
            １１月は埼玉県地産地消月間です！ 
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○ 埼玉県は７２５万県民を擁し、消費地と生産地が‘近い’農業県 

  ‘近い’を生かし、地域の農産物を地域で消費する「地産地消」を推進  

①消費者にすぐ届いて新鮮 
②生産者の顔が見えて安心 
③ﾌｰﾄﾞﾏｲﾚｰｼﾞが低く環境にやさしい 

■農産物直売所 
 地場農産物を販売している「地
産地消」の拠点施設 

■量販店の地場産コーナー 
 量販店に地場産農産物のコー
ナーを設置 

■埼玉県産農産物サポート店 
 県産農産物を積極的に取り扱う   
小売店や飲食店などを登録 
 

身近で買って食べやすく! 量販店の 
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  2015彩の国食と農林業ドリームフェスタ 
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日 時 

会 場 

内 容 

平成２７年１１月１４日（土）､１５日（日） ９：００～１６：００  

ＳＫＩＰシティ（川口市） 

◇ 旬の県産農産物の販売 
◇ 彩の国米まつり 新米の試食・販売 
   （お米が当たる抽選会あり） 
◇ 埼玉農業大賞表彰 
◇ 木工教室、園芸相談 
◇ 観光農業の紹介 
◇ 特設ステージでのライブ 
◇ ゆるキャラ撮影会 
など盛りだくさん！ 
【入場無料】  昨年度の様子（所沢航空記念公園） 

地産地消月間 

家族で楽しめる県内最大規模の農業祭 

主 催 彩の国食と農林業の祭典実行委員会 

 今年度のポスター 



レストランや飲食店での取組 
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レストランや飲食店において旬の県産農産物が味わえる地産地消メニューを提供 
浦和ロイヤルパインズホテル 

地産地消フェア（11/1～30） 

さいたま野菜のバーニャカウダ 
スタンプラリー（11/1～12/31） 

(株)ぎょうざの満洲 

埼玉県地産地消月間（11/1～30） 地産地消キャンペーン（11/5～30） 

◇ ホテル内のレストラン、 
 ラウンジ８店舗で県産 
 農産物を使った料理が 
 味わえる 

◇ 県内や都内の72店舗で深谷
ねぎ、県産の卵、もやし等を使用し
たメニューを提供 

◇ さいたまヨーロッパ野菜研究会と 
 の共同企画によるスタンプラリーを 
 取引先レストラン 
 25店舗で実施 
◇ 抽選でペアランチ 
 チケットが当たる 

◇ 県内や都内の22店舗で彩の国 
 黒豚、県産の卵や 
 ねぎ等を使用した 
 メニューを提供 

知事メッセージ入りのチラシ 

色鮮やかなヨーロッパ野菜 エビ野菜チャーハン ネギチャーシュー 特上やきとん 

地産地消月間 

(株)ひびき 関東食糧(株) 

ホテルブリランテ武蔵野 
埼玉県地産地消ブランド農産物を 
味わう集い（11/10 18:00～21:00） 

◇ 県内で活躍するシェフ達による県産 
 ブランド農産物を使ったフレンチのフル 
 コースが味わえる  

【予約・問合せ】 ホテルブリランテ武蔵野 ＴＥＬ：048-601-5570 



コンビニ・量販店・ＪＡでの取組 
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◇ 深谷ねぎを使った３商品を県内 
 の全1097店舗で販売（11/24～） 

◇ 深谷ねぎを使った餃子を県内 
 の全１９店舗で販売 
  （11/2～） 

◇ 県内の全１８店舗で「埼玉県 
 フェア」を開催（11/13～15） 
・ ねぎ、ブロッコリー、 
 さといも、こまつな等 
 の県産野菜を販売 

(株)イトーヨーカ堂 

イオン(株) 

(株)セブン-イレブン・ジャパン 
コンビニエンスストアや量販店、ＪＡで県産農産物や県産農産物を使った商品を販売 

(株)与野フードセンター 

◇ 県内の１７店舗で 
 「地元埼玉&諸国 
 うまいもの市」を 
 開催 
 （11/14～20） 

推奨日 推奨日

商品名 商品名

画像 画像

具　材　名 仕上金額 仕上重量 具材比率 金額構成比 具　材　名 仕上金額 仕上重量 具材比率 金額構成比

埼玉うどん 21.62 180 33.8% 13.9% 埼玉うどん 33.75 220 37.1% 19.0%

肉汁うどんゼリー 14.65 250 47.0% 9.4% 肉汁うどんゼリー 17.56 270 45.5% 9.9%

豚肉揚げあん和え 71.67 70 豚肉揚げあん和え 68.21 67

ぶつ切りねぎ 17.59 32 ぶつ切りねぎ 17.70 36

七味唐辛子 1.06 0.2 七味唐辛子 1.06 0.2

126.59 532.20 100.0% 138.28 593.20 100.0%

本体 本体

蓋 蓋 

副資材 副資材

13.82

18.7%
8.85

6.40

合計 178.10

納品価格（税込） 304.26

納品価格（税抜） 281.72

合計 155.66

納品価格（税込） 279.50

納品価格（税抜） 266.19

売価（税抜き） 409.52

売価（税込み） 430

ユニットプライス 80.80

原材料原価率 58.48%

GP％ 35.00%

小計 29.07

平成26年5月18日
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平成25年11月11日

レンジでOK!肉汁うどん

19.2% 58.0%

原材料原価率 63.22%

GP％ 33.86%

売価（税抜き） 425.93

売価（税込み） 460

ユニットプライス 77.55

手巻おにぎり 肉汁うどん 東松山流焼とん  深谷ネギ餃子 

(株)ベルク 

◇ 県内の５８店舗で 
 「地産地消フェア」を 
 開催（11/1～30） 
・ 店頭入口で県産 
 の秋野菜を販売 

ＪＡ  
◇ 県産米のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ販売を実施 

彩のかがやき 彩のきずな 

地産地消月間 

◇ 県内の全店舗で 
  埼玉県フェア開催 
  （11/11～15）  

この機会に県産農産物をたくさん食べて、おいしさを実感してください！ 

地産地消月間の情報は 埼玉県農林部農業ビジネス支援課のＨＰ または 「ＳＡＩＴＡＭＡわっしょい」をご覧ください 

・ JAいるま野（11/1～12/31） 
・ JAあだち野 
  （11/1～） 
・ JAあさか野 
  （11/1､21､22） 


