
かみのかわブランドとは… 

町の魅力ある特性を活かした生産品の中から特に優れたものを「かみのかわブ

ランド」として認定しています。平成２９年度からスタートし、５年目を迎えた

ところです。 

現在では５１品目が認定されており、農産品からお菓子、ビールや黒チャーハン

など様々なものが認定品になっております。 

 

 

ご自宅にいても「かみのかわブランド」を購入できます！！ 

新型コロナウイルス感染症の影響で生活者の行動様式が大きく変化している中、

お家にいながら注文ができる通信販売の需要が増えております。そんなニーズ

にお応えするため、かみのかわブランドは多くの商品が通信販売に対応してい

ます。 

※各商品に以下のマークが入っております。対応する通信販売の方法がご確認いただけま

す。 

📞…電話での注文が可能 

💻…ネットでの注文が可能 

…ふるさと納税返礼品の対象品です。以下のホームページからお申込みがで

きます。（上三川町民は返礼品対象外となりますのでご注意ください。） 

https://www.town.kaminokawa.lg.jp/furusato/index.html 

 ※ふるさと納税ポータルサイトによって取扱い商品が一 

部異なります。 

 

 

 

 

 

https://www.town.kaminokawa.lg.jp/furusato/index.html


お花 

〇スイートピーの切花 📞 💻  

とても花もちの良いボリュームのある切花。冬の日照時 

間が長く、晴れの日が多い上三川町の気候を活かした栽 

培方法を取り入れている。 

【生産者】株式会社カクタ花農場（上三川町下神主 335） 

【主な販売場所】店頭販売 ※詳細はご連絡ください。 

【連絡先】0285-53-8810 

【価格】※要相談 

【URL】https://kakuta-hnj.com/（カクタ花農場ホームページ） 

 

〇シンビジューム(洋蘭)  📞 

年間 20 品種以上、色はピンクを中心に黄・緑・白、 

仕立ては直立タイプ・アーチタイプなど多種多様な 

ニーズに対応している。 

【生産者】有限会社隅内園芸（上三川町上蒲生 861） 

【連絡先】0285-56-4420 

【主な販売場所】店頭販売 ※詳細はご連絡ください。 

【価格】要相談 

 

湯葉 

〇匠なまゆば 📞 💻  

栃木県産大豆と高たんぱく大豆を使用してできた濃い豆乳 

で作り上げた「生ゆば」。 

【生産者】有限会社下野屋（上三川町上三川 4877） 

【主な販売場所】店頭販売 

【連絡先】0285-56-2086 

【内容量】150ｇ【価格】450 円（税込） 

【URL】https://shimotsukeya.jp/（下野屋ホームページ） 

https://kakuta-hnj.com/
https://shimotsukeya.jp/


青果物 
〇にっこり（梨）    

果実は大きく、重さが 1 キログラムくらいになり、中に 

は 1.3 キログラムを超えるものもある。果肉は柔らかく、 

糖度が高いジューシーな梨。 

【主な販売場所】上三川いきいきプラザ農産物直売所 

【販売可能時期】10 月～12 月頃 

 

〇ブルーベリー果実 📞    

肥料は可能な限り有機肥料を使用、農薬は使用しない 

ことをモットーに栽培。新鮮さを活かした生食での利 

用が人気。 

【生産者】佐藤ファーム（上三川町石田 1863-2） 

【主な販売場所】店頭販売、上三川いきいきプラザ農産物 

直売所  

【連絡先】090-3514-7844  

【内容量】100ｇ【参考価格】200 円（税込） 

【販売可能時期】6 月中旬～9 月初旬 

 

〇スカイベリー    

極めて大果で、果形はきれいな円すい形。果色は明るく 

色鮮やかで光沢があり、果実は甘味と酸味のバランスが 

良くまろやか。なめらかでジューシーな食感と独特な芳 

香が特徴。 

【主な販売場所】上三川いきいきプラザ農産物直売所 

【販売可能時期】11 月～5 月頃 

 

〇有機米 📞  

無農薬栽培 3 年以上の田んぼで育ったお米 

【生産者】有限会社日本の稲作を守る会（上三川町鞘堂 72-5） 

【主な販売場所】店頭販売,上三川いきいきプラザ農産物直売所 

【連絡先】0285-53-7093 

【内容量】1kg～ 【価格】648 円～（税込） 

 

 



〇有機黒米 📞 

ミネラルを多く含むお米 

【生産者】有限会社日本の稲作を守る会（上三川町鞘堂 72-5） 

【主な販売場所】店頭販売,上三川いきいきプラザ農産物直売所 

【連絡先】0285-53-7093 

【内容量】200g 【価格】690 円（税込） 

 

〇グルメトマト 

甘味と酸味のバランスのとれたトマト本来の味を 

楽しめる。果重を 50～60 グラム程度に仕上げ完 

熟させたフルーティなトマト。 

【生産者】古口農園（上三川町東蓼沼 277） 

【主な販売場所】店頭販売 

上三川いきいきプラザ農産物直売所 

【販売可能時期】2 月中旬～6 月中旬 

【内容量】450ｇ【価格】400 円（税込） 

 

〇かんぴょう   

夕顔の実を紐状に剥き、真夏の太陽熱にて 2 日間干し上げ 

た栄養豊富（カルシウム・カリウム・リン・鉄分・食物繊 

維等）な乾物食品。 

【主な販売場所】上三川いきいきプラザ農産物直売所 

【内容量】40ｇ～【価格】260 円（税込） 

 

 

 

 



味噌 
〇ゆうがお手づくり味噌（つぶ味噌、すり味噌、 麦味噌、 
麦麹入り味噌 、三年熟成味噌 、黒大豆味噌）                  

📞 

原材料において、米は大豆の 2 倍の量で製造している 

ため、麹の量が多く甘みのある味噌に仕上がっている。 

【生産者】上三川町農産物加工生産組合「ゆうがお」 

（上三川町大字上郷 2140－1） 

【主な販売場所】ゆうがお直売所、道の駅しもつけ、 

JA グリーンインターパーク、上三川いきいきプラザ 

農産物直売所 

【連絡先】0285-56-0755 

【内容量】450ｇ～900ｇ【価格】500 円～930 円（税込） 

 

 

ジャム 

〇KAMINOKAWA SKYBERRY 📞  

上三川町で生産されたスカイベリーを使用したジャム。 

スカイベリー本来の食感を楽しめるよう出来るだけ果 

実を潰さず、加糖を控えめに仕上げている。 

【生産者】青木いちご農園（上三川町上三川 2072-3） 

【主な販売場所】青木いちご農園（要連絡）、上三川いきいき 

プラザ農産物直売所 

【連絡先】090-8502-7441 

【内容量】140ｇ【価格】800 円（税込） 

 

 

 

 

 

 

※返礼品の対象商品は、緑文字の 3 品です。 



〇ブルーベリージャム 、ブルーベリー蜂蜜入りジャム 、 

 ブルーベリー＆いちごジャム 📞  

ブルーベリー果実ととちおとめイチゴに、グラニュー糖、 

レモン果汁、自家製蜂蜜を用い、専用ジャム室でじっくり 

と煮込んで製造。収穫後の栄養価をそのまま閉じ込めるた 

め、ブルーベリーとイチゴは冷凍後にジャム加工している。 

また、ブルーベリーは数種類を混ぜ合わせて旨味と風味を 

向上させている。 

【生産者】佐藤ファーム（上三川町石田 1863-2） 

【主な販売場所】店頭販売、上三川いきいきプラザ農産物 

直売所 

【連絡先】090-3514-7844 

【内容量】140ｇ（1 本あたり） 

【価格】400 円～（税込）/1 本 ※単品での注文も可 

 

 

 

 

〇とちおとめジャム 、梨ジャム 、トマトジャム  

スカイベリージャム 📞  

原材料は全て上三川町産で、各々1 軒の農家のものを 20 

年以上使用しているため、変わらぬ味で親しまれている。 

【生産者】上三川町農産物加工生産組合「ゆうがお」 

（上三川町大字上郷 2140－1） 

【主な販売場所】ゆうがお直売所、道の駅しもつけ、 

JA グリーンインターパーク、上三川いきいきプラザ農 

産物直売所 

【連絡先】0285-56-0755 

【内容量・価格】180ｇ・610 円（税込）《いちご、なし》 

170ｇ・610 円（税込）《トマト》 

170ｇ・800 円（税込）《スカイベリー》 

 

 

※返礼品の対象商品は、緑文字の 3 品です。 



漬物 

〇栃木県産味付かんぴょう 📞   

1980 年より上三川町の自社工場において味と品質にこだわ 

り、栃木県産かんぴょうを使用し、釜で煮込んで味付けを 

している。 

【生産者】株式会社谷野善平商店（上三川町上三川 4927） 

【主な販売場所】店頭販売、むかしなつかし館、上三川いき 

いきプラザ農産物直売所 

【連絡先】0285-56-2022 

【内容量】80ｇ【価格】300 円（税込）※価格は要相談 

【URL】https://yanokanpyo.com/（谷野善平商店ホームページ） 

 

 

〇ゆうがお娘 📞   

食物繊維、カルシウム、カリウムが豊富な健康食品であ 

るかんぴょうを手軽に食べてもらえるように「食べきり 

サイズ」で販売をしている。かんぴょうの歯ごたえを残 

しつつ、砂糖と醤油のみで味付けをしている。 

【生産者】上三川町農産物加工生産組合「ゆうがお」 

（上三川町大字上郷 2140－1） 

【主な販売場所】ゆうがお直売所、道の駅しもつけ、JA 

グリーンインターパーク、上三川いきいきプラザ農産物 

直売所 

【連絡先】0285-56-0755  

【内容量】140ｇ【価格】350 円（税込） 

 

 

 

 

https://yanokanpyo.com/


飲料品 

〇白鷺の恵（地ビール） 📞  

大麦スカイゴールデンの麦芽と黒麦粉末を使用 

【生産者】有限会社日本の稲作を守る会（上三川町鞘堂 72-5） 

【主な販売場所】店頭販売 

【連絡先】0285-53-7093 

【内容量】320ml  【価格】798 円 

 

 

〇スイートピーのリキュール 📞 💻  

低農薬で栽培したスイートピーの花びらを使用し、栃木 

県内の老舗酒造会社で 1 年以上かけて熟成させた香り高 

いリキュール。 

【生産者】株式会社カクタ花農場（上三川町下神主 335） 

【主な販売場所】店頭販売 ※詳細はご連絡ください。 

【連絡先】0285-53-8810 

【内容量】200ml アルコール度 15 度 

【価格】1,650 円/1 本 

【URL】https://kakuta-hnj.com/（カクタ花農場ホームページ） 

 

麦茶 

〇有機麦茶 📞   

有機栽培の大麦を自家焙煎した麦茶 

【生産者】有限会社日本の稲作を守る会（上三川町鞘堂 72-5） 

【主な販売場所】店頭販売,上三川いきいきプラザ農産物直売所 

【連絡先】0285-53-7093 

【内容量】300ｇ【販売価格】450 円（税込） 

 

 

 

https://kakuta-hnj.com/


お菓子 

〇かんぴょうといちごのハーモニー♪ 📞 💻 

生あんにカットしたかんぴょうを入れ、じっくりと練り上げ 

た餡子で苺クリームを包み、それを饅頭生地で包んでふっく 

らと蒸しあげた三重包餡の饅頭。 

【生産者】株式会社野沢商店（上三川町多功 1890） 

【主な販売場所】道の駅しもつけ、上三川いきいきプラザ農産物直売所 

【連絡先】0285-53-0020 

【内容量】12 個入/1 箱【価格】650 円（税込） 

【URL】https://www.fukudaya.shop/（FKD NET PLAZA 販売サイト） 

 

〇栃木いちごミルクパイ 📞 💻 

栃木県産かんぴょう入りのいちごミルク餡をパイ生地で包ん 

で焼き上げた。いちごも栃木県産のものを使用している。 

【生産者】株式会社野沢商店（上三川町多功 1890） 

【主な販売場所】道の駅しもつけ、上三川いきいきプラザ農産物直売所 

【連絡先】0285-53-0020 

【内容量】10 個入/1 箱【価格】870 円（税込） 

【URL】https://www.fukudaya.shop/（FKD NET PLAZA 販売サイト） 

 

 

〇きくスコ 7 種 📞 💻 

・小麦・大豆・蕎麦・米（グルテンフリー） 

・シェルボーロ・オートミールクッキー 

・大豆ココナツビスコッティ 

 

上三川町産の有機小麦有機大豆を使用した、噛みごたえある、 

みっちり、どっしりとしたスコーン。 

【生産者】菊地敦子（上三川町上三川 5067-12：上三川のいえ） 

【主な販売場所】店頭販売 ※詳細はご連絡ください。 

【電話番号】090-3245-5243（菊地敦子） 

【内容量】50ｇ～ 【価格】200 円～（税込） 

【URL】https://minne.com/@kikuatsu（minne 販売サイト） 

※返礼品の対象商品は、小麦のみです。 

https://www.fukudaya.shop/（FKD
https://www.fukudaya.shop/（FKD
https://minne.com/@kikuatsu（minne


〇KAMINOKAWA SKYBERRY GELATO 📞   

上三川町産のスカイベリーを用い、その味を堪能できるように 

ミルクアイスに配合。スカイベリーソースをかけ、見た目も美 

しくなるように仕上げている。 

【生産者】青木いちご農園（上三川町上三川 2072-3） 

【主な販売場所】青木いちご農園（要連絡）、上三川いきいき 

プラザ農産物直売所 

【連絡先】090-8502-7441 

【内容量】90ｍl【参考価格】400 円（税込） 

 

 

〇干しいも 📞  

甘くてしっとりした食感の「べにはるか」を使用し、 

収穫後の低温貯蔵で糖度を上げてから乾燥機を用いず 

天日で仕上げた風味豊かな干し芋。 

【生産者】石﨑農園（上三川町多功 454） 

【主な販売場所】石﨑農園前直売所、道の駅しもつけ 

【連絡先】0285-53-3874 

【内容量 160ｇ～【価格】400 円～（税込） 

 

 

 

 

〇おこげ煎餅 📞   

有機米・黒米・米油と塩のシンプルな煎餅 

【生産者】有限会社日本の稲作を守る会（上三川町鞘堂 72-5） 

【主な販売場所】店頭販売,上三川いきいきプラザ農産物直売所 

【連絡先】0285-53-7093 

【内容量】80g 【価格】550 円 

 

 

 



大豆 

〇さとういらず 📞   

砂糖がいらないくらい甘い大粒大豆 

【生産者】有限会社日本の稲作を守る会（上三川町鞘堂 72-5） 

【主な販売場所】店頭販売,上三川いきいきプラザ農産物直売所 

【連絡先】0285-53-7093 

【内容量】200ｇ 【価格】500 円 

 

 

 

〇有機黒小粒大豆 📞   

丹波篠山の地大豆を 6 年かけて育成 

【生産者】有限会社日本の稲作を守る会（上三川町鞘堂 72-5） 

【主な販売場所】店頭販売,上三川いきいきプラザ農産物直売所 

【連絡先】0285-53-7093 

【内容量】200ｇ【価格】650 円 

 

 

 

 

パン・うどん・そば 

〇きくパン（ベーグル、フォカッチャ） 📞 💻  

上三川町産の有機小麦有機大豆を使用した、こだわりの素材と 

食べ応えがある食感が魅力 

【生産者】菊地敦子（上三川町上三川 5067-12：上三川のいえ） 

【主な販売場所】店頭販売 ※詳細はご連絡ください。 

【電話番号】090-3245-5243（菊地敦子） 

【内容量】ベーグル 100ｇ フォカッチャ 300ｇ 

【価格】200 円～（税込） 

【URL】https://minne.com/@kikuatsu（minne 販売サイト） 

 

https://minne.com/@kikuatsu（minne


〇白鷺の恵（うどん） 📞   

こしが強くのどごしの良い太麺と極細麺 

【生産者】有限会社日本の稲作を守る会（上三川町鞘堂 72-5） 

【主な販売場所】】店頭販売,上三川いきいきプラザ農産物直売所 

【連絡先】0285-53-7093 

【内容量】300ｇ 【価格】360 円 

 

 

 

〇十割そば  📞   

常陸秋そばを使った乾麺 

【生産者】有限会社日本の稲作を守る会（上三川町鞘堂 72-5） 

【主な販売場所】店頭販売,上三川いきいきプラザ農産物直売所 

【連絡先】0285-53-7093 

【内容量】200ｇ 【価格】600 円 

 

 
 

〇かみのかわ黒チャーハン 

 

上三川町の特産品であるかんぴょうやニラ等を食材 

として使用し、特製ソースで味付けをした黒いチャ 

ーハン。 

【生産者】かみのかわ BQ グルメ研究会 

（上三川町しらさぎ 1-3-4） 

【提供場所】 

・お食事処 うえ乃家  上三川町上三川 4388-5  TEL：0285-56-8509 

・お食事処 あか堀食堂 上三川町西汗 1662-91   TEL：0285-56-7862 

・居酒屋 憩      上三川町しらさぎ 1-28-7 TEL：0285-56-0799 

・食事処シャレード   上三川町多功 303-４   TEL：090-1556-0266 

 



ランドセル 

〇オオバランドセル 📞 💻  

「オオバランドセル」という愛称で永く親しまれてきた 

大峡製鞄のランドセルは、世界屈指といわれる匠の技を 

結集して最上の使いやすさにこだわりぬいた逸品。 

【生産者】大峡製鞄株式会社 

【主な販売場所】大峡製鞄宇都宮工場直営店 

（上三川町天神町 7-1） 

【連絡先】0285-53-0280 

【価格】55,000 円～（税込） 

【URL】https://www.ohbacorp.com/pages/ransel（大峡製鞄販売サイト） 

 

調味料 

〇菜種油  📞   

無農薬栽培の菜種を焙煎せずに圧搾搾油 

【生産者】有限会社日本の稲作を守る会（上三川町鞘堂 72-5） 

【主な販売場所】】店頭販売,上三川いきいきプラザ農産物直売所 

【連絡先】0285-53-7093 

【内容量】270ml 【価格】1,265 円 

 

ストラップ 
〇ぎんたんストラップ 📞 

 

上三川町の町木「いちょう」から取れる銀杏を使い、 

実の殻に手作業で着色し、まるく、かわいいフォルム 

になっている。 

【生産者】上三川町商工会女性部 

【連絡先】0285-56-2206（上三川町商工会内） 

【主な販売場所】むかしなつかし館【価格】300 円（税込） 

https://www.ohbacorp.com/pages/ransel

