
　　第６１回（２０２０年度）全国推奨観光土産品審査会入賞品 ２０２０年１１月２０日実施

賞の種類 部門 商品名 内容量 本体価格 業者名 地区名 住所 電話番号 URL

厚生労働大臣賞 菓子 ひとくち練羊羹　詰合せ 18本入 ¥3,000 ㈱榮太樓總本鋪 東京 中央区日本橋1-2-5 03-6880-2900 https://www.eitarosouhonpo.co.jp/SHOP/8869116.html

農林水産大臣賞 食品 朴葉みそ　コンロセット
味噌150g×3パック, コンロ台
金網, 朴葉6枚, 固形燃料6個

¥3,600 今井醸造(名) 岐阜 下呂市萩原町萩原1315 0576-52-1007 http://www.imaijozo.sakura.ne.jp/index.htm

経済産業大臣賞 民工芸 ｃombination　ビアタンブラー 1個 ¥14,000 あさか野窯 福島 郡山市中野1-12 024-973-6320 https://www.asakano.net/

国土交通大臣賞 グローバル 花丸ろうそくギフト(あやめ・椿・ゆり) 3個 ¥3,500 小池ろうそく店 新潟 新潟市江南区所島2-2-76 025-381-3044 http://hanarousoku.com/

観光庁長官賞 全部門より からし蓮根 280ｇ(1本) ¥1,000 森からし蓮根㈲ 熊本 熊本市新町2-12-32 096-351-0001 https://www.karashirenkon.co.jp/

グローバル 手折り銘茶そば2食入 242g【(麺90g・つゆ31g)×2】 ¥700 池島フーズ㈱ 静岡 浜松市浜北区寺島2351 053-587-1025 https://www.umaimen.com/

グローバル かがやき 1個 ¥8,000 安養寺窯　 宮城 仙台市宮城野区安養寺1-30-2 022-233-1007 http://www.anyoji.net/

菓子 山陰の味　大風呂敷　10個入 ¥1,000 宝製菓㈱ 鳥取 東伯郡琴浦町逢束1075-265 0858-49-5555 http://takara-seika.co.jp/index.php

食品 canささ笹かまアヒージョ 150ｇ ¥908 ㈱武田の笹かまぼこ 宮城 塩釜市港町2-15-31 022-366-3355 https://item.rakuten.co.jp/takesasa/001_043/

民工芸 越前焼薄作りコラボ盃・コースターセット 80cc ¥10,000 越前焼工業協同組合 福井 丹生郡越前町小曽原5-33 0778-32-2199 http://www.echizenyaki.com/

グローバル 和装箸袋(王子・王女・将軍・舞妓・芸奴) 1セット（5箱入） ¥18,000 ㈱沖縄ゴールデンファーム 沖縄 那覇市泊2-1-18　T&C泊ビル5階 098-943-1505

菓子 信玄軍配(シャインマスカット)　10個入 ¥1,400 ㈱桔梗屋 山梨 笛吹市一宮町坪井1928 0553-47-3700 http://kikyouya.co.jp/

食品 刻み野菜入り　朴葉みそ折り箱入 味噌150g×2袋, 朴葉2枚 ¥741 今井醸造(名) 岐阜 下呂市萩原町萩原1315 0576-52-1007 http://www.imaijozo.sakura.ne.jp/index.htm

民工芸 「あげだるま箸と小皿」2色セット 総重量320ｇ ¥6,800 吉岡ロゴテック 福井 福井市花堂南2-13-16 0776-36-5780 http://picklip.com/

グローバル 絹ふくれマスク 22×15センチ ¥1,200 橋本修治商店 京都 京丹後市大宮町口大野565 0772-64-2127 https://kinuasobi.net/

菓子 大阪花ラング　８個入 ¥1,000 ㈱あみだ池大黒 大坂 大阪市西区北堀江3-11-26 06-6541-1854 https://osaka-hanalangue.com/

食品 静岡茶集 30g×6個、3g×8個 ¥4,000 ㈱静岡博報堂 静岡
静岡市葵区伝馬町8-6
トップセンタービル11階

054-652-2800 http://www.shizuoka.hakuhodo.co.jp/

民工芸 越中万葉かるた 998ｇ ¥4,000 ㈱文苑堂書店 富山 高岡市駅南5-2-20 0766-21-0333 http://www.bunendo.com/company/

グローバル ×ＭＩＳＯ（カケルミソ） 30ｇ×3本 ¥2,200 (資)和泉屋商店 長野 佐久市岩村田789-2 0267-67-2062 https://www.izumikura.com/

菓子 紅まどんなタルト 40ｇ×4個 ¥980 ㈲永久堂 愛媛 新居浜市又野1-4-32 0897-45-0800 https://www.eikyudo.jp/index.php

食品 飛騨3色カレー（飛騨牛・荏胡麻・ベジタブル） 210g×3種 ¥1,580 ㈱ひだホテルプラザ 岐阜 高山市花岡町2-60 0577-33-4600 https://www.hida-hotelplaza.co.jp/access/

民工芸 西陣織マスク 1個 ¥800 ㈱やまひで 京都 京都市北区紫野西野町1-2 075-432-6777 https://www2.hp-ez.com/hp/yamahidekyoto/page1

グローバル 「あげだるま箸と小皿」2色セット 総重量320ｇ ¥6,800 吉岡ロゴテック 福井 福井市花堂南2-13-16 0776-36-5780 http://picklip.com/

菓子 仙台駄菓子詰合 550ｇ ¥2,000 ㈲元祖仙台駄菓子本舗　熊谷屋 宮城 仙台市青葉区木町通2-2-57 022-234-1807 http://kumagai-ya.co.jp/

食品 金の烏骨鶏　銀の烏骨鶏(大垣の枡入) 約80g  総重量約230g ¥2,021 ㈱烏骨鶏本舗 岐阜 大垣市宮町2-39 0584-76-1717 http://www.ukokkeihonpo.com/

民工芸 金魚ちょうちん“珠”大内塗　中 約150ｇ ¥15,000 ㈲木阪賞文堂 山口 柳井市中央3-278-2 0820-22-0150 http://www.sirakabe.com/

グローバル 雪ふる　雪ふる 80g ¥690 ㈱大阪屋 新潟 新潟市江南区大渕1631-8 025-276-1411 https://www.niigata-osakaya.com/

菓子 爽か滴　小　きいちご・ゆずオレンジ 26g×6個 ¥600 ㈱鼓 石川 金沢市かたつ12 076-237-0370 https://tsuzumi.biz/

食品 ×ＭＩＳＯ（カケルミソ） 30ｇ×3本 ¥2,200 (資)和泉屋商店 長野 佐久市岩村田789-2 0267-67-2062 https://www.izumikura.com/

民工芸 絹ふくれマスク 22×15センチ ¥1,200 橋本修治商店 京都 京丹後市大宮町口大野565 0772-64-2127 https://kinuasobi.net/

グローバル 木のブックカバー（青森ひば材） 1個 ¥2,800 舘　タテグ工芸 青森 八戸市小中野5-10-31 0178-24-5438

菓子 反魂旦 17ｇ×20個 ¥1,250 ㈱美都家 富山 高岡市大坪町1-4-1 0766-22-2864 https://kashoumituya.theshop.jp/

食品 手繰り　へぎそば　5袋つゆ付
そば(乾麺)180g×5袋
つゆ(2倍)70ml×5袋

¥3,100 ㈱小嶋屋総本店 新潟 十日町市中屋敷520-6 025-768-3311 http://www.kojimaya.co.jp/index.html

民工芸 急須5型波　金/トルコ青 満水容量　0.65L ¥9,450 ㈱岩鋳 岩手 盛岡市南仙北2-23-9 019-635-2501 https://iwachu.co.jp/

グローバル
婦人カリプソ
めせき織り　　Ｌ　幅広太鼻緒タイプ

1足 ¥3,364 大谷はきもの店 三重 津市丸之内28-41 059-228-2398 http://anotsubaki.free.makeshop.jp/
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