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(県政・横須賀市記者クラブ、鎌倉市広報メディアセンター同時送付)

かながわブランド「三浦かぼちゃ」information2017
〜ホクホク感と甘味の こだわりかぼちゃ をお楽しみください！〜

県とＪＡグループなどの生産者団体で構成する「かながわブランド振興協議会」は、「三浦かぼち
ゃ」を、産地の三浦半島で色々な形で味わってもらうとともに、多くの人に知ってもらうため、飲食
店や小売店等と連携して、次の４つの取組みを行います。十分完熟させてから収穫する「三浦か
ぼちゃ」のホクホク感と甘みをぜひ味わってみてください！

１ 三浦かぼちゃグルメ＆スイーツフェア 2017
(１)日程

平成 29 年 7 月 18 日（火）〜８月 18 日（金）

(２)参加店舗

県内 22 店舗（別紙１）

(３)内容

飲食店や菓子店で「三浦かぼちゃ」を使った趣向を凝らした料理や菓子が、手
軽に味わえます。

２ 「三浦かぼちゃ」の販売促進
県と「連携と協力に関する包括協定」を結んでいる株式会社京急ストアのかながわブランドサポ
ート店、県内３９店舗（京急ストア・もとまちユニオン）（別紙２)で「三浦かぼちゃ」の販売促進が行
われます。
※「三浦かぼちゃ」の取扱い状況は直接店舗にお問い合わせください。
※「三浦かぼちゃ」は、上記店舗以外でも購入できます。
※詳しくは、京急ストアホームページ（下記ＵＲＬ）を御確認ください。
http://www.keikyu‑store.co.jp/index.html

３ 「三浦かぼちゃ」を使った料理教室
(１)日程等

平成 29 年８月１日（火）、同月 15 日（火）
グランドゥーカ（京急百貨店 10Ｆ） 15:00〜17:30（14:30 集合）

(２)内容

テーマ「親子で食育クッキング三浦野菜とイタリアンを満喫」
親子で「三浦かぼちゃ」のニョッキを作り、イタリアンのコース料理を召し上がって
いただきます。

(３)募集対象等 ５歳〜小学４年生の子どもと保護者(各回 15 組 30 人)
(４)費用

親子で 5,000 円

(５)申込み

７月 21 日(金)まで
参加申込みは、サンケイリビング新聞社(電話:045‑661‑1728）」または「インター
ネット(下記ＵＲＬ)」で受け付けます。
http://mrs.living.jp/yokohama/a̲feature/article/2709685

４ かなチャンＴＶ週刊特命かながわ発信隊によるＰＲ
(１)公開日 平成 29 年７月 10 日(月)
(２)内容

特命かながわ発信隊の「ねたのおにいさん」が三浦半島に行き、産地の紹介や試
食を通じて、「三浦かぼちゃ」のこだわりの情報をお伝えします。

《三浦かぼちゃ》
「三浦かぼちゃ」は、三浦半島の温暖な気候のもとに栽培され、６月〜８月が最盛期です。ホクホ
ク感と甘味で、 こだわりかぼちゃ として、とても高い評価を得ています。
○肥料のこだわり
特別にブレンドした有機質肥料(ぼかし堆肥)を使用して栽培しています。
○完熟を確認
着果から通常 35 日程度で収穫されるものを、さらに 10〜15 日、畑で十分完熟させてから収穫し
ています。

《かながわブランドサポート店》
「かながわブランド振興協議会」は、県民にとって身近な、かながわブランド品をはじめとした県内
産農林水産物及びその加工品を積極的に取扱う販売店、飲食店等を「かながわブランドサポー
ト店」として登録し、サポート店パネルやのぼりなどをサポート店に提示することで、地産地消を推
進し、県産品の普及ＰＲ及び消費拡大を図っています。

問合せ先
神奈川県環境農政局農政部
農政課長

小澤

電話 045‑210‑4401

農政課ブランド推進グループ

大塚

電話 045‑210‑4441

別紙１
○「三浦かぼちゃグルメ＆スイーツフェア 2017」参加店舗一覧
店舗名

住所

問合せ先

商品名
・カボチャをたっぷり使った

１

カギロイ

横須賀市汐入町 2‑38

090‑8004‑7072

カポナータ
・カボチャとクリームチーズ
のサラダ

２

観音崎京急ホテル
ティー＆カクテルラウンジ

３

SALUS

４

やんちゃ家横須賀中央店

横須賀市走水 2‑1157‑2
横須賀市米が浜通 1‑2
ニイヤビル１Ｆ
横須賀市若松町 1‑12
小瀬村若松ビル１Ｆ

046‑841‑2200
046‑887‑0890
046‑825‑2526

三浦かぼちゃの自家製
プリン
三浦かぼちゃとゴルゴンゾ
ーラチーズのペンネ
三浦かぼちゃのトマト
チーズ焼き

月・水 横須賀市森崎 1‑9‑22
５

横須賀ペリー黒船艦隊

火・木 横須賀市大滝町 2‑6

三浦半島地産地消
080‑5098‑9921

移動販売のため、営業場所の

シャークな、かぼちゃに
ジュレをのせて

詳細はお問合せください。
６

アーセンプレイス逗子

７

おでん酒場あっかんべー

８

COTO COTO

９

ハトコヤ〜湘南餃子と泡〜

10

BOULANGERIE E.S.

逗子市逗子 7‑6‑31

046‑872‑2206

11

ベジタブルチャイニーズせろりや

逗子市逗子 1‑11‑6

046‑854‑7372

12

TRATTORIA LA VERDE

逗子市逗子 2‑10‑3

046‑871‑2439

13

くろば亭

三浦市三崎 1‑9‑11

046‑882‑5637

14

斉藤菓子店

三浦市白石町 16‑6

046‑881‑5513

15

さかな料理まつばら

三浦市南下浦町上宮田 3253

046‑888‑1479

16

ホテルマホロバ・マインズ三浦

三浦市南下浦町上宮田 3231

0120‑046‑889

逗子市逗子 5‑4‑29
逗子市逗子 5‑1‑12 カサハラビ
ル B 棟 3F A 号室
逗子市逗子 5‑8‑3
逗子市逗子 7‑6‑20
逗子スモールスクエアー1F

046‑876‑9878
046‑871‑3747
046‑871‑1017
046‑872‑1855

三浦こだわりかぼちゃ
マフィン
かぼちゃ畑の美味ッキー
かぼちゃよりかぼちゃ!?味
の濃厚プリン
野菜だけのさっぱり
夏かぼちゃ餃子
三浦かぼちゃのクロックムッ
シュ
三浦かぼちゃもちの台湾薬
膳スイーツ
三浦かぼちゃのニョッキ
〜ゴルゴンゾーラソース〜
かぼちゃと鮪のクリーム
コロッケ
三浦のかぼちゃさん
まぐちゃコロッケ
(三浦野菜とともに…)
三浦かぼちゃの茶碗蒸し他
・こだわりかぼちゃのチーズ

17

葉山レモンツリー

三浦郡葉山町一色 2157

090‑9157‑1257

ケーキ
・こだわりかぼちゃの手作り
プリン

18

ブラウンスイーツ

三浦郡葉山町長柄 1583‑17
ハヤマステーション内

046‑895‑4545

三浦かぼちゃのモンブラン

19
20
21
22

京急百貨店７Ｆ 世界のお茶専門店

横浜市港南区上大岡西

ルピシア

1‑6‑1

京急百貨店 10Ｆ イタリア料理
ターボロ・デイ・フィオーリ
京急百貨店 10Ｆ南イタリア・シチリア料
理グランドゥーカ
京急百貨店 10Ｆ中国料理 點心茶室

045‑848‑7375

〃

045‑848‑7348

〃

045‑350‑5963

〃

045‑848‑7349

三浦かぼちゃのシフォン
ケーキセット
三浦かぼちゃづくしの
ウニコセット
三浦かぼちゃのニョッキ 生
トマトとバジルのソース
三浦かぼちゃの杏仁豆腐

「三浦かぼちゃグルメ＆スイーツフェア 2017」参加店舗 商品例

La Verde
ハトコヤ〜湘南餃
「三浦かぼちゃの

子と泡〜
「野菜だけの

さ

っぱり夏かぼちゃ
餃子」

ニョッキ
〜ゴルゴンゾーラ
ソース〜」

BOULANGERIE E.S.

マホロバ・マインズ

「三浦かぼちゃの

三浦

クロックムッシュ」

「三浦かぼちゃの
茶碗蒸し」

別紙２
○京急ストア「かながわブランドサポート店」登録店舗一覧
店舗名

住所

問合せ先

1

京急ストア 川崎店

川崎市川崎区駅前本町28

044‑222‑2880

2

京急ストア 新川崎店

川崎市幸区新川崎5‑2

044‑599‑6311

3

京急ストア 鶴見市場店

横浜市鶴見区市場東中町5‑11

045‑502‑2174

4

京急ストア 鶴見西店

横浜市鶴見区豊岡町1‑5

045‑571‑0661

5

京急ストア 鶴見本町通店

横浜市鶴見区本町通4‑171

045‑521‑0192

6

京急ストア 日ノ出町店

横浜市中区日ノ出町1‑42

045‑241‑6611

7

京急ストア 磯子丸山店

横浜市磯子区丸山1‑15‑20

045‑755‑2570

8

京急ストア 磯子岡村店

横浜市磯子区岡村5‑14‑14

045‑753‑8761

9

京急ストア 屏風浦店

横浜市磯子区森3‑17‑28

045‑753‑1581

10 京急ストア 富岡店

横浜市金沢区富岡東6‑1‑1

045‑771‑5892

11 京急ストア 能見台店

横浜市金沢区能見台3‑1‑1

045‑772‑5522

12 京急ストア サニーマート店

横浜市金沢区泥亀1‑25‑3‑B号

045‑784‑6766

13 京急ストア 追浜店

横須賀市追浜本町1‑28‑5

046‑865‑0453

14 京急ストア スパーク浦郷店

横須賀市浦郷町1‑52‑1

046‑865‑4530

15 京急ストア 船越店

横須賀市船越町1‑53

046‑861‑1212

16 京急ストア 安針塚店

横須賀市安針台6‑3

046‑874‑4137

17 京急ストア FHaB湘南池上店

横須賀市池上7‑43‑1

046‑850‑6850

18 京急ストア 上町店

横須賀市上町3‑46‑3

046‑822‑0470

19 京急ストア 浦賀店

横須賀市浦賀1‑1‑2

046‑843‑1471

20 京急ストア 北久里浜店

横須賀市根岸町4‑3‑16

046‑836‑8684

21 京急ストア スパーク北久里浜店

横須賀市根岸町3‑15‑6

046‑833‑4539

22 京急ストア 久里浜店

横須賀市久里浜4‑4‑10

046‑835‑2163

23 京急ストア 新久里浜店

横須賀市久里浜7‑9‑1

046‑834‑1321

24 京急ストア ハイランド店

横須賀市ハイランド4‑2‑2

046‑848‑5141

25 京急ストア 野比店

横須賀市野比1‑9‑2

046‑848‑3648

26 京急ストア 津久井浜店

横須賀市津久井2‑18‑24

046‑849‑7720

27 京急ストア 三浦海岸店

三浦市南下浦町上宮田1491

046‑888‑5190

28 京急ストア 三浦海岸駅前店

三浦市南下浦町上宮田3258

046‑889‑0453

29 京急ストア 三崎東岡店

三浦市東岡町10‑34

046‑881‑0453

30 京急ストア 葉山店

三浦郡葉山町一色1722‑1

046‑875‑8191

31 京急ストア 芦名店

横須賀市芦名2‑19‑2

046‑857‑5501

32 京急ストア 湘南佐島店

横須賀市佐島の丘1‑2‑1

046‑857‑4070

33 京急ストア 武山店

横須賀市林1‑20‑7

046‑856‑4755

34 もとまちユニオン 日吉店

川崎市中原区木月4‑31‑8

044‑434‑0762

35 もとまちユニオン 元町店

横浜市中区元町4‑166

045‑641‑8551

36 もとまちユニオン 鵠沼店

藤沢市鵠沼海岸1‑3‑16

0466‑33‑2105

37 もとまちユニオン 鎌倉店

鎌倉市小町1‑7‑13

0467‑24‑8211

38 もとまちユニオン 葉山店

三浦郡葉山町堀内851

046‑875‑5155

39 もとまちユニオン ウィング久里浜店

横須賀市久里浜4‑4‑10 京急ウィング久里浜1階

046‑836‑0680

