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　平成30年度に、山梨県立北杜高等学校、北杜市、独立行政法人中小企業基盤整備機構
関東本部が連携してスタートし、令和元年度からは山梨県立北杜高等学校と北杜市の連携
のもと、高校生と市内事業者による魅力ある地域資源を活かした共同商品の開発、同商品
の都内プロモーション・地元常設販売を行っています。
　また、本プロジェクトは、次世代を担う高校生に、地域のすばらしさを再認識してもらい、住み続
けられるまちづくりなどにつなげる、SDGsの開発目標を視野に入れた取組みでもあります。

「山梨県北杜市における『食と農』を活かした
住み続けられるまちづくり推進プロジェクト」とは？

北杜高校生とつくった、美味しいもの

北杜市

人口：46,508人
面積：602.48㎢

37ページでは
北杜の４つの日本一を
ご紹介しております

※令和3年2月1日現在
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Hokuto Hight School and food companies in Hokuto
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▲北杜高校生がプロジェクトへ込めた想い

　山梨県立北杜高等学校は長い歴史と伝統を

持った自然豊かな峡北の地に、大いなる希望と強い

志を抱いた若者が集い、互いに切磋琢磨し、文武に

おいて活発な学びの杜を築き、「北の杜」から世界に

はばたいて欲しいとの願いをこめています。

　また、「杜」は『と』または『もり』と読み、山野に自生

するバラ科の果樹『やまなし』の意味と、樹木に囲ま

れた厳かな場所という意味があります。

▲北杜高校とは

ようこそ北の杜へ
ここは夢が育つ場所

　市内の事業者との商品開発を通じて、北杜市の

魅力を詰め込むことができたと思います。私たちが

開発した商品を食べていただき、北杜市の魅力を

ぜひ味わってください。

　また、このプロジェクトで北杜市のことを知って

もらうきっかけとなり、北杜市への観光、さらには

移住につながれば幸いです。

空を感じる美味しいまち...「北杜」
食べたい！！観たい！！住みたい！！

ー食杜北杜ー

古教創真
古くからの教えを受け継いで、真理を究め、
新たなものを創り出すこと。

校
　
訓

事業者との商品開発ワークショップ

校外での定期的な販売実習

プラタナスの葉と北杜高等学校校章

シンボルツリーのプラタナス

山梨県

北杜市

長野県

静岡県

神奈川県

東京都

埼玉県

群馬県

　食杜北杜は、「山梨県北杜市における『食と農』を活かした住み続けられるまちづくり

推進プロジェクト」の一環として、山梨県立北杜高等学校の総合学科（総合情報ビジネ

ス系列）の生徒と、北杜市内の事業者が共同で商品開発を行った、北杜の美味しさが

詰まったブランドです。

　高校生の自由な発想と、地元素材を知り尽くしたプロの技のコラボレーションで誕生

した魅力たっぷりの商品をぜひお楽しみください。



P.03 P.04

パン／おおよそ300g／冷凍

北杜市白州町横手3288
Tel 080-5434-5273
facebook.com/pluspluskomeko/

米粉plus．
北杜市白州町の静かな山の中。地
元素材を活かした米粉パン・菓子の
店です。米粉ならではの甘い風味、も
ちもち食感をお楽しみいただけます。

パン／500g／冷凍

Kømëkø plüß. Kømëkø plüß.

高校生考案の休日パンのサンドウィッチです。米粉と
相性が良い和テイストの梅ソースが味の決め手！
米粉パンを美味しく、北杜を感じる事ができる工夫を
凝らしたメニューを考えました。北杜でお待ちして
います！

山梨県産米粉を使用したもちもち米粉食パンです。
「お家時間にぴったりな米粉パン」を目指した商品
作りをしました。お客様に美味しく食べてもらう為に
生徒が考案したサンドウィッチレシピをお試しくだ
さい。

山梨県産米粉を使い小麦不使用の米粉パンです。
カスタードクリーム／クランベリーとクリームチーズ／
ベーコントマトの３種類。北杜高校産ケチャップ、
白州平飼いたまごなど厳選素材を使い新食感を
楽しめます。

「色々な味を食べ比べできるパンが作りたい」という
高校生らしい声と「米粉100％でアレルギーの方に
気を遣った商品」という食への関心の高さをもとに
小麦不使用の米粉パンを開発しました。

CONCEPT

店舗外観

休日パン
 梅しそサンドウィッチ

tittottu（ちっとっつ）
 休日パン　

tittottu（ちっとっつ）
 カリッとふわっとNew!

New!

New!
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地元野菜のビーツとかぼちゃを練りこんだ米粉
クッキーです。我が家でも毎年見ることができる
国蝶オオムラサキが優雅に飛んでいる姿を表現
しました。高校生がいつも目にしている景色を想
像しながらご賞味ください。

「高校から見える八ヶ岳連峰」「花壇を飛んでいる
オオムラサキ」「北杜高校シンボルツリーのプラタナ
スの葉」をイメージして、高校生とクッキー型から開
発しました。地元野菜・米粉を使用し色鮮やかな
仕上がりで完成度の高い作品です。

CONCEPT

Kømëkø plüß.

こだわりのカタチ
 米粉クッキー

P.05 P.06

Kømëkø plüß.

焼菓子／60g／常温

北杜市産の香り高いゴボウを低温乾燥させ旨
味を引き出したゴボウチップと、山梨県産米粉を
使用したサクサク食感のスノーボールは、八ヶ岳
の雪景色をイメージして作りました。「おっこ」と
は甲州弁でお菓子という意味です。

北杜市産の香り高いゴボウを低温乾燥させ旨
味を引き出したゴボウチップと、濃厚なキャラメ
ルを合わせました。高校生「一押し！」のごぼうフ
ロランタンは、ほろ苦い大人風味の「おっこ」（甲
州弁でお菓子という意味）です。

焼菓子／70g／常温

焼菓子／75g／常温店舗内観

ゴボウのおっこ
 ごぼうスノーボール

ゴボウのおっこ
 ごぼうフロランタン

5 6



P.07 P.08

北杜市高根町清里3545-264
Tel 0551-48-3369
kiyosatojam.com

有限会社農業法人清里ジャム
『幸せをビンにつめて』を誓いに、
ジャムを通して「食と農」を繋ぎ、
生産者と連携して北杜のおいしい
を創造します。

店舗外観

焼菓子／210g／常温 生菓子／１１０g／冷蔵

Kïÿøßåtø jåm

New!フランス伝統菓子のビスキュイ・ド・サヴォワはアル
プスのサヴォワ地方の焼菓子。毎日見ている八ヶ岳
をイメージに、みんなで考えて完成させました。
「住み続けられるまちづくり」を願って未来に繋ぐ
北杜の名物です。

CONCEPT

高校生の発想で、雪を被った「山の形」の焼菓子
が生まれました。外側はパリッと香ばしく、中側は
ふっくらふわふわ。甘すぎないからジャムとの相性
はバツグンです。北杜のフルーツジャムを添えて
召し上がれ。

ビスキュイ・ド・北杜

ジャムと地元名産の牛乳を掛けて合わせた商品を
つくりたいという高校生の意見を取り入れ「北杜の
白プリン×ジャム」の開発に至りました。高校生の
発想を大切に商用化の可能性を模索し、「高校生
が買いたい商品」をプロデュースしました。

CONCEPT

北杜のブルーベリージャム・ゆずジャムと牛乳が
結ばれて、ツルンとした食感の白いプリンになり
ました。北杜高校の高校生が考案し、清里ジャ
ムが創った、高原生まれのさわやかなデザート
です。

ツルンと白プリン

Kïÿøßåtø jåm

New!

7 8
レストラン提供と店舗販売



P.09 P.10

ジャム／100g／冷蔵

焼菓子／30g／冷蔵

清里ジャムと北杜を愛する高校生が地元の良さ
を知って欲しいと願い、清里の牛乳と国産ビート
糖で、とろーり濃厚でやさしい甘さのミルクジャ
ムを作りました。ミルク好きにはたまらない、北杜
の甘い幸せをビンに詰めてお届けします。

清里ミルクジャム

ずっと住み続けたいという願いをこめて、北杜の高
校生と清里ジャムが考えたジャムを使った焼菓子
のダックワーズ。メレンゲ作りや表面の凸凹、食感
までこだわりが詰まった苦心作。清里ミルクジャム
をサンドした甘さ控えめの高原らしいお菓子です。

清里ダックワーズ

ハンバーグをメインに、北杜市産の美味しいお米
や季節を感じる色とりどりの地元野菜、卵を使った
がっつりワンプレートランチです。八ヶ岳の山々と麓
に広がる景色を思い浮かべながら、自然の恵みを
お腹いっぱい楽しんでください。

八ヶ岳（やつ）めしとは、北杜市らしい八ヶ岳に
広がる自然、季節を感じて欲しいという高校生と
Benchの想いを込めたメニューです。地元の皆さん
はもちろん、八ヶ岳の登山を楽しむ方々にも食べて
ほしい一皿になりました。

CONCEPT

Kïÿøßåtø jåm

八ヶ岳めし
 「八ヶ岳のきらめき」New!

北杜市長坂町長坂上条2533-24
Tel 0551-45-8875
Instagram　bench_nagasaka

Bench
昼は定食、夜はワインや日本酒、
つまみや食事を楽しんでいただく
長坂駅前の小さな食堂です。

店舗外観

Bëñçh
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レストランのみ提供



▲甲州牛のプレミアムハンバーガー
山梨県産黒毛和牛"甲州牛"100％のオリジナルパティと
市内で穫れた野菜のボリューミーなバーガーです。

▲甲州麦芽ビーフのステーキ丼
甲州麦芽ビーフ220ｇのステーキ、ルースターエッグの目玉
焼き、特別栽培米スーパームーン、高根のトマト。全部北杜
市産の食材です。

▲ＲＯＣＫタコライス
甲州麦芽ビーフ、ファーマン玉ねぎ、高根のトマトで仕上げた
スパイシーなタコソース、たっぷり野菜とチーズ、目玉焼きを
トッピング。寒い北杜でメンソーレ！

▲ＲＯＣＫスパイシーカレーうどん
中村農場のホロホロ鳥、フジハラセイメンの全粒粉うどん、
市内で穫れたトマトや玉ねぎをふんだんに使ったオリジナル
カレーペーストを和風だしで整えた奇跡のコラボうどんの
完成です。

▲ホクトなドリア
清里産ジャージーミルクとファーマン玉ねぎのホワイトソース、
人参やほうれん草、トマト等の野菜、八ヶ岳湧水サーモン、
特別栽培米スーパームーンを使ってドリアにしました。

▲ジャージーミルク生チーズムース
清里産ジャージーミルクとヨーグルト、クリームチーズで仕上げ
たトロトロムースに市内で栽培したブルーベリーのソースを
トッピング。

▲クリームチーズのテリーヌ仕立て
クリームチーズ、清里産ジャージーミルク、卵を合わせ蒸し
焼きにしました。ねっとり濃厚な仕上がりです。

▲パンケーキ
清里産ジャージーミルクを使った、ふわふわ仕上げのパン
ケーキです。

P.11 P.12

北杜市高根町清里3545 萌木の村内
Tel 0551-48-2521
rock1971.jp

萌木の村 ROCK
北杜市清里にあるカレーが有名
なレストランです。レストランの地
下ではクラフトビールを醸造して
います。

店舗内観

ROCKカレー

Møëgïñømürå Røçk Møëgïñømürå Røçk

北杜市産の材料を使用することにこだわりつつ、幅広い年
齢層に楽しんでもらいたい数々のメニュー。「気軽にガッツリ
食べられて、インスタ映えするオシャレな商品を作りたい！！」
という高校生のアイデアを取り入れました。

CONCEPT

店舗外観
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※ 全メニュー新規開発、冬季期間限定
 レストランのみ提供

※ 全メニュー新規開発、冬季期間限定
 レストランのみ提供

※全メニュー新規開発、レストランのみ提供
※冬季期間限定旧

新



北杜市産のブルーベリーと2016WBA部門別世
界1位受賞ビール「清里ラガー」を掛け合わせ、
副原料に市内で栽培された梨北米を使用した
ビアカクテルを開発しました。

恋の魔法

Møëgïñømürå Røçk

P.13 P.14

ビール

ビールが苦手な人でもフルーツビアカクテルにする
ことで、誰でも北杜を味わえる商品にしたいという
高校生のアイディアを生かしました。消費意欲が旺
盛で新しいトレンドに敏感な若い女性をターゲット
として、「交流人口」の増加を狙っています。
〈発泡酒／330ml／冷蔵〉

CONCEPT
幅広い方たちに美味しく食べて頂けることをイメー
ジし、沢山のアイデアから好きな食材を連想して、
4種類のソーセージを作りました。カラフルで色々な
味が楽しめるのでお得感があります。好きなパンに
挟んでお召し上がりください。

CONCEPT

ウインナーソーセージ（加熱食肉製品）／240g／冷蔵

4種類の味が楽しめるソーセージセット。北杜市の
素材を使った（ベーコン＋高原レタス）・（りんご＋
ハーブ）・（牛乳＋チーズ）・（カレー＋梨北米）が
楽しめます。軽く焼いてお召し上がりください。

カルテッ豚New!

北杜市白州町白須6807
Tel 0551-35-2927
ham86ham.shop-pro.jp

ソーセージの店 フランク
工場直営販売とお食事を楽しめる
レストラン。リーズナブルに作りたての
商品をお買い求めいただけます。

ビールプラント

※写真はイメージです。
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Fråñk

P.15 P.16

Fråñk

ボロニアソーセージ(加熱食肉製品）／150g／ 冷蔵

ベーコン(加熱食肉製品）／150g／ 冷蔵

パプリカ・ピーマン・ブルーベリーが入ったソーセー
ジとパンチェッタを使い、ロールケーキのように巻い
て作られたオードブルソーセージです。
高校生のアイディアから、北杜の野菜を取り入れ、マ
ンガの骨付き肉をイメージして開発しました。

当店人気のベーコンステーキに、北杜市産唐辛子を
ブレンドしたチリパウダーを使って、高校生のアイディ
アで開発された厚切りのピリ辛ベーコンです。
高校生たちが実際に食べて、辛いけど美味しいと思
える辛さに調整しました。

チョッカラベェコン

ミートロールに
 俺はなる！

直径48cm程の長～いソーセージです。オール
ポークで作られており、食べる箇所によって３種
類（トマト、レモン、オレンジ）の味が楽しめる斬
新なマーブルソーセージとなっています。

長く、インスタ映えがする商品で、色々な味が楽
しめるものという高校生の意見から出来た商品
です。北杜市名産のトマトなどが入っています。
自社単独では思いつけないアイデア商品となり
ました。

CONCEPT

ソーセージ(加熱食肉製品）／240g／ 冷蔵

ナガくね！
 北杜スペシャル

店舗外観
15 16



中村農場の鶏肉だけを使った、ゴロゴロお肉の食
感が楽しいチキンミートソース！最後まで美味しく食
べられる味付けと、たっぷりのボリューム（2人前）で
様々なお料理にお使いいただけます。チキンとは思
えない！？食べ応えの抜群のミートソースです。

高校生のネーミングアイディアを取り入れ、SNS等で
の話題性を意識した商品です。こだわりの地鶏を
贅沢に使用した、旨み・歯ごたえ・ボリュームたっぷり
のミー鶏（とり）ソースは、しっかり召し上がりたい
お一人様はもちろん、誰かとシェアにもオススメです。

CONCEPT

Ñåkåmürå ñøjø

P.17 P.18

北杜市高根町東井出4986-524
Tel 0551-47-5030
nakamuranojo.com

中村農場
八ヶ岳南麓1050mにある自然豊
かな農場です。こだわりの鶏肉や
卵を一貫生産しています。

洋生菓子／90g／冷蔵

洋生菓子／90g／冷蔵

ミートソース／280g（2人前）／常温

みんなでシェアはぴ！!
～中村農場の地鶏でつくった
 ミー鶏（とり）ソース～

八ヶ岳プリン

Ñåkåmürå ñøjø

中村農場の濃厚なオレンジ色の黄身が特徴の
八ヶ岳卵で作ったプリンです。同時開発の白雪姫
プリンと一緒に紅白のプリンセットにすると、見た目
にも縁起良し。食べると更に縁起良し！（笑）　食べ
比べで、卵それぞれの特徴をお楽しみください。

お米を与えて育てたアローカナという品種の鶏が産
んだ、白い黄身とスカイブルーの殻が特徴の珍しい
卵と、地元の牛乳で作った白いプリンです。ゼラチン
を使用せず、卵の力だけで固めました。

白雪姫プリンに
 キュンです

New!

New!

New!
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パイとパフェを融合させた1品。四季によってマス
カルポーネクリームに合う北杜市のフルーツの
ジュレを敷き、フワフワの生クリームとサクサクの
パイ生地で楽しめるパフェになっています。

「インスタ映えするパイ」をコンセプトに、パイ生地
を使った今までにないパフェを考えました。子ども
から大人まで幅広く楽しめるよう食感を工夫し、
見た目の可愛らしさにもこだわりました。

CONCEPT

P.19 P.20

北杜市大泉町谷戸5632
Tel 0551-38-0290
dcn.ne.jp/~skana/paikoubo.htm

八ヶ岳パイ工房
標高1000mの八ヶ岳の麓にある
小さなパイ専門店です。

パイ菓子／1個／冷蔵

北杜市産の野菜や食材をパイ生地からあふれる
くらいゴロゴロふんだんに使用し、ふわふわの
キッシュ生地に流し込み焼き上げました。高校生
のアイディアから、食べた時にパイと具材の食感
が楽しめるようにと作りました。

手軽に食べ歩きができ、小腹の空いた時に食べら
れるパイを作りたいという思いを実現させました。
トマトの利いたミートソースに、清里ミルクプラント
オリジナルのさけるチーズを乗せ、パイ生地に包み
こんがり焼き上げました。

パイ菓子／1ホール　1カット／冷蔵

パイ菓子／1本／常温

New!

ザクッ。な
 seasonパイパフェNew!

New!

北杜の恵みいっパイ
 ふわゴロキッシュ

トマト・チーズ香る！
 ミートマトパイ

Ýåtßügåtåkë
påï køübø

Ýåtßügåtåkë
påï køübø

19 20



P.21 P.22

「野菜を使ったスイーツ」という高校生の意見から、
クッキーに野菜の味を足してみようという案が生まれ
ました。生地にすり下ろしにんじんを混ぜて、野菜
本来のほのかな甘みを演出した一品です。

にんじん
 バターサンド

北杜市小淵沢町4869-1
Tel 0551-36-8100
harvest-t.jp

ハーベストテラス八ヶ岳
目の前に広がる畑で作られた新
鮮な野菜を使ったお料理を堪能
いただける、畑と一体となった体
験型のレストラン

店舗外観

タルトの下層に程よい甘さのいちごのムース、上層
には濃厚かつクリーミーなマスカルポーネソースを
使用し、自家農園で採れた新鮮な『よつぼし』苺
を贅沢に味わえる一品です。

「苺を贅沢に使い、さらに見た目が可愛らしいス
イーツ」という高校生の意見をテーマに作り上げた
一皿です。ムースやマスカルポーネソースの甘さが、
『よつぼし』の程良い甘みと酸味をより一層引き
立てます。

CONCEPT

Hårvëßt tërråçë
Ýåtßügåtåkë

Hårvëßt tërråçë
Ýåtßügåtåkë

よつぼしいちごの
 タルト New!New!

クッキー生地にすり下ろしにんじんを混ぜ込んで、
その前面ににんじんを混ぜ込んだアイシングを施し
ました。こちらも、にんじんのほのかな甘みを楽しめ
て、野菜嫌いのお子様でも美味しく食べられる一品
に仕上げました。

New!

にんじん
 アイシングクッキー

にんじんバターサンド（左）・北の杜クッキー（右）／冷蔵

にんじんアイシングクッキー＆ハーブティー／常温

アイシングクッキー×3、ハーブティー

バターサンド×3、
アイシングクッキー×2

バターサンド
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サツマイモを使った温かなワッフルに、アイスクリーム
「太陽のごちそう」をのせ、季節の野菜をトッピング。
温と冷のコントラストをお楽しみください。アイスを
含め、野菜は全て北杜市産です。デザートとして、
またはコーヒーと一緒にぜひ！！

北杜市明野町上手11928-1
Tel 0551-25-5830
agrimind.co.jp

あけの農さん物直売所
レストラン
日照時間日本一の北杜市明野町の
農産物を中心とした直売所、その２
階にある眺めの良いレストランです。

P.23 P.24

店舗外観 カップアイス／100g／冷凍

店舗内観

地元で育てられたトマトとサツマイモを材料に使っ
たカップアイスです。お野菜はどちらも明野産です。
素材の味を生かしつつ、甘さ控えめで大人子供
問わず気軽に食べられる、栄養たっぷりの身体に
優しい商品です。

太陽のごちそうNew!

野菜嫌いの人でも食べられる、カレーの後にでも
気軽に食べられる、おしゃれなデザートを作りた
い！という高校生の意見を取り入れて作りました。
規格外の野菜を使うことでフードロス削減に繋がれ
ばと思います。

CONCEPT
日照時間日本一の明野町で、太陽の光をたっぷり
浴びて育った味わい深いお野菜を、たくさんの方々
に食べてほしい！という高校生の意見を取り入れて
作りました。

CONCEPT

太陽のいただきNew!

Åkëñø ñøüßåñbütßü
çhøkübåïjø

Åkëñø ñøüßåñbütßü
çhøkübåïjø
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北杜市の清里ミルクプラントのカマンベールチー
ズをふんだんに使い、山梨県産のアカシヤ蜂蜜
で上品な甘さを引き出し、しっとり焼き上げた
フィナンシェです。アカシヤ蜂蜜をたっぷりかけ
てお召し上がりください。

北杜市の美しい星のイメージと特産品である美
味しいチーズを使った商品を作りたいという高校
生の想いを形にすることを楽しみながら試作を重
ねました。カマンベールチーズの風味・特徴を活
かすことにこだわりました。

CONCEPT

北杜市産のじゃがいも、トマト、ベビーリーフ、ブ
ルーベリーをふんだんに使い、隠し味にシナモン
と県産のアカシヤはちみつを使用しています。コ
コナッツオイルの風味とシナモンの香り、トマトの
酸味が絶妙な美味しさです。

「地元で愛される野菜を使いたい！」という高校
生の思いを大事にして取り組んだ身体にやさし
いタルトです。小麦、卵、乳製品を使用していない
アレルゲンフリーとなっております。（※一部にアー
モンド・大豆を含む）

CONCEPT

Kïñßëïkëñ

P.25 P.26

北杜市白州町台ケ原2211
Tel 0551-35-2246
kinseiken.co.jp

金精軒製菓株式会社
いちばん愛している人の為に、を
モットーに明治35年より和菓子を
丹精込めて作り続けて今日に至っ
ています。

焼菓子／1個／常温

店舗外観

焼菓子／２個／常温

星見里
 チーズフィナンシェ 北杜市産ベジタルト

Kïñßëïkëñ
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桜のエキスとピューレを使用したクリームに、北
杜市の北に位置する八ヶ岳の麓「清里」で採れ
た花豆をサンドした“和風マカロン”です。花豆の
食感と桜の香りが春の訪れを感じさせます。

地元食材を使ったマカロンという高校生のリクエス
トに応え、清里地域で採れる花豆と武川地域にあ
る樹齢約2,000年の神代桜をイメージした桜味を
加えたクリームのマカロンにしました。爽やかなピン
ク色で、インスタ映えする商品に仕上げました。

CONCEPT

Shügëtßü

桜と花豆のマカロン

Shügëtßü

P.27 P.28

北杜市武川町三吹2143-31
Tel 0551-26-2759

手づくり和・洋菓子「秋月」
地元の自然素材を積極的に活用
し、手作りで美味しく、ヘルシーと
安心安全にこだわった心通う店
舗を目指しています。

生菓子／5ヶ入／常温（夏季 冷蔵）

スポンジは地元の平飼い卵と夏苺を使用して、可
愛いピンク色に仕上げ、夏苺と練乳入りの特製バ
タークリームをサンドしたロールケーキ。高校生の
アイディアで生まれたキャラクターいち子さんの甘
酸っぱい「初恋物語」をイメージしています。

いち子物語

地元食材を使ったロールケーキという高校生のリク
エストに応え、地元の平飼い卵を使用したスポンジ
に、八ヶ岳南麓の清里地域で採れる高級花豆を合
わせた和風ロールケーキです。ロングサイズには金
粉をあしらい、北杜の星空をイメージしました。

ほくと花豆ロール

生菓子／1個／常温（夏季 冷蔵）

生菓子／1個／常温（夏季 冷蔵）
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白州名水仕込み、八ヶ岳南麓産プレミアム大豆
「すずさやか」を使用したオカラ成分も含まれる
「まるごと大豆飲料」とココナッツミルクをブレン
ドして、厳選された植物性乳酸菌で発酵させた
純植物性ヨーグルトです。

健康意識の高い女性をターゲットとした新しい
ヨーグルトをつくりたいという高校生の意見を取
り入れ、大豆飲料を使用したココナッツヨーグル
トを開発しました。発酵により大豆のイソフラボ
ンも吸収しやすい（アグリコン化）商品です。

CONCEPT

青臭さのない北杜市産大豆「すずさやか」と南ア
ルプスから流れる美味しい水で作った大豆まる
ごと飲料に、柚子果汁とはちみつを加え、植物
性乳酸菌で醗酵させたまろやかで後味スッキリ
な大豆ヨーグルト飲料です。

健康志向のご家庭や美意識の高い女性におスス
メしたいと高校生が考え、開発した商品です。体
に優しい柚子・はちみつ入りで飲みやすい大豆
ヨーグルトは、乳アレルギーのお子さんもお飲み
いただけます。

CONCEPT

Håküßhüÿå måmëkïçhï

P.29 P.30

北杜市白州町台ケ原274-1
Tel 0551-35-3393
h-mamekichi.co.jp

白州屋まめ吉株式会社
地域のこだわり原料を白州名水
にて仕込む清涼飲料水を主力と
する製造メーカーです。

生菓子／150g／冷蔵

本社外観

ソイココナッツ
 ヨーグルト

生菓子／400g／冷蔵

Håküßhüÿå måmëkïçhï

杜の恵
 大豆ヨーグルト
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地元産のリンゴのコンポートとクリームが入ったど
ら焼きです。やわらかい生地とシャキシャキ感を残
したリンゴが心地よいアクセントとなっており、食感
を楽しみながらご賞味いただけます。

北杜市の有名な果物とクリームを使った新食感の
和菓子という高校生のアイデアを取り入れました。
お子様からお年寄りの方まで、みんなに愛されるお
菓子を目指し、ご自宅用でも手土産でも喜ばれる商
品です。

CONCEPT

北杜市長坂町長坂上条2495
Tel 0551-32－2171

久月堂
大正14年創業の老舗の和菓子
店。地元食材をふんだんに盛り込
んだ和菓子を取り揃えています。

Kÿügëtßüdøü Kÿügëtßüdøü

P.31 P.32

生菓子／70g／冷蔵 油菓子／3個／常温

焼菓子／45g／常温

北杜のりんご
 生どら焼き

南瓜餡・さつま芋餡・小豆餡の３種の一口サイズの
餡ドーナツの詰め合わせです。地元の野菜をふんだ
んに使用し、トッピングにはシナモンシュガーをまぶ
しました。再利用もできるプラスチックのつまようじ
は、色の違いで味が分かるようになっています。

さつま芋や南瓜など地元の野菜を練り込み、賽の目
のチーズを混ぜ合わせた餡を、抹茶入りの生地で
包みました。北杜市の豊かな自然を表現したいとい
う高校生のアイディアをもとに、北杜市を取り囲む雄
大な山々をイメージしました。

Sun＆Moon

ほくとのおやま
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Kÿügëtßüdøü

P.33 P.34

生菓子／90ml／冷蔵  （久月堂）

生菓子／90ml／冷蔵  （久月堂）

地元のニンジンとカボチャを練り込んだ２層の牛乳
プリンにクレーム・ヨーグルトを加え、中央にすり下ろ
したにんじんをのせた３層のプリンです。ヘルシーだ
けでなく見栄えも大切にしたい高校生のアイディア
をもとに、北杜のあさひをイメージしました。

北杜市産のブルーベリーを使用したゼリーとレ
モンのゼリーを流し合わせた２層のゼリーです。
食感が柔らかく、見た目も色鮮やかに、北杜市
の夜空に輝く星々を金粉で表現しています。

おはようＳＵＮ≡

ブルベゼの夜空

スターナイトパレード

農家直送で仕入れた北杜市産苺＆ブルーベリー
の無着色無香料の手作りジェラートです。苺のソル
ベとブルーベリーの八ヶ岳ジャージーミルクベース
で２層にし、トップに白州産赤ワインの星型ゼリー
を乗せて夜空のジェラートを表現しました。

高校生にとって印象の強い北杜市の美しい「星空」
をテーマに首都圏近郊の20、30代をターゲットにし
たジェラートを開発しました。北杜市特産のフルーツ
を使用して、SNS層の若い世代にもアプローチでき
る華やかな見た目と味になるよう工夫しました。

CONCEPT 麓ジェラート

北杜市白州町横手2111
Tel 070-4082-6238
facebook.com/fumotogelato/

白州の山麓で手作りしている小さ
なジェラート屋です。地元産の旬
な素材をたっぷり使用し濃いめに
仕上げています。

アイスミルク／120cc／冷凍

Fümøtø gëlåtø

33 34



P.35 P.36

山梨名物のほうとうを、高校生のフレッシュなア
イデアをもとに自社商品として初めてのレトルト
カップ麺にしました。また、賞味期限が長いため
保存食としてもおすすめです。

「すぐ食べられて、世界中に知ってもらえる商品」と
いう高校生のアイデアをコンセプトに「カップほうと
う」を開発しました。レトルト商品のため日持ちし、
電子レンジでの調理なので気軽に手に取ってもら
いやすい商品です。　

CONCEPT

カップほうとう

北杜市小淵沢町7661
Tel 0551-36-2034
kubosaketen.com

有限会社久保酒店
大正初期に創業し100年を越え
て、酒類・飲料を通じ、地域と共に
北杜市の魅力・素晴しさを発信し
ています。

清涼飲料水／200ｍｌ／常温

つちのね IRODORI
 ミックスジュース

北杜市産原料１００％のストレート果汁を使用し
無添加で仕上げた「安心」・「安全」なミックス
ジュースです。そのままでも美味しいですが、ス
ムージーの素として混ぜ、オリジナルジュースを
つくることもおすすめです。

「生活に彩りを、食にイロドリを。」　　　　　　
高校生から「地元北杜市の素材を使用した飲み
物」という提案を受け、弊社の協力加工業者と
共に、地元原料にこだわり、飲み方にアレンジが
可能な商品を開発しました。

CONCEPT

北杜市長坂町長坂上条2076
Tel 0551-32-2154
yokomen.com

有限会社横内製麺
八ヶ岳南麓の“名水の里”と呼ばれて
いる山梨県北杜市長坂町で、その豊
かな水と気候風土を生かした麺の
製造をしています。

麺／340g／常温

Ýøkøüçhï ßëïmëñKübø ßåkëtëñ ※写真はイメージです。
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P.37 P.38

山紫水明の里
  北杜市が誇る4つの日本一！ INDEX

北杜市には５つの百名山が
そびえ、山梨百名山16座を
数えます。

山岳景観日本一!

国蝶オオムラサキが、6月から
8月にかけて優雅に舞います。

国蝶オオムラサキ
生息日本一!

北杜市は、３つの名水百選と
ミネラルウォーター生産量日
本一を誇る名水の里です。

名水の里日本一!

年間日照時間2,500時間以
上を誇る明野町では、夏には
60万本のひまわりのじゅうた
んをお楽しみいただけます。

日照時間日本一!
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