
第６２回全国推奨観光土産品名簿

期間　２０２２年４月１日～２０２４年３月３１日

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 〇
函館チョコレート最中　いか五郎

商店　6個入

25ｇ、6個（2個×

3袋入）
1080 ㈱はこだて柳屋 040-0075 函館市万代町3-13 0138-42-0989

菓子 〇 パイまん　北海道メロン4入 4個 756 ㈱吉田食品 041-0824 函館市西桔梗町851-8 0138-83-1784

食品 - ぶっかけ　とうきびソース
30ｇ×4枚入

（120ｇ）
270 ㈱ソラチ 003-0829

札幌市白石区菊水元町9条1-

15-8
011-871-2911

食品 - 海鮮しゅうまい三昧
240g(8個入り)*3

種
3888 函館タナベ食品㈱ 041-0808 函館市桔梗5-28-17 0138-47-2323

食品 -
朝食屋さとうのスパイス煮込み

《チキン&マッシュルーム》
240ｇ 1350 荒湯制作所 042-0932

函館市湯川町3丁目24－10(2

階)
090-3776-3684

食品 〇 鬼の板長　福島町産黒米いかめし 1尾 600 ㈱函館フーズプランニング 040-0011 函館市本町4-7 0138-53-1146

食品 - 函館真昆布だしセット 300ｍｌ　4本入 2600 ㈲ヤマチュウ食品 041-0843 函館市花園町25-3 0138-83-6531

食品 -
牧家　かけるチーズソースカンコ

ワイヨット
110g、1個 540 ㈱牧家 052-0012 伊達市松ヶ枝町65番地11 0142-21-1888

食品 - 牧家　飲むヨーグルトプレーン 200g、1個 280 ㈱牧家 052-0012 伊達市松ヶ枝町65番地11 0142-21-1888

食品 〇 プレサドール～Presser'dor 190ml　5本 5000 ㈱北海道アグリマート 061-0600 樺戸郡浦臼町字於札内381-10 0125-67-3777

食品 - 縄文のり 180g2個入 1620 久二　野村水産㈱ 041-1613 函館市臼尻町245 0138-25-3456

民工芸-
手彫木彫“アマンカムイ「食べ物の

守り神」”

1個（プレート付

専用木彫台付）
20000 ㈲湖畔屋 085-0467

釧路市阿寒町阿寒湖温泉4-3-

33
0154-67-2071

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 -
ＣＡＳＳＩＳ　AＰＰＬＥPIE

from　Aomori
1個 2650 ㈱お菓子のみやきん 039-2512

上北郡七戸町字七戸町字笊田

76-1
0176-62-5100

菓子 - 青森グルメせんべい
16枚（2種×2枚、

4種×3枚）
1080 ㈲八戸屋 035-0051 むつ市新町47-3 0175-22-3324

菓子 - 林檎煎餅 12枚 1080 ㈲八戸屋 035-0051 むつ市新町47-3 0175-22-3324

菓子 - 海峡小角せんべい
60枚（5種×12

枚）
1620 ㈲八戸屋 035-0051 むつ市新町47-3 0175-22-3324

菓子 - 南部スペシャル

64枚（4種×10

枚、2種2枚×6

袋）

3780 ㈲八戸屋 035-0051 むつ市新町47-3 0175-22-3324

菓子 - うす焼青森りんごせんべい 16枚 1296 ㈲八戸屋 035-0051 むつ市新町47-3 0175-22-3324

菓子 - うす焼ねぶたせんべい 16枚 1296 ㈲八戸屋 035-0051 むつ市新町47-3 0175-22-3324

食品 - 鰊の切込 600ｇ 875 ㈲丸共　内海水産 030-0901 青森市港町3-8-7 017-741-5655

食品 - にんにく醤油 200ml 540 ㈲柏崎青果 039-2116 上北郡おいらせ町秋堂54-1 0178-56-5030

食品 - 牛蒡うどん 180g 378 ㈲柏崎青果 039-2116 上北郡おいらせ町秋堂54-1 0178-56-5030

食品 - スライスにんにく 30g 248 ㈲柏崎青果 039-2116 上北郡おいらせ町秋堂54-1 0178-56-5030

食品 - 南部八戸桑茶パウダータイプ 60g 1080 南部桑研㈱ 039-1208
三戸郡階上町角柄折志民22-

21
0178-32-0258

食品 - 美味桑茶 90ｇ 2160 南部桑研㈱ 039-1208
三戸郡階上町角柄折志民22-

21
0178-32-0258

食品 - 田子牛味噌漬 200g×3P 5022 ㈱肉の博明 039-0201
三戸郡田子町大字田子字天神

堂向41-12
0179-32-3307

食品 - 田子豚味噌漬 250g×3P 1944 ㈱肉の博明 039-0201
三戸郡田子町大字田子字天神

堂向41-12
0179-32-3307

民工芸- 南部花形組子モビール １個 6500 舘　タテグ工芸 031-0802 八戸市小中野5-10-31 0178-24-5438

民工芸- 若衆はねと人形 1個 14300 おがさわら郷土人形製作所 030-0961 青森市浪打2-14-1 017-742-1859

民工芸-
大人の折り紙・青森伝統工芸文様

津軽研ぎだし変わり塗
8枚入 550 ㈲イシオカ工芸 036-8052 弘前市大字堅田2-7-5 0172-34-6222

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 -
いわての味　奥中山高原のおせん

べい　26枚入
11ｇ×26枚 1233

社会福祉法人カナンの園

生活介護事業シャローム事

業所

028-5134
二戸郡一戸町奥中山字西田子

1447-3
0195-35-2883

北　海　道

青　森　県

岩　手　県



菓子 -
いわての味　奥中山高原のおせん

べい　12枚入
11ｇ×12枚 616

社会福祉法人カナンの園

生活介護事業シャローム事

業所

028-5134
二戸郡一戸町奥中山字西田子

1447-3
0195-35-2883

菓子 -
みちのくいわての味せんべい　雑

穀ざんまい　(大BOX)
13ｇ×26枚 1500

社会福祉法人カナンの園

生活介護事業シャローム事

業所

028-5134
二戸郡一戸町奥中山字西田子

1447-3
0195-35-2883

菓子 -
みちのくいわての味せんべい　雑

穀ざんまい　(小BOX)
13ｇ×12枚 864

社会福祉法人カナンの園

生活介護事業シャローム事

業所

028-5134
二戸郡一戸町奥中山字西田子

1447-3
0195-35-2883

食品 - ドラゴンアイスカイ 350ml 385
暁ブルワリー八幡平ファク

トリー
028-7302 八幡平市松尾寄木1-474-6 0195-78-8994

食品 - ドラゴンアイマグマ 350ml 418
暁ブルワリー八幡平ファク

トリー
028-7302 八幡平市松尾寄木1-474-6 0195-78-8994

食品 - ドラゴンアイサン 350ml 418
暁ブルワリー八幡平ファク

トリー
028-7302 八幡平市松尾寄木1-474-6 0195-78-8994

食品 - ドラゴンアイスノー 350ml 418
暁ブルワリー八幡平ファク

トリー
028-7302 八幡平市松尾寄木1-474-6 0195-78-8994

食品 - 藤原黄金蜂蜜　ゆりの木 300g 3370 ㈲藤原アイスクリーム工場 020-0886 盛岡市若園町3-10 019-624-3001

食品 - 早池峰蜂蜜詰合せ 450g×2 3400 大峠養蜂場 028-2633 宮古市平津戸1-79-2 0193-77-2320

民工芸-
八幡平ドラゴンアイ®　龍神様の眼

ストラップ　「青空｣
8g、1個 770 TT Craft HANDMADE 020ｰ0125

盛岡市上堂1-4-19　ワンズ

ホーム105号
090-9748-8998

民工芸〇 SUMITCH(スミッチ) 2個入り(2ヶ月分) 2200 ㈱クジラテラス 028-0041 久慈市長内町19-152 0194-75-3500

民工芸〇
展勝地さくら染め　タオルハンカ

チ

タオルハンカチ(1

枚)
1200 さくら染家　和の衣さとう 024-0062 北上市鍛冶町1-9-10 0197-64-0843

民工芸- 四季の香炉　さくら 約440ｇ 3520 ㈱岩鋳 020-0863 盛岡市南仙北2-23-9 019-635-2501

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 〇 海保カレーせんべい(6袋入)箱 2枚×6袋 756 海鮮せんべい塩竈㈱ 985-0001 塩竈市新浜町3丁目30-30 022-363-5030

菓子 〇 仙台ふくちゃん（南蛮味噌味） 40g 400 ㈱山形屋商店 986-0401 登米市津山町柳津字町16 0225-68-2066

菓子 〇 仙台ふくちゃん（仙台味噌味） 40g 400 ㈱山形屋商店 986-0401 登米市津山町柳津字町16 0225-68-2066

食品 - 牛たん南蛮味噌漬け 100ｇ 648 ㈱かね久 984-0015 仙台市若林区卸町2-6-4 022-353-7697

食品 - ささかまディップ 120ｇ 780 ㈱武田の笹かまぼこ 985-0016 塩釜市港町2-15-31 022-366-3355

食品 - canささ笹かま和ヒージョ 150ｇ 980 ㈱武田の笹かまぼこ 985-0016 塩釜市港町2-15-31 022-366-3355

食品 〇 赤色と黄色のカニー 150g×2 1296 かに物語 988-0033 気仙沼市川口町1-100 0226-23-1721

食品 -
網元逸品手造り　さんまつくだ煮

特選セット　3パック入
2210 ㈲ケイ 988-0013 気仙沼市魚町2-5-15 0226-22-0327

食品 -
網元逸品手造り　さばみそ味　2

パック入
２切×２袋 1296 ㈲ケイ 988-0013 気仙沼市魚町2-5-15 0226-22-0327

食品 - 笹かまぼこ詰合せ 3種×5枚 2787 ㈱白謙蒲鉾店 986-0824 石巻市立町2-4-29 0225-22-1842

民工芸- パソコン台 500×220×52 3500 みちのく工芸 989-1742
柴田郡柴田町大字上川名字舘

山67-1
0224-56-6677

民工芸- 用紙立 295×15×35 2750 みちのく工芸 989-1742
柴田郡柴田町大字上川名字舘

山67-1
0224-56-6677

民工芸- ジュエリーBOX 80×100×48 5500 みちのく工芸 989-1742
柴田郡柴田町大字上川名字舘

山67-1
0224-56-6677

民工芸- ポケットティッシュBOX 145×108×20 4500 みちのく工芸 989-1742
柴田郡柴田町大字上川名字舘

山67-1
0224-56-6677

民工芸〇 酒勾瓶　夜半の月　仙台 1合1個 6600 安養寺窯 983-0832 仙台市宮城野区安養寺1-30-2 022-233-1007

民工芸- 仙台七夕グラス 1個 8250 HIROガラス工房 984-0835 仙台市若林区今泉2-20-34 022-294-9066

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 - 田沢湖　夏いろ冬いろ

12個（夏いろ1

個・冬いろ1個×

6）

1080 (資)木村屋商店 013-0021 横手市大町5-23 0182-32-0700

宮　城　県

秋　田　県

山　形　県



部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 - あけび焼（8個入） 8個 1250 和洋菓子　丸屋 999-1361 西置賜郡小国町大字栄町21 0238-62-2135

菓子 - あけび焼（5個入） 5個 787 和洋菓子　丸屋 999-1361 西置賜郡小国町大字栄町21 0238-62-2135

食品 -
奥田シェフ監修　庄内豚プレミア

ムベーコン
360ｇ 1728 ㈱東北ハム 997-0011 鶴岡市宝田3-6-58 0235-22-1856

食品 - 米沢牛すみれ漬(味噌吟醸酒粕漬) 5枚入(350g) 5400 ㈱米沢牛　黄木 992-0017 米沢市桜木町3-41 0238-22-2241

食品 - 酒田の塩使用　浅漬けの素 150ｇ 540 ㈱マウントスマイル 992-0057 米沢市成島町3-2-117 0238-22-5941

食品 - 山葵醤油 70g 864 ㈱八鍬土建 996-0212 最上郡大蔵村大字清水2309-1 0233-75-2359

食品 - 詰合せ　湖水 5袋入り 4075 東園亭 995-0014 村山市楯岡鶴ヶ町1-17-33 0237-53-2457

食品 - 昆布巻き　5本箱入 1本×5袋 3600 東園亭 995-0014 村山市楯岡鶴ヶ町1-17-33 0237-53-2457

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 - 栗本陣 44ｇ、10個入 2200 ㈲ニューキムラヤ 960-8054 福島市三河北町3-16 024-536-1028

菓子 〇 柏屋薄皮饅頭こしあん 5個入 680 ㈱柏屋 963-8071
郡山市富久山町久保田字宮田

127-5
024-956-5511

菓子 〇 蔵たま 2種、5枚 594 山中煎餅本舗 966-0015
喜多方市関柴町上高額字北町

407-1
0241-22-0614

食品 - よむぎめん　20把 180ｇ×20 4428 ㈲永善　蓮沼製粉製麺所 966-0896 喜多方市諏訪208 0241-22-0543

食品 - よむぎめん　10把 180ｇ×10 2268 ㈲永善　蓮沼製粉製麺所 966-0896 喜多方市諏訪208 0241-22-0543

食品 - 元祖生ラーメン　3食 130ｇ×3 648 ㈲永善　蓮沼製粉製麺所 966-0896 喜多方市諏訪208 0241-22-0543

食品 - 岩魚味噌 150ｇ 1080 檜枝岐村温泉・特産事業所 967-0527
南会津郡檜枝岐村字見通

1156-1
0241-75-2200

食品 - 花見月　いろどり 6種6品 1769 ㈱かねまん本舗 970-0221 いわき市平下高久字下原83 0246-39-3360

食品 -
喜多方ラーメンストレートスープ

付き醬油味
470ｇ 540 ㈱五十嵐製麺 966-0826 喜多方市字町尻東7468 0241-22-0457

食品 〇 長久保のしそ巻ミニパック箱入 3ｇ×10袋 432 ㈲長久保食品 970-1152
いわき市好間町中好間字鍛冶

内28-2
0246-36-3999

民工芸〇 会津桐卓上風鈴・花生け付き 150ｇ 3960 木之本漆器店 966-0852 喜多方市字天満前8859 0241-23-1611

民工芸-
ふたえタンブラー　ラウンド(ホワ

イト)
1個　(約250g) 4180 あさか野窯 963-0206 郡山市中野1-12 024-973-6320

民工芸-
ふたえタンブラー　ラウンド(ブ

ラック)
1個　(約250g) 4180 あさか野窯 963-0206 郡山市中野1-12 024-973-6320

民工芸-
le mompe ふたえタンブラー(ブ

ラック/グリーン)
1個　(約290g) 6050 あさか野窯 963-0206 郡山市中野1-12 024-973-6320

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 - 奥久慈卵のとろ～りクリームパン 1個 216 パン工房ぐるぐる 311-0105 那珂市菅谷5360-1 029-352-2560

菓子 - スイートポテト 4個入 1080 農業法人　深作農園㈲ 311-2102 鉾田市台濁沢157 0291-39-8560

菓子 - フカサクメロンゼリー
3個入（1個100

ℊ）
880 農業法人　深作農園㈲ 311-2102 鉾田市台濁沢157 0291-39-8560

菓子 - さつまいもバウム 1個約270ｇ 1400 農業法人　深作農園㈲ 311-2102 鉾田市台濁沢157 0291-39-8560

食品 - 新六の奈良漬 720ｇ・１箱 4158 ㈱新六本店 302-0004 取手市取手2-13-36 0297-72-0006

食品 -
選りすぐりの10魚種　焼酎仕込み

ギフトセット

各1ｐｃ（縞ほっ

け2枚・赤魚2枚・

さば2枚・あじ2

枚・ししゃも5

尾・からすかれい

2切・紅鮭2切・銀

だら2切・まとう

鯛2枚・メロ2切）

5000 ㈱ヤ印 311-1211 ひたちなか市沢メキ1110-18 029-263-6811

食品 〇 奥久慈軍鶏の釜めしの素 430ｇ（1袋） 1620 ㈲水戸山翠 310-0026 水戸市泉町2-2-40 029-221-3617

食品 - 鹿嶋灘産　蒸はまぐり 140g/6個 3000 ㈱鹿島豊栄丸 314-0012 鹿嶋市平井187-40 0299-95-6725

福　島　県

茨　　城　　県



食品 -
【常陸の国珈琲】オリジナルド

リップパック 4種詰め合わせ

利根豆達物語ＤＰ

(12g)×6個、龍ケ

崎珈琲浪漫ＤＰ

(12ｇ)×6個、筑

波の里珈琲ＤＰ

(12ｇ)×6個、う

しく湖畔の珈琲Ｄ

Ｐ(12ｇ)×6個、

計24個

3942 ㈲とむとむ 301-0044 龍ケ崎市小柴1-2-11 0297-65-5340

食品 - プッチーモ　丸干しタイプ（黄） 70g（7個） 600 ㈱住谷公商店 312-0062 ひたちなか市高場2343-1 029-352-2755

食品 - プッチーモ　平干しタイプ（赤） 70g（7個） 580 ㈱住谷公商店 312-0062 ひたちなか市高場2343-1 029-352-2755

食品 - 梅ドロップス 80g 478 ㈱吉田屋 311-1301 東茨城郡大洗町磯浜町546 029-267-2069

食品 - 焼き芋 500ℊ×2袋 1500 農業法人　深作農園㈲ 311-2102 鉾田市台濁沢157 0291-39-8560

食品 - 干し芋 500ℊ×2袋 3160 農業法人　深作農園㈲ 311-2102 鉾田市台濁沢157 0291-39-8560

食品 - 梅酒　梅香　百年梅酒プレミアム 720ml 3300 明利酒類㈱ 310-0836 水戸市元吉田町338 029-247-6111

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 - 子持柚子羊羹 1本 756 ㈱タカサゴ 321-0405 宇都宮市上田町1013 028-674-3367

菓子 -
かんぴょうといちごのハーモニー

♪12個
24ｇ×12個 648 ㈱野沢商店 329-0524 河内郡上三川町大字多功1890 0285-53-0020

菓子 -
かんぴょうといちごのハーモニー

♪２０個
24ｇ×20個 1080 ㈱野沢商店 329-0524 河内郡上三川町大字多功1890 0285-53-0020

食品 - 宇都宮の地酒　酒蔵散歩 180ml×3 1250 ㈱横倉本店 321-0911 宇都宮市問屋町3172-6 028-656-7777

食品 - がんこラーメン３兄弟
３種類　麵130ｇ

×２食入り
1080 ㈲菊地市郎商店 325-0058 那須塩原市錦町2-39 0287-62-0053

食品 〇 大江戸ごぼう 200ｇ 1080 ㈱おばねや 323-0827 小山市神鳥谷1747-1 0285-28-6878

食品 - 若採り里ごぼう　かつお味 160ｇ 572 ㈱おばねや 323-0827 小山市神鳥谷1747-1 0285-28-6878

食品 - 若採り里ごぼう　しょうゆ味 160ｇ 572 ㈱おばねや 323-0827 小山市神鳥谷1747-1 0285-28-6878

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 - 栗甘納糖初霜風情詰合せ 9個 2430 ㈱横山製菓　芳房堂 370-0042 高崎市貝沢町1069 027-361-4170

菓子 - 彩りの甘納糖詰合せ 140g、60g各1袋 1080 ㈱横山製菓　芳房堂 370-0042 高崎市貝沢町1069 027-361-4170

菓子 - お好み甘納豆詰合せ 70g×6袋 1296 ㈱横山製菓　芳房堂 370-0042 高崎市貝沢町1069 027-361-4170

菓子 - うめ糖詰合せ 10個 2376 ㈱横山製菓　芳房堂 370-0042 高崎市貝沢町1069 027-361-4170

菓子 - 伊香保プリン 95ｇ 230 ㈲クレヨン 377-0008 渋川市渋川3692-8 0279-24-0290

菓子 - フルーツソイバー 70g 378 大自然生活館㈱ 377-1412
吾妻郡長野原町北軽井沢

1990-4053
0279-84-6295

菓子 - よもぎまんじゅう 6個入 960 ㈲藤岡商店 376-0013 桐生市広沢町3-3554 0277-54-0440

菓子 - シキシマプリン4個セット 90ｇ×4個 2000 Mon　Conamon 371-0036 前橋市敷島町242-9 027-289-3188

菓子 - 太助饅頭 12個 1240 ㈱大丸屋製菓 378-0044 沼田市下之町871-2 0278-22-2489

菓子 - 栗最中 8個 2600 ㈱大丸屋製菓 378-0044 沼田市下之町871-2 0278-22-2489

菓子 - 多助俵最中 8個 1650 ㈱大丸屋製菓 378-0044 沼田市下之町871-2 0278-22-2489

食品 - 生姜レモンハチミツ 220ｇ 626 大自然生活館㈱ 377-1412
吾妻郡長野原町北軽井沢

1990-4053
0279-84-6295

食品 - どくだみブレンド茶徳用 10ｇ×30P 1944 大自然生活館㈱ 377-1412
吾妻郡長野原町北軽井沢

1990-4053
0279-84-6295

食品 - キャベツサイダー 340ml 248 ㈱みまつ食品 379-2153 前橋市上大島町2-1 027-261-2534

食品 - シャキッとギョーザ燻 120g 540 ㈱みまつ食品 379-2153 前橋市上大島町2-1 027-261-2534

食品 -
天皇杯受賞農園の生いもこんにゃ

くセット
300ｇ、6袋入 1620 小山農園 377-0804 吾妻郡東吾妻町岩井849-2 0279-68-3681

食品 - 赤城山麓　純粋巣蜜 306g 2142 深澤養蜂 376-0143 桐生市黒保根町宿廻579 090-1435-8274

食品 - 赤城山麓　日本蜂蜜 330g 2310 深澤養蜂 376-0143 桐生市黒保根町宿廻579 090-1435-8274

民工芸-
天然染料手染　桐生織シルクス

トール
1枚 28000 織元　毒武織物 376-0013 桐生市広沢町5-1793 0277-54-5137

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 - 旬果バウムサンド　6ヶ入
900ｇ/箱（各1５

0g×６個）
5980 ㈲村田屋 332-0021 川口市西川口6-8-33 048-252-1739

埼　　玉　　県

栃　　木　　県

群　　馬　　県



菓子 - オーストリッチもちどら 100g、1袋 350
美里オーストリッチファー

ム
367-0117 児玉郡美里町白石1334-2 0495-71-6838

菓子 - ダチョウ焼き菓子詰め合わせ

サブレ3枚入✕2袋

、 もちどら2袋 、

バームクーヘン1

個

3480
美里オーストリッチファー

ム
367-0117 児玉郡美里町白石1334-2 0495-71-6838

菓子 -
ダチョウたまごアイス　セット（6

個入）

80ml×6種（バニ

ラ、ストロベリー

チーズケーキ、抹

茶ホワイトチョコ

レート、ミルク

ティー、ラムレー

ズン、チョコ）

3000
美里オーストリッチファー

ム
367-0117 児玉郡美里町白石1334-2 0495-71-6838

菓子 - かわぐちSoyくっきー　Osoyくん
（７g×11本）

× ４箱
3600 Labo  Osoy 332-0031 川口市青木1-15-5 805 080-6537-1110

菓子 - 一輪草クッキーセット 8袋 2200
社会福祉法人　めだかすと

りぃむ　すいーつばたけ
334-0059 川口市安行1132 048-291-5047

菓子 - 酒粕華美 5個詰合せ 5個 1188 フランス菓子 ジョゼ 362-0072 上尾市中妻1-12-8 048-771-1619

菓子 - ビアモルトクラッカー　20枚入 1080 三州製菓㈱ 344-0013 春日部市銚子口979番地 048-735-1151

菓子 - さいたま名物　ナポリタン煎餅 5枚入り 702
彩の国ブランドフォーラム

㈱
337-0033 さいたま市見沼区御蔵1247-7 048-795-6033

菓子 - さいたま名物　うなぎ煎餅 6枚入り 864
彩の国ブランドフォーラム

㈱
337-0033 さいたま市見沼区御蔵1247-7 048-795-6033

菓子 - 狭山茶煎餅 3枚入り 390
彩の国ブランドフォーラム

㈱
337-0033 さいたま市見沼区御蔵1247-7 048-795-6033

菓子 - 麦わらぼうし 36ｇ.1個 162 　㈲青柳 344-0062 春日部市粕壁東1-2-5 048-752-2147

菓子 〇 彩の国のレモンケーキ １個 302
㈱長沢機械製作所食品部浦

和グリーンワゴン
332-0031 川口市青木3-15-1 048-255-6778

菓子 - ニシダ飴詰合せ 80g  ８袋いり 1000 ㈲ニシダ飴 360-0013 熊谷市中西1-1-16 048-522-1983

菓子 〇 福入だるませんべい　7枚入 7枚 648 ㈱七越製菓 338-0014 さいたま市中央区上峰2-3-9 048-852-3753

菓子 〇
味あわせ　ソフト手揚げもち　8袋

入
8袋 950 ㈱七越製菓 338-0014 さいたま市中央区上峰2-3-9 048-852-3753

食品 -
深谷ねぎみたいなスティックシュ

ガー
3g×20本 432 (名）きん藤 366-0823 深谷市本住町7-54 048-571-1341

食品 〇 にんにく辛みそだれ 250g / 個 700 福田工房 366-0801
深谷市上野台3118-1ラフォー

レ上野台104
090-1117-5041

食品 - やしお花桃サイダー 275ml 216 ㈲大久保屋 340-0802 八潮市鶴ヶ曽根2014 048-996-8333

食品 〇 春日部うなぎちまき 6個 3348 壽亭 344-0011 春日部市藤塚2356-5 048-738-0155

食品 -
いろいろ使いたくなっちゃうキム

チのたれ
130g 550 キムチショップあげお 362-0017 上尾市二ツ宮904-12 048-775-5311

食品 - 中山道歴遊 中山道宿場銘茶 110ｇ×2本 3000 ㈱信濃屋 331-0811 さいたま市北区吉野町1-384 048-662-4708

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 - 落花生風土記26袋入詰合せ

厚焼1枚入×14袋

入､薄焼2枚入×12

袋

2109 ㈱房洋堂 294-0043 館山市安布里780 0470-23-5111

菓子 - 柏サンド 1枚 194 ㈱富井 270-2261 松戸市常盤平5-9-12 047-385-1031

菓子 - ぴーなっつ最中8個詰 8個 1300 米屋㈱ 286-0032 成田市上町500 0476-36-2031

菓子 - 成田の芋のすいーとぽてと6個詰 6個 1298 米屋㈱ 286-0032 成田市上町500 0476-36-2031

菓子 - 鯛せんべい 12枚(2枚×6袋) 410 鎌田製菓㈲ 299-5502 鴨川市内浦2819 04-7095-2828

菓子 - 純金くろしお最中

粒餡67ｇ×8個･求

肥入67ｇ×6個･胡

麻餡67ｇ×6個

4360 ㈱新松月 290-0056 市原市五井2021-1 0436-21-0217

菓子 -
純米ばうむ　しっとりミルク仕立

て
200g 1380 ㈱新倉 296-0041 鴨川市東町999-11 04-7094-5588

食品 - 千葉半立から付落花生 320g 2052 ㈲福井商店 260-0013 千葉市中央区中央3-16-5 043-224-4360

食品 - 千葉県産ピーナッツみそ 160ｇ 594 富士正食品㈱ 288-0862 銚子市高田町4-874 0479-33-1271

食品 - ピーナツハニー 340ｇ 648 富士正食品㈱ 288-0862 銚子市高田町4-874 0479-33-1271

千　　葉　　県



食品 - 玉三白玉詰合せｾｯﾄ

白玉300ｇ×1､蓬

白玉粉300ｇ×1､

即席白玉125ｇ×

4､小倉あん(つぶ

あん)200ｇ×2､黒

蜜150ｇ×1､きな

粉140ｇ×1

3780 川光物産㈱ 271-0077 松戸市根本11-1 047-362-2131

食品 - さや煎り落花生千葉半立 3１0ｇ 1404 ㈱伊藤国平商店 289-1115 八街市八街ほ35 043-444-1125

食品 - 鉄砲不動漬中辛1本入り １本 540 ㈱川村佐平治商店 286-0027 成田市仲町381 0476-22-0156

食品 - あさり佃煮 170g 648 青柳食品㈱ 287-0037 香取市与倉73-2 0478-58-5688

食品 - ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙｻｰﾃﾞｨﾝ 100g 324 青柳食品㈱ 287-0037 香取市与倉73-2 0478-58-5688

食品 - ひ志お〔紙パック〕 200ｇ 750 ㈱銚子山十 288-0041 銚子市中央町18-3 0479-22-0403

食品 - もつごと落花生の花椒風味 70g×2枚 1296 ㈲高橋水産 286-0001 成田市船形1264 0476-26-9351

食品 - もつごと落花生の花椒風味 70ｇ×2 1296 ㈲高橋水産 286-0001 成田市船形1264 0476-26-9351

食品 - 鉄砲漬 140g 540 ㈲沢田漬物 286-0824 成田市野毛平71-27 0476-22-7013

食品 - 生姜みそ漬 230g 648 ㈲沢田漬物 286-0824 成田市野毛平71-27 0476-22-7013

食品 - しそ巻とうがらし 12本入 540 ㈲沢田漬物 286-0824 成田市野毛平71-27 0476-22-7013

食品 - 銚子の鯖ずし 6切 1080 ㈲銚子プラザホテル 288-0044 銚子市西芝町11-2 0479-22-0070

食品 - 銚子の焼鯖ずし 6切 1080 ㈲銚子プラザホテル 288-0044 銚子市西芝町11-2 0479-22-0070

食品 - 千葉らっかせい納豆 2個 756 ㈲ひまわり 285-0837 佐倉市王子台1-26-8 043-461-2669

食品 - さや煎落花生・ナカテユタカ 250g 1080 ㈱広川 289-2306 香取郡多古町十余三281-7 0479-75-1521

食品 - さや煎落花生・千葉半立 220ｇ 1188 ㈱広川 289-2306 香取郡多古町十余三281-7 0479-75-1521

食品 - さや煎落花生・Qなっつ 100g 540 ㈱広川 289-2306 香取郡多古町十余三281-7 0479-75-1521

食品 - さんま姿寿し 7切れ 1200 ㈱海辺里 289-2704 旭市上永井1217 0479-57-3190

食品 - さば棒寿し 7切れ 2000 ㈱海辺里 289-2704 旭市上永井1217 0479-57-3190

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 〇
東京ミニバーム　武蔵野日誌チョ

コ・ホワイト8個入
1500 ㈱青木屋 183-0026 府中市南町6-12-1 042-368-3009

菓子 〇
東京ミニバーム　武蔵野日誌チョ

コ・ホワイト12個入
2200 ㈱青木屋 183-0026 府中市南町6-12-1 042-368-3009

菓子 - 浅草サンド 6個 1100 ㈱製菓　川喜多 111-0032 台東区浅草5-56-4 03-3875-0013

菓子 - 志ほせ饅頭 9個入 1296 (資)塩瀬総本家 104-0044 中央区明石町7-14 03-3521-8811

菓子 - 江戸祭人形焼 こしあん（8個入） 8個 650 ㈱ショウエイ 120-0044
足立区千住緑町1-19-20　東

礼ビル3F
03-5813-0771

菓子 -
江戸祭人形焼 詰合せ（こしあん/

カスタード）
12個（各6個） 1080 ㈱ショウエイ 120-0044

足立区千住緑町1-19-20　東

礼ビル3F
03-5813-0771

菓子 〇 千果彩ドライフルーツ　サンふじ 30ｇ 800 ㈱YARN　HOUSE 160-0022 新宿区新宿1-8-1 03-6825-6333

菓子 〇
千果彩ドライフルーツ　とちおと

め
20ｇ 900 ㈱YARN　HOUSE 160-0022 新宿区新宿1-8-1 03-6825-6333

菓子 〇
千果彩ドライフルーツ　ラ・フラ

ンス
30ｇ 800 ㈱YARN　HOUSE 160-0022 新宿区新宿1-8-1 03-6825-6333

菓子 〇 千果彩ドライフルーツ　不知火 25ｇ 800 ㈱YARN　HOUSE 160-0022 新宿区新宿1-8-1 03-6825-6333

菓子 〇 千果彩ドライフルーツ　白桃 30ｇ 800 ㈱YARN　HOUSE 160-0022 新宿区新宿1-8-1 03-6825-6333

菓子 〇
千果彩ドライフルーツ　ヘイワー

ド
25ｇ 800 ㈱YARN　HOUSE 160-0022 新宿区新宿1-8-1 03-6825-6333

菓子 〇
千果彩ドライフルーツ　みしらず

柿
30ｇ 800 ㈱YARN　HOUSE 160-0022 新宿区新宿1-8-1 03-6825-6333

菓子 〇
千果彩ドライフルーツ　ボゴール

パイン
20ｇ 800 ㈱YARN　HOUSE 160-0022 新宿区新宿1-8-1 03-6825-6333

菓子 〇 千果彩ドライフルーツ　黄金桃 25ｇ 800 ㈱YARN　HOUSE 160-0022 新宿区新宿1-8-1 03-6825-6333

菓子 〇 千果彩ドライフルーツ　いちじく 35ｇ 800 ㈱YARN　HOUSE 160-0022 新宿区新宿1-8-1 03-6825-6333

菓子 - 竹皮包羊羹 印籠杉箱2本入 NET 1,790g 7344 ㈱虎屋 107-0051
港区元赤坂1-5-8　虎屋第2ビ

ル３階
03-3408-4121

菓子 - 竹皮包羊羹 化粧箱1本入 NET 880g 3240 ㈱虎屋 107-0051
港区元赤坂1-5-8　虎屋第2ビ

ル３階
03-3408-4121

菓子 - 小形羊羹10本入 NET 617g 3240 ㈱虎屋 107-0051
港区元赤坂1-5-8　虎屋第2ビ

ル３階
03-3408-4121

食品 - 国分寺茶 100ｇ×3本入 3240 松本園製茶工場 185-0002 国分寺市東戸倉1-6-3 042-321-1668

食品 - 島塩 200ｇ 900 ㈲小笠原フルーツガーデン 100-2101 小笠原村父島東町82-2 04998-2-2534

食品 - 薬膳島辣油 115ｇ 980 ㈲小笠原フルーツガーデン 100-2101 小笠原村父島東町82-2 04998-2-2534

食品 - 牛肉佃煮木箱詰合せ 各50g×7種 5400 ㈱今半 111-0035 台東区西浅草2-17-4 03-3842-8656

東　　京　　都



食品 - 本格麦焼酎(麦糀・大麦)情け嶋 700ml 1133 八丈興発㈱ 100-1511 八丈島八丈町三根1299 04996-2-0555

食品 - 一藻百味5袋詰合せ 5種×各1袋 972 ㈱山本海苔店 103-0022 中央区日本橋室町1-6-3 03-3241-0261

食品 - おつまみ海苔2缶詰合せ 20ｇ×2缶入 1296 ㈱山本海苔店 103-0022 中央区日本橋室町1-6-3 03-3241-0261

食品 - 東京べったら漬 800g 3240 ㈱東京にいたか屋 103-0007 中央区日本橋浜町3-2-2 03-5614-9090

食品 - 東京べったら漬　詰め合わせ 4個入 3499 ㈱東京にいたか屋 103-0007 中央区日本橋浜町3-2-2 03-5614-9090

民工芸〇
だるま七転八起「RED」paper

ornament
23.5ｇ 1300

㈲前川正樹デザイン事務所

（GIFThearts)
168-0074 杉並区上高井戸3-2-2 03-5942-1224

民工芸〇
お稲荷さん三連朱「WHITE」

paper　ornament
23.5ｇ 1300

㈲前川正樹デザイン事務所

（GIFThearts)
168-0074 杉並区上高井戸3-2-2 03-5942-1224

民工芸〇 雷門浅草　paper　ornament 23.5ｇ 1500
㈲前川正樹デザイン事務所

（GIFThearts)
168-0074 杉並区上高井戸3-2-2 03-5942-1224

民工芸〇
松山城「BLACK」　paper

ornament
23ｇ 1500

㈲前川正樹デザイン事務所

（GIFThearts)
168-0074 杉並区上高井戸3-2-2 03-5942-1224

民工芸- 江戸切子風鈴　桜 1個　約180g 9900 彩り硝子工芸 136-0071
江東区亀戸4-19-13サニービ

ル2階
03-5609-3618

民工芸-
江戸切子ぐい呑み　天晴れジャパ

ン
1個　約80g 6820 彩り硝子工芸 136-0071

江東区亀戸4-19-13サニービ

ル2階
03-5609-3618

民工芸〇
江戸切子オールドグラス　天晴れ

ジャパン
1個　約180g 14300 彩り硝子工芸 136-0071

江東区亀戸4-19-13サニービ

ル2階
03-5609-3618

民工芸- 幸福大熊猫　　Sサイズ 120ｇ、1個 1540 ㈱吉德 111-8515 台東区浅草橋1-9-14 03-3851-0161

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 - 横浜三塔物語　スティックケーキ ３本 713 ㈱三陽物産 231-0033 横浜市中区長者町9-155 045-251-8642

菓子 - 銘菓　勝サブレ 8枚 1080 ㈱三陽物産 231-0033 横浜市中区長者町9-155 045-251-8642

菓子 - 独鈷　久寿餅

2枚入り（久寿餅/

黒みつ/きな粉）

約800ｇ

800 ㈱住吉 210-0816 川崎市川崎区大師町4-47 044-288-4437

菓子 - 湘南名菓ほっくり 50g10ヶ入 2050 菓子司　杵若 254-0821 平塚市黒部丘7-16 0463-31-2776

菓子 - 江の島名物　元祖海苔羊羹 1竿530ｇ 1800 ㈱中村屋羊羹店 251-0036 藤沢市江の島2-5-25 0466-22-4214

菓子 - プティ・フール・サレ 170ｇ 1944 ㈱ありあけ 231-0023 横浜市中区山下町26-1 045-662-0880

菓子 - 横濱ハーバー　ダブルマロン　8個 8個 1425 ㈱ありあけ 231-0023 横浜市中区山下町26-1 045-662-0880

菓子 -
ハーバーズ　ムーン　ガレット　8

個入
8個 1296 ㈱ありあけ 231-0023 横浜市中区山下町26-1 045-662-0880

菓子 - 蒸ショコラ15個入り箱
15個入　約470g

（商品+箱）
3024 ㈲イルフェジュール 215-0022 川崎市麻生区下麻生2-5-20 044-987-3120

菓子 - 福寿雪丸 150ｇ 720 ㈱萬珍食品 231-0801 横浜市中区新山下3-1-6 045-622-4114

食品 - 落花生とうふ 250ｇ 702
㈱魚作　和風レストラン魚

作
259-1305 秦野市堀川39 0463-87-0039

食品 - The Japanese Craft GIN 黄金井 500ｍｌ 4950 黄金井酒造㈱ 243-0121 厚木市七沢769 046-248-0124

食品 - 宮ケ瀬ダム貯蔵酒 特別純米 720ｍｌ 1870 黄金井酒造㈱ 243-0121 厚木市七沢769 046-248-0124

食品 - 宮ケ瀬ダム貯蔵酒 吟醸辛口 720ｍｌ 1760 黄金井酒造㈱ 243-0121 厚木市七沢769 046-248-0124

食品 - 青みかんジャム 120ｇ 1188 菓子工房　青い空 258-0019 足柄上郡大井町金子1463-4 0465-83-0473

食品 - 金箔入みなと横浜七福茶 70g 1080 ㈱横浜園 241-0814 横浜市旭区中沢3-16-28 045-391-2516

食品 〇
金箔入みなと横浜七福茶ティー

バック
24g（2g×12） 648 ㈱横浜園 241-0814 横浜市旭区中沢3-16-28 045-391-2516

食品 〇 釜炒り緑茶 IRIKA 炒香 1本　750ml 5400
ロイヤルブルーティージャ

パン㈱
253-0014 茅ヶ崎市本宿町2-8 0467-50-0806

食品 - 横浜産芋芋焼酎「一里山」 720ml 2420 口口ネット㈱ 220-0011 横浜市西区高島2-10-13-203 045-442-7725

食品 - よこすか海軍カレー 200ｇ 405 ㈱ヤチヨ 238-0006 横須賀市日の出町1-9 046-828-7511

食品 - ひらつか七夕ラーメンセット
麺130g×3,スープ

45ml×3
1080 中華　百番 254-0014 平塚市四の宮3-11-14 0463-22-1550

食品 - 湘南みかんぱん 85g 180
社会福祉法人　進和学園

サンメッセしんわ
254-0913 平塚市高根277 0463-35-3800

食品 - 湘南無添加100％トマトジュース 500ｇ　3本セット 2678 しんわルネッサンス 259-1204 平塚市上吉沢1520-1 0463-58-5414

食品 - 和紅茶 50ｇ 540  ㈱田中屋 213-0001 川崎市高津区溝口3-14-1 044-833-1301

食品 - 大山街道　溝口宿　武州茶 100ｇ 864  ㈱田中屋 213-0001 川崎市高津区溝口3-14-1 044-833-1301

食品 -
肉の石川　とん漬（神奈川県産

相模豚）
100ｇ×7枚 6264

泰平商事株式会社（肉の石

川）
254-0019 平塚市西真土1-3-8 0463-33-6111

民工芸〇 ようじ入れ　フクロウ 74g 2350 ㈲箱根丸山物産 250-0521 足柄下郡箱根町箱根17 0460-83-6604

神　奈　川　県



民工芸-
港のシンボル【YOKOSUKA】の刻

印入　ミニボラード

ミニボラード×１

個
10000

㈱イガエンジニアリングマ

テリアル
238-0041 横須賀市本町3-31-2-801 046-897-3635

民工芸-
さくらゆめみし ブレスレット ダイ

ヤ ６連
1個 6930 Lino Drops Kamakura 248-0006

鎌倉市小町2-12-29　鈴木ビ

ル1階
0467-55-5833

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 〇 越後銘菓河川蒸気 1個、50ｇ 194 ㈱いえい 959-2335 新発田市本田3389 0254-28-8181

菓子 〇
トマト水まんじゅう『妙高の赤茄

子』
1個　70ｇ 313 ㈲東京堂 944-0043 妙高市朝日町1-2-9 0255-72-9981

菓子 - 雪国　ぎんなん揚げ 50g 500
㈲山岸モータース　小国町

特産品
949-5215 長岡市小国町新町15 0258-95-4666

食品 - 南蛮えびのみそ汁の素 200ml 486 山崎醸造㈱ 947-0004 小千谷市東栄3-7-4 0258-83-3460

食品 - 政ちゃん新潟かつ丼のタレ 200ml 540 山崎醸造㈱ 947-0004 小千谷市東栄3-7-4 0258-83-3460

食品 - 天然醸造味噌　越後の恵み 300ｇ 486 山崎醸造㈱ 947-0004 小千谷市東栄3-7-4 0258-83-3460

民工芸〇 火焔土器(ミニ)

ろうそく10本、

マッチ・スタンド

付き

5500 小池ろうそく店 950-0135 新潟市江南区所島2-2-76 025-381-3044

民工芸- 越後長岡郷土かるた 325ｇ 1800 越後長岡かるた会 940-0048 長岡市台町2-5-23 090-2985-4418

民工芸- 純チタンネックレス　YUKIDOKE 1個 16500 レジエ㈱ 955-0862 三条市南新保6-16 0256-34-9150

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 - しろえび撰 18枚 1080 日の出屋製菓産業㈱ 939-1694 南砺市田中411 0763-52-6441

食品 -
魚津バイ飯おこわ（お土産冷凍タ

イプ）
250ｇ 1080 芋かいもちの源七 937-0042 魚津市六郎丸4531-1 0765-22-4857

食品 - にぼしこ 2ｇ×30包 600 KANAYA（同） 935-0024 氷見市窪852-6 0766-73-7309

食品 - ほたるいか甘露煮
160ｇ（80ｇ×2

袋）
1080 ㈱川村水産 936-0048 滑川市三穂町1666 076-475-7058

食品 - ほたるいか素干（常温タイプ） 30ｇ 540 ㈲浜浦水産 937-0865 魚津市上口1-1-26 0765-22-2037

食品 - ほたるいか素干（冷蔵タイプ） 30ｇ 540 ㈲浜浦水産 937-0865 魚津市上口1-1-26 0765-22-2037

民工芸- むすびボール(中) 170g 3500 ㈱砺波商店 933-0804 高岡市問屋町75 0766-21-1677

民工芸- むすびボール(小) 90g 2500 ㈱砺波商店 933-0804 高岡市問屋町75 0766-21-1677

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 - はと麦の里 55ｇ、15個 3385 イルグラーノたかぎ 923-1101 能美市粟生町ツ５６ 0761-57-0263

菓子 - 爽か滴　塩ソーダ・ぶどう 35ｇ×6個 864 ㈱鼓 920-0219 金沢市かたつ12 076-237-0370

菓子 - 爽か滴　きいちご・ゆずオレンジ 35ｇ×6個 864 ㈱鼓 920-0219 金沢市かたつ12 076-237-0370

菓子 - 涼菓　彩紙ふうせん 30ｇ×6個 540 ㈱鼓 920-0219 金沢市かたつ12 076-237-0370

食品 - 能登牛ビーフジャーキー 30ｇ 540 天狗中田産業㈱ 921-8054 金沢市西金沢3-124 076-249-1111

食品 -
加賀守岡屋の焼きいなりバラエ

ティーセット8個入

各110ｇ（3種各2

個、2種各1個）
3600 ㈱加賀守岡屋 922-0326 加賀市桑原町へ17番地1 0761-74-1317

食品 -
守岡さんちの焼きいなり　2個入

(鶏ごぼう・ちらし)
各110ｇ×2 800 ㈱加賀守岡屋 922-0326 加賀市桑原町へ17番地1 0761-74-1317

食品 - かに甲ら揚 1個 1400 安宅の関　長沖 923-0003 小松市安宅町タ-140 0761-22-3838

食品 - 和風しゅうまい　6個入 32g×6個入 925 安宅の関　長沖 923-0003 小松市安宅町タ-140 0761-22-3838

食品 - 鳥越　渡津蛍米　白米5kg 　 5000 おおた農場 920-2366 白山市渡津町ロ106番地 076-254-2198

食品 - 鳥越　渡津蛍米　白米2kg 　 2000 おおた農場 920-2366 白山市渡津町ロ106番地 076-254-2198

食品 - 干し甘海老 30g 540 ㈱浜野水産 927-1214 珠洲市飯田町12-88-2 0768-82-0195

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 - 江　水羊かん 520g　1箱 800 ㈲えがわ 910-0024 福井市照手3-6-14 0776-22-4952

菓子 - 水かんてん（黄金の梅） 200g　1個 700 ㈲えがわ 910-0024 福井市照手3-6-14 0776-22-4952

食品 - 越前そば（四人前つゆ付）乾麺

400ｇ（160ｇ×

2、つゆ20ｍｌ×

4）

972 友吉製粉製麺 919-0545 坂井市坂井町東荒井43-40 0776-72-0058

食品 〇 滝の川　かに酢 350ml 1800 ㈲味浪漫 916-0425 丹生郡越前町高佐16-19-2 0778-39-1120

食品 - 甘海老寿司 １本（260ｇ） 1836 ㈲スターフーズ 913-0021 坂井市三国町楽円58-11-11 0776-82-7607

新　　潟　　県

富　　山　　県

石　　川　　県

福　　井　　県



食品 - 元祖 焼き鯖寿司 １本（290ｇ） 1242 ㈲スターフーズ 913-0021 坂井市三国町楽円58-11-11 0776-82-7607

食品 - サバスチャン4種セット 170ｇ×4缶 2650 ㈱若廣 917-0081 小浜市川崎1-3-5 0770-53-3844

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 〇 山中湖まりもマカロン 120g42個 700 ㈲サンスペースアメニティ 401-0501
南都留郡山中湖村山中865-

137
0555-62-2743

食品 - 青い富士山クリームソーダ 245ml 540
㈱フォネット（富士山プロ

ダクト）
400-0046 甲府市下石田2-10-6 055-298-6066

食品 - かくし甲斐路印 みそ付生ほうとう
200g×2（みそ2

袋付）
864 有川商事㈱ 400-0043 甲府市国母3-6-2 055-228-4321

食品 - かくし甲斐路印 夏のほうとう
200g×2（つゆ2

袋付）
864 有川商事㈱ 400-0043 甲府市国母3-6-2 055-228-4321

食品 -
かくし甲斐路めん 具材付生ほうと

う

麺200g、具材

170g、みそ70g、

だし6g

980 有川商事㈱ 400-0043 甲府市国母3-6-2 055-228-4321

食品 - おつまみ甲府鳥もつ煮 6包 432 ㈱信玄食品 404-0054 甲州市塩山藤木1870 0553-32-3324

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

食品 -
神渡　辛口飲み比べセット　甚吉

袋入

300ml×2本セッ

ト
1650 ㈱豊島屋 394-0028 岡谷市本町3-9-1 0266-23-1123

食品 - 焼生姜佃煮 250ｇ 540 ㈱ ダイマツ 383-0053 中野市大字草間2079 0269-24-1133

食品 - 山菜わさび 220ｇ 540 ㈱ ダイマツ 383-0053 中野市大字草間2079 0269-24-1133

食品 - 野沢菜わさび 220ｇ 540 ㈱ ダイマツ 383-0053 中野市大字草間2079 0269-24-1133

食品 - しそ巻き甘露梅 330ｇ 756 ㈱ ダイマツ 383-0053 中野市大字草間2079 0269-24-1133

食品 - 信濃の国　野沢菜漬 270ｇ 437 ㈱ ダイマツ 383-0053 中野市大字草間2079 0269-24-1133

食品 - 黒胡麻　ごぼう 240g 540 ㈱ ダイマツ 383-0053 中野市大字草間2079 0269-24-1133

食品 - 塩麹ちびきゅう 210ｇ 540 ㈱ ダイマツ 383-0053 中野市大字草間2079 0269-24-1133

食品 - ぴりり椎茸　絵手紙 270ｇ 756 ㈱ ダイマツ 383-0053 中野市大字草間2079 0269-24-1133

食品 - 青唐味噌ひめたけ 180ｇ 756 ㈱ ダイマツ 383-0053 中野市大字草間2079 0269-24-1133

食品 - 梅山ごぼう 175ｇ 540 ㈱ ダイマツ 383-0053 中野市大字草間2079 0269-24-1133

食品 - 青唐みそちびきゅう　袋入 220ｇ 540 ㈱ ダイマツ 383-0053 中野市大字草間2079 0269-24-1133

食品 -
青唐みそちびきゅう　袋入（結び

有）
220ｇ 540 ㈱ ダイマツ 383-0053 中野市大字草間2079 0269-24-1133

食品 - 青唐みそちびきゅう　箱入 250ｇ 756 ㈱ ダイマツ 383-0053 中野市大字草間2079 0269-24-1133

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 - かすていら（プレーン） 200g 500 かめや菓子舗 509-7403 恵那市岩村町291 0573-43-2208

菓子 - 極上かすていら 200g 800 かめや菓子舗 509-7403 恵那市岩村町291 0573-43-2208

菓子 - 吉備羊羹　1棹 1棹　（300ｇ） 820 きびようかん本家 503-1261 養老郡養老町鷲巣1568-2 0584-32-0512

菓子 - 名物味噌入り大垣せんべい 8枚 432 ㈱竹屋煎餅本舗 503-0997 大垣市長松町710-5 0584-91-5260

菓子 - みそ半月 18枚 248 ㈱竹屋煎餅本舗 503-0997 大垣市長松町710-5 0584-91-5260

菓子 - カステーラ 1本 500 松浦軒本舗 509-7403 恵那市岩村町809-6 0573-43-2329

菓子 - しらさぎ物語（ひと口サイズ） 30個入 561 ㈱飛騨あずさ 509-2202 下呂市森1501-3 0576-25-5565

食品 〇 くるみ入り秘伝の万能たれ 230g 550 ㈲あまから 509-7201 恵那市大井町295－12 0573-25-3029

食品 〇 真空冷凍五平餅 １パック５本入り 650 ㈲あまから 509-7201 恵那市大井町295－12 0573-25-3029

食品 - 明宝トマトケチャップ 300g 648 ㈱明宝レディース 501-4302 郡上市明宝寒水268-1 0575-87-2388

食品 - 女城主　純米　あま酒 500ｇ 800 岩村醸造㈱ 509-7403 恵那市岩村町342 0573-43-2029

食品 - 飛騨の梅酒（日本酒仕込み） 500ｍｌ 1320 天領酒造㈱ 509-2517 下呂市萩原町萩原1289-1 0576-52-1515

食品 - 龍の瞳®認定米　(飛騨産)　1kｇ 1300 ㈱龍の瞳 509-2512 下呂市萩原町大ヶ洞1068 0576-54-1801

食品 - 龍の瞳®認定米　(飛騨産)　2kｇ 2550 ㈱龍の瞳 509-2512 下呂市萩原町大ヶ洞1068 0576-54-1801

食品 - 蓬莱　手造り純米　ひだほまれ 720ml 1419 ㈲渡辺酒造店 509-4234 飛騨市古川町壱之町7-7 0577-73-2347

食品 - 萩屋ケイちゃん鍋スープ　みそ味 580ｇ 500 ㈲萩原チキンセンター 509-2505 下呂市萩原町古関1014-1 0576-52-2135

食品 -
イチビキ　鶏ちゃんたれ　しょう

ゆ味
300ｇ 660 ㈲萩原チキンセンター 509-2505 下呂市萩原町古関1014-1 0576-52-2135

食品 -
萩屋ケイちゃん　ケイジャーキー

みそ味
25ｇ 650 ㈲萩原チキンセンター 509-2505 下呂市萩原町古関1014-1 0576-52-2135

民工芸- 手描き絵馬（端不切） 30㎝×40㎝ 2750 (資)池本屋 506-0012 高山市八軒町1-47 0577-32-0511

民工芸- 手描き絵馬（極小） 20㎝×30㎝ 2200 (資)池本屋 506-0012 高山市八軒町1-47 0577-32-0511

山　　梨　　県

長　　野　　県

岐　　阜　　県



民工芸- 手描き絵馬（小） 34㎝×46㎝ 3080 (資)池本屋 506-0012 高山市八軒町1-47 0577-32-0511

民工芸- 手描き絵馬（中） 50㎝×67㎝ 4180 (資)池本屋 506-0012 高山市八軒町1-47 0577-32-0511

民工芸- 手描き色紙絵馬 1650 (資)池本屋 506-0012 高山市八軒町1-47 0577-32-0511

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 - うなぎいも大砂丘 4個入 780 ㈱たこ満 437-1521 菊川市上平川565-1 0537-73-5289

菓子 - うなぎいもみたらし団子 4本入 600 ㈱たこ満 437-1521 菊川市上平川565-1 0537-73-5289

食品 - 熟成茶　山枯し大岳山 100g 1080 ㈱葉桐 421-2124 静岡市葵区足久保口組1733-1 054-206-0111

食品 - 静岡産品種紅茶2種セット 20ｇ×2 2700 ㈱葉桐 421-2124 静岡市葵区足久保口組1733-1 054-206-0111

食品 - 富士山溶岩焙煎珈琲（3包） 8ｇ×3包 702 ㈲トクナガコーヒー 424-0806 静岡市清水区辻4-8-20 054-366-6395

民工芸- クラウンピン

１パック３本入

（各８色アソー

ト）

140 ㈱MATSUO 422-8026 静岡市駿河区富士見台1-15-5 054-282-0691

民工芸- ドレスアップ・ハイ舟型 1足 48400 花森商店 420-0028 静岡市葵区屋形町28-16 054-253-0804

民工芸- 遠州綿紬ふぇいすスタンド 103ｇ/１ケ 3080 ㈱栄商会 430-0801 浜松市東区神立町116-5 053-464-0601

民工芸-
遠州綿紬アニマルクリーナーカエ

ル　むらさき
15ｇ/１ケ 1375 ㈱栄商会 430-0801 浜松市東区神立町116-5 053-464-0601

民工芸-
遠州綿紬アニマルクリーナーカエ

ル　ブラウン
15ｇ/１ケ 1375 ㈱栄商会 430-0801 浜松市東区神立町116-5 053-464-0601

民工芸-
遠州綿紬アニマルクリーナーカエ

ル　コン
15ｇ/１ケ 1375 ㈱栄商会 430-0801 浜松市東区神立町116-5 053-464-0601

民工芸-
遠州綿紬アニマルクリーナーカエ

ル　まっちゃ
15ｇ/１ケ 1375 ㈱栄商会 430-0801 浜松市東区神立町116-5 053-464-0601

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 - ゆかり １２枚 1080 ㈱坂角総本舗 476-8577 東海市荒尾町甚造15-1 052-604-5111

菓子 - 豊橋名物ゆたかおこし 1本入 648 ㈲若松園 440-0893 豊橋市札木町87 0532-52-4641

菓子 - きよめ餅 40ｇ１０個入 1500 ㈱きよめ餅総本家 456-0031 名古屋市熱田区神宮3-7-21 052-681-6161

菓子 - 三大武将おかき 27枚 1080 ㈱み乃龜 464-0075 名古屋市千種区内山3-11-17 052-735-8111

菓子 - 来る福招き猫せんべい
2枚×10袋、招き

猫置物1対
950 ㈱中外陶園 489-0821 瀬戸市薬師町50 0561-82-2354

菓子 - 金しゃちショコラ 21枚 1080   ㈱コロンバン 452-0064 清須市西枇杷島町旭3-17 052-503-2816

菓子 - 土かんロール 1本入 1026 ㈱シャン・ドゥ・ピエール 479-0836 常滑市栄町7-228 0569-34-9090

菓子 - 西尾の抹茶ぱぴろ 10本入 540 ㈱南山園 444-1198 安城市藤井町南山20 0566-99-0128

菓子 - 青柳ういろう　７本入
170ｇ×２個　７

種
3348 ㈱青柳総本家 463-8548 名古屋市守山区瀬古1-919 052-793-0136

菓子 - 小倉サンド 5個入 864 ㈱青柳総本家 463-8548 名古屋市守山区瀬古1-919 052-793-0136

菓子 - カエルまんじゅう　こしあん 12個入 1686 ㈱青柳総本家 463-8548 名古屋市守山区瀬古1-919 052-793-0136

菓子 -
青柳ういろう　ひとくち　濃茶・

和三盆
50g×8個 1296 ㈱青柳総本家 463-8548 名古屋市守山区瀬古1-919 052-793-0136

菓子 - 二人静 20粒×2個入 1857 ㈱両口屋是清 460-0002 名古屋市中区丸の内3-14-23 052-961-6811

菓子 - ささらがた 5個入 1404 ㈱両口屋是清 460-0002 名古屋市中区丸の内3-14-23 052-961-6811

菓子 - おときき山 12個入 1188 ㈱両口屋是清 460-0002 名古屋市中区丸の内3-14-23 052-961-6811

食品 -
名古屋名物　コーチン味噌煮込う

どん

(めん80g,あじみそ

50g)×3袋
864 ㈱なごやきしめん亭 491-0141 一宮市浅井町黒岩番外19 0586-78-1251

食品 - さんわの手羽煮　醤油味　4本入 700 ㈱さんわコーポレーション 490-1144 海部郡大治町西條附田106-3 052-444-0281

食品 - さんわの手羽煮　醤油味　3本入 520 ㈱さんわコーポレーション 490-1144 海部郡大治町西條附田106-3 052-444-0281

食品 - さんわの手羽煮　味噌味　3本入 520 ㈱さんわコーポレーション 490-1144 海部郡大治町西條附田106-3 052-444-0281

食品 -
さんわの手羽煮　黒胡椒味　３本

入
520 ㈱さんわコーポレーション 490-1144 海部郡大治町西條附田106-3 052-444-0281

食品 -
さんわの手羽煮　醤油3本　味噌3

本　黒胡椒3本
各３本入 1560 ㈱さんわコーポレーション 490-1144 海部郡大治町西條附田106-3 052-444-0281

食品 -
さんわの手羽煮　醤油4本　味噌4

本
各４本入 1400 ㈱さんわコーポレーション 490-1144 海部郡大治町西條附田106-3 052-444-0281

食品 - さんわの手羽煮　醤油味　6本入 990 ㈱さんわコーポレーション 490-1144 海部郡大治町西條附田106-3 052-444-0281

食品 - さんわの手羽煮　醤油味　12本入 1980 ㈱さんわコーポレーション 490-1144 海部郡大治町西條附田106-3 052-444-0281

食品 - さんわの手羽煮　味噌味　6本入 990 ㈱さんわコーポレーション 490-1144 海部郡大治町西條附田106-3 052-444-0281

食品 - 長寿きしめん　５本入 180g×5本入 1835 三洋機工㈱ 481-8540 北名古屋市沖村岡1 0568-21-1111

食品 - 百年とうふ １丁（700g） 1296 ㈱くすむら 461-0014
名古屋市東区橦木町3丁目79

番地
052-931-1456

愛　　知　　県

静　　岡　　県



食品 - 味噌煮込みうどん 280ｇ 626 ㈱和泉そうめん丈山の里 444-1221 安城市和泉町大北58-2 0566-92-2655

食品 〇 合鴨農法特別純米　大府の絆 720ｍｌ 1680 ㈲ふじや酒店 474-0061 大府市共和町3-16-12 0562-46-0880

食品 〇 純米大吟醸　共和の絆 720ｍｌ 2100 ㈲ふじや酒店 474-0061 大府市共和町3-16-12 0562-46-0880

食品 - 矢場とん　ふるさとセット

ﾌﾗｲﾛｰｽ100g(2

袋)、ﾌﾗｲひれ30g

✕2貫(2袋)、みそ

だれ50g(4袋)、ｵﾘ

ｼﾞﾅﾙ油1.5ｷﾛ

3400 ㈱矢場とん 460-0011
名古屋市中区大須4-1-71-601

号室
052-602-6677

食品 - みそ煮豚 1本(約400ｇ) 2500 ㈱矢場とん 460-0011
名古屋市中区大須4-1-71-601

号室
052-602-6677

食品 - 抹茶シロップ味比べセット大 900ml×2本 3278 ㈱皓介 448-0821 刈谷市御幸町3丁目92番地 0566-24-1314

食品 - 鯛の塩釜 1尾 10800 ㈱皓介 448-0821 刈谷市御幸町3丁目92番地 0566-24-1314

民工芸- 小物入れ 1個 500 深田畳店 488-0804 尾張旭市西の野町5-2 0561-54-0015

民工芸- 小物入れ（カード専用） 1個 500 深田畳店 488-0804 尾張旭市西の野町5-2 0561-54-0015

民工芸- 尾州御朱印帳 195g、1冊 2500 散歩の途中 491-0051 一宮市今伊勢町馬寄山島30-4 080-2623-8302

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 - かたやき 小焼き 60g 540
お菓子のブティック　モン

パクトル
518-0602 名張市東田原2732-4 0595-48-6636

菓子 - 流星の森の樹(鈴鹿抹茶) 340ｇ 1350
㈱エトワール・f・フィラン

テ
510-0203 鈴鹿市野村町173-4 059-388-8777

菓子 - 太閤出世餅　8ヶ入 760 ㈲太閤餅 516-0024 伊勢市宇治今在家町63 0596-22-2767

菓子 - 太閤出世餅　12ヶ入 1200 ㈲太閤餅 516-0024 伊勢市宇治今在家町63 0596-22-2767

食品 〇 北海道産昆布1本入　新姫ぽんず 500ｍｌ 540 伊賀越㈱ 518-0131 伊賀市ゆめが丘7-2-1 0595-22-0252

食品 〇 新姫スパークリングソーダ 250ｍｌ 270 伊賀越㈱ 518-0131 伊賀市ゆめが丘7-2-1 0595-22-0252

食品 〇 黒トリュフ薫る黒釜玉うどん 2食入 500 伊賀越㈱ 518-0131 伊賀市ゆめが丘7-2-1 0595-22-0252

食品 〇
黒トリュフ薫る黒釜玉うどん　阪

神タイガースパッケージ
2食入 650 伊賀越㈱ 518-0131 伊賀市ゆめが丘7-2-1 0595-22-0252

食品 - セミドライフルーツ「果のまま」 18袋 3000
ワカショク ワカヤマショク

ヒン
512-8065 四日市市千代田町１８９番地 059-365-4545

食品 〇 ２食入伊勢うどん ５６０ｇ 432 ㈲赤塚製麵 514-2221 津市高野尾町4198 059-230-0015

食品 - あおさ屋のあおさ 20ｇ 540 ㈱家城物産 516-0012 伊勢市通町507 0596-23-3100

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 - あんど
40ｇ×6個（6種各

1個入）
1728 工房しゅしゅ 527-0082 東近江市上羽田町786-1 0748-20-3993

菓子 -
湖のくに生チーズケーキ　スタン

ダード
55g×6 3757 工房しゅしゅ 527-0082 東近江市上羽田町786-1 0748-20-3993

菓子 - おふらすく　12枚入
4g×12枚（4種類

×各3枚）
1188 工房しゅしゅ 527-0082 東近江市上羽田町786-1 0748-20-3993

食品 - 近江牛プレミアムビーフカレー 220ｇ 1296 ㈱松喜屋 520-0851 大津市唐橋町14-17 077-534-1211

民工芸- ふくろう　ビアジョッキ 2個入り 10000 ㈲唐橋焼窯元 520-0851 大津市唐橋町18-5 077-537-0543

民工芸〇 金メダルとひこにゃんピンバッチ 1個 300 トラヤ商事㈱ 522-0088 彦根市銀座町5-4 0749-22-5821

民工芸- 近江麻布　麻ばすたおる 160ｇ 3520 第三セクター　㈱夢京橋 522-0064 彦根市本町2-1-3 0749-27-5501

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 - 京都 家族団らん常備菓子箱 ５個入り 3000 ㈱むかし菓子本舗 616-8312 京都市右京区嵯峨野清水町15 075-861-2123

菓子 - 月水鏡　　6個入 756
㈱ハトヤ瑞鳳閣　バイカル

事業部
606-0862 京都市左京区下鴨本町4-2 075-701-8161

菓子 - 月水鏡　12個入 1512
㈱ハトヤ瑞鳳閣　バイカル

事業部
606-0862 京都市左京区下鴨本町4-2 075-701-8161

菓子 - 月水鏡　18個入 2160
㈱ハトヤ瑞鳳閣　バイカル

事業部
606-0862 京都市左京区下鴨本町4-2 075-701-8161

菓子 - 幸せのつむぎパイ～りんご～ 5個入 1500
㈱ハトヤ瑞鳳閣　バイカル

事業部
606-0862 京都市左京区下鴨本町4-2 075-701-8161

菓子 - しっとり祇園石畳　抹茶 4個入 950
㈱ハトヤ瑞鳳閣　バイカル

事業部
606-0862 京都市左京区下鴨本町4-2 075-701-8161

三　　重　　県

滋　　賀　　県

京　　都　　府



菓子 - しっとり祇園石畳　ショコラ 4個入 950
㈱ハトヤ瑞鳳閣　バイカル

事業部
606-0862 京都市左京区下鴨本町4-2 075-701-8161

菓子 - しっとり祇園石畳　5個入 1188
㈱ハトヤ瑞鳳閣　バイカル

事業部
606-0862 京都市左京区下鴨本町4-2 075-701-8161

菓子 - しっとり祇園石畳　10個入 2376
㈱ハトヤ瑞鳳閣　バイカル

事業部
606-0862 京都市左京区下鴨本町4-2 075-701-8161

菓子 -
AMACO SWEETS 甘麹チーズプリ

ン
4個入り 1080 ㈱西利 600-8581

京都市下京区堀川通七条上ル

西本願寺前
075-361-8181

食品 - 京洛茶座玉露金閣４５ｇ袋 　 1620 ㈱福寿園 619-0295
木津川市山城町上狛東作り道

11
0774-86-3903

食品 - 京洛茶座かぶせ茶朝露４５ｇ袋 　 750 ㈱福寿園 619-0295
木津川市山城町上狛東作り道

11
0774-86-3903

食品 - 京洛茶座煎茶銀閣４５ｇ袋 750 ㈱福寿園 619-0295
木津川市山城町上狛東作り道

11
0774-86-3903

食品 - 千枚漬詰合せ　EK-12

千枚漬105ｇ、し

ば祇園赤しそ40

ｇ、刻みすぐき40

ｇ

1296 ㈱川勝總本家 600-8377
京都市下京区大宮通五条上る

上五条町394
075-841-0131

食品 - 京丹波ぶどう黒豆（小瓶） 固形量150ｇ 1080 北尾商事㈱ 600-8876
京都市下京区西七条南中野町

47
075-312-8811

食品 - 抹茶かぷちーの
105ｇ（15ｇ×7

ｐ）
864 ㈱舞妓の茶本舗 610-0322 京田辺市普賢寺上大門2-1 0774-62-0256

食品 - ほうじ茶かぷちーの
105ｇ（15ｇ×7

ｐ）
864 ㈱舞妓の茶本舗 610-0322 京田辺市普賢寺上大門2-1 0774-62-0256

食品 - しあわせ茶ティーバッグ 5ｇ×12袋 1080 ㈱舞妓の茶本舗 610-0322 京田辺市普賢寺上大門2-1 0774-62-0256

食品 - 〈乳酸菌ラブレ20g〉7日間セット 20g×７個 1156 ㈱西利 600-8581
京都市下京区堀川通七条上ル

西本願寺前
075-361-8181

食品 - ちょっぴりセット 4種類入 1188 ㈱西利 600-8581
京都市下京区堀川通七条上ル

西本願寺前
075-361-8181

食品 - 京づつみ 2種類入 540 ㈱西利 600-8581
京都市下京区堀川通七条上ル

西本願寺前
075-361-8181

食品 - 古都の朝 4種類入 864 ㈱西利 600-8581
京都市下京区堀川通七条上ル

西本願寺前
075-361-8181

食品 - 古都の朝 ６種類入 1296 ㈱西利 600-8581
京都市下京区堀川通七条上ル

西本願寺前
075-361-8181

食品 - 味の小袋 6袋入 1080 ㈱西利 600-8581
京都市下京区堀川通七条上ル

西本願寺前
075-361-8181

食品 - ごま入りつくだに昆布 120g 278 ㈱野村佃煮 611-0033 宇治市大久保町田原24 0774-43-0123

民工芸〇
JOLIE CRAVATS　 『CAT

COLLAR』
1本 4400 タイヨウネクタイ㈱ 602-0019 京都市上京区下木下町155 075-441-2861

民工芸- 丹波漆そばちょこ 1個 9000
福知山市　やくの木と漆の

館
629-1322 福知山市夜久野町平野2199 0773-38-9226

民工芸〇 絹ふくれ浴用タオル
3枚(白、水色、ピ

ンク）
7260 橋本修治商店 629-2501 京丹後市大宮町口大野565 0772-64-2127

民工芸- シルクの灯火（糸巻ランプ） １個 5000 広瀬創作工芸 629-2404 与謝郡与謝野町字後野751 0772-42-5609 

民工芸- おし花雲竜和紙ランプ １個 7000 広瀬創作工芸 629-2404 与謝郡与謝野町字後野751 0772-42-5609 

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 〇 有田みかんサブレ 28枚 864 ㈱ナガトヤ 554-0032 大阪市此花区梅町2-1-63 06-4804-7108

菓子 - カステララスク 7本入 648 ㈱ 長﨑堂 550-0015
大阪市西区南堀江1-10-11西

谷ビル3号館2階2-1
06-6538-1350

菓子 - カステララスク 12本入 1080 ㈱ 長﨑堂 550-0015
大阪市西区南堀江1-10-11西

谷ビル3号館2階2-1
06-6538-1350

食品 〇 昆布の水塩　森 150ml 1296 ㈱松前屋
542-008

３

大阪市中央区東心斎橋1-4-13

マイティビル2階
06-4256-1823

食品 〇 昆布の水塩　海 150ml 1296 ㈱松前屋
542-008

３

大阪市中央区東心斎橋1-4-13

マイティビル2階
06-4256-1823

食品 〇 昆布の水塩　玄 150ml 1512 ㈱松前屋
542-008

３

大阪市中央区東心斎橋1-4-13

マイティビル2階
06-4256-1823

食品 〇 昆布の水塩　盾 150ml 1728 ㈱松前屋
542-008

３

大阪市中央区東心斎橋1-4-13

マイティビル2階
06-4256-1823

民工芸〇 堺刀司　堺の歴史爪切 1個 990 ㈱和泉利器製作所 590-0934 堺市堺区九間町東1-1-5 072-238-0888

大　　阪　　府



民工芸〇

堺刀司　DS和庖丁ダマスカスペ

ティナイフ90mm【木鞘付・黒檀ピ

ン付】

1丁 25630 ㈱和泉利器製作所 590-0934 堺市堺区九間町東1-1-5 072-238-0888

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 - 炭酸せんべい・丸缶　24枚入 24枚（3枚×8袋） 800 ㈱いづみや本舗 665-0843 宝塚市宮の町10-8 0797-86-4652

菓子 - 花すみれ 28g×6個入 720 ㈱いづみや本舗 665-0843 宝塚市宮の町10-8 0797-86-4652

菓子 - 清荒神饅頭 40g×8個 1000 ㈱いづみや本舗 665-0843 宝塚市宮の町10-8 0797-86-4652

食品 - 黒大豆甘煮 250ｇ 1728 ㈱丹波屋 669-1535 三田市南が丘2-2-21 079-562-4552

食品 - 松茸昆布詰合
松茸昆布130ｇ.松

茸佃煮48ｇ
3240 ㈱丹波屋 669-1535 三田市南が丘2-2-21 079-562-4552

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

食品 - 柚餅子 160ｇ 1080 ㈲十津川深瀬 637-1661 吉野郡十津川村重里997 0746-66-0031

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 - かげろう　10個入 130ｇ10個 1000 ㈱福菱 649-2211 西牟婁郡白浜町1279-3 0739-42-3128

菓子 - 柚もなか　18個入 207ｇ18個 903 ㈱福菱 649-2211 西牟婁郡白浜町1279-3 0739-42-3128

菓子 - アイスかげろう 44ｇ2個 232 ㈱福菱 649-2211 西牟婁郡白浜町1279-3 0739-42-3128

菓子 - 生かげろう 80g5個 463 ㈱福菱 649-2211 西牟婁郡白浜町1279-3 0739-42-3128

菓子 - はまゆう　6個入 132g6個 602 ㈱福菱 649-2211 西牟婁郡白浜町1279-3 0739-42-3128

菓子 - ぺたんこちょび梅 8g　/　個 216 マルヤマ食品㈱ 645-0027 日高郡みなべ町西本庄1282 0739-74-2068

菓子 〇 やたがらすの卵まんじゅう 12個入 648 前田商店 649-5332
東牟婁郡那智勝浦町朝日1-27-

2
0735-52-4032

菓子 〇 あさひや　マイヤーレモンケーキ １個 1080 前田商店 649-5332
東牟婁郡那智勝浦町朝日1-27-

2
0735-52-4032

菓子 〇 あさひやのまぁるいレモン ５個入 756 前田商店 649-5332
東牟婁郡那智勝浦町朝日1-27-

2
0735-52-4032

菓子 - boxes 750g、12個 4680 ㈲あんちん 649-1331 日高郡日高川町鐘巻1745-3 0738-24-1500

食品 - シトラスじゃばら果汁 500ｇ 2376 花咲か 640-8158 和歌山市十二番町79 073-433-8739

食品 - ふるさと手造り銘品集 300ml×5本入 4003 (名)丸正酢醸造元 649-5331 東牟婁郡那智勝浦町天満271 0735-52-0038

食品 - 熊野牛ハヤシソース 220ｇ、1個 950 ㈱島精機製作所 640-8511 和歌山市酒田85番地 073-488-1831

食品 - 紀州梅　夢葵　青紫蘇包み梅 16粒(240g) 3780 ㈱紀和農園プロダクツ 640-0324 和歌山市本渡239-4 073-479-2839

食品 - 紀州南高梅　夢葵　彩の舞 25粒（375g) 5400 ㈱紀和農園プロダクツ 640-0324 和歌山市本渡239-4 073-479-2839

食品 -
紀州南高梅　夢葵　「はちみつ梅

と青紫蘇包み梅」

20粒350g（10粒

200ｇ,10粒150

ｇ）

5400 ㈱紀和農園プロダクツ 640-0324 和歌山市本渡239-4 073-479-2839

食品 -
紀州南高梅　「梅炊き込みご飯の

素」

90ｇ（２～３合

用）
518 ㈱紀和農園プロダクツ 640-0324 和歌山市本渡239-4 073-479-2839

食品 - 紀州南高梅　「三色梅」
12粒240g（3種×

4粒）
3780 ㈱紀和農園プロダクツ 640-0324 和歌山市本渡239-4 073-479-2839

食品 - 鮎うまみ焼き　ほねうま
7尾入り（約350

ｇ、1尾約50ｇ)
3693 コーワプラス㈱ 640-0351 和歌山市吉礼73-8 073-478-3200

食品 - 特選牛 昭和カレー 250g/1箱 780 ㈲レストランフライヤ 640-8128 和歌山市広瀬中ノ丁1-13 073-422-0115

食品 - 黒あわび茸とゆず　佃煮 40g 320
和島興産㈱　農産事業部

あわび茸ファーム
649-6202 岩出市根来75-3 0736-79-3380

食品 - プラムハニップ 190ｇ 129 プラム食品㈱ 649-2103 西牟婁郡上富田町生馬1474-1 0739-47-2895

食品 -
ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＣＲＡＦＴ

ＧＩＮ　熊野
500ｍｌ 5500 プラム食品㈱ 649-2103 西牟婁郡上富田町生馬1474-1 0739-47-2895

食品 - 紀州お梅はん 1ｋｇ 4104 せきもとフーズ㈱ 645-0001 日高郡みなべ町東吉田408-6 0739-84-2525

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

食品 - のり一番 120ｇ 238 ㈱マルワフーズ　渡辺水産 680-0908 鳥取市賀露町西4-1803-7 0857-28-6200

兵　　庫　　県

奈　　良　　県

和　歌　山　県

鳥　　取　　県



部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

民工芸- 銘木ボールペンコレクション　1本 1本、箱付 1650 ㈲工房花美 699-5133 益田市神田町イ708-1 0856-25-1716

民工芸-
銘木ボールペンコレクション　3本

組

3本組、ペン立

て・箱付
5500 ㈲工房花美 699-5133 益田市神田町イ708-1 0856-25-1716

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

食品 - 新見キャビアバター　５種セット 10g×5個 16200 ＭＳファーム㈱ 718-0012 新見市唐松2292 0867-76-2000

食品 - 中辛・旨口　和牛スパイスカレー 200g、1個 660 ㈱哲多すずらん食品加工 718-0302 新見市哲多町花木161-1 0867-96-2862

食品 - 添加物不使用　和牛丼 160ｇ、1個 660 ㈱哲多すずらん食品加工 718-0302 新見市哲多町花木161-1 0867-96-2862

食品 - 深山のかおり　65g 380 ㈲深山のかおり本舗 717-0013 真庭市勝山1364-2 0867-44-3519

食品 - 深山のかおり　100g 520 ㈲深山のかおり本舗 717-0013 真庭市勝山1364-2 0867-44-3519

食品 - 深山のかおり　135g 720 ㈲深山のかおり本舗 717-0013 真庭市勝山1364-2 0867-44-3519

民工芸- 絢爛雛マスク　Lサイズ 880 日本貿易産業㈱ 716-0011 高梁市本町58 0866-22-2850

民工芸- 金襴ネクタイ 3300 日本貿易産業㈱ 716-0011 高梁市本町58 0866-22-2850

民工芸- いかご　大 1個 12100 須浪亨商店 710-1102 倉敷市茶屋町早沖178 090-5268-1509

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 - 杓子せんべい 64枚（2枚×32） 1600 ㈱やまだ屋 739-0588 廿日市市宮島町835-1 0829-44-0037

菓子 - 桐葉菓 10個 1580 ㈱やまだ屋 739-0588 廿日市市宮島町835-1 0829-44-0037

菓子 - 廣島名産柿羊羹祇園坊 550g 3456 御菓子所　平安堂梅坪 733-0833
広島市西区商工センター7-1-

19
082-277-8181

菓子 - 乙女のひととき 3個 800 蜜屋本舗㈱ 737-0046 呉市中通3-5-10 0823-21-3255

菓子 〇 おとなのもみじ　抹茶と餡餅 1個27g,10個入 1650 ㈱にしき堂 732-0052 広島市東区光町1-13-23 082-262-3131

菓子 〇 生もみじ 1個38g,10個入 1400 ㈱にしき堂 732-0052 広島市東区光町1-13-23 082-262-3131

菓子 〇 新・平家物語 1小箱34g,9小箱入 1250 ㈱にしき堂 732-0052 広島市東区光町1-13-23 082-262-3131

食品 - 広島菜漬 250g 453 ㈱猫島商店 733-0833
広島市西区商工センター1-10-

23
082-277-6541

食品 - 徳川お好み焼き　豚肉牡蠣入り2食
2枚入り、570ｇ

ソース含む
1740 今井観光㈱ 730-0021 広島市中区田中町2-10 082-246-1313

食品 - 尾道ラーメン壱番館5食箱入
麺120g×5個、

スープ60g×5個
1390 ㈱壱番館 729-0141 尾道市高須町4888-10 0848-46-1611

食品 - ワルのりスナック瀬戸内レモン味 12g 399 丸徳海苔㈱ 733-0833
広島市西区商工センター7-1-

40
082-277-3838

食品 〇 尾道ベッチャーらーめん
3食入り(磯のり、

やくみ付)
1420

㈲ワイ・エム・ジー（尾道

花膳）
722-0051 尾道市東尾道15-3 0848-20-2887

食品 〇 尾道やくみ 40ｇ 540
㈲ワイ・エム・ジー（尾道

花膳）
722-0051 尾道市東尾道15-3 0848-20-2887

食品 - おのみちさん 183g 810 尾道海産㈱ 720-0141 尾道市高須町4865-23 0848-46-1841

食品 - 猫節 1箱（2ｇ×5袋） 540 ㈱まるじょう 722-0002 尾道市古浜町2-50 0848-22-8228

食品 - オオサンショウウオこんにゃく 1個 216 藤利食品㈲ 738-0722 広島市佐伯区湯来町菅沢740 0829-83-0145

食品 - かき―マカレー 200ｇ 780 ㈱かなわ 734-0026 広島市南区仁保3-1-4 082-287-3255

食品 - あなご醤油味付のり 8切48枚 540 ㈱ 山城屋 733-0033 広島市西区観音本町1-18-10 082-232-2377

民工芸- プリントポーチ 40ｇ、1個 770
特定非営利活動法人工房お

のみち帆布
722-0035 尾道市土堂2-1-16 0848-24-0807

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

食品 - 北海道産近海真子明太子 500ｇ 3500 ㈱蟹屋 759-6301 下関市豊浦町川棚1528-33 083-774-3778

食品 - 活真ふぐおぼろ昆布〆刺身 200ｇ 10000 ㈱蟹屋 759-6301 下関市豊浦町川棚1528-33 083-774-3778

食品 - ふぐつみれ３点セット 10粒 1500 ㈱蟹屋

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 - 阿波おこし (1袋)100ｇ入 864 ㈲味匠藤本 771-2501 三好郡東みよし町昼間2440-3 0883-79-3212

山　　口　　県

島　　根　　県

岡　　山　　県

広　　島　　県

徳　　島　　県



菓子 - 銘菓なると金時　10個入 5個×2袋 1080 ㈱菓舗　仁木 771-0360
鳴門市瀬戸町明神字下本城

261
088-688-0148

菓子 - 銘菓なると金時　20個入 5個×4袋 2052 ㈱菓舗　仁木 771-0360
鳴門市瀬戸町明神字下本城

261
088-688-0148

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 - 幸せの黄色いプリン 約190g 390 ㈱ちきりや 760-0080 高松市木太町2192 087-813-2600

食品 - さぬき極太半生うどんF1M
うどん300g×1,麺

つゆ30ml×1
486 ㈱藤井製麺 761-0704 木田郡三木町下高岡2575-6 087-898-0076

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 - コメオコシ 10枚 454 金沢製菓 799-3114 伊予市灘町212 089-982-0866

菓子 - 瀬戸内レモンケーキ １個 216 ㈲永久堂 792-0882 新居浜市又野1-4-32 0897-45-0063

食品 - 宇和島じゃこ天ふわ天セット

660ｇ　宇和島

じゃこ天3枚入り

×2、ふわ天3枚×

2

2159 ㈲亀井蒲鉾 798-0031 宇和島市栄町港1丁目２－１１ 0895-22-0176

民工芸〇 愛で鯛パール 6ｇ　1個 3800 ㈲井上真珠店 798-0040 宇和島市中央町2丁目4-11 0895-22-3426

民工芸- ミカンと真珠のピンズ 4ｇ　1個 3000 ㈲井上真珠店 798-0040 宇和島市中央町2丁目4-11 0895-22-3426

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

食品 - 母なる海からのおくりもの

龍宮のしほ100g

1個　/　ごはんが

おいしく炊ける不

思議な水

1080 室戸海洋深層水㈱ 781-7101 高知県室戸市室戸岬町3476-1 0887-22-3202

食品 - ゆずの粋　100ml 100ml 540 小松柚粋園 784-0055 安芸市尾川甲216 0887-34-2352

食品 - ゆずの粋　300ｍｌ 300ｍｌ 1188 小松柚粋園 784-0055 安芸市尾川甲216 0887-34-2352

食品 - ゆずの香味　200ｍｌ 200ｍｌ 864 小松柚粋園 784-0055 安芸市尾川甲216 0887-34-2352

食品 - ゆずの香味　500ｍｌ 500ｍｌ 1620 小松柚粋園 784-0055 安芸市尾川甲216 0887-34-2352

食品 - ゆずの香味　720ｍｌ 720ｍｌ 2268 小松柚粋園 784-0055 安芸市尾川甲216 0887-34-2352

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 - 天草晩柑マドレーヌ 10ケ入 2000 大福商事㈱ 836-0842 大牟田市有明町2-1-3 0944-53-3333

食品 - 海苔黒カレー 180ｇ 540 ㈱高橋商店 832-0814 柳川市三橋町垂見1897-1 0944-73-6271

食品 - あまおういちごワイン 500ml 2035 ㈱巨峰ワイン 839-1213
久留米市田主丸町益生田246-

1
0943-72-2382

食品 〇 白菜めんたい 500g 1404 ㈱鳴海屋 812-0018 福岡市博多区住吉4-1-15 092-471-0002

食品 - 柚の香　瓶入 50ｇ 500 柚乃香本舗 824-0722 田川郡添田町落合1287-3 0947-85-0870

食品 -
柚の香　無着色　完熟タイプ　瓶

入
50ｇ 600 柚乃香本舗 824-0722 田川郡添田町落合1287-3 0947-85-0870

民工芸〇
SAMURAI　AGE　ボトルカバー

忍者
６２ｇ/１個 7150 ㈲スタッフ 815-0082 福岡市南区大楠2-4-23 092-531-2800

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 - 丸房露　10個入 800 ㈲松浦漬本舗 847-0304 唐津市呼子町殿ノ浦5 0955-82-3111

菓子 - 丸房露　5個入 400 ㈲松浦漬本舗 847-0304 唐津市呼子町殿ノ浦5 0955-82-3111

食品 - 玄海漬の可愛い小箱ギフト詰合せ
8種、9個入、各70

ｇ
3700 玄海漬㈱ 847-0114 唐津市佐志中通4065 0955-73-3804

食品 〇
玄海漬のドライフルーツの粕漬3種

パッケージ入りギフト詰合せ

りんご70ｇ、パイ

ン50ｇ、キウイ60

ｇ

2052 玄海漬㈱ 847-0114 唐津市佐志中通4065 0955-73-3804

食品 - 松浦漬小箱 80g 648 ㈲松浦漬本舗 847-0304 唐津市呼子町殿ノ浦5 0955-82-3111

香　　川　　県

愛　　媛　　県

高　　知　　県

福　　岡　　県

佐　　賀　　県



食品 - 豆乳もち（黒蜜・黄粉付き）
100ｇ×2.黒蜜6ｇ

×2、黄粉2ｇ×2
540 ㈲平川食品工業 849-2201 武雄市北方町大字志久600-1 0954-36-4332

食品 -
豆乳もち（抹茶蜜・抹茶黄粉付

き）

100ｇ×2.抹茶蜜7

ｇ×2、抹茶黄粉1

ｇ×2

540 ㈲平川食品工業 849-2201 武雄市北方町大字志久600-1 0954-36-4332

食品 - 豆乳もち（みたらしたれ付き）
100ｇ×2.みたら

したれ15ｇ×2
540 ㈲平川食品工業 849-2201 武雄市北方町大字志久600-1 0954-36-4332

食品 - 豆乳もち（つぶあん付き）
100ｇ×2.つぶあ

ん25ｇ×2
540 ㈲平川食品工業 849-2201 武雄市北方町大字志久600-1 0954-36-4332

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

食品 - 生姜味噌粕漬け 500ｇ 1000 徳永漬物 854-1123 諫早市飯盛町里2418-6 0957-48-1011

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

食品 - 鮮馬刺し　桜うまトロ
桜うまトロ60ｇ+

ソース15ｇ
700 ㈱千興ファーム 861-3203 上益城郡御船町高木2530 096-282-7686

食品 - 鮮馬刺しユッケ
馬肉50ｇ+タレ15

ｇ
800 ㈱千興ファーム 861-3203 上益城郡御船町高木2530 096-282-7686

食品 - 鮮馬刺し赤身スライス
馬肉スライス40ｇ

+タレ5㎖
800 ㈱千興ファーム 861-3203 上益城郡御船町高木2530 096-282-7686

食品 -
TKG専用　魔法のきざみ大根　阿

蘇たかな入り
230ｇ 398 ㈲阿蘇はなびし 869-2612 阿蘇市一の宮町宮地1861 0967-22-0896

食品 - あか毛和牛カレー １箱200g 1296
㈱阿蘇ナチュラル・ジェイ

ファーム
869-1404 阿蘇郡南阿蘇村河陽5580-13 0967-67-4186

食品 -
KUMAMOTO CASTLE WATER

蛇の目紋
380ml 390 ハイコムウォーター㈱ 862-0941

菊池郡菊陽町光の森2丁目3－

1
096-232-8156

食品 -
KUMAMOTO CASTLE WATER

九曜紋
380ml 390 ハイコムウォーター㈱ 862-0941

菊池郡菊陽町光の森2丁目3－

1
096-232-8156

食品 〇 透明醤油 100ml 540 ㈱フンドーダイ 861-5511 熊本市北区楠野町972 0570-200-545

食品 - 人吉15年 720ｍｌ 2970 ㈱りーな21　蔵元屋 868-0005 人吉市上青井町120-4 0966-24-0122

民工芸〇 アマビエの御守 1個 1000 阿蘇壱番屋（同） 869-2303 阿蘇市西小園701-2 090-8621-0757

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 - 大分日田　玉露茶羊羹杉木立 １本 1080 御菓子　つたや 879-4201 日田市天瀬町桜竹303-4 0973-57-2118

食品 - ゆずごしょう　青 50ｇ 432 ㈱櫛野農園 872-0312 宇佐市院内町櫛野661-4 0978-42-5650

食品 - ゆずごしょう　赤 50ｇ 432 ㈱櫛野農園 872-0312 宇佐市院内町櫛野661-4 0978-42-5650

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 - マンゴーサンドクッキー6個入 648 宮崎空港商事㈱ 880-0912
宮崎市大字赤江字飛江田277

番地1
0985-56-2288

菓子 - マンゴーサンドクッキー12個入 1080 宮崎空港商事㈱ 880-0912
宮崎市大字赤江字飛江田277

番地1
0985-56-2288

菓子 - マンゴーサンドクッキー18個入 1620 宮崎空港商事㈱ 880-0912
宮崎市大字赤江字飛江田277

番地1
0985-56-2288

食品 〇 粉末みそ「umami・so」セット 70g、4本 2700 早川しょうゆみそ㈱ 885-0076 都城市西町3732番地 098-622-0241

食品 - 五月の宝石 80ｇ 432 ㈱霧島食品工業 885-0044 都城市安久町4742-1 0986-39-0011

食品 - 鶏皮唐揚げ　九州だし醤油味 30g 400 ㈱響 880-0951 宮崎市大塚町大迫南平4420 0985-52-6181

食品 - 宮崎魚うどん 240ｇ 518 ㈱器 880-0833 宮崎市昭栄町199-1 0985-86-7600

食品 - 海のお宝ざっくざく3点セット

ちりめんアヒー

ジョ90ｇ、ちりめ

んみそ130ｇ、か

つおみそ130ｇ

2300 ㈱高橋水産 889-0513
延岡市土々呂町3丁目4029番

地2
0982-37-0626

食品 - つきみいくら 100g (50g x 2瓶) 4320 ㈱Smolt 889-2192

宮崎市学園木花台西1丁目1番

地 宮崎大学産学・地域連携セ

ンター

0982-83-0365

長　　崎　　県

熊　　本　　県

大　　分　　県

宮　　崎　　県



食品 - 冷や汁（鯛ほぐし身入り）袋 210ｇ 432 宮崎空港商事㈱ 880-0912
宮崎市大字赤江字飛江田277

番地1
0985-56-2288

食品 - 冷や汁（鯛ほぐし身入り）箱 210ｇ×2個 864 宮崎空港商事㈱ 880-0912
宮崎市大字赤江字飛江田277

番地1
0985-56-2288

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 - エナジージュエリー・ゴールド 6個入 1800 ㈲馬場製菓 892-0836 鹿児島市錦江町8-1 099-805-1331

菓子 - エナジージュエリー・レッド 6個入 1800 ㈲馬場製菓 892-0836 鹿児島市錦江町8-1 099-805-1331

菓子 - 屋久島たんかんケーキ 20個入 1296 屋久島観光センター 891-4205 熊毛郡屋久島町宮之浦799 0997-42-0091

菓子 - サーフボードフィナンシェ 12個入り 2000 ㈱フェスティバロ社 893-0056 鹿屋市上野町1869 0994-43-3460

食品 〇
かごしまオーガニック煎茶ティー

バッグ
30g(3g×10P) 1080 鹿児島製茶㈱ 892-0836 鹿児島市錦江町6-26 099-226-0051

食品 - サツマルシェアソート49P
140g(3g×42袋、

2g×7袋)
5400 鹿児島製茶㈱ 892-0836 鹿児島市錦江町6-26 099-226-0051

食品 - さつまの黒酢炊き黒豚角煮 140ｇ 756 ㈱福山物産 899-4501 霧島市福山町福山2713 0995-58-2905

食品 -
さつまの黒酢炊き黒豚とんこつ味

噌煮
160g 648 ㈱福山物産 899-4501 霧島市福山町福山2713 0995-58-2905

部門 グ 商品名 内容量 本体価格 業者名 〒 住所 ＴＥＬ

菓子 - おきなわ塩カステラ
直径18㎝（6号サ

イズ）１個
1200 東南植物楽園 904-2143 沖縄市知花2146 098-939-2555

菓子 〇 いもぽき
1袋3本入り24ｇ×

6袋
1296 黄金茶屋 904-2301 うるま市与那城照間1860-1 080-9242-9604

菓子 〇 うるまの金プリン 65ｇ×3個入 1380 黄金茶屋 904-2301 うるま市与那城照間1860-1 080-9242-9604

菓子 〇
美らスイートポテトタルト～黄金

芋と紅芋のマリアージュ～
93ｇ×3個入 1380 黄金茶屋 904-2301 うるま市与那城照間1860-1 080-9242-9604

菓子 〇 黒糖せんべい 黒べい
3枚×6袋　（18枚

入り）
550 マルトモ製菓 905-0502 国頭郡伊江村字東江前574-1 0980-49-2570

食品 - 琉球ハブボール350ml 350ｍｌ 262 ㈱南都　南都酒造所 901-0616 南城市玉城字前川1367 098-948-1111

食品 - 琉球レモンサワー350ml 350ｍｌ 262 ㈱南都　南都酒造所 901-0616 南城市玉城字前川1367 098-948-1111

食品 〇 味つづみ4食ギフトセット
1254g（めん200g

×4食）
2891 ㈱サン食品 901-0300 糸満市西崎町4-13-6 098-852-3330

沖　　縄　　県

鹿　児　島　県


