：近いがうまいをアピールし新鮮な農産物を消費者へ

株式会社新しい村 お米の特売日 森の市場結

11月12日、13

日、26日、27日

（第2,4土日）

0480-36-3441 - -

概要：新しい村で苗から育てたお米「村育ちコシヒカリ」を、第2,4土日だけ特別価格

でご提供します。

ＰＲポイント：1kg～量り売り、精米サービスも実施しています。

NPO元気スタンド、元気スタン

ド・ぷリズム合同会社
地元の野菜を食べよう！

元気スタンド・ぷラ

イス（元気スタン

ド・ぷリズム）

11月1日（火）

～30日（水）
0480-48-7372 http://genki.cafe.coocan.jp -

概要：地元野菜を積極的に使用した煮物、和え物中心のお弁当を製造販売しています。

おとなりのコミュニティ喫茶「元気スタンド・ぷリズム」でお召し上がりいただくこと

も出来ます。

PRポイント：揚げ物を極力使わない身体にやさしいお弁当

その他：当日注文、一食だけの配食も承っています。

石太菓子店
幸手産柚子を使ったまん

じゅう・どらやき
石太菓子店

11月1日（火）

～30日（水）
0480-42-0052 - -

・柚子まんじゅう（上用まんじゅう）

　中あん（こしあん）や、もちもちの皮に、柚子の皮や果汁をねりこみ、風味豊かな味

に仕上がっている。

・どらやき

　蜂蜜の風味をおさえ目にして、中あん（白あん）の味をより楽しめるようにしてあ

る。

ＰＲポイント：柚子の風味をさわやかに楽しめるよう、皮やあんの味を工夫してある。

学校給食のコッペパン ブランジェ・アプレ

11月1日（火）

～30日（水）※

通年販売

048-992-0290 - 米粉

提供メニュー：県産米粉を使用したコッペパン

PRポイント：松伏町内の学校給食にも提供させていただき、好評を得ております。

その他：しっとりモチモチ食感！

お米のシフォンケーキ ブランジェ・アプレ

11月1日（火）

～30日（水）※

通年販売

048-992-0290 - 県産米粉
提供メニュー：県産米粉を使用したシフォンケーキ

ＰＲポイント：しっとりふわふわ！カステラのような味わい！

Boulangerie 斤屋

上里レストランプリンス（関越

自動車 上里サービスエリア下り

線）

ブランジェ・アプレ

0495-33-2666

https://www.instagram.com/kinyabread/?hl=ja
https://www.instagram.com/kinyabread/?hl=ja
http://genki.cafe.coocan.jp/


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（HP掲載時は非公開） 内容

小売店（２１）

有限会社くらづくり本舗 芋ようかん
くらづくり本舗・全

店舗　４２店舗

11月1日（火）

～30日（水）※

通年販売

049-225-0225 https://www.kuradukuri.jp/shop/kubo_honten.php 三芳町産べにあずま

提供メニュー：三芳町の「べにあずま」を使用した芋ようかん

ＰＲポイント：川越の特産物・川越名物は、『さつま芋』です。

厳選された「さつま芋」の素材の風味を生かすように、職人が丹念に練り上げました川

越伝統の逸品でございます。

さつま芋のホックリとした美味しさをそのまま蒸し上げて、丁寧に裏ごしをし、芋よう

かんに炊き上げました。

懐かしい故郷の味わいをお楽しみ下さいませ。

川越伝統の味さつま芋の芋ようかんです。

ベーカリーカフェあーとの国
武州松山 いなり寿司　「や

きゅうのおいなりさん」
東松山市和泉町3-15

11月1日（火）

～30日（水）
0493-24-8000 - 県産米と県産野菜を使用した「いなり寿司」弁当

提供メニュー：①やきゅうのおいなりさん＜大吉＞　武州松山いなり寿司5個、付合せ

3種

②やきゅうのおいなりさん＜福笑＞　武州松山いなり寿司2個、付合せ1種

ＰＲポイント：「やきゅうのおいなりさん」は、前日の仕込みからひとつひとつ丁寧に

手作りしています。会議のお弁当、お土産に便利な詰合せです。

https://www.kuradukuri.jp/shop/kubo_honten.php

