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○価格：10個入り460円

○時期：通年

○価格：300円（税込み）

○時期：通年

○価格：時価

○時期：12月～5月

○価格：10個入り500円

○時期：通年

鈴木農場のシンデレラン・紅鈴こまち いちじくジェラート

川島の地域に根ざして40年以上の歴史がある養鶏
場。アニマルウェルフェア対応のゲージ使用など、
最先端の設備にも積極的に取り組む。エサにこだ
わった2種類の卵。”洋”の「シンデレラン」はあっさり
とした味わい。”和”の「紅鈴こまち」はコクと甘みがあ
る。

川島町の特産品のいちじくを使ったジェラート。いちじ
くの果実感たっぷりのなめらかな口どけが楽しめる。
カップタイプは川島農産物直売所で販売。町内の
飲食店でも提供されている。

○価格：時価

○時期：12月～5月

○価格：時価

○時期：11月～5月

いちご 矢部養鶏場のトップラン

有機肥料を使用している土耕栽培のいちご農園。い
ちごの販売、いちご狩りも楽しめる。品質を一定に保
つため、特に水分量に留意して栽培している。栽培
している品種は「とちおとめ」。香り豊かで、甘さと酸
味のバランスが取れたいちご。

昭和42年から町内で養鶏を営む養鶏場のブランド
卵。自慢の卵は、割った時に黄身も白身もぷりっと
盛り上がっている。食べるとコクと甘みがあり、とろっ
とまろやか。有名ホテルやレストラン、デパートなど
多くの食の業界で支持されている。

○価格：時価

○時期：6月～8月

○価格：200円～400円

○時期：4月～12月

いちご いちご

いちごの販売、いちご狩りが楽しめ、高設栽培を採
用しているいちご農園のいちご。品種は主に「紅ほっ
ぺ」「あきひめ」を栽培しているほか、埻玉県の新品
種「あまりん」「かおりん」も栽培。じっくり時間をかけて
完熟した粒の大きないちごは、糖度が高く、ジュー
シーで食感もいい。

土作りや水にこだわった土耕栽培のいちご農園。い
ちごの販売、いちご狩りが楽しめる。地下88ｍから汲
み上げた川島の水をふんだんに散水。栽培している
品種は「とちおとめ」。甘さと程よい酸味が絶妙なバ
ランスで濃厚な味わい。

○価格：玄米5kg　1,650円
　　　　　（年によって異なります。）
○時期：通年（10月が新米）

○価格：時価

○時期：8月～11月

大粒ブルーベリー 天空トマト

直径15ミリ以上の品種を栽培し、6月頃にだけ収穫
できる直径18ミリ以上の「特大」粒は、「プレミアムブ
ルーベリー」として販売。大粒でも果汁たっぷりで、
甘味・酸味のバランスがよいのが特長。

水耕栽培を採用しており、支柱をやぐらのように組む
ことで、果実が頭上から垂れ下がる姿から「天空トマ
ト」と名付けられた。濃厚な甘さとさわやかな酸味が
特長で、越冬した2,3月だとさらに甘みが凝縮され
る。

川越藩のお蔵米（コシヒカリ・彩のきずな） いちじく

江戸時代には川越藩に御蔵米として献上されてい
た、川島町を代表する農産物で、品質・食味ともに
優れたお米。慣行栽培の半分以下の減農薬、減科
学肥料で栽培されている。

埻玉県内一の生産量・出荷量を誇り、品質も市場
から評価されている川島町の特産品。出荷するいち
じくは品質基準に従い、全数検査を実施し、高い品
質を維持。糖度は13度以上と甘みも強いのが特
長。

埼玉中央農業協同組合 川島町いちじく生産組合 

ＴＯＡ農園 芹澤 健 

有限会社鈴木農場 

認証品 

Strawberry Hunt いちごファクトリー 

いなはら苺farm 矢部養鶏場 

川島町ブランド推進協議会 
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○価格：150円（税込み）

○時期：通年

○価格：120円（税込み）

○時期：通年

○価格：130円（税込み）

○時期：通年

○価格：130円（税込み）

○時期：11月～4月

スマイルスティック 野菜あられ

川島産のいちじく、いちご、米＇コシヒカリ（を使用した
スティックタイプの焼きドーナツ。しっとりとした生地
＇米粉と小麦をブレンド（とドライフルーツで、旨みの
ある大人の味を演出。

川島産のもち米を使用したサクサクと口当たりの良
いあられ。野菜もできる限り川島産のものを使用。素
材を厳選し、すべてを手作りすることを大事にしてい
る。埻玉県物産観光協会の「彩の国優良ブランド
品」の認定を受けている。

○価格：300円（税込み）

○時期：通年

○価格：450円（税込み）

○時期：通年

ブルーベリーベーグル（米粉入り） いちじくのパウンドケーキ

ＴＯＡ農園自家製ブルーベリーと川島産の米粉を
使用。米粉を生地に混ぜて茹でることで、心地よい
もちもちとした食感が楽しめ、ブルーベリーの酸味が
味を引き立てる。

川島町の特産品のいちじくを使ったパウンドケーキ。
いちじくは全て川島町産で、旬の完熟いちじくを赤ワ
インと砂糖で煮込んで、冷凍保存。これにより、11
月～4月頃まで提供されている。

○価格：600ｍｌ　572円（税込み）

○時期：通年

○価格：600ml　680円（税込み）

○時期：通年

いちじくアイス ブルーベリージャム

無農薬栽培の完熟いちじくをたっぷりと50％も配合し
たアイス。旬の朝採り完熟いちじくをその日のうちに
加工している。いちじくの果実を食べているような濃
厚さが特長。

ブルーベリーの栽培からジャム加工、販売までを一
貫して行っている。使用しているブルーベリーは、品
質にこだわり、ジャムに適した酸味のある品種を厳選
している。埻玉県ふるさと認証食品にも選定されて
いる。

○価格：170ｇ　420円（税込み）

○時期：通年

○価格：400ｇ　420円（税込み）

○時期：通年

金笛醤油 金笛減塩醤油

1789年創業の老舗醤油店の醤油。伝統的な製法
で、原材料は厳選された丸大豆、小麦、天日塩。
八尺もの大きな杉桶で二夏ゆっくり発酵、熟成。香り
豊かな昔ながらの色の濃い醤油。

老舗醤油店、笛木醤油の減塩醤油。金笛醤油と同
じ伝統的な製法、厳選した原材料で造る。ただし、
減塩醤油にするため、独自の製法で、旨みを落とさ
ず、塩分のみを50％カットしている。

○価格：190ｍｌ　480円（税込み）

○時期：通年

○価格：190ｍｌ　480円（税込み）

○時期：通年

いちじくジャム かわじまみそ

川島町の特産品のいちじくを100％使ったジャム。手
作り・無添加で、いちじくを皮まで丸ごと使用してい
る。甘みを抑えており、いちじく本来の味を楽しむこと
ができる。埻玉県物産観光協会の「彩の国優良ブ
ランド品」の認定を受けている。

原材料に川島町産の品質のよい米と麹を使用して
作られた、昔ながらの手ごね味噌。手作り・無添加
で地域のお母さんたちによって作られている香り高
い粒味噌。川島町の給食にも使用されている。

いちじくドレッシング いちじく入り焼肉のたれ

川島町の特産品のいちじくを使ったドレッシング。いち
じくの風味がほのかに感じられ、サラダなどに合う。
埻玉県物産観光協会の「彩の国優良ブランド品」の
認定を受けている。

川島町の特産品のいちじくを使った焼肉のたれ。い
ちじくの風味がほのかに感じられる仕上がり。埻玉県
物産観光協会の「彩の国優良ブランド品」の認定を
受けている。

煎餅ふくまる 社会福祉法人ウィング 

ワーク＆ライクのびっこ 

手作りパン沢田 ＴＯＡ農園 

ＴＯＡ農園 芳康いちじく園 

笛木醤油株式会社 笛木醤油株式会社 

かわじま工房 かわじま工房 

埼玉中央農業協同組合 埼玉中央農業協同組合 
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KJブランド認証品とは・・・

KJブランド認証事業の目的

○価格：780円（税込み）

○時期：通年

○価格：800円～1,280円

○時期：4月～10月

川島町にある地域資源のうち、①かわじまらいしもの、②高品質で安心安

全なもの、③町のイメージアップになるものを「KJブランド」と呼び、そ

の中でも特に優れていると認証された、一次産品、加工品、工芸品、工業

製品、飲食店メニューを『KJブランド認証品』として、町を挙げてPRし

ます。

川島町内にある優れた商品を『KJブランド認証品』として認証し、広く町内外に発信することにより、川島町

の魅力、認知度及び商品の付加価値向上を図り、産業振興と地域経済の活性化を進める取り組みです。

また、この制度を通じて地域の特産品や産業などを知っていただき、地域への愛着や誇り、ふるさと意識を高め

ていただくことを目的としています。

○価格：1,000円程度

○時期：5月～9月

○価格：1,000円程度

○時期：11月～3月

四つ葉そば スタミナすったて丼

全国から来客がある人気のラーメン店のラーメン。
地鶏をふんだんに使い、見た目も美しい「四つ葉そ
ば」はシンプルにこだわって作られた一品。各種ラン
キングでも埻玉県1位、全国でも上位を獲得してお
り、幅広い年齢層から支持される一杯。

「川島町ご飯料理コンテスト」において、最優秀賞を
獲得したメニュー。夏の郷土料理「すったて」をスタ
ミナがつくように丼物＇ご飯（にかけて食べる。町内4
店舗でアレンジされて提供されている。町内の小中
学校の給食でも提供されている。

○価格：24,800円（税込み）

○時期：通年

○価格：Sサイズ　580円（税込み）

○時期：通年

かわじますったて かわじま呉汁

川島町の夏の郷土料理。金胡麻と味噌、地元の夏
野菜をすりあわせて、冷水と合わせたつけ汁にうど
んをつけて食べる。”すりたて”で食べていたことか
ら、「すったて」の名前がついた。のど越しよく、スルリ
といけ、栄養も豊富。

川島町の冬の郷土料理。すり潰した大豆がたっぷり
で、冬の農家の貴重なたんぱく源として親しまれてい
た。国産生大豆、芋がら、10種類以上の野菜が使
用されている。たっぷり野菜と芋がらのシャキシャキ
感が特長。

○価格：150円（税込み）

○時期：通年

○価格：216円（税込み）

○時期：通年

スリープマージピロー かわべえ＆かわみんトートバッグ

川島町で寝具等の企画・製造する会社の枕。吸い
付くようになめらかでやさしい弾力が深い眠りを誘う。
各工程に携わる匠の技が完成度の高い製品を作り
上げ、快適な寝心地を提供。著名人にも愛用者が
いる優れた枕。

川島町のマスコットキャラクター、かわべえ＆かわみ
んをデザインしたトートバッグ。プリントに用いているイ
ンクは、水着などに使用されるものであるため、洗濯
機で丸洗いが可能。

米粉サンドクッキー のびクッキー

自家製のお米から米粉を作り、それを使ったクッキー
の間に自家製のブルーベリージャム、いちじくジャ
ム、いちごジャムをサンドした。クッキーの表面には、
川島町のマスコットキャラクター「かわみん」と「かわ
べえ」がデザインされている。

8種類の味が楽しめるクッキー。材料は、国内製造
の小麦、砂糖、バター100％、矢部養鶏場の卵とこ
だわっており、保存料は一切使用していない。川島
農産物直売所での常設販売のほか、町内企業等
での訪問販売、町のイベントにおける出店も行って
いる。

川島町商工会 

○1,000円程度 

株式会社四つ葉 

川島町商工会 

社会福祉法人ウィング 

ワーク＆ライクのびっこ 
ナオ・シング株式会社 

社会福祉法人ウィング 

ワーク＆ライクのびっこ 

川島町ブランド推進協議会 

ＴＯＡ農園 

KJブランド認証品マーク 



No. 電話番号

① 049-297-0471

② 090-1612-9205

⑤ 049-297-7909

⑦ 049-297-7618

⑧ 049-297-5192

⑩ 049-297-1049

⑪ 049-297-0282

049-226-3780

※1

※2

※2

※1：ネット販売で購入できます。　　※2：提供されている店舗が紹介されています。

川島町HP→https://www.town.kawajima.saitama.jp/4192.htm M4:スタミナすったて丼

伊佐沼農産物直売所 川越市鴨田922-1 A4:天空トマト

ナオ・シング株式会社HP→https://asmot.jp/fs/naothing/makura/gd1 E14:スリープマージピロー

川島町商工会HP→http://www.kawajima.or.jp/suttate/shopinfo/index.html M1:かわじますったて

M2:かわじま呉汁

矢部養鶏場 川島町大字平沼296 A8:矢部養鶏場のトップラン

有限会社鈴木農場 川島町大字牛ケ谷戸609 A9:鈴木農場のシンデレラン・紅鈴こまち

⑨ 笛木醤油株式会社 川島町大字上伊草660 049-297-0041 E6:金笛醤油

E7:金笛減塩醤油

E15:かわべえ＆かわみんトートバッグ

煎餅ふくまる 川島町大字上伊草729-4 E13:野菜あられ

中華そば四つ葉 川島町大字伊草298 M3:四つ葉そば

E16:米粉サンドクッキー

Strawberry Hunt 川島町大字上小見野1072 A5:いちご

⑥ スマイルカフェ1/2 川島町大字下八ツ林871-5 049-299-1134 E12:スマイルスティック

E17:のびクッキー

E5:かわじまみそ

E8:いちじくアイス

E11:いちじくのパウンドケーキ

④ パン工房TOA 川島町大字曲師111 049-297-1188 A3:大粒ブルーベリー

E9:ブルーベリージャム

E10:ブルーベリーベーグル（米粉入り）

③ 川島農産物直売所 川島町大字南園部239-1 049-297-0522 A1:川越藩のお蔵米（コシヒカリ・彩のきずな）

A2:いちじく

E1:いちじくジェラート

E2:いちじくドレッシング

E3:いちじく入り焼肉のたれ

E4:いちじくジャム

いちごファクトリー 川島町大字上八ツ林220-2 A6:いちご

いなはら苺farm 川島町大字上八ツ林346 A7:いちご

主な販売店 住所 取り扱っている認証品

～KJブランド認証品 主な販売店～ 

① 

② 

③ 

④ 

⑤

⑥ 

⑦

⑧ ⑨ 

⑩ 
⑪ 

⑦ 

⑤ 


