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メーカー・県産名 回進堂（岩手） メーカー・県産名 フジタ製菓（秋田）

規格 130ｇ

賞味期限 540日 賞味期限 270日

自家製あん（こしあん）だけを使用した、練り羊
羹本来の味が楽しめる味です。

コーヒー味がめずらしい、秋田の伝統菓子「もろ
こし」です。

価格 540円 価格 330円

規格 新中型（260ｇ）

メーカー・県産名 回進堂（岩手） メーカー・県産名 フジタ製菓（秋田）

岩谷堂羊羹（本煉） コーヒーもろこし

規格 130ｇ

賞味期限 240日 賞味期限 270日

不純物のないこしあんに粒の大きい小豆を入れ
た、歯ごたえのある羊羹です。

秋田の伝統菓子、「もろこし」。両面を焼き上げ、
香ばしくさくさくした食感と甘さが口の中でとろり
と広がります。

価格 540円 価格 330円

規格 新中型（260ｇ）

メーカー・県産名 小松製菓（岩手） メーカー・県産名 回進堂（岩手）

岩谷堂羊羹（小倉） 両面焼きもろこし

規格 35ｇ×6個入

賞味期限 90日 賞味期限 540日

ホクホク甘いクッキー生地に小粒の落花生をそ
のまま加えた、豆の風味が人気の煎餅です。

くるみ・黒練・しお・抹茶・ごま・本練の6種類の味
が少しずつ味わえる、とっても美味しいセットで
す。

価格 380円 価格 650円

規格 4枚入

メーカー・県産名 小松製菓（岩手） メーカー・県産名 回進堂（岩手）

まめごろう 〈南部せんべい〉 岩谷堂羊羹　一口

規格 新中型（260ｇ）

賞味期限 90日 賞味期限 540日

完熟りんごチップを南部煎餅にたっぷりのせまし
た。甘酸っぱい風味とせんべいの香ばしさが絶
妙にマッチ！

甘さと塩分のバランスが絶妙。甘さを控えめにし
た、さわやかな後味が特徴です。

価格 380円 価格 540円

規格 4枚入

メーカー・県産名 小松製菓（岩手） メーカー・県産名 回進堂（岩手）

林檎せんべい 〈南部せんべい〉 岩谷堂羊羹（しお）

規格 新中型（260ｇ）

賞味期限 120日 賞味期限 540日

ごませんべいにさきいかをたっぷりのせた、やわ
らかくて美味しいいか煎餅です。

白あんに黒胡麻を入れ練り上げた香り豊かな羊
羹です。

価格 380円 価格 540円

規格 4枚入

メーカー・県産名 小松製菓（岩手） メーカー・県産名 回進堂（岩手）

いかせんべい 〈南部せんべい〉 岩谷堂羊羹（ごま）

規格 12枚入 規格 新中型（260ｇ）

賞味期限 90日 賞味期限 540日

おばあちゃん南部せんべい（落花生） 岩谷堂羊羹（くるみ）

香ばしい落花生がたっぷり入ったやわらか仕上
げ、伝統的な味の南部煎餅です。

白あんに香ばしいくるみを入れた、全国でも珍し
い逸品です。

価格 380円 価格 540円

賞味期限 90日 賞味期限 540日

メーカー・県産名 小松製菓（岩手） メーカー・県産名 回進堂（岩手）

価格 540円

規格 8種18枚 規格 新中型（260ｇ）

菓子〈東北地方〉 菓子〈東北地方〉

岩手南部せんべい詰合　無選別 岩谷堂羊羹（黒練）

8種18枚の南部煎餅が食べられてお得！なつか
しくて素朴な味！

国産小豆のこし餡に黒砂糖を加えた、岩谷堂羊
羹の看板商品です。

価格 460円
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メーカー・県産名 ラグノオささき（青森）

メーカー・県産名 ラグノオささき（青森）

いのち　抹茶

なめらかな抹茶入りカスタードクリームの中にこ
し餡を入れたふんわり抹茶ケーキです。

価格 130円

規格 1個

賞味期限

ラグノオささき（青森）

いのち　アップル

カスタードクリームの中にシャキシャキ食感の果
肉入りアップルソースを閉じ込めたふんわりケー
キです。

価格 130円

規格 1個

賞味期限 45日

青森りんごキャンディ

青森りんご果汁のアップルソースを閉じ込めた、
ジューシーで風味豊かなりんごキャンディです。

価格 220円

規格 95ｇ

賞味期限 365日

メーカー・県産名

青森県産「ふじ」りんごの果汁を使用したジュー
シーでソフトなキャラメルです。

価格 220円

規格 100ｇ

賞味期限 365日

メーカー・県産名 ラグノオささき（青森）

4本入

賞味期限 45日

メーカー・県産名 ラグノオささき（青森）

青森りんごキャラメル

メーカー・県産名 ラグノオささき（青森） メーカー・県産名 ラグノオささき（青森）

パティシエのりんごスティック（４本袋入）

青森県産りんごを大きめにカットし、スポンジ生
地と一緒にそのままパイで包みました。

価格 620円

規格

規格 1個

賞味期限 45日 賞味期限 90日

青森県産りんごを大きめにカットし、スポンジ生
地と一緒にそのままパイで包みました。

バナナの香り豊かなマドレーヌ生地にバナナ
ペーストを閉じ込めた、ジューシーでリッチなマド
レーヌです。

価格 170円 価格 130円

規格 1本

メーカー・県産名 フジタ製菓（秋田） メーカー・県産名 ラグノオささき（青森）

パティシエのりんごスティック 森のマドレーヌ　バナナ

規格 120ｇ 規格 1個

賞味期限 270日 賞味期限 90日

秋田もろこし（小分けパック入） 森のマドレーヌ　りんご

焼・あんこ・抹茶・ミックスといろんな風味が楽し
める個包装パック入りです。

青森産ふじりんご果肉をマドレーヌ生地の中に
閉じ込めた、青森らしいマドレーヌです。

価格 330円 価格 130円

菓子〈東北地方〉 菓子〈東北地方〉
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福島りょうぜん漬本舗（福島）

きゅうりの味噌漬 〈福島りょうぜん漬〉

麹を多く使った麹味噌に丸ごときゅうりを漬込み
ました。
福島県産エゴマ入り。

価格 490円

規格 170ｇ

賞味期限 120日

メーカー・県産名

麹を多く使った麹味噌に皮むき大根をじっくり漬
込みました。
福島県産エゴマ入り。

価格 490円

規格 170ｇ

賞味期限 120日

メーカー・県産名 福島りょうぜん漬本舗（福島）

170ｇ

賞味期限 120日

メーカー・県産名 福島りょうぜん漬本舗（福島）

大根の味噌漬 〈福島りょうぜん漬〉

メーカー・県産名 福島りょうぜん漬本舗（福島） メーカー・県産名 福島りょうぜん漬本舗（福島）

高菜漬 〈福島りょうぜん漬〉

ごまと細かく刻んだ高菜は、工夫次第でお茶漬
やチャーハンにも最適です。
福島県産エゴマ入り。

価格 490円

規格

規格 600ｇ

賞味期限 120日 賞味期限 120日

ピリッと辛いにんにく醤油できゅうりを漬けた、お
酒のおつまみにも最適な一品です。福島県産エ
ゴマ入り。

大根・きゅうり・なす・ごぼう・人参・椎茸・みょう
が。７つの国産野菜を一度に味わえる、こだわり
の一品です。

価格 490円 価格 1,080円

規格 170ｇ

メーカー・県産名 福島りょうぜん漬本舗（福島） メーカー・県産名 福島りょうぜん漬本舗（福島）

とうちゃん漬 〈福島りょうぜん漬〉 よくばり漬 〈福島りょうぜん漬〉

規格 ハーフ1本

賞味期限 120日 賞味期限 120日

天然果汁入りの生姜醤油できゅうりを漬けた、
やさしいおふくろの味です。
福島県産エゴマ入り。

熟成された大根をじっくり漬込んだ本格醤油仕
込み。素朴ですっきりとした味わいです。

価格 490円 価格 340円

規格 170ｇ

メーカー・県産名 雄勝野きむらや（岩手） メーカー・県産名 福島りょうぜん漬本舗（福島）

かあちゃん漬 〈福島りょうぜん漬〉 黒の味 〈福島りょうぜん漬〉

規格 180ｇ

賞味期限 120日 賞味期限 120日

古来伝承の囲炉裏干しの大根漬け(いぶり漬
け)。スライスされていますので、そのままお召し
上がりください。

ごぼうのおいしさそのままに、口当たりまろやか
な、かつお風味に仕上げた漬物です。

価格 500円 価格 540円

規格 150ｇ

メーカー・県産名 雄勝野きむらや（岩手） メーカー・県産名 福島りょうぜん漬本舗（福島）

いぶりがっこ　スライス 里ごぼう　かつお風味 〈福島りょうぜん漬〉

規格 200ｇ

賞味期限 120日 賞味期限 120日

古来伝承の囲炉裏干しの大根漬け(いぶり漬
け)。お好きな厚さに切ってお召し上がりくださ
い。

タンパク質豊富な国産“大豆”と食物繊維たっぷ
りの“ごぼう”をだし醤油でさっぱり仕上げたかつ
お風味の漬物です。

価格 630円 価格 440円

規格 200ｇ

漬物〈東北地方〉 漬物〈東北地方〉

いぶりがっこ 豆★ごぼう君　かつお風味 〈福島りょうぜん漬〉
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スパイスの効いたカレースープに、コシのある細
い卵めんがたっぷり絡んで美味しい！

価格 390円

規格 めん80g×2、スープ25g×2

賞味期限 365日

メーカー・県産名 吉田製麺（岩手）

200ｇ

賞味期限 730日

メーカー・県産名 吉田製麺（岩手）

カレースープで食べる卵めん（2人前・スープ付）

賞味期限 720日

メーカー・県産名 小山製麺（岩手）

卵めん

卵のほんのりとした色と香りシャキッとした歯ご
たえが良い、岩手江刺の特産品です。

価格 270円

規格

365日

メーカー・県産名 小山製麺（岩手）

三陸めかぶそうめん（2人前）

三陸産めかぶを練り込んだ磯の香り豊かなそう
めんです。

価格 270円

規格 200ｇ

メーカー・県産名 小山製麺（岩手）

三陸めかぶそば（2人前）

三陸産めかぶの粉末を使用した乾麺です。めか
ぶの風味豊かな新食感の細めのおそば。

価格 330円

規格 200ｇ

賞味期限

小山製麺（岩手）

そば処小山の極細そば（2人前）

藪系そば粉を5割使用した極細のそば。細さわ
ずか1mm、ゆで時間2分！
細くても伸びにくく歯ごたえ◎。

価格 240円

規格 200ｇ

賞味期限 540日

ぺろっこらーめん（2人前・スープ付）

ワンタンの皮のような、つるっ、ふわっとした食感
がやみつきになる醤油味のラーメンです。

価格 270円

規格 200ｇ

賞味期限 360日

メーカー・県産名

賞味期限 360日

メーカー・県産名 小山製麺（岩手）

250円

規格 200ｇ

麺類〈東北地方〉

ぺろっこうどん（2人前）

モチモチ感とツルンとしたなめらかな食感を楽し
む幅広平打ちうどん麺（乾麺）です。スープは付
いていません。

価格
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メーカー・県産名 岩手県産ＰＢ（岩手）

賞味期限 3年

サヴァ缶のレモンバジル味。そのままでも、パス
タやサラダなどの洋風料理にも、色々なアレンジ
が楽しめます。

価格 410円

規格 170ｇ

メーカー・県産名 岩手県産ＰＢ（岩手）

国産サバのレモンバジル味

賞味期限 3年

国産サバをオリーブオイルに漬けこみました。サ
バはくさみがなくほろほろでとっても美味！

価格 410円

規格 170ｇ

メーカー・県産名 双日食料水産（岩手） メーカー・県産名 高岡屋（岩手）

国産サバのオリーブオイル漬

規格 20ｇ

賞味期限 365日 賞味期限 365日

醤油をたっぷり使い、生姜と共に炊き上げた鮭
のしぐれ煮はあたたかいご飯にピッタリ！

熱湯で５分戻すだけ！岩手の海藻と切り干し大
根のパリパリ、シャキシャキの食感が好評です。

価格 260円 価格 380円

規格 60ｇ

メーカー・県産名 双日食料水産（岩手） メーカー・県産名 岩手県水産加工組合（岩手）

鮭しぐれ煮 海藻ハリハリサラダ

規格 半切り2枚

賞味期限 365日 賞味期限 1年

釜石と大槌の前浜産の鮭を原料に釜石工場で1
枚1枚丁寧に焼き上げほぐした復興シンボル商
品です。

岩手県普代村で採れる真昆布で作られた「すき
昆布」は肉厚でしゃきしゃきした歯ごたえが自慢
です。

価格 260円 価格 540円

規格 60ｇ

メーカー・県産名 小袖屋（岩手） メーカー・県産名 陸前高田地域振興会（岩手）

焼鮭ほぐし すき昆布　普代産

規格 25ｇ

賞味期限 365日 賞味期限 180日

旬の国産さばを定番の味噌煮に仕立てました。
優しい味噌味は幅広い各世代の方々より支持さ
れています。

子どものおやつに、大人のお酒のおつまみに！
長さが50センチもある大きな１枚こんぶです。

価格 220円 価格 440円

規格 1切

メーカー・県産名 小袖屋（岩手） メーカー・県産名 田老漁協（岩手）

さば味噌煮 おつまみ板昆布

規格 3切 規格 20ｇ

賞味期限 365日 賞味期限 1年

いわし梅煮 カットわかめ

旬の国産いわしを紀州産の梅肉で味付け、煮込
んだ一品。ＥＰＡ・ＤＨＡも豊富な骨まるごと鰯で
す。

肉厚で歯ごたえがあり、風味抜群の「真崎わか
め」を食べやすくカットに。

価格 220円 価格 440円

賞味期限 365日 賞味期限 3年

メーカー・県産名 小袖屋（岩手） メーカー・県産名 岩手県産ＰＢ（岩手）

価格 410円

規格 4切 規格 170ｇ

水産加工品〈東北地方〉 水産加工品〈東北地方〉

さんま生姜煮 国産サバのパプリカチリソース

旬の国産さんまを生姜味で煮込んだ一品。生臭
さもなく骨まで柔らかく食べられ、ＥＰＡ・ＤＨＡも
豊富です。

国産サバの旨味を丸ごと凝縮。すっきりした中
に香辛料がきいたピリッとくる味わいは大人向け
の一品です。

価格 220円
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賞味期限 730日

メーカー・県産名 気仙沼ほてい（宮城）

730日

メーカー・県産名 気仙沼ほてい（宮城）

ふかひれ丼の具

気仙沼産のふかひれを、新鮮な野菜とこだわり
のタレであんかけ風に仕上げたレトルトパックで
す。

価格 310円

規格 160ｇ

メーカー・県産名 気仙沼ほてい（宮城）

紅ずわいがに濃縮スープ

ときたまご1個分を加えるだけ！紅ずわいがに
の脚肉を使用し、海鮮の風味をきかせたスープ
です。

価格 310円

規格 200ｇ

賞味期限

気仙沼ほてい（宮城）

ふかひれ濃縮スープ　北京風

ときたまご1個分を加えるだけ！鶏と香味野菜の
風味のきいた、さっぱりとした塩味ベースです。

価格 310円

規格 200ｇ

賞味期限 730日

ふかひれ濃縮スープ　四川風

ときたまご1個分を加えるだけ！豆板醤の辛味と
旨味が美味しいふかひれスープです。

価格 310円

規格 200ｇ

賞味期限 730日

メーカー・県産名

ときたまご1個分を加えるだけ！醤油中華風味
のスタンダードなふかひれスープです。

価格 310円

規格 200ｇ

賞味期限 730日

メーカー・県産名 気仙沼ほてい（宮城）

8食入

賞味期限 180日

メーカー・県産名 しじみちゃん本舗（青森）

ふかひれ濃縮スープ　広東風

メーカー・県産名 鎌田水産（岩手） メーカー・県産名 気仙沼ほてい（宮城）

しじみみそ汁

青森県産の新鮮な大和しじみのレトルトパックと
しじみエキス入り調味みその8食分セット。

価格 1,140円

規格

規格 1個 規格 160ｇ

賞味期限 365日 賞味期限 730日

三陸ふわとろめかぶスープ かに丼の具

お湯を注ぐだけで三陸の香りいっぱいの美味し
いめかぶスープを楽しめます。お弁当と一緒に
いかがですか。

紅ずわいがにの脚肉を使用し、白湯系のさっぱ
りとしたソースに卵白を加えた丼の具です。

価格 130円 価格 310円

水産加工品〈東北地方〉 水産加工品〈東北地方〉
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メーカー・県産名 秋田白玉工業（秋田） メーカー・県産名 利久（宮城）

規格 1パック250ｇ

賞味期限 360日 賞味期限 2年

1.5㎝位に切った白玉をそのまま煮るだけで、美
味しい白玉入りのおしるこやお吸物などが楽し
めます。

牛テールをじっくり時間をかけて煮込んだ定番
のひと品。白髪ネギを加えて、あっさりとしたテー
ルスープをどうぞ。

価格 220円 価格 500円

規格 300ｇ（100ｇ×3）

メーカー・県産名 秋田白玉工業（秋田） メーカー・県産名 利久（宮城）

白玉もち 牛たんテールスープ

規格 1パック180ｇ

賞味期限 540日 賞味期限 2年

秋田県産もち米を100％使用した、白玉もち用の
白玉粉です。

野菜の甘味たっぷりの特製のトマトソースに、大
きな牛タンをたっぷり。パスタやドリアなどのソー
スにアレンジも◎

価格 330円 価格 650円

規格 150ｇ

メーカー・県産名 オノデラ食品（岩手） メーカー・県産名 利久（宮城）

純白玉粉 牛たんトマトソース煮

規格 1パック180ｇ

賞味期限 120日 賞味期限 2年

北海道産の小豆をふっくらと炊き上げ、程よい甘
みのあんに仕上げています。キャップ付で保存
もできます。

手作りのデミグラスソースでじっくり煮込んだシ
チュー。とろとろの牛タンと野菜の甘みの深い味
わいが楽しめます。

価格 440円 価格 650円

規格 200ｇ

メーカー・県産名 オノデラ食品（岩手） メーカー・県産名 利久（宮城）

つぶあん　キャップ付　 牛たんシチュー

規格 （中辛）1パック180ｇ

賞味期限 120日 賞味期限 2年

100％枝豆を使用した、お餅と相性抜群のあん
です。キャップ付で保存もできます。

柔らかく煮込んだとろとろの牛たんがごろごろと
入った、ちょっと豪華なカレーです。ほどよい辛さ
の中辛。

価格 440円 価格 650円

規格 200ｇ

メーカー・県産名 志賀煎餅（岩手） メーカー・県産名 柏崎青果（青森）

ずんだあん　キャップ付 牛たんカレー

規格 190ｇ

賞味期限 90日 賞味期限 180日

かやき煎餅を鶏スープに入れて食べる岩手の伝
統的郷土料理です。寒い夜にぴったり。

青森県で育った良質のにんにくを醗酵・熟成さ
せ、甘くフルーティーな味に。1日1～２片を目安
にどうぞ。

価格 410円 価格 1460円

規格 せんべい8枚・鶏スープ付

メーカー・県産名 矢沢製麩所（岩手） メーカー・県産名 斉藤昭一商店（秋田）

せんべい汁（2～3人前） 黒にんにく　親孝行

規格 490ｇ

賞味期限 730日 賞味期限 120日

ヘルシーで栄養満点。煮物や卵とじなどのほ
か、フレンチトーストやプリンなどのスイーツもで
きます。

秋田の味の代表格。きりたんぽ鍋、田楽きりた
んぽ、２つの代表的な食べ方を楽しめます！

価格 360円 価格 670円

規格 15枚

メーカー・県産名 大塚製麩食品（岩手） メーカー・県産名 秋田白玉工業（秋田）

くるまふ 秋田きりたんぽ味くらべ

規格 80ｇ 規格 240ｇ（80ｇ×3）

賞味期限 300日 賞味期限 360日

南部切いた麸 野菜入り白玉もち

岩手県南部地方の「南部ふ」。
添加物を使用せず、弾力があって栄養価の高い
自然食品です。

人参、ほうれん草、かぼちゃが練り込まれた、切
るだけで簡単に調理できる白玉もちです。

価格 220円 価格 220円

農産加工品〈東北地方〉 農産加工品〈東北地方〉
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岩鋳（岩手）

南部鉄器

国内はもとより世界中の人に愛され続ける南部
鉄器。急須、風鈴など、ご希望の方はご相談くだ
さい。

価格 要見積り

規格 要相談

賞味期限 -

メーカー・県産名

工芸品・グッズ〈東北地方〉

8
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メーカー名 五木食品 メーカー名 丸亀醤油

規格 150ml

賞味期限 210日 賞味期限 1年6カ月

表面はツルツル、腰はシコシコの本格派だんご汁。かやく
（きざみあげ、椎茸、ネギ）と味噌仕立てスープ付。

本醸造醤油をベースに、かつおエキスと昆布だしを加えマ
イルドな甘口タイプに仕上げた本格かけ醤油です。

価格 130円 価格 380円

規格 225ｇ (1人前)

メーカー名 五木食品 メーカー名 豊前屋本舗

五木庵　だんご汁 かけ醤油　くまモンラベル

規格 200ｇ

賞味期限 11か月 賞味期限 5か月

焦がしにんにく風味の黒マー油入り濃厚豚骨スープ付。く
まモンのパッケージが可愛い熊本ラーメンです。

 あったかごはんや豆腐、もろキュウと好相性！刻んだ「昆
布」と「しょうが」が美味しさを引き立たせてます。

価格 160円 価格 260円

規格 2人前

メーカー名 イケダ食品 メーカー名 伝承の館

くまモンの熊本ラーメン（2人前） 阿蘇もろみ

規格 70ｇ

賞味期限 8か月 賞味期限 90日

マグカップに入れてお湯を注ぐだけで、あっという間に美
味しい太平燕をご家庭で楽しめます。

秘伝のタレに漬け込み、一枚一枚丹精込めて備長炭で焼
きあげました。お酒との相性もバッチリです。

価格 350円 価格 540円

規格 5食入

メーカー名 イケダ食品 メーカー名 三協畜産

太平燕　ゆず胡椒味 炭焼馬さし　ひとくち

規格 100ｇ

賞味期限 8か月 賞味期限 180日

マグカップに入れてお湯を注ぐだけで、あっという間に美
味しい太平燕をご家庭で楽しめます。

熊本県産のあか牛のお肉を醤油や砂糖、生姜をベースに
素朴な味付けでじっくりと煮込みました。

価格 350円 価格 650円

規格 5食入

メーカー名 イケダ食品 メーカー名 三協畜産

太平燕　白湯とんこつ味 熊本和牛　あか牛しぐれ煮

規格 140ｇ

賞味期限 8か月 賞味期限 180日

マグカップに入れてお湯を注ぐだけで、あっという間に美
味しい太平燕をご家庭で楽しめます。

熊本県産のあか牛のお肉を西京味噌ともろみを使用して
味わい深い味に仕上げた一品です。

価格 350円 価格 650円

規格 5食入

メーカー名 イケダ食品 メーカー名 岩永醤油

太平燕　トマト味 阿蘇の和牛　あか牛肉みそ

規格 5食入 規格 180ｇ

賞味期限 8か月 賞味期限 180日

太平燕　チキン味 寒漬

マグカップに入れてお湯を注ぐだけで、あっという間に美
味しい太平燕をご家庭で楽しめます。

芦北・水俣地方の特産品。
コリコリとした歯ごたえが特徴の、干し大根の甘醤油漬で
す。

価格 350円 価格 440円

賞味期限 8か月 賞味期限 2か月

メーカー名 イケダ食品 メーカー名 志賀食品

350円 価格 330円

規格 5食入 規格 120ｇ

食品・菓子〈熊本県〉 食品・菓子〈熊本県〉

太平燕　高菜とんこつ味 油いため　たかな漬

マグカップに入れてお湯を注ぐだけで、あっという間に美
味しい太平燕をご家庭で楽しめます。

阿蘇地方にだけで栽培できる”阿蘇たかな”と歯ごたえの
ある熊本たかなをブレンドした、油いため高菜です。

価格

9
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116 123
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メーカー名 岩田コーポレーション メーカー名 ほがや

規格 20ｇ

賞味期限 2か月 賞味期限 180日

熊本のもち米を原料としたあられと国産ピーナッ
ツを水飴でからめた、大人気の一品です。

からし蓮根の風味が再現されたチップスです。お
つまみにぴったりです。

価格 390円 価格 170円

規格 3枚入

メーカー名 ほがや メーカー名 うに豆総本家 豆福

肥後太鼓 森からし蓮根風味チップス

規格 85ｇ

賞味期限 4か月 賞味期限 90日

くまモンのかたちをした、かわいいクッキーです。
バター味とチョコ味のクッキーが5枚ずつの詰合
せです。

カリッと揚げたそら豆にうにをブレンド。お酒のお
つまみ、お茶受けにピッタリ！

価格 500円 価格 330円

規格 バター味5枚・チョコ味5枚

メーカー名 杉養蜂園 メーカー名 うに豆総本家 豆福

くまもとバター＆チョコクッキー うに豆

規格 110ｇ

賞味期限 9か月 賞味期限 90日

「目の健康食品」と言われるブルーベリーの果汁
をたっぷり使った人気商品です。

カリッと揚げたそら豆に黒砂糖をブレンド。お酒
のおつまみ、お茶受けにピッタリ！

価格 1080円 価格 330円

規格 300ｇ

メーカー名 杉養蜂園 メーカー名 うに豆総本家 豆福

ブルーベリー＆ハニー 黒糖豆

規格 110ｇ

賞味期限 9か月 賞味期限 90日

メープルシロップと蜂蜜で風味とコクのある甘さ
です。ホットケーキやホットミルクにぴったり。砂
糖の代わりにも◎。

カリッと揚げたそら豆に砂糖と生姜をブレンド。
お酒のおつまみ、お茶受けにピッタリ！

価格 1080円 価格 330円

規格 300ｇ

メーカー名 杉養蜂園 メーカー名 ＪＡあしきた

メープル＆ハニー 豆福豆

規格 2個入

賞味期限 9か月 賞味期限 5か月

ゆずに含まれるクエン酸は疲労回復やリフレッ
シュに効果◎。お湯で割ってやさしい味わいをお
楽しみください。

爽やかな甘みのデコポンの果肉がたっぷり入っ
たゼリーです。

価格 1080円 価格 590円

規格 300ｇ

メーカー名 フタバ メーカー名 岩田コーポレーション

ゆず蜜 デコポンゼリー

規格 90ｇ

賞味期限 12か月 賞味期限 10か月

たっぷりのさくさくたまごがおいしい”のりたま
ご”。
くまモンのパッケージが可愛い！

熊本の素材5種類（まるごとスイカ飴・晩白柚飴・
はちみつ大根のど飴・生姜飴・ジャージー牛乳と
いちごの飴）の味。

価格 160円 価格 240円

規格 25ｇ

メーカー名 フタバ メーカー名 岩田コーポレーション

くまモンふりかけ　のりたまご 熊本すいーつキャンディ

規格 22ｇ 規格 4枚入（黒胡麻2枚・白胡麻2枚）

賞味期限 12か月 賞味期限 2か月

くまモンふりかけ　のりかつお 胡麻太鼓

甘辛のかつお味がお子様にも人気の”のりかつ
お”。
くまモンのパッケージが可愛い！

胡麻をたっぷり使った濃厚な風味の胡麻せんべ
いです。黒糖のやさしい甘さと胡麻の濃厚な香
ばしさが◎。

価格 160円 価格 440円

食品・菓子〈熊本県〉 食品・菓子〈熊本県〉
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135

トライスト

くまモン　ミニタオル

くまモンが可愛いミニタオル（今治タオル）です。
※デザインは在庫の中から要相談

価格 440円

規格 20㎝×20㎝綿100％

賞味期限 -

メーカー名

熊本に縁がある家紋柄とくまモンが可愛いカラフ
ルなプチタオルです。

価格 440円

規格 水色　25㎝×25㎝

賞味期限 -

メーカー名 肥後観光工芸

ピンク　25㎝×25㎝

賞味期限 -

メーカー名 肥後観光工芸

くまモン　ぷちたおる（家紋モノグラム・水色）

メーカー名 肥後観光工芸 メーカー名 ユニックス

くまモン　ぷちたおる（家紋モノグラム・ピンク）

熊本に縁がある家紋柄とくまモンが可愛いカラフ
ルなプチタオルです。

価格 440円

規格

規格 布製ぬいぐるみ付

賞味期限 - 賞味期限 -

熊本名産のすいかやトマトの柄が入った、くまモ
ンが可愛いカラフルなプチタオルです。

くまモンが可愛いストラップです。

価格 440円 価格 440円

規格 みどり　25㎝×25㎝

メーカー名 肥後観光工芸 メーカー名 ナガタニヤ

くまモン　ぷちたおる（スイカミックス） くまモン　ミニストラップ

規格 約15㎝×15㎝

賞味期限 - 賞味期限 -

熊本名産のからしれんこんや熊本城の柄が入っ
た、くまモンが可愛いカラフルなプチタオルです。

くまモンが可愛いシールです。

価格 440円 価格 220円

規格 きいろ　25㎝×25㎝

メーカー名 (有)宮井事務所 メーカー名 トライスト

くまモン　ぷちたおる（からしれんこん） くまモン　シール

規格 本体色/ピンク

賞味期限 - 賞味期限 -

熊本在住のプロ写真家・宮井政次氏が海外で撮
影した人気商品です。
※デザインは在庫の中から要相談

くまモンが可愛いボールペンです。
★インク色/赤・黒・青

価格 270円 価格 360円

規格 A4サイズ

メーカー名 肥後観光工芸/的石商店 メーカー名 トライスト

くまモン　ワールドシリーズクリアファイル くまモン　3色ボールペン（ピンク）

規格 A4サイズ 規格 本体色/水色

賞味期限 - 賞味期限 -

くまモン　クリアファイル（ボーダー柄） くまモン　3色ボールペン（水色）

カラフルなクリアファイルです。 くまモンが可愛いボールペンです。
★インク色/赤・黒・青

価格 270円 価格 360円

グッズ〈熊本県〉 グッズ〈熊本県〉
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202 209

203 210
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205 212

206 213

207 214

メーカー名 七城メロンドーム メーカー名 七城メロンドーム

規格 180ｇ

賞味期限 - 賞味期限 -

熊本県産のマンゴーの果汁を30％使用し原料
そのままの味を生かした、ふくよかな香りと甘さ
のマンゴー味です。

菊池産のトマトの果汁を使用した、フルーティー
な味わいのジャムです。

価格 190円 価格 460円

規格 75ｇ

メーカー名 七城メロンドーム メーカー名 七城メロンドーム

七城マンゴーゼリー とまとジャム

規格 180ｇ

賞味期限 - 賞味期限 -

菊池市七城町産のメロンの果汁を30％使用し原
料そのままの味を生かした、風味豊かなゼリー
です。

熊本菊池産の「梨」本来の味と香りを活かした、
フルーティーな味わいのジャムです。

価格 190円 価格 460円

規格 75ｇ

メーカー名 七城メロンドーム メーカー名 七城メロンドーム

七城メロンゼリー なしジャム

規格 180ｇ

賞味期限 - 賞味期限 -

凍らせるとシャリシャリの食感と果肉の食感、２
つの食感を味わえるシャーベットに。

七城メロンを愛情込めて煮込みました。果物本
来の味と香りを活かした、フルーティーな味わい
のジャムです。

価格 260円 価格 460円

規格 200ｇ

メーカー名 七城メロンドーム メーカー名 七城メロンドーム

ブルーベリーゼリーシャーベット めろんジャム

規格 （甘口）1人前180ｇ

賞味期限 - 賞味期限 -

凍らせるとシャリシャリの食感と果肉の食感、２
つの食感を味わえるシャーベットに。

菊池市七城特産のメロンと、菊池市産えこめ牛
を使用した、まろやかなコクと甘みがいきたレト
ルトカレーです。

価格 260円 価格 650円

規格 200ｇ

メーカー名 七城メロンドーム メーカー名 七城メロンドーム

マンゴーゼリーシャーベット メロンカレー

規格 160ｇ

賞味期限 - 賞味期限 製造日から6か月

凍らせるとシャリシャリの食感と果肉の食感、２
つの食感を味わえるシャーベットに。

季節の野菜が楽しめ、残った漬け酢もドレッシン
グなどに活用できる！菊池をまるごと満喫できる
ピクルスです。

価格 230円 価格 500円

規格 200ｇ

メーカー名 七城メロンドーム メーカー名 七城メロンドーム

イチゴゼリーシャーベット きくちピクルス　野菜ミックス

規格 200ｇ 規格 75ｇ

賞味期限 - 賞味期限 -

赤メロンゼリーシャーベット 七城梨ゼリー

凍らせるとシャリシャリの食感と果肉の食感、２
つの食感を味わえるシャーベットに。アールスメ
ロン使用。

菊池市七城町産の梨の果汁を30％使用し原料
そのままの味を生かした、やさしい甘さの梨味で
す。

価格 230円 価格 190円

賞味期限 - 賞味期限 -

メーカー名 七城メロンドーム メーカー名 七城メロンドーム

230円 価格 190円

規格 200ｇ 規格 75ｇ

農産加工品〈熊本県菊池市〉 農産加工品〈熊本県菊池市〉

青メロンゼリーシャーベット 七城ブルーベリーゼリー

凍らせるとシャリシャリの食感と果肉の食感、２
つの食感を味わえるシャーベットに。肥後グリー
ンメロン使用。

菊池市七城町産のブルーベリーの果汁を30％
使用し果実も入った、素材そのままの味を生か
したゼリーです。

価格
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215

216

217

メーカー名 七城メロンドーム

七城メロンドーム

メロンドレッシング

特産品の高級メロンを贅沢に使った香り豊かな
ドレッシングです。刺身にかければカルパッチョ
が簡単に◎

価格 650円

規格 265ml

賞味期限 -

とまとドレッシング

生トマトを40％と七城特産メロン果汁を配合。ケ
チャップ替わりにオムレツに、トマトソースとして
麺類にも◎

価格 650円

規格 265ml

賞味期限 -

メーカー名

たっぷり7種類の野菜が原料。化学調味料、合
成保存料不使用。油分も通常の半分に抑えたド
レッシングです。

価格 650円

規格 265ml

賞味期限 -

メーカー名 七城メロンドーム

農産加工品〈熊本県菊池市〉

野菜たっぷりドレッシング
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