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おきつね庵の生うどん

　コシとモチモチ感が最高の生うどん。剱岳の麓で栽培された、酒造

好適米「富の香」を用いて醸した純米酒「白荻」を練り込み、香りのよい

うどんに仕上げました。通常うどんは温かく、細切りうどんは冷やしで

お召し上がりください。トッピング次第で広がる

バリエーションです。また、山きつねは、たっぷり

の暖かいスープで山菜ときつねのコラボレー

ションをお楽しみください。

●上市産の材料╱純米酒「白萩」、山菜
●内容量╱585g（3食入り）
●定　価╱700円（税込）つるぎ生うどん
　　　　　900円（税込）やくぜん生うどん
　　　　1,100円（税込）おきつね庵の山きつね生うどん
●保存方法╱常温
●取扱店╱つるぎの味蔵

上市生まれの純米酒「白萩」や生姜の入った、
new生うどん。剱の麓の恵みに育まれ誕生。
ぜひお試しあれ。

930-0438　上市町湯崎野221番地
Tel.076-473-2551

株式会社　笑ふーず

かりんとうでしょうが！

　上市町が栽培奨励している生姜を使い、甘さ控えめ。油で揚げずにヘ

ルシーにこだわり、生姜パウダーを使い、食した後からやってくるパンチ

の効いた生姜の存在感と風味。貴方も生姜入り元気かりんとうを食して

みませんか?！

　姉妹品の「上市でしょうが!」とセットにして自慢のふる里の土産品に

最適です。

●上市産の材料╱生姜
●内容量╱70ｇ
●定　価╱380円（税込）
●保存方法╱常温
●取扱店╱つるぎの味蔵

油で揚げない焼きかりんとう！

930-0353　上市町法音寺11-4
Tel.（代表）090-2038-6396　Fax.076-472-5223
     （担当）090-2123-4078

上市町商工会女性部
４Ｈ市姫グループ
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里の彩

　上市特産の『つるぎさといも』を使用し、昔なつかしい麦こがしの焼き

皮が香ばしい、優雅で郷土色豊かなお菓子に仕上げました。上にかかる

粉糖が、上市のシンボル・剱岳の雪景色をイメージしています。里芋は蜜

漬けにして黄身あんで包み、麦こがしの生地で包んで香ばしく焼き上げ

る。平成14年・第24回全国菓子博覧会で全菓博栄誉大賞を受賞した

『里の彩』幼いころにおばあちゃんのおうちで食べた故郷の思い出が

蘇ってくる。誰しもが過ごした子供時代を、幼き日の感覚を、『里の彩』で

思い出してみてください。

930-0344　富山県中新川郡上市町森元町7-6
Tel.076-472-2518　Fax.076-472-2518
URL http://www.kagetudou.com

●上市産の材料╱里芋
●内容量╱1個
●定　価╱151円（税込）
●保存方法╱常温
●取扱店╱つるぎの味蔵

有限会社 花月堂

剱岳の雪景色を思わせる里の彩

さと あや

メグスリノキの九宝茶シリーズ

　上市町の大岩山日石寺では、祈祷日にメグスリノキのお茶を振る舞

う風習があります。そのメグスリノキをベースにブレンドされたのが、こ

の薬都とやまの「九宝茶」です。パッケージは昔なつかしい薬包紙折りで

す。

930-0412　上市町広野2488-1
Tel.076-472-0170　Fax.076-472-0171
URL http://www.tea-tree.jp

●上市産の材料╱メグスリノキ
●内容量╱2g×7個入り
●定　価╱734円（税込）
●保存方法╱常温
●取扱店╱つるぎの味蔵

株式会社  ティー･ツリー・コミュニケーションズ

「薬都とやま・かみいち」からの贈りもの。

きゅう ほう ちゃ
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穴ん谷霊水入 おやき餅

　全国名水百選に選ばれている『穴の谷の霊水』を使用して作る『穴ん

谷霊水入り・おやき餅』餅生地の中に穴の谷霊水と、北アルプスの雪ど

け水で育った地元産よもぎを練りこみ、北海道産小豆を100％使用した

あっさりとした味のあんをやさしく包み込む。最後は焼き色をつけて、香

ばしく仕上げたお餅です。富山県を中心に永らくご愛顧いただいている

当店自慢のおやき餅です。あっさりとした味、もっちりとした食感、天然よ

もぎと焼きの香ばしい香り、これら３つのハーモニーをお楽しみくださ

い。

930-0344　富山県中新川郡上市町森元町7-6
Tel.076-472-2518　Fax.076-472-2518
URL http://www.kagetudou.com

●上市産の材料╱穴の谷の霊水
●内容量╱1個
●定　価╱108円（税込）
●保存方法╱常温
●取扱店╱つるぎの味蔵

有限会社 花月堂

北アルプスの雪どけ水で育った
よもぎと穴ん谷霊水入り　おやき餅。

あな たん

栂参道

　抹茶の粉とアーモンドプードルで作ったダックワーズ生地に、白あん

と裏ごしした里芋を一緒に炊き上げ、生クリームを練りこんだものを挟

んだお菓子です。砂糖の最高級品である和三盆糖を使用し、奥深い味

と高級感あふれる香りに仕上げました。使用している里芋は、上市特産

品『つるぎさといも』さっぱりと食べていただくために、ゆずジャムをアク

セントとしてサンド。上市町の名所である立山寺の栂並木の参道をイ

メージして作った新しいお菓子です。

930-0344　富山県中新川郡上市町森元町7-6
Tel.076-472-2518　Fax.076-472-2518
URL http://www.kagetudou.com

●上市産の材料╱里芋
●内容量╱1個
●定　価╱172円（税込）
●保存方法╱常温
●取扱店╱つるぎの味蔵

有限会社 花月堂

朝かすみ　栂乃木もれ陽　並木道

とが どうさん
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清酒 白萩

　白萩地区堤谷（つつみだに）集落で契約栽培された、富山県奨励酒

米品種「富の香」を原材料に、厳寒期にていねいに低温長期発酵されて

いるのがおおきな特徴である。名峰剱岳を商品ラベルに取り入れ、作付

圃場の臨場感を演出している。

●上市産の材料╱酒米
●内容量╱1.8ℓ　１升
●定　価╱1,800ml 販売価格　2,700円（税込）
　　　　　　720ml 販売価格　1,620円（税込）
●保存方法╱常温
●取扱店╱能登酒店

スキとおった透明感があり、
クチあたりがやわらかい上市産純米酒。

しら はぎ

930-0453　上市町堤谷317
URL http://www.ja-alps.jp/

農事組合法人　白萩

富山県中新川郡上市町南町31-3
Tel.076-472-0454

能登酒店

上市でしょうが！

　ベルギー国際優秀味覚賞受賞。香り高い上市産生姜を使った自信

作。生姜のしぼり汁に、はちみつ、レモン汁、砂糖を混ぜたシロップで、

お湯やソーダー、ホットミルクなどで5倍に薄めて飲んだり、料理の調味

料として使うこともできます。夏は冷たくすっきり！冬はお湯でポカポカ！

1本で5本のお値打ち品です。ぜひお試しあれ！

930-0353　上市町法音寺11-4
Tel.090-2038-6396　Fax.076-472-5223

●上市産の材料╱生姜
●内容量╱720ｍｌ
●定　価╱大1,950円（税込）　小1,150円（税込）
●保存方法╱常温（開封後は冷蔵保存）
●取扱店╱つるぎの味蔵

上市町商工会女性部
４Ｈ市姫グループ

上市生まれのしょうがシロップ、
その名も「上市でしょうが！」。

かみ いち
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剱のご馳走さん（あざみ）
剱のご馳走さん（わらび）

　北アルプス剱岳の麓の奥深い地に昔からお祭りなどで特別の、ご馳

走料理を作り、おもて成しをしていました。その地で、昔からの料理を継

承し、各ご家庭でも手軽にお召し上がれるように現代風にアレンジして

提供しています。昔の人たちが楽しみにしていたお祭りを想像して、味

わって頂ければ幸いです。

●上市産の材料╱山菜
●内容量╱固形分 100ｇ
●定　価╱500円（税込）
●保存方法╱常温
●取扱店╱つるぎの味蔵

剱岳の山中で育った山菜料理

つるぎ
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930-0438　上市町伊折951
Tel.076-473-3680　Fax.076-473-3680
URL http://www.tsurugiiorinosato.com/

一般社団法人剱岳山麓振興開発

930-0334　上市町西中町１１カミール１階
Tel.076-481-6291　Fax.076-481-6385

オフィスH株式会社　メデルケ事業部

里芋ポタージュ

●上市産の材料╱里芋、穴の谷霊水
●内容量 170g╱個
●定　価╱500円（税込）
●保存方法╱常温
●取扱店╱つるぎの味蔵　

上市名産の里芋を贅沢に使用！！
　上市名産の里芋を贅沢に使用し、野菜と一緒に煮込んだ優しい

ポタージュ。夏には冷製でもお楽しみ頂けます。



「あなんたん米」精米

　「あなんたん米」は生活排水を一切含まない安全な源流地域の清流

で栽培されています。有機肥料（化学肥料は使っていません。）使用。減

農薬栽培。

商標登録第4187169号　商標名「あなんたん米」

●上市産の材料╱上市町（黒川）産コシヒカリ
●内容量╱5㎏、450ｇ
●定　価╱5㎏・・・3,000円（税込）、450ｇ・・・400円（税込）
●保存方法╱常温
●取扱店╱つるぎの味蔵

名水百選「穴の谷の霊水」の里で
栽培されたコシヒカリ。

930-0416　上市町黒川578
Tel.076-473-1133　Fax.076-473-1848

有限会社　井原アグリサービス

富山県産100％コシヒカリ

　立山連峰の雪解け水が育んだ豊かな恵み。お米が空気がきれいだ

からできるお米です。低農薬米。北アルプスの標高3000メートル級の

峰々から一度も利用されたことがなく流れ出た水を直接潅水し、微量素

元素が大量に含まれたお米。

●内容量╱5㎏　1袋
●定　価╱2,850円（税込）
●保存方法╱常温
●取扱店╱つるぎの味蔵

ふるさと納税の特産品としても
使用されている地元でも愛されている
お米。樋口米。

930-0454　上市町湯神子2-1
Tel.080-2402-9503

樋口農園
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深美特栽味噌

　米は剱岳を仰ぎ見る上市で作った自家製の特別栽培米（減農薬、減

化学肥料）を使用しています。豆を煮る時は竈を使用して熾火でじっくり

柔らかくしています。灰汁取りも丁寧にしているこだわりの手作業です。

無添加、安心、安全なこだわりの美味しいお味噌です。

●上市産の材料╱自家製特別栽培米
●内容量╱500ｇ
●定　価╱307円（税込）
●保存方法╱冷蔵
●取扱店╱つるぎの味蔵

上市の特別栽培米農家が作った無添加、
安心、安全なこだわりのおいしいお味噌。

ふか とく さい み そみ

930-0313　上市町中江上65
Tel.076-472-1536、090-3764-5672　Fax.076-472-5672
URL http://www.shokokai.or.jp/16/163221S0374/index.htm

深美糀店

①玄米ぱっかん　　    ②ぱっかん大袋　
③④黒豆大豆きなこ　⑤黒糖きなこマカロニ
⑥マカロニハーブソルト　

　上市町の名水で育った穀物とミネラルタップリな名水等をふんだん

に使い、年配の方から乳幼児まで幅広い年代に愛されている健康志向

のお菓子です。全国から来られるお客様から、「珍しい、懐かしい」と手に

取って頂いております。

●上市産の材料╱お米、大豆、水
●内容量╱①50g      ②180g      ③250g　
　　　　　④100g    ⑤50g　    ⑥50g
●定　価╱①200円（税込）　②350円（税込）
　　　　　③500円（税込）　④250円（税込）
　　　　　⑤250円（税込）　⑥250円（税込）
●保存方法╱常温
●取扱店╱つるぎの味蔵

上市町で昔から愛される郷土菓子
「ぱっかん」を健康志向の玄米と
マカロニでPakkan!

930-0467　上市町塩谷29
Tel.076-472-5677　Fax.076-472-5677
URL http://www.pakkan.jp/

越中ポン菓子　ぱっかん屋

玄米ポン菓子ぱっかん
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※デザイン及び仕様は予告なく変更する場合がございます。



メデルケピクルス

　古き良き里山の味覚や料理をメデルケらしく現代用にアレンジした

ピクルスです。上市産の原材料で作った「旬」を感じることができる商品

です。

●上市産の材料╱野菜各種、穴の谷の霊水
●内容量╱200ｇ/本
●定　価╱800円（税込）
●保存方法╱常温
●取扱店╱つるぎの味蔵930-0334　上市町西中町11 カミール１階

Tel.076-481-6291　Fax.076-481-6385

オフィスH株式会社　メデルケ事業部

930-0334　上市町西中町11 カミール１階
Tel.076-481-6291　Fax.076-481-6385

オフィスH株式会社　メデルケ事業部

上市の旬の農林産物を
そのままピクルスに。

カレー

　上市町の新しいカレー。それぞれ、いのしし肉とスモークした親鳥肉

を使用し、味や色などの特徴が対照的となっている。お肉はレトルトに

することによってうまみがあり柔らかい。

●上市産の材料╱生姜、親鳥、里芋
●内容量╱180ｇ/個
●定　価╱イノシシカレー 900円（税込）
　　　　　スモークチキンカレー　700円（税込）
●保存方法╱常温
●取扱店╱つるぎの味蔵

上市のカレーに新しい風を！

※写真はイメージです。本商品にご飯は付きません。
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ドレッシング

　里山の味覚を新感覚のドレッシングでお裾分け。上市の素材を存分

に活かしました。里芋の茎「ずいき」、春を代表する山菜「わらび」、卵と

よもぎを使った「よもぎ」、里山のくらしに根付いた果実

「ゆず＆かりん」の４種です。ギフトにも、自分へのご褒美にもどうぞ。

●上市産の材料╱わらび、ずいき、よもぎ、卵、穴の谷の霊水、
　　　　　　　　日本酒（白萩）、ゆず、かりん
●内容量╱150ml　1本
●定　価╱700円（税込）
●保存方法╱常温
●取扱店╱つるぎの味蔵930-0334　上市町西中町11 カミール１階

Tel.076-481-6291　Fax.076-481-6385

オフィスH株式会社　メデルケ事業部

上市の里山の恵みを皆様へ！
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930-0412　上市町広野2488-1　つるぎの味蔵内
Tel.076-472-0170　Fax.076-472-0171
URL http://www.tea-tree.jp/

株式会社 ティー・ツリー・コミュニケーションズ

さんち（産地）直送ジェラートセット

●上市産の材料╱いちご（紅ほっぺ）、たまご、よもぎ
●内容量╱各90ｇ（１個につき）
●定　価╱2,800円（税込）
●保存方法╱冷凍
●取扱店╱つるぎの味蔵　　　　

稲葉さん家の完熟手摘みのいちごジェラート
よつばさんのからだ想い  よもぎジェラート
安井さん家の健康資料育ち たまごジェラート

　上市町のこだわり農家さんが丹精こめて作った、”さん家直送の

無添加ジェラート。

各味２個ずつ、合計６個のセットになっております。

流通農産物にはない味わいをご賞味ください。



エッセンシャルオイル

　上市町の森林から出た間伐材を活用し、抽出した100％天然素材の

エッセンシャルオイルです。タテヤマスギはまさに身近な森の香り。１～３

滴、お部屋で焚いたり湯船に入れたりするだけで森林浴の気分を楽しめ

ます。ニオイコブシは柑橘系のような爽やかな香りで気分をリフレッシュ

し、集中することができます。エタノールや精製水と混ぜて作るルームスプ

レーは、手軽な気分転換におすすめ。エッセンシャルオイルを使ってアロ

マクラフトを作る体験会も開催しています。

930-0361　上市町湯上野69 立山山麓森林組合上市支所内
Tel.076-482-4130　Fax.076-475-2953
URL http://aroma-select.jp

●上市産の材料╱タテヤマスギ、ニオイコブシ
●内容量╱5ｍｌ　1個
●定　価╱2,916円（税込）［タテヤマスギ］
　　　　　7,236円（税込）［ニオイコブシ］
●取扱店╱つるぎの味蔵

株式会社プロジェクトデザイン
アロマセレクト部門

～ふるさと上市の香りを
　　　　　　あなたの家庭で～
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Mt.Tsurugiペンダント
Mt.Tsurugiペンダント（天然石付き）

　剱岳の山頂で発見された錫杖がモデル。古代のロマンを秘めオシャレ

によみがえる。

中心に天然石（パワーストーン）付きのモデルは3種類

930-0323　上市町西町34
Tel.076-423-4102　Fax.076-423-4102
URL http://www.tam.ne.jp/fujita/

●内容量╱40ｃｍ鎖付き約3.1ｇ　1個
　　　　　40ｃｍ鎖含め約3.5ｇ　1個
●材料（素材）／Silver925　パワーストーン
　　　　　　　（アメジスト、ブルートパーズ、ピンクトルマリン）
●定　価╱3,500円（税込）、4,600円（税込）［パワーストーン入り］
●取扱店╱つるぎの味蔵

剱岳錫杖ペンダント
しゃくじょう

フジタ金銀工芸
きんぎんこうげい

■ 貴石アメジスト・・・『真実の愛』『直観力を高める』『魔よけのお守り』
■ 貴石ブルートパーズ・・・『チャンスを引き寄せる』、
    『ストレスの解消』『知性を与える石』
■ 貴石ピンクトルマリン・・・『トルマリンのマイナスイオンは心身を浄化し、
　 精神との調和をはかり、安定させ、ストレスから持ち主を守ってくれる。
　 また、集中力や理解力を高めてくれる』『恋愛運アップの石』



ルームフレグランス・ディフューザーセット

　上市町の中山間地から出た間伐材を資源として活用し、抽出した天然

のエッセンシャルオイル。それを使用したルームフレグランスのセットで

す。クロモジのエッセンシャルオイルは、清涼な中に甘みが感じられ、男

女問わず好まれるリラックスの香り。置いておくだけでお部屋に森の香り

が漂い、森林浴をしている気分が味わえます。人間の１番強い感覚であ

る嗅覚に訴えかけるので、上市町の印象として強く残ります。町を離れた

人にも、ふるさと上市を思い出すきっかけにしてもらえたらと考えまし

た。工場見学や体験ツアーを実施しているので、製造工程もご覧いただ

930-0361　上市町湯上野69 立山山麓森林組合上市支所内
Tel.076-482-4130　Fax.076-475-2953
URL http://aroma-select.jp

●上市産の材料╱クロモジ
●内容量╱25ｍｌ
●定　価╱3,240円（税込）
●取扱店╱つるぎの味蔵

株式会社プロジェクトデザイン
アロマセレクト部門

～ふるさと上市の香りを
　　　　いつもあなたのそばに～
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写真でつづるふるさと物語シンフォニアかみいち

　町のシンボルである、名峰剱岳（2,999ｍ）をはじめとして、大岩日石寺

や眼目山立山寺などの古刹・旧跡、穴の谷の霊水ほか、自然や歴史、文化

の見どころなど、ふるさとの美しい表情を、一冊のアルバムにつづりまし

た。

上市町が織りなす珠玉の調べを誌面から感じていただける逸品です。

938-0802　黒部市若栗2630
Tel.0765-54-0112　Fax.0765-54-4073
URL www.sugano.co.jp

●内容量╱T170×Y188　本文40頁　オールカラー
●定　価╱1,080円（税込）
●取扱店╱つるぎの味蔵株式会社すがの印刷

上市町を深く知る、深く愛する。
人と自然、歴史が奏でる壮大な交響曲。



剱岳2999トランプ

　町のシンボルである、名峰剱岳（2,999ｍ）を美しい写真と解説で、52枚

のカードとしました。立山町在住の写真家高橋敬市氏の写真と文で構

成。

撮影ポイントマップも付いています。

938-0802　黒部市若栗2630
Tel.0765-54-0112　Fax.0765-54-4073
URL www.sugano.co.jp

●内容量╱Y58×T89　オールカラー　　
　　　　　52枚＋ジョーカー2枚
●定　価╱1,000円（税込）
●取扱店╱つるぎの味蔵

株式会社すがの印刷

登る人も、登った人も、登らない人も
見て・読んで・遊んで楽しめるトランプ。
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Mt.Tsurugiストラップ

　剱岳の山頂で発見された錫杖がモデル。古代のロマンを秘めて、今オ

シャレによみがえりました。裏面に剱岳2999ｍ刻印登山記念、富山のお

土産、お守りに最適。

●内容量╱紐を含め約3g
●材料（素材）／Silver925
●定　価╱3,500円（税込）
●取扱店╱つるぎの味蔵

剱岳錫杖ストラップ
しゃくじょう

930-0323　上市町西町34
Tel.076-423-4102　Fax.076-423-4102
URL http://www.tam.ne.jp/fujita/

フジタ金銀工芸
きんぎんこうげい



Mt.Tsurugi キーホルダー

　あまりの険しさに前人未到とされた剱岳。  その山頂で発見の錫杖が

モデル。古代のロマンを秘めて今オシャレに登場。

【高さ5.2mm×幅3.2mm】登山記念、富山のお土産、お守りに最適。

930-0323　上市町西町34
Tel.076-423-4102　Fax.076-423-4102
URL http://www.tam.ne.jp/fujita/

●内容量╱約16g　1個
●材料（素材）／Silver925
●定　価╱15,000円（税込）
●取扱店╱つるぎの味蔵

剱岳錫杖キーホルダー。

フジタ金銀工芸
きんぎんこうげい

しゃくじょう
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　今も昔も登山者の憧れでもあり日本でもトップクラスの難易度を誇る

剱岳。このてぬぐいは、登山者の方が安全に登頂・無事下山してほしいと

祈願して大岩山日石寺にて祈願されたものです。お守りとして持つのも

よし、汗ふきとして首に巻くのもよし、頭に巻くのもよし。一枚いかがで

しょうか！

930-0314　上市町若杉3番地3
Tel.076-472-1515　Fax.076-472-1514

●内容量╱１枚
●定　価╱1,000円（税込）
●取扱店╱つるぎの味蔵　　　　上市町観光協会

上市町観光協会

大岩山日石寺祈願
安全祈願してあります。

剱岳てぬぐい
つるぎ  だけ
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かみいちTシャツ

　上市町の広告塔になーれ！！上市町ＰＲＴシャツ3種類です。これを着

て、広告塔になりジャンジャン「かみいち」を宣伝していきましょう！！

●定　価╱ＫＡＭＩ１ Ｔシャツ・・・2,800円（税込）
　　　　　けやき Ｔシャツ・・・2,800円（税込）
　　　　　meets Ｔシャツ・・・2,700円（税込）
●取扱店╱つるぎの味蔵　　　　上市町観光協会

かみいち員として広告塔になろう大作戦!

930-0314　上市町若杉3番地3
Tel.076-472-1515　Fax.076-472-1514

上市町観光協会

■ I love kamiichi ＫＡＭＩ１ Ｔシャツ
　 初代ＫＡＭＩ１Ｔシャツ！お揃いのT シャツを着ているとなぜか親近感がわき、
　 仲間に見えてくるのが不思議。かみT仲間が今でも増えています。
■ 2015Ｋａｍｉｉｃｈｉ Ｔ－ｓｈｉｅｔ
　 上市町若杉にある日吉神社の境内にある「宮川の大けやき」をデザインしたＴシャツ。
　 「宮川の大けやき」を目印に上市町に遊びに来てください。
■ ミーツかみいちＴシャツ
　 上市町の観光名所等をデザインしたＴシャツ。上市町をネタに話を盛り上がりましょう♪



　里山の駅 つるぎの味蔵

TEL.076-472-1515　FAX.050-3430-8261

富山県中新川郡上市町南町３１－３
TEL.076-472-0454

取扱店

お問い合わせ

TEL & FAX.076-473-3212
http://tsurugi-ajikura.com
つるぎの味蔵　ショップ 検  索

上市町観光協会

［酒類のみ］

能登酒店

〒930-0314　富山県中新川郡上市町若杉3番地3（上市駅構内）
TEL.076-472-1515

上市町観光協会


