
フェスタさくま
さくまの恵み展

2021
物産展

佐久間町 天竜区

開催期間開催期間

令和3年12月5日（日）～12月20日（月）令和3年12月5日（日）～12月20日（月）

フェスタさくま限定！

100 円クーポン券
500円以上お買上げの方に限る

令和3年12月5日（日）～12月20日（月）まで有効

日々の活動を
ホームページにて更新

青少年健全育成市民大会青少年健全育成市民大会

https://www.city.hamamatsu-szo.ed.jp

みんなで佐久間の子供たちを応援！



ご注文前に必ずお読みください

公式チャンネルにて
天竜区の魅力を伝える
動画を更新中！

佐久間町の紹介動画

天竜区観光協会

送料はお店負担！クーポン可

送料はお店負担！クーポン可

天竜杉の串を使い秘伝の生姜風味の味噌だれを
つけて炭火でじっくり焼きあげる五平餅を是非ご賞
味下さい。

佐久間名物、手作り「ごまちゃん」。平たく伸ばした水飴に白
ゴマや黒ゴマ、きなこを優しく付けています。ゴマの香りと優
しい甘さが特徴です。添加物を使っていない安心・安全な
お菓子です。

五平餅（１本） 佐久間のお菓子ごまちゃん

250円（税込） 350円（税込）

心を込めて作った手作りのクラフトバックです。数に限りが
ありますので、お手数ですが、ご来店の上、商品をご確認
下さい。

自家栽培の梅と柚子を使用した手作りジャムです。梅ジャ
ムはアク抜きをした梅の香りと甘さが引き立ち果肉たっぷり
です。柚子ジャムは爽やかな香りのよさが特徴的で甘酸っ
ぱいです。どちらも着色料を使用していない無添加のジャ
ムです。

ジャム２個セット（梅・柚子 組合せ自由） クラフトバック

1,200円（税込） 2,500 円～（税込）

五平餅のまるふく
五平餅屋ならではのこだわりの味

ご注文を受けてから炭火でじっくり焼きあげます。ご来
店頂き熱々をお召し上がり下さい。ご来店前にお電話
頂ければお待たせせずにご提供させていただきます。

五平餅は発送はいたしておりません。テイクアウトは可能

住所
営業時間

定休日

１０:００－１７:００
静岡県浜松市天竜区佐久間町浦川２８２０－８５－３
不定休のため事前にお電話でご確認下さい

支払方法 店頭：現金、PayPay　ご注文：銀行振込

TEL/FAX  053-967-2750
ご注文する際は必ず「2021フェスタさくま」のカタログを見たとお伝え下さい

縁側カフェ「結」
季節の素材を活かしたお茶受けがオススメ

縁側カフェ「結」では季節の素材を活かしたお茶受
けを休憩の際にご提供しています。縁側のテラスから
お茶畑と川、山を見ながら休憩することができます。お
電話は平日も繋がりますので、お気軽にご連絡下さ
い。

住所
営業時間

定休日

１０：００～１６：００
静岡県浜松市天竜区佐久間町相月５１５
月曜日～金曜日（土日、祝日のみ営業/1月-2月はお休み）

支払方法 店頭　：　現金のみ　ご注文　：　銀行振込、代引き（お客様手数料負担）

TEL/FAX  053-987-2320
ご注文する際は必ず「2021フェスタさくま」のカタログを見たとお伝え下さい

「2021フェスタさくま」の表紙にあるクーポン券は店舗販売並びに店舗飲食時にご利用いただけます。
クーポン券は500円以上のご飲食又はご購入された方が、お１人様あたり１回限り有効となっております。
多くの方にご利用頂くためにも、複数回のご利用は、ご遠慮ください。
クーポン券の有効期間は、令和3年12月5日（日）から令和3年12月20日（月）までとなっております。
その他の期間はご利用頂けません。またクーポン券はお釣りは出ません。

「2021フェスタさくま」のカタログを見て出店者へ注文した場合、
合計金額が1000円以上のご購入で、送料は出店者が負担いたします。
なお、合計金額が1000円未満の場合、送料は出店者負担とはなりませんので、ご注意ください。

送料の出店者負担の注文は、令和3年12月5日（日）から令和3年12月20日（月）までの限定となります。
なお、送料の予算を確保しておりますが、予算がなくなり次第、上記期間内であっても送料が有料となります。
各出店者にご注文時に確認頂くとともに、ご理解とご協力をお願いいたします。

出店者により「代金引換手数料」「銀行振込手数料」などがかかります。
恐れ入りますが、ご購入者にてご負担をお願いいたします。

「2021フェスタさくま」では、出店者のご協力により、商品の価格設定を行っております。
これは、1人でも多くの方に浜松市天竜区佐久間町の魅力を知ってもらい、地域内外の方々に購入してもらうためです。
そのため、オークションやフリマアプリ等での商品の転売はご遠慮願います。

ご購入者さまが「2021フェスタさくま」で購入された商品やサービスは、各出店者が責任を持って取り扱っています。
ご購入や契約条件に関するご質問、各出店者の活動内容、取扱い商品、サービス内容、各出店者ページの記載内容、
購入の可否については、各出店者宛にお問い合せください。

ご注文は各出店者へ直接ご連絡をお願いします。
ご注文する際は必ず、「2021フェスタさくま」のカタログを見て～と出店者にお伝え下さい

１）ご注文方法について

２）クーポン券について

３）送料について

4）その他注文時の手数料について

5）転売のご遠慮について

免責事項

店舗販売並びに店舗飲食時に
500円以上のお会計をされた方がご利用いただけます。
店舗販売並びに店舗飲食時に
500円以上のお会計をされた方がご利用いただけます。

商品の発送には対応しておりません。商品の発送には対応しておりません。
全店舗を通してお１人様あたり１回限り有効となっております。全店舗を通してお１人様あたり１回限り有効となっております。

クーポン券利用の注意点クーポン券利用の注意点

（上限があります）

（上限があります）

クーポン可

送料はお店負担！（上限があります）

（来店時）

（来店時）

です。



天竜区佐久間町浦川の名産　鮎の
塩焼きです。塩焼きは「１本入」と「３
本入」がございます。価格は鮎の大き
さにより異なりますので、ご注文の際は
鮎の「注文本数」「鮎の大きさ（価
格）」をご連絡ください。発送する際に
は、真空パックに入れてお送りします。

天竜区佐久間町浦川の名産　鮎の
甘露煮です。甘露煮は「１本入」と「３
本入」がございます。価格は鮎の大き
さにより異なります。ご注文の際は甘
露煮の「注文本数」「鮎の大きさ（価
格）」をご連絡ください。発送する際に
は、真空パックに入れてお送りします。

天竜区佐久間町で採れたものを使っ
て丁寧に作っています。渋皮煮は、水
につけた栗の鬼皮を剥き、渋皮を残し
たまま丁寧に煮た逸品です。きゃらぶ
きは、フキの独特な香りや食感がやみ
つきになる山の味覚です。ゆべしは、
柚子の中に味噌やくるみなどを詰め
て蒸し、乾燥させた郷土料理です。

天竜浦川の名産　鮎の塩焼き 天竜浦川の名産　鮎の甘露煮 栗の渋皮煮、きゃらぶき、ゆべしセット

500～1,000円 （税込） 380円 ～（税込） 1,500円 （税込）

毎年、干支の陶器が人気です。他に
もお皿やお茶碗、お湯呑みに花瓶な
ど様 な々種類があります。事前に予約
をすると陶芸教室も出来ますので、お
気軽にお問い合せ下さい。

爪楊枝入れや水引、アクリルたわしま
で様 な々小物を手作りしています。こ
ちらは全国から注文の入る人気商品
となっています。

手漉きのはがきは筆乗りがよく、県内
外から注文が入ります。わかすぎ工房
の手漉きはがきを使って、いつもお世
話になっている方に手紙を出してみて
はいかがでしょうか。

手作りの陶器 小物全般 手漉きはがき

300～1500円 （税込） 120～350円 （税込） 100円（税込）

惜しまれつつお店を閉めたそば処北条峠で、
そばを打っていた鎌倉さんが手打ちしたそばで
す。2021フェスタさくまのため限定で３０セット
販売します。販売数には限りがございますので、
売切れの際は何卒ご容赦ください。なお、商品
の発送は一律で12月24日（金）となります。

手打ちそば（２パック）１パック400g
限定３０セット

２，４00円（税込）

支払方法 店頭：現金、Paypay　ご注文：銀行振込

鎌倉亀代
自家製粉、地元の味がこだわり

（元野田やまびこ会）

天竜区佐久間町で栽培したそばだけにこだわって打
っています。地元で栽培する在来そばは香りがとても
豊かです。材料が限られているため、２パック３０セット
限定販売します。１パックは400gとなります。天
竜区佐久間町の風味豊かな蕎麦をお楽しみください。

住所 静岡県浜松市天竜区佐久間町奥領家１１５５－１

支払方法 銀行振込

TEL/FAX  053-987-1493
ご注文する際は必ず「2021フェスタさくま」のカタログを見たとお伝え下さい

北遠の素朴な味と香りを心を込めてお届け

山香ふるさと村
緑豊かな山香の地で夏の暑さで「うまみ」を冬の
寒さで「かおり」を出して、1年間熟成させた手作り
味噌は逸品です。また、梅漬け、紅生姜、きゃらぶき、
金山寺みそなど、どの商品も無添加にこだわって
丁寧に作っています。北遠の素朴な味と香りを心を
込めて食卓へお届けします。

住所
定休日

静岡県浜松市天竜区佐久間町大井２１８５ー１
不定休（お越しの際は事前にご連絡ください 053-964-0026）

支払方法 払込取扱表

TEL/FAX  053-964-0074 / 留守の場合　053-964-0026
ご注文する際は必ず「2021フェスタさくま」のカタログを見たとお伝え下さい

住所
営業時間

定休日

９：００～１６：００
静岡県浜松市天竜区佐久間町佐久間２５３０
土日、祝日

支払方法 現地：現金のみ　ご注文：銀行振込

TEL/FAX  053-965-0056
ご注文する際は必ず「2021フェスタさくま」のカタログを見たとお伝え下さい

特定非営利活動法人
インクルーシブな社会の実現を目指して

わかすぎ工房
わかすぎ工房は障がいを持つ人達が、同じ地域の人達
と一緒になって活動し生活できるようになることを目指
しています。手作りで心温まる小物をこの機会に是非
お買い求め下さい。

丸大豆100％に対して、米麹70％、
大麦麹30％、塩分11％の割合で独
自の手法を凝らし真心を込めて1年
間熟成させた手作り味噌です。

浜北で採れた小梅を昔ながらのしそ
地元、山香の地で採れた南高梅や、

漬けで丁寧に漬け込んだ梅漬けで
す。

地元の食材にこだわって作った「紅
生姜漬」、「金山寺」、「きゃらぶき」、
「らっきょう漬」です。組合せ自由でお買
い求め頂けます。

手作り味噌

850円

手作り梅漬け(小梅、南高梅) 地元食料の逸品

1Kg  900円 /900g  
/450g  420円（税込）

小梅漬450円
   梅漬 400円（税込）

紅生姜漬 400円  / 金山寺 380円  
きゃらぶき 380円  / らっきょう漬 380円

割烹旅館おかめ
鮎料理、季節の料理を楽しめる浦川の割烹旅館

浜松市天竜区佐久間町浦川で、鮎料理や季節の料
理を割烹旅館としてご提供しています。宿泊はもちろ
ん、宴会も承ります。当店名物の鮎の塩焼き、鮎の甘
露煮、栗の渋皮煮・きゃらぶき・ゆべしのセットを販売し
ます。どれも手作りの逸品ですので、この機会にお買
い求め下さい。

住所
定休日

静岡県浜松市天竜区佐久間町浦川２７７５
無定休

支払方法 現地：現金のみ　ご注文：銀行振込

TEL/FAX  053-967-2631
ご注文する際は必ず「2021フェスタさくま」のカタログを見たとお伝え下さい

宿泊、宴会のご予約も承っております。お気軽にご連絡ください。店頭受取の方は要予約となります。

送料はお店負担！クーポン可

送料はお店負担！クーポン可

送料はお店負担！クーポン可

送料はお店負担！クーポン可

（上限があります）

（上限があります）

（上限があります）

（上限があります）

（来店時） （来店時）

（来店時） （来店時）



標高400mの山奥で採れたハチミツ
です。ありのままの天然の状態のハチ
ミツをご提供しております。静岡県知
事へ養蜂飼育届けを出しており、蜜
蜂を適切に管理し、安心・安全なハチ
ミツを出荷しています。

季節の移り変わりと共に、様 な々花々
が咲く里山。それぞれの時期に採密
されたのが「百花蜂蜜」です。300g
の百花蜜は160gより200円ほどお
買い得です。複数注文も承ります。百
花蜜（600g）2,500円もございま
す。

ミツバチが六角形の巣を作る際に、働
き蜂から分泌するロウを熱で溶かして
固めブロック状にしたものが蜜蝋で
す。手間ひまをかけて丁寧に作った
蜜蝋を使った蝋燭です。サイズにより
料金が異なりますので、お問い合せく
ださい。

百花蜜（160g） 百花蜜（300g） 蜜蝋のろうそく

800円（税込） 1,300円（税込） 400～800円（税込）

手打ちそばセットには、季節の野菜を使った天ぷら、付け合
わせ、おにぎり、デザートとコーヒーがつきます。つるりと喉を
滑り落ちる食感とほのかに感じる繊細な手打ちそばの風味
をお楽しみ下さい。

とうじそばは、長野県の奈川地区に伝わる郷土料理です。
そばをつゆに浸ける事を「湯じ」といい、これが「とうじ」の語
源と言われています。つゆの旨みと温められたお蕎麦の香り
が食欲をそそります。

ざるそばセット（コーヒー＆デザート付） とうじそばセット（コーヒー＆デザート付）

1,200円（税込） 1,200円（税込）
魚料理がメインのBセットは、小鉢やデザートも
ついてボリューム満点です。丁寧に作られた家
庭料理を楽しむことができます。コーヒーやお茶
などが楽しめるドリンクバーも付いています。

肉料理がメインのAセットは、小鉢やデザートも
ついてボリューム満点です。丁寧に作られた家
庭料理を楽しむことができます。コーヒーやお茶
などが楽しめるドリンクバーも付いています。

ランチAセット（メインが肉料理） ランチBセット（メインが魚料理）

1,000円 （税込） 1,000円 （税込）

ミキの会
標高400mの山奥で採れた安心・安全なハチミツ

標高400mの浜松市天竜区佐久間町の山奥で
採れたハチミツです。周りに農薬を使う畑が無く、
自然環境の良い山奥なのでハチミツも安心・安全
です。40年程養蜂をやっており、自信を持っておす
すめできます。

住所
代表

静岡県浜松市天竜区佐久間町上平山317－２
橋本幹男

支払方法 銀行振込、代金引換

TEL/FAX  053-964-0804
ご注文する際は必ず「2021フェスタさくま」のカタログを見たとお伝え下さい

山城屋
2021年6月に浦川にオープンした山城屋は、完全
予約制のお蕎麦屋さんです。なめらかな食感を出す
ために手打ちの二八そばを使っており、研究を重ねた
秘伝のそばつゆとの相性は抜群です。季節の野菜を
使った付け合わせは素材の味を活かした奥深い味
付けが魅力です。

手打ちそばへのこだわり

住所
営業時間

定休日

１１：００～１５：００（完全予約制）
静岡県浜松市天竜区佐久間町浦川２７２６
不定休のため事前にお電話でご確認下さい

支払方法 店頭：現金のみ

TEL/FAX  053-967-2755
ご注文する際は必ず「2021フェスタさくま」のカタログを見たとお伝え下さい

サロンAmi
アットホームなサロンでリラクゼーション

佐久間町出身で、前職、看護師をしておりました
セラピストが、オールハンドの施術を致します。自宅

ています。申し訳ございませんが、犬の苦手な方に
は、ご利用頂けません。

住所
営業時間

定休日

１０：００～１７：００　不定休のため、事前にご連絡下さい。
静岡県浜松市浜北区　（詳しい住所はご予約時にお伝えします）
不定休（お越しの際は事前にご連絡ください０９０－２３４４－６７８７）

支払方法 現金のみ

TEL  ０９０－２３４４ー６７８７
ご注文する際は必ず「2021フェスタさくま」のカタログを見たとお伝え下さい

あい川
音楽と緑と清流のあるアットホームな山の食堂

あい川は土日のみ営業しているアットホームな雰囲
気のお店で、新鮮な肉や魚を使った家庭料理が人
気です。年に数回は「音楽会」も開いており、音楽
と緑と清流のあるお店として多くの方が集まります。
演奏を希望する方は事前に連絡を入れるとスムー
ズです。緑を眺めながらゆったりとした時間を過ご
してはいかがでしょうか。

住所
営業時間

定休日

１１：００～１５：００頃
静岡県浜松市天竜区佐久間町浦川２４０５－１
月～金（土日のみ営業、祝日は休業）

支払方法 店頭：現金のみ

web  http://aikawa.coolblog.jp/
ご注文する際は必ず「2021フェスタさくま」のカタログを見たとお伝え下さい

フェイシャルトリートメント(60分）

フットマッサージ（４５分）

各部（背中、デコルテ、脚）リンパマッサージ（30分）

３,３００円（税込）

３,５００円（税込）

５,０００円（税込）

※上記組合せも可能です。事前にご相談下さい。

クーポン可

クーポン可

クーポン可

送料はお店負担！

の一室で、室内犬（トイプードル）とお客様をお迎えし

電話番号 053-967-3736 (土日のみ)

（来店時） （来店時）

（来店時） （上限があります）



榎電気 大石建設（株）

水本建設（有）

和田建設

（株）浦川建設

特定非営利活動法人

がんばらまいか佐久間久 片桐鍛治店

（有）山田工業所

協賛企業一覧

ひかり美容室
駅から徒歩2分
お客様とお気軽に
コミュニケーションを大切に対応しています。

定休日 / 毎週 日・月曜日

（有）ツカサ興業
私たちは安全優先を旨とし、

お客様の安全運行と財産を守り地域に広く貢献致します。

ユーコープ佐久間店
遠山ジンギスシリーズや金山寺味噌

数取り扱っていますので、ぜひ立ち
寄って見てください。

（有）大見商店
地域とともに

LPガス、灯油販売、上下水道工事、住宅設備機器

豊栄産業株式会社
地域の快適な暮らしのお手伝い

LPガス販売　ガス器具販売
浜松市天竜区佐久間町浦川2820番地の35 TEL.053(967)2615   FAX.053(967)3200

ささの美容室
皆様のくつろぎの場になりますよう

お待ちしております

TEL : 053-967-2750

美容室楽（RAKU）ヘアーサロンノリモト
スキンフェードからリーゼントなど、男性らしさ
を追求しているサロンです。
アメリカングラフィティが大好きで、店もオール
ディーズな店内でお客さんをお迎えしています。

落ち着いた空間でのマンツーマンサロンを
魅力とし、通常メニューの他、ピンナップへ
アー、巡りケア等人気です。これからも”いや
し”と”明るさ”をモットーにして日々精進して
まいります♪

高井建具店

高井建具店
〒431-3906 浜松市天竜区佐久間町浦川501-7

TEL・FAX 053-967-3202

有限会社柴田石油

石油製品
自動車部品販売

特別養護老人ホームさくまの里

介護に関する不安やお困り事など、
お気軽にご相談下さい。

私たちと一緒に働いてくださる方も募集中です。

TEL : 053-965-1855

J-POWERグループはこれからも佐久間の皆様とともに邁進してまいります
電源開発株式会社
電源開発送変電ネットワーク株式会社
株式会社 J-POWERハイテック
株式会社 J-POWERハイテック
J-POWERテレコミニュケーションサービス株式会社

佐久間電力所
佐久間送変電事業所
佐久間事業所
中部天竜事業所
佐久間事業所

松浦電設

お客様に寄り添った懇切丁寧な電設施工
総合電気設備・設計・施工・メンテナンス

石のヒラガ浜北店
浜松市浜北区於呂1377-5

TEL：053-588-7503

協賛企業様はあいうえお順に掲載しております

定休日 / 月曜日 第3日曜日

フェスタさくま実行委員会
天竜商工会佐久間支部

天竜区観光協会佐久間支部
浜松市佐久間女性団体連絡協議会
NPO法人がんばらまいか佐久間

佐久間森林組合
遠州中央農協佐久間支店

シニアクラブ浜松市連合会佐久間地区連合会
電源開発株式会社水力発電部中部支店佐久間電力所
佐久間地区自治会連合会
公益財団法人浜松市スポーツ協会佐久間支部
浜松市佐久間文化協会
浜松市佐久間協働センター

TEL   :     053-965-1217

山林刃物製造

TEL・FAX 053-964-0146

など、この地域ならではの商品も多


