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畜畜畜   産産産   物物物   

   
 

 

 

 

 

 

 

      

（写真：大空町産牛乳） 

 

【販売情報】 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 
供給可能時期供給可能時期供給可能時期供給可能時期    

                       

規格規格規格規格    １８０cc、９００cc、業務用１０Ｌ 

荷姿荷姿荷姿荷姿    ビン牛乳、業務用口つきポリ袋 

保存方法等保存方法等保存方法等保存方法等    保存方法：要冷蔵（１０℃以下） 品質保持期間：７日間 

単価単価単価単価のののの目安目安目安目安    １８０cc １２０円、９００cc ３８０円、業務用１０Ｌ ３，８００円 

少量取引少量取引少量取引少量取引    
少量取引可（１８０cc １０本、９００cc３本より取引可）  

※ 網走近郊に配達可能（週２回配達） 

ひがしもこと乳酪館（大空町） 

 電話:0152-66-3953  問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

 Web アドレス：http://www.nyurakukan.com/ 

 

 

 

畜畜畜   産産産   物物物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真：大空町産チーズ） 

 

牛牛牛   乳乳乳   43 

■■■■    食材情報食材情報食材情報食材情報    ■■■■    

   大空町東藻琴で搾られた生乳を使い、６３℃ 

３０分で殺菌した成分無調整の低温殺菌牛乳で

す。無理な熱や機械を使っていないので、絞りた

てのフレッシュミルクと変わらない優しい味わ

いが楽しめます。ビン牛乳ですので、風味を損な

うこともありません。高い乳質は、美味しいナチ

ュラルチーズの原料にもなっています。 

チチチ   ーーー   ズズズ      44 

■■■■    食材情報食材情報食材情報食材情報    ■■■■    

   地場産生乳にこだわったナチュラルチーズを

５種類製造（カマンベール、ゴーダ、チェダー、

スモーク、スモークゴーダ）。どのチーズも牛乳

の風味を活かしたミルキーな味わいで、日本人好

みの食べやすいチーズに仕上がっています。食べ

やすいのでそのままでも、また料理にも使いやす

いチーズです。 
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【販売情報】 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 
供給可能時期供給可能時期供給可能時期供給可能時期    

                       

規格規格規格規格    カマンベール１７０g スモーク１００g その他２００g 

保存方法等保存方法等保存方法等保存方法等    
保存方法：要冷蔵（１０℃以下）  

品質保持期間：６０日間（カマンベール ２１日間） 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可 ※ 他のチーズとの合梱可。商品合計２０個から取引可 

ひがしもこと乳酪館（大空町） 

 電話:0152-66-3953  問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

 Web アドレス：http://www.nyurakukan.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真：雄武町産チーズ） 

 

【販売情報】 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 
供給可能時期供給可能時期供給可能時期供給可能時期    

                       

規格規格規格規格    ミルクストリング(プレーン、スモーク)７０g モッツァレラ９０g  ハードグラス５０g 

荷姿荷姿荷姿荷姿    真空個包装 

保存方法等保存方法等保存方法等保存方法等    

ミルクストリング(プレーン)   保存方法：要冷蔵（１０℃以下）  

品質保持期間：３０日間 

ミルクストリング(スモーク)  保存方法：要冷蔵（１０℃以下） 

               品質保持期間：４０日間 

モッツァレラ、ハードグラス  保存方法：要冷蔵（１０℃以下） 

               品質保持期間：９０日間 

単価単価単価単価のののの目安目安目安目安    

ミルクストリング（プレーン）  ３３０円 

ミルクストリング（スモーク）    ４００円 

モッツァレラ          ４２０円 

ハードグラス          ２５０円 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可（１個より取引可） ※ 通信販売は３０個から取引可 

(有)ブルーグラスファーム（雄武町） 
問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

 電話:0158-84-3483  

 

 

 

■■■■    食材情報食材情報食材情報食材情報    ■■■■    

   自家産生乳１００％のさけるチーズ「ミルクス

トリング（プレーン）」のほか、スモークチップ

を使った風味豊かなさけるチーズ「ミルクストリ

ング（スモーク）」、料理にも使えるさわやかテイ

ストの「モッツァレラ」、熟成タイプで豊かなコ

クと酸味が楽しめる「ハードグラス（セミハード

タイプ）」があります。 
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畜畜畜   産産産   物物物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【販売情報】 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 
供給可能時期供給可能時期供給可能時期供給可能時期    

                       

規格規格規格規格    枝肉・正肉ブロック、精肉スライス、加工品各種 

荷姿荷姿荷姿荷姿    規格による 

保存方法等保存方法等保存方法等保存方法等    保存方法：チルド、フローズン 

単価単価単価単価のののの目安目安目安目安    １，２００円～３，０００円 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可（ギフト発送） ※ 商品の在庫により発送に時間を要することがあります。 

有限会社 しれとこ牛村尾牧場（清里町） 

 電話:0152-25-2322  問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

 Web アドレス：http://www.shiretoko-gyu.com/ 

 

 

 

 

 

 

【販売情報】 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 
供給可能供給可能供給可能供給可能時期時期時期時期    

                       

規格規格規格規格    焼肉用（１００～２００ｇ）など 

荷姿荷姿荷姿荷姿    スライスは発泡トレイ、ブロックは真空パック 

保存方法等保存方法等保存方法等保存方法等    保存方法：冷凍保存 品質保持期間：４５日間 

単価単価単価単価のののの目安目安目安目安    焼肉用２５０円～６００円／１００ｇ サーロイン１，４００円／２００ｇ 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可（１パックより取引可） ※ 清里町、小清水町内は配達します。 

肉の高橋（きよさと産牛担当）（斜里町） 
問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

 電話:090-4877-2068 

 

 

 

 

 

牛牛牛   肉肉肉   45 

■■■■    食材情報食材情報食材情報食材情報    ■■■■    

  ＜しれとこ牛＞ 

優れた血統の黒毛和牛を一貫生産しており、最良の交配に始まり、出産・飼育完了に至る全てを

“秀峰斜里岳の麓”にある自社直営牧場にて育んだ黒毛和牛（雌牛）を原料とし、最高品質の牛肉

のみを「しれとこ牛」として販売しています。 

■■■■    食材情報食材情報食材情報食材情報    ■■■■    

   きよさと産の牛肉（交雑種か肉専用種）を期間限定で販売。霜降りの量ではなく、肉の味を良く

する飼い方、エサの研究のために１頭売り切りで販売しています。 
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畜畜畜   産産産   物物物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真：斜里町産豚肉） 

 

【販売情報】 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 
供給可能時期供給可能時期供給可能時期供給可能時期    

                       

規格規格規格規格    ブロックスライスから枝肉まで 

荷姿荷姿荷姿荷姿    パック、箱 

保存方法等保存方法等保存方法等保存方法等    保存方法：冷蔵保存 品質保持期間：真空パック冷蔵１０日間 

単価単価単価単価のののの目安目安目安目安    部位によって変動 

少量取引少量取引少量取引少量取引    
少量取引可 ※ 送料は別途要。商品引換時（代引き）、贈り物の際、前払いで銀行振込 

にてお支払いください。  

有限会社 佐々木種畜牧場・精肉部直売所（斜里町） 

 電話:0152-23-0429  問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

 Web アドレス：http://www.drive-net.com/sachiku/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豚豚豚   肉肉肉   46 

■■■■    食材情報食材情報食材情報食材情報    ■■■■    

   広々とした畜産環境、徹底した衛生管理のも

と、大麦ベースの特別飼料で増体を抑えながら、

安全に肥育された健康な豚です。豚肉独特の臭み

がなく、筋繊維質がきめ細かく、とてもジューシ

ーで、さらに肉のうまみ成分であるアミノ酸が豊

富に含まれており、脂も甘く、風味豊かな美味し

い豚肉になっています。 
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畜畜畜   産産産   物物物 

 

 

 

 

 

 

 

 

【販売情報】 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 
供給可能時期供給可能時期供給可能時期供給可能時期    

                       

規格規格規格規格    １００g／個 

保存方法等保存方法等保存方法等保存方法等    保存方法：要冷凍 

単価単価単価単価のののの目安目安目安目安    ３５０円／個 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可（１個より取引可） ※ 別途、送料・袋・箱代が必要 

はぐるまの会（置戸町） 
問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

 電話:0157-53-2778 

 

 

 

牛牛牛   乳乳乳   豆豆豆   腐腐腐      47 

■■■■    食材情報食材情報食材情報食材情報    ■■■■    

   添加物一切なしの手作りで、食感は歯ごたえのある木綿豆腐、ほんのり牛乳の甘さが残ります。 

  普通の豆腐のように、冷や奴やバター焼き、コンソメ煮にしてもおいしいです。 


