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こだわり

山麓
ブランド

信州サーモンロールフライ
もちとろ生こんにゃく

信州サーモンにチー
ズ・野菜を包んだのり
巻フライ。生辛蒟蒻へ
野菜ともち麦を加えま
した。とろける新食感
をお楽しみ下さい。

信州サーモン
ロールフライ弁当 800 円
やさい畑のとんとん

松川店

>090-7174-5500

ばいはるちゃにカレー
とまとのコンポートミニ

ばいはるちゃに
カレーセット 1050 円
みとろクリエイト

>0261-25-0588

松川村 5744-4 営業時間：11:30 〜 14:30 /17:30 〜 22:00
定休日： 月 宅配：要相談 ◆5 個から受付可

>080-4833-9333
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こだわり

山麓
ブランド

地元食材をふんだん
に 使 用。鹿 肉 と 紫 舞
鹿肉と紫舞のハンバーグ
を使ったハンバーグ
旬の野菜のマリネ（菜の花オイル）
と 紫 舞 の お に ぎ り、
紫舞の俵おにぎり
旬の食材を使ったお
弁当です。

信州ジビエと
紫舞のハンバーグ弁当 1000 円

大町市平 8040-291 営業時間：10:00 〜 14:00
定休日：水・木 宅配：可 ◆1 個から受付可

松川村ふるさと中華弁当
回鍋肉 600 円
山麓
ブランド

山麓
ブランド

特定非営利活動法人

大町市大町 5733-13 営業時間：9:00〜17:00
定休日：不定期 宅配：要相談 ◆6 個から受付可

麺とび六方

こだわり

自家農園のトマトと大
豆の「無添加」カレー、
トマトをデザートに変
身させたコンポートと
コラボしました。
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農園カフェ ラビット

>080-1065-1627

大町市大町 8295-48 中山高原 営業時間：11:00〜15:00
定休日：月・水・木 宅配：要相談 ◆10 個から受付可

08

こだわり

大鱒丼
山麓
ブランド （内鎌かんぴょう入り）

池田町産 大鱒丼 1100円
北アルプス展望

臣喰館

池田食堂

>0261-85-2733

池田町会染 7782 営業時間：11:00 〜 14:00
定休日：月（祝日の場合は営業） 宅配：不可 ◆5 個から受付可
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こだわり

山麓
ブランド

美味しくて、ボリュー
ム も あ り、子 供 達 に
も安心して食べさせ
られるお弁当を作り
ました。

松川産黒豆コロッケ
紫米

子丸弁当 800円
すずむし荘

>0261-62-8500

松川村 3363-1082 営業時間：11:30〜17:00
定休日：木 宅配：不可 ◆5 個から受付可
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07

回鍋肉
（お米：鈴ひかり、清酒 大雪渓入りソース）

こだわり

山麓
ブランド
山麓
ブランド

06

回鍋肉＋酢豚
（お米：鈴ひかり、清酒 大雪渓入りソース）

松川村ふるさと中華弁当
回鍋肉＋酢豚 800円

こだわり

松川村産お米（鈴ひかり）や地元産キャベツ。美山錦を酒米に使用した認定酒に漬けた、安曇野
酵母豚を使用。地産地消をコンセプトにしたお弁当です。

テイクアウトショップ MOMO
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こだわり

こだわり

白馬豚の黒酢豚
信州サーモン油淋風

地元の食材を使って
他にはないボリュー
ムたっぷりな中華弁
当を作りました。

柔らかジューシーな白
馬のぶたを、ニンニク
をきかせた特製のタレ
にからめたトンテキ弁
当です。

餃子のホソカワ

>0261-85-2013

白馬村神城 23327 営業時間：11:00 〜 14:00 /16:00 〜 22:00
定休日：水 宅配：不可 ◆5 個から受付可
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こだわり

信州サーモンの漬け丼
山麓
ブランド （清酒 :白馬錦漬け）

地元白馬の湧水で育っ
た信州サーモンを漬け
込み、白馬のお米と共
にお弁当にしました。

信州サーモンの漬け丼 1000円
古民家カフェ かっぱ亭

>080-3391-7718

白馬村北城 7286 営業時間：11:00 〜 16:00 定休日：火・水
宅配：不可 実施期間：10 月末まで ◆1 個から受付可

こだわり

山麓
ブランド

信州サーモン味噌焼き
風さやかのそぼろごはん

信州味噌に漬けたサー
モンがとても美味しく
仕上がりました。

さわやか
信州サーモン弁当 1080円
( 株）おたりフードサービス

>0261-82-2278

小谷村大字千国乙12856-122 営業時間：8:30 〜 17:30
定休日：土・日・祝 宅配：要相談 ◆10 個から受付可

北アルプス山麓育ち 地産
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地消

オリジナル弁当

白馬のぶたトンテキ
キャベツのサラダ（小
谷村ドレッシング）

こだわり

白馬のぶた生姜焼き
キャベツのサラダ（小谷村
ドレッシング）

柔らかジューシーな白
馬のぶたと玉ねぎを、
生姜をきかせた特製の
タレにからめたお弁当
です。

白馬のぶた
生姜焼き弁当 880円

>0261-83-2270

小谷村大字千国 807-8 営業時間：9:00〜20:00
定休日： 不定休 宅配：不可 ◆2 個から受付可

白馬で採れた食材を盛
り込みました。清涼感
のある一品達をお楽し
み下さい。

清流イワナ弁当 1000 円

山麓
ブランド

山麓ちゃーはん弁当 950円
ペンション 神戸っ子

山麓
ブランド

イワナのフライ
野菜の甘味噌青こしょう炒め
紫米の山椒飯

>0261-83-2627

白馬のぶた
トンテキ弁当 880円

山麓
ブランド

北アルプスの湧水で
育った池田町産の大ニ
ジマスを蒲焼き風に。
臭みのない脂の乗った
大鱒丼です。

小谷村大字千国乙 12840-１ 営業時間：9:00〜17:00
定休日： 不定休 宅配：要相談 ◆2 個から受付可

北アルプス山麓の清冽な水と豊かな自然から育まれた「北アルプス山麓育ち」
の銘品を豊富に使った、オリジナルの弁当ができました！！
味わい・風味豊かなブランド弁当を是非ご賞味ください。

TAKE
OUT

実施期間 : 令和3年9月〜12月
お弁当は、各お店へご注文ください。
※全て予約が必要です。各店舗にお問合せください。
※商品よって最低受付個数が違います。ご確認の上ご注文ください。

北アルプス山麓農畜産物ブランド運営委員会

