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3年目を迎えたよしもと47シュフランは、さらに多くのご当地自慢商品を全国の主婦がピックアップ！
「ごはん」「ごはんのお供」「お菓子・スイーツ」「ドリンク」「からだにいい」の5部門で計11,789商品の情報が集まりました。
その中から932商品が試食選考会に参加頂き、芸人や有名バイヤーによる審査をさせて頂きました。

Y o s h i m o t o 4 7 S h u f u r a n  2 0 1 7

よしもと
47シュフラン

吉本興業グループは、全国各地の自治体、地方企業団体等と密接なネットワークを築き、

新たな事業を創り出すとともに、笑いの力で地方の活性化に寄与していくことを目的に

2011年より「エリアプロジェクト」を進めております。

その一環として全国の特産品・名産品の開発や販売を大阪・なんばグランド花月内やイオ

ンモール沖縄ライカム内の“よしもと４７ご当地市場”にて行っております。

本企画は、その目玉プロジェクトであり、全国に7,000人以上の主婦スタッフを持つ

株式会社シュフランと業務提携し、「主婦目線」で全国47都道府県の商品に

スポットを当てる企画として2015年から行っております。

「よしもと４７シュフラン」とは、全国４７都道府県の主婦が、

「人にオススメしたい！」「食べてもらいたい！」「お土産にはコレ！」

といった商品を主婦目線で“いいもの”を取りそろえ、一般投票やよしもと芸人、有名バイヤー

などがご当地商品を選考し、金賞認定する地域活性プロジェクトです。

認定された商品は「よしもと直営ショップ」「催事出店」「通販」などで販売を行い、販路拡大

はもちろん、よしもと芸人やメディアを通して日本国内はもとより海外にも発信しております。

株式会社シュフランによる、主婦（Vメイト）から推薦商品を募集し、そのエントリーされた

各商品の生産企業様に対して、よしもと47シュフランのご案内をいたしました。その結果、

数多くの企業様よりエントリー出品をいただき、試食選考会を以って商品を選出いたしま

した。

『よしもと４７シュフラン』とは

部門とサポーター

試食会の様子

『よしもと４７シュフラン』の歴史

①お菓子・スイーツ部門を設定しエントリー商品を
選出・認定いたしました。

金賞認定 商品128 試食選考 433商品
主婦からの推薦 2,216商品

そして、今年も全国からたくさんの
商品が選出されました！

以下の3部門を設定しエントリー商品を選出・認定いたしました。

①お米部門 ②ごはんのお供部門 ③お菓子・スイーツ部門

金賞認定 商品239 試食選考 705商品
主婦からの推薦 6,103商品

よしもと47シュフラン

2017

よしもと47シュフラン

2016

よしもと47シュフラン

2015

ごはん部門
とにかく明るい安村

ごはんのお供部門
バンビーノ

お菓子・スイーツ部門
かつみ♡さゆり

よしもと47シュフラン2017の各部門を盛り上げる”サポーター”をご紹介します。
各部門のサポーターに加え、各ショップや催事などで商品の案内や販売までを担当できる物販サポーターも起用。

全国から集ったご当地自慢商品をよしもと芸人や主婦たちが実食！
しられざる名品やご当地銘品の中から本当に美味しい商品へ「旨き一票」を投票しました。

ドリンク部門
ハイキングウォーキング

からだにいい部門
シルク

販売サポーター
ビスケッティ

安倍総理のモノマネで注目のビスケッティが定期
的に全国のショップ・催事イベントに登場し
よしもと47シュフランのPRを行います。

東京よしもと 四ツ谷キッチンスタジオ大阪よしもと 四ツ谷キッチンスタジオ第１回 第2回 第3回 第4回

2
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販売応援・催事イベント　　　

住みます芸人による認定企業への訪問

劇場楽屋に設置 番組紹介、関係者手土産

ガイドブック

一般主婦からの推薦 11,789商品

試食審査 932商品

数多くの一般推薦商品の中から、
よしもと47シュフラン2017の金賞受賞商品が選ばれました。

企業208 商品268

認定商品のプロモーション施策として、
様々なサポートを行ってまいります。

イオン沖縄ライカム、イオン常滑、イオン新さっぽろの常設店舗にて店頭PRを行っています。

住みます芸人が認定企業へ直接訪問、工場見学や店舗での試食などの様子を活用したPRを行っています。

訪問の様子をTwitterやよしもと47シュフランFacebookなどで紹介しています。

認定商品をご紹介するよしもと47シュフランガイド2017を制作し、

全国の劇場や常設ショップなどで配布致します。

2017年度金賞認定数

よしもと４７シュフラン2017 金賞認定

商品28

ごはん部門

商品108

ごはんのお供部門

商品92

お菓子・スイーツ部門

商品28

ドリンク部門

商品12

からだにいい部門

金賞認定 商品268

これ、めっちゃ美味しい！

日本を取り戻す！
シュフランが
盛り上げます

地元芸人が進める
地元の銘品！

一緒に有名に
なりましょう！

全国のご当地商品が
集まりました

全国で商品をPR!

私達が自信を持ってオススメします！！
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Yoshimoto47Shufuran 2017

ごはん部門サポーター

とにかく明るい安村 全国の主婦からの推薦 商品811 試食審査対象商品 商品102 金賞受賞商品 商品28

ごはん部門

北海道

ごはん部門 Meal

農林水産大臣賞と日本農業賞大賞を受賞した宮城県瀬峰農場のお米。風光明媚な栗原高原にある自然豊かな農場

で環境保全型農業で栽培しています。宮城県は仙台牛で有名ですが、その牛糞を堆肥として使用し、刈取り後のワ

ラは牛の飼育に使用され、ほとんど捨てる事がない循環型農業です。結果、農薬と化学肥料は、通常の栽培使用量

の５０％以下に抑えられ、特別栽培米として流通しています。廃棄や焼却する事もない為、CO2の排出が抑えられ、

環境の保全に役立っています。瀬峰農場のお米を食べながら、地球の環境を考えるのも粋だと思いませんか？

みやぎ瀬峰農場のお米
株式会社アサヒライス

内容量 価格（税別） 静岡県5kg ¥2,6679
認定No

フード・アクション・ニッポン アワード 2016 受賞

ライスグラノーラ
株式会社むらせ

内容量 価格（税別） 東京都240g×3 ¥1,9806
認定No

天然メバチまぐろをたっぷり使用した「トロちまき」は三崎朝市の名物商品。

横浜中華街名店「重慶飯店」元料理長が、秘伝のネギ油で味付けし、作り上げたちまきは、国産も

ち米100％でまぐろとの相性がバツグンです。ふんわりモチモチした食感と柔らかいトロまぐろが

お口の中に広がります。三崎港のまぐろと横浜中華街の味付けが見事にコラボレーションしました。

暖かいのはもちろん、冷めてクセがなく美味しいトロちまきを是非、お試しください。

三崎港まぐろトロちまき
三崎朝市協同組合

内容量 価格（税別） 神奈川県100g ¥3007
認定No

このお米は農薬も化学肥料も一切使用せず愛情を込めて作りました。どうぞお召し上がりください。

佐々木農場の清川水米 ササニシキ
日本通商株式会社

内容量 価格（税別） 宮城県2合(300g） ¥3603
認定No

当店自慢の中太蒸し焼そば。余分な油をまぶしてないので、とってもヘルシー。秩父名物ホルモン

を麺に絡みやすくするため小さめに刻み、辛口に味付け。正田醬油の焼そばパウダーソースで旨

み倍増！おとな好み、主食にもおつまみにもなる逸品です。お好みの野菜を合わせて辛さを調節で

きます。

激辛 秩父ホルモン焼そば
有限会社清川製麵

内容量 価格（税別） 埼玉県2食 ¥5005
認定No

日本米の王様であるコシヒカリ。就農6年目の「新米」農家ですが、最も美味しいと言われる成分

構成に近くなる様、肥料や水の管理などを徹底して美味しいお米が出来ました。炊きたてはもちろ

ん、冷めてしまっても美味しいコシヒカリを是非、ご賞味下さいませ！

コシヒカリ
関農園

内容量 価格（税別） 栃木県1kg ¥4174
認定No

食物繊維が豊富で、発芽時の酵素の働きでGABAが白米の10倍になります。また、甘味がまし、

焼いて食べると香ばしくなります。

発芽玄米もち
鈴木農園

内容量 価格（税別） 新潟県500g ¥8608
認定No

産地で精米し、開封するまで鮮度を保ち続ける（目安は1年）「冬眠密着」梱包でお届けしています。

日本穀物検定協会がおこなう全国食味ランキングで、特に良好な「特A」ランクを21回獲得してい

ます。環境にやさしい栽培を行っている「特別栽培米」として、岩手県の認証を得ています。

岩手 江刺金札米 ひとめぼれパック米
岩手江刺農業協同組合

内容量 価格（税別） 岩手県5kg ¥2,4001
認定No

当店で使用している餅米は宮城県産の「みやこがね」。白くなめらかで、よく粘り、腰が強く、食味

も良好という特徴がある餅米の王様です。それを昔ながらの「薪と釜戸」で蒸します。具材は地元

産を中心に使用。手間を掛け決して大量生産出来ないおこわです。それを手軽にチンするだけで

食べられるようにしました。

釜蒸し五目おこわ
笠原餅店

内容量 価格（税別） 宮城県200g ¥3502
認定No

産地で精米し、開封するまで鮮度を保ち続ける（目安は1年）「冬眠密着」梱包でお届けしています。

日本穀物検定協会がおこなう全国食味ランキングで、特に良好な「特A」ランクを21回獲得してい

ます。環境にやさしい栽培を行っている「特別栽培米」として、岩手県の認証を得ています。

岩手 江刺金札米 ひとめぼれパック米
岩手江刺農業協同組合

内容量 価格（税別） 岩手県5kg ¥2,4001
認定No
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北海道

Yoshimoto47Shufuran 2017 ごはん部門 Meal

◎西日本でもっとも美味しいといわれる仁多米の中でも最源流域で生産者限定、そしてお米づくりの

好適条件が全て揃った本物の希少な天日干し仁多米です。◎水が命ともいわれるお米づくり。仁多米

最源流域の標高約600ｍに位置する水田はミネラルたっぷり雪解け岩清水で満たされています。◎島

根和牛を飼育する生産者さんだからこそできるこだわりの自然循環農法で自家栽培仁多米の安心安全

な稲藁と自然の野草を中心とした自家製牛糞をすき込んだ水田でつくられる特別な仁多米です。

奥出雲源流おひさま仁多米
メディソル株式会社

内容量 価格（税別） 島根県5kg ¥3,67519
認定No

お体に障害のある方やお年寄り・お子様にも食べやすいうどんとして開発されたものです。麺にス

リット（切れ目）があり箸やフォークに引っ掛かりやすいユニバーサルデザイン商品です。麺に箸等

をいれるだけで麺がすべることなく自然に箸等に引っ掛かります。これが「すべらんうどん」のネー

ミングのそもそもの由来ですが、大阪天満宮内の茶寮で販売したところから受験生の間でも評判と

なり毎年たくさんの受験生の方々からご支援いただいています。

すべらんうどん4人前セット
うどん双樹株式会社

内容量 価格（税別） 大阪府すべらんうどん4人前セット ¥1,00012
認定No

淡路島『山田米』は、環境にやさしい農業で栽培した安全・安心な特別栽培米です。淡路島の恵

まれた気候と風土が育んだ美味しいお米を是非ご賞味ください。

淡路島 山田米 ヒノヒカリ
株式会社 さくらの郷ファーム

内容量 価格（税別） 兵庫県5kg ¥2,20013
認定No

４００年以上の歴史を持つ、添加物を一切使わないとても身体に優しいお蕎麦です。神戸岡本にあ

る小さなお子様連れでもゆったりと座れるお座敷と、個室、椅子席もあるくつろぎ空間で、熱々の

せいろ蕎麦を是非ご賞味ください。

せいろ蕎麦
曾呂利新左衛門

内容量 価格（税別） 兵庫県1.5斤×2食 ¥1,85214
認定No

淡路島名産の手延べそうめんと淡路島玉ねぎのコラボ商品。淡路産玉ねぎを100％使用のスープ

で食べる、新感覚の洋風にゅうめん。付属のオニオンチップ（淡路島産玉ねぎ100％、ノンフライ）

のトッピングでさらに美味しく頂けます（トッピング無しでも美味しいです）。淡路島だから出来た商

品です。

淡路島玉ねぎにゅうめん
有限会社 金山製麺

内容量 価格（税別） 兵庫県4食（240g） ¥70015
認定No

三重県を代表するお米。こしひかり特有の粘りが特徴で、非常に良食味なお米になっております。

三重県産こしひかり
和歌山県農業協同組合連合会

内容量 価格（税別） 和歌山県5kg ¥1,68017
認定No

高品質・良食味米を目指し新潟で誕生した注目の新品種。関西圏内の量販店ではほぼお取り扱い

が無いお米です。ふっくらと米粒が大きく、艶やかな外観が特徴で、コシヒカリと比較しても劣らな

い食味です。冷めても美味しいので、おにぎりやお弁当に適したお米です。

新潟県産みずほの輝き
和歌山県農業協同組合連合会

内容量 価格（税別） 和歌山県5kg ¥1,99818
認定No

食味で最高のコシヒカリは福井県で生まれ、自然に恵まれた越前平野の土と水により丹精込めて

作られました。全国的に幅広く栽培されていて人気も相変わらずナンバーワンです。粘りがあり、

香り、味のバランスが最も良いと言われています。色・ツヤ・味と三拍子揃って炊き上がりの粘り

とほのかな甘味が味わえ、冷めても美味しいお米です。

スーパーゴールド(こしひかり)
和歌山県農業協同組合連合会

内容量 価格（税別） 和歌山県5kg ¥1,96016
認定No

浜名湖のうな重専門店が作った「うなぎ屋のまかない料理」です。簡単・便利　レンジでチン！

うなぎコラーゲン・セラミド入焼きおにぎり10ケ入り
有限会社 勝美

内容量 価格（税別） 静岡県100g×10個 ¥2,40710
認定No

日本の大地で育った国内産１００％のお米で作ったライスパフとオーツ麦を丁寧に焼き上げ、ドライ

フルーツやナッツ、野菜などをバランス良く加えた低グルテンの「お米の国のグラノーラ」です。

安濃津ロマン
津安芸農業協同組合

内容量 価格（税別） 三重県10kg ¥3,65811
認定No



10 11

p10 _ p11

北海道

Yoshimoto47Shufuran 2017 ごはん部門 Meal

単一等級製麺技能士によって、厳選された小麦とごま油（ごま油はビタミンEを多く含み麺の酸化

を防ぎます。）を使い、380年の伝統の製法で作り上げ、さらにじっくりと蔵の中でねかせ熟成させ

た麺です。

※この商品は、長崎県優良特産品として推奨された商品です。

島原手延素麺 絹の輝「古」 木箱入り
有限会社 野村屋

内容量 価格（税別） 長崎県手延素麺50g×15束 ¥2,00026
認定No

今も昔も変わらぬおいしさ愛され続けて50年フライパンでパパっと冷めてもモチモチ！手軽で美味

しい好きな具材と一緒に炒めてアレンジもいろいろ。

クルードスパゲティめん3食入りトマト味
岡山インスタント麺株式会社

内容量 価格（税別） 岡山県624g ¥33520
認定No

香川県だけ栽培されいるお米です。（一財）日本穀物検定協会が実施する米の食味ランキングにお

いて最高ランクの特Aと評価されました。米粒の美しさと炊飯した米の艶やかさは見事で、しっか

りとした米本来の食感が楽しめます。精米仕立てを真空パックにしております。300g入りは無洗

米なので、軽量も洗米も不要です。

おいでまい
株式会社四国ライス

内容量 価格（税別） 香川県300g ¥40024
認定No

昭和35年創業の本格鹿児島ラーメンです。

スープを温めて、麺を茹でるだけで、お店の味をご家庭で簡単にお楽しみいただけるよう、スープ、

麺、具をセットで販売しております。

保存料等の添加物を使用していないため、賞味期限は4日と短くなっておりますが、素材にこだわっ

て作った本格豚骨ラーメンをぜひ一度、ご賞味下さい。

鹿児島ラーメン手作りパックセット
有限会社鹿児島ラーメン

内容量 価格（税別） 鹿児島県2人前 ¥1,20028
認定No

包丁で切ることなくのばしと熟成を繰り返し３０時間以上かけて作り上げております。国家資格を持

つ専門の職人「手延べ製麺士」が経験と感で作り出す、手づくりのやさしいもちもちとしたコシと、

つるつるとしたのど越しが絶品です。

桃太郎手延べ早ゆでうどん
株式会社麺匠かもがた本舗

内容量 価格（税別） 岡山県180g×30本 ¥5,45921
認定No

最終審査会（品評会）にて「受賞」10産品に選ばれました。

真空米(鹿児島県産 あきほなみ)
株式会社 九州糧販

内容量 価格（税別） 鹿児島県150g ¥18527
認定No

吉野川の豊富な良質の水と鳴門市産の塩を使用して作った手延べそうめんです。他の産地のそう

めんと比べて麺線が太く、甘味とコシの強さが特徴です。

手延べ半田そうめん
岡本製麺株式会社

内容量 価格（税別） 徳島県300g（100g×3束） ¥30022
認定No

豚骨をベースにしたこってりとした醤油味のラーメン。

甘辛く煮た豚バラ肉をのせて食べるのが徳島風です。

お好みで生卵を加えると、マイルドな味でお召し上がりいただけます。

徳島らーめん（液体スープ付）
岡本製麺株式会社

内容量 価格（税別） 徳島県めん146g（73g×2束）
スープ60g（30g×2袋） ¥24023

認定No

食べたいときすぐに食べられる、うどんとスープのセットです。北海道産小麦粉１００％の原料にこ

だわりのうどんです。麺のコシ、もっちり感をほのかに漂うあご（飛魚）の香りが引き立てます。

長崎うどんとあごだし詰め合わせ
三和サービス

内容量 価格（税別） 長崎県330g ¥1,20025
認定No
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ごはんのお供部門サポーター

バンビーノ

オール北海道産食材使用のグルメコロッケ。地元北海道の方を始め、地方の方には絶大な人気を

誇るコロッケです。

にほんいちコロッケ
株式会社アイ・コンセプト にほんいち水産

内容量 価格（税別） 北海道12個 ¥1,20032
認定No

世界自然遺産に認定された北海道知床羅臼町で9月に水揚げされた秋鮭のオスのみにこだわり、

綿実油と醤油ベースで味付けした商品です。

鮭とろ
丸一大西食品株式会社

内容量 価格（税別） 北海道100g ¥43035
認定No

めかぶ・おくら・モロヘイヤ・やまいもがたっぷり入ったねばっとタイプの商品です。しその香りが

ほのかに広がり 清涼感のある味付けに仕上げています。お寿司の軍艦や そば・うどん・まぐろの

やまかけ・サラダ等多種多様なメニューにご利用いただけます。緑色野菜がふんだんに入ったヘル

シーメニューにご利用いただけます。

めかぶと3種のねばっと野菜
丸一大西食品株式会社

内容量 価格（税別） 北海道160g ¥40034
認定No

ほたて貝をかたどったかまぼこの中に、大粒の帆立貝柱がまるごと１個入っています。どなたにも

喜ばれるユニークな商品です。

珍味ほたて
出塚水産株式会社

内容量 価格（税別） 北海道70g ¥45037
認定No

昆活シリーズで使用している釧路町昆布森産の昆布は、昔ながらの浜で天日干しによって、旨味成

分をギュッと凝縮。その他全国的にも認知度が上がっている濃厚でクリーミーな仙◯◯産力物エキ

スと北のブランド釧路ほくげん大根のおろしと◯にいたるまで1瓶に詰めました。ほどよい酸味と

◯◯素材からの旨味やコクが鍋料理やしゃぶしゃぶにぴったり！さあ、あなたの食卓にもLet`s昆活

パーティ！！

昆活おろしポン酢 昆貝酢
株式会社釧路町振興公社

内容量 価格（税別） 北海道185ml ¥74133
認定No

厳選された帆立を燻製、焙焼し、食べやすくほぐした商品です。

帆立焼きほぐし
オルソン株式会社

内容量 価格（税別） 北海道60g ¥75630
認定No

今年取れたばかりのホタテをトンネルフリーザで急速冷凍しました。極上の味と食感をお楽しみ下

さい。1粒から解凍してお刺身は勿論、サラダ等色々なお料理でお召し上がりいただけます。ご贈

答に人気の商品です。

ほたて玉冷
株式会社 マルチカ須永水産

内容量 価格（税別） 北海道500g ¥2,00031
認定No

本品は当社独自の製法で作った鮭フレークに「プチプチ」の触感がある「カラフトシシャモの卵」を

ミックスして、食べる楽しさを作り上げました。おにぎりの具、ご飯のふりかけ、サラダ、パスタな

どにもとっても合う商品です。

ぷちぷち鮭焼ほぐし70ｇ
オルソン株式会社

内容量 価格（税別） 北海道70g ¥35029
認定No

27 28

北海道に1200頭しかいないといわれる希少種ブラウンスイス牛は赤身がとても美味しい牛肉で、

オレイン酸（うまみ成分）の数値は和牛並みということが十勝財団の調査でわかっています。原材

料はとてもシンプル。化学調味料や発色剤、添加物は一切使用せずに、ブラウンスイス牛のお肉

と食塩だけでつくったコンビーフです。一口食べると口の中でやわらかくほどけて、ほんのり溶け

出す脂はやさしい甘みを感じさせてくれる一品です。

ブラウンスイス牛コンビーフ
十勝清水コスモスファーム 株式会社 風車

内容量 価格（税別） 北海道95g ¥73036
認定No
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みなみ北海道に位置する長万部町で昭和25年から長万部駅構内で販売している駅弁かなやのか

にめしの付け合わせとして作られたワカメの佃煮です。しょっぱすぎない佃煮なのでそのまま食べ

てもOK！地元に根付いているおすすめ商品です。ぜひお試しください。

かなや特製佃煮おしゃまんべ物語
有限会社 かにめし本舗かなや

内容量 価格（税別） 北海道150g ¥40038
認定No

一口食べてビックリ！旨い！漆黒のルーが冴える絶妙な旨味を醸し出した牛すじ黒カレー。白いご飯

がどんどん進む。じっくり煮込んだすじ肉は旨味に変わってとろけてます。宮城県産牛すじ肉を贅

沢に使用。スパイスの刺激と野菜や果実の甘みが絡み合う大人の味。スパイシーでまろやかな絶

妙なマッチングをお試しください。

宮城牛すじ黒カレー
株式会社やくらいフーズ

内容量 価格（税別） 宮城県200g ¥55046
認定No

宮崎県三陸産の海の幸「ホヤ」を、日本で初めてレトルトカレーに商品化。ルーは玉ねぎとりんごの

甘味にスパイスを効かせ、生クリームで仕上げました。ホヤの旨味、風味、食感が活きた、今まで

にない美味しさです。

宮城三陸ホヤカレー
株式会社やくらいフーズ

内容量 価格（税別） 宮城県200g ¥55047
認定No

Jリーグベガルタ仙台公認。ベガッ太も大好き。サポーターからの指示はもちろん、お土産品とし

ても大人気！三陸産の採れたて「ほや」を「蒸しホヤ」にして生クリーム仕立ての特性ルーに合わせ

ました。強敵に負けない必勝カレーです。

ベカルタ宮城三陸ホヤカレー
株式会社やくらいフーズ

内容量 価格（税別） 宮城県200g ¥55643
認定No

Jリーグベガルタ仙台公認。ベガッ太プロデュース。「うわっ！うまい」と思わせる牡蠣の味わい。三

陸産牡蠣の旨みがカレーの味をまとめています。強いリーダーシップで引っ張る団結カレーです。

ベカルタ宮城三陸牡蠣カレー
株式会社やくらいフーズ

内容量 価格（税別） 宮城県200g ¥55644
認定No

宮崎県産ブランドポークの「伊達ざくらポーク」を使用。野菜と果実の旨みと豚肉本来のおいしさを

追求しました。中辛よりもマイルドに、辛さ控えめに仕上げています。女性やお子様にも大人気の

カレーです。

宮城伊達ざくらポークカレー
株式会社やくらいフーズ

内容量 価格（税別） 宮城県200g ¥55645
認定No

真いか（スルメイカ）を使用しています。甘さを控えた昔ながらの味です。小さい時に食べた、塩辛

の味って忘れませんよね。

いか塩辛
有限会社イリマス食品

内容量 価格（税別） 北海道110g ¥40039
認定No

新鮮な宮城県産小女子と『北限の柚子』で知られる宮城県柴田町産『雨乞の柚子』を使い唐辛子と

一緒に炊き上げました。甘い柚子の風味にピリッとした唐辛子の辛味が絶妙にマッチ！

裏技で卵黄と混ぜて食べると更に美味！お試しください！

ちりめん加工70余年、ちりめんを知る尽くした『ちりめん屋鈴栄』が作るオリジナル佃煮『小女子

佃煮（柚子・唐辛子入り）』を是非ご賞味ください。

「ちりめん屋」鈴栄の佃煮 柚子・唐辛子入り
株式会社 鈴栄

内容量 価格（税別） 宮城県150g ¥55642
認定No

梅と小女子！？今までに無かった創作佃煮！

新鮮な宮城県産小女子と宮城特産『角田の梅干し』で佃煮を作りました。

酸味の効いた梅の果肉が甘い小女子に絡み合い不思議な味わいに仕上がりました。

あなたも必ずはまります！ ちりめん加工70余年、ちりめんを知る尽くした『ちりめん屋鈴栄』が作る

オリジナル佃煮『小女子佃煮（梅入り）』を是非ご賞味ください。

「ちりめん屋」鈴栄の佃煮 梅入り
株式会社 鈴栄

内容量 価格（税別） 宮城県150g ¥55641
認定No

真いか（スルメイカ）を使用し独特な方法で漬け込んだ品です 刺身の様に切って食べたり野菜と炒

めたりと色々な料理が楽しめます。

沖むすめ
有限会社イリマス食品

内容量 価格（税別） 北海道1本 ¥1,88040
認定No
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お漬物と言えば、白米！この商品は白米に合うお漬物として最適です。そのままかけて、お湯をか

けてお茶漬けに、ごま油でサッと炒めてチャーハンに、混ぜ込んでおにぎりに、白米と様々な組合

せができるお漬物です。

しその実茶漬け
内藤醸造株式会社

内容量 価格（税別） 山形県180g ¥50052
認定No

豊かな自然に溢れる筑西市の野菜など、自社生産・地域農家が丹念につくりあげた野菜を中心に

使用しています。安全で新鮮な野菜のみずみずしさを保ちながらそのまま漬物にしています。

ねぎキムチ
有限会社 舟善食品工業

内容量 価格（税別） 茨城県400g ¥50055
認定No

三陸の海からの贈り物。新鮮な魚介類をふんだんに使用し、当社独自の秘伝タレで味付けした逸品。

解凍して温かいご飯にかけるだけで本本格的な海鮮丼がお楽しみ頂けます。

海鮮ぶっかけ丼の具（ほたて）
東日本フーズ株式会社

内容量 価格（税別） 宮城県100g ¥43250
認定No

三陸の海からの贈り物。三陸の魚介類をメインに使用し、当社独自の秘伝タレで味付けした逸品。

解凍して温かいご飯にかけるだけで本本格的な海鮮丼がお楽しみ頂けます。

三陸ぶっかけ丼の具（ひらめ）
東日本フーズ株式会社

内容量 価格（税別） 宮城県100g ¥54051
認定No

具材たっぷり、旨くて満足２倍！仙台の２大名物が一度に味わえる贅沢な笹かま入り牛タンカレー！「べ

こタンカレーで今日の食卓を幸せに」をテーマに、仙台市立仙台商業高等学校の生徒たちが、ロゴ

やパッケージを考案しました。仙台名物の牛タンと笹かまが入った仙台商業高校とやくらいフーズ

だけのオリジナルコラボカレーです。

仙台べこタンカレー
株式会社やくらいフーズ

内容量 価格（税別） 宮城県200g ¥55649
認定No

3種類のズワイガニの身を使用し、カニ本来の旨みを引き出しております。弊社オリジナルのベシャ

メルソースとの愛称は抜群にある商品に仕上がっております。

カニクリームコロッケ
株式会社ヒロフーズ

内容量 価格（税別） 茨城県55g×10個 ¥1,32553
認定No

小麦糀を使い、なすと、唐辛子を加え、絶妙なバランスで調合した、おかず味噌です。ごはんの

お供やビールのおつまみ等に最適です。

繁盛なす
秋葉糀味噌醸造株式会社

内容量 価格（税別） 茨城県250g ¥46354
認定No

つくば美豚という無菌のお肉を使い、約２日間かけて炊きあげますので、お箸がスッと入る位柔ら

かく仕上がっております。余計な調味料を使わずクセがありませんので、お子様～ご年配のお客様

までお召上がり頂けます。

絶品 豚の角煮
料理や和美

内容量 価格（税別） 茨城県6～7個 ¥3,00056
認定No

こんなカレー食べたことない！美味しさに掛けている手間が違う！三陸海岸で水揚げされた新鮮な牡

蠣を直火焼きして使用。たまねぎの甘みとスパイスを効かせた特性ルーで煮込みました。ひとりひ

とり丁寧に手作業した焼き牡蠣の香ばしい風味と旨が凝縮した宮城のグルメカレーです。

宮城三陸牡蠣カレー
株式会社やくらいフーズ

内容量 価格（税別） 宮城県200g ¥55048
認定No

原材料は国産のタマネギ・にんにく、本醸造醤油、醸造酢の4種類だけで、保存料は使用してお

りません。　風味を保つ為に加熱処理をしていない「生のたれ」です。低温でじっくりと熟成させ、

独特の風味を完成さ　せています。加熱することで、タマネギのまろやかな甘みがでますので、是

非とも加熱してお召し上がり下さい。

宮のたれ
株式会社エムワイフーズ

内容量 価格（税別） 栃木県90g ¥15057
認定No
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お客様から好評の４種類をセットしました。長年定番商品です。タレなしでも美味しい餃子。薄皮で

パリッとジューシーです。自社工場で一昼夜低温熟成させ、0.75ｍｍの皮に包み、蒸し器にかけ

ていますので、旨みたっぷりな餃子を安心安全な商品を出荷しております。４種類の味（健太餃子・

にら餃子・ニンニク餃子・お肉餃子）が入って、より楽しみです。

4色餃子
有限会社さくら食品 宇都宮餃子館

内容量 価格（税別） 栃木県640g ¥1,50060
認定No

国産のしょうがを、風味豊かなしょうゆ味に仕上げました。そのままでも、ご飯のおかずとして、お

豆腐にのせて、お茶漬けにして、また料理の一味として、様々な食の機会でお召し上がりいただけ

ます。

国産ぶっかけおかず生姜
株式会社すが野

内容量 価格（税別） 栃木県120g ¥32859
認定No

千切りにした風味豊かな国産のごぼうを細切りの昆布と一緒に、甘辛い醤油味に漬けました。漬物

ならではの、シャキシャキとしたごぼうの歯切れの良い食感が楽しめます。ごぼうの味に昆布の旨

みとごまと唐辛子の香ばしさがあいまってごはんにかけると食が進むこと間違いなしの逸品です。

2016年漬物グランプリ金賞受賞商品。

ごはんにかけるごぼうと昆布
株式会社すが野

内容量 価格（税別） 栃木県90g ¥22858
認定No

6年連続、水揚げ量『日本一』の地元、千葉県銚子港で水揚げされた新鮮なサバを一尾つづ丁寧

に心をこめて仕上げた逸品です。

塩サバ開き（国産）
株式会社丸富斉藤

内容量 価格（税別） 千葉県2枚 ¥50064
認定No

ノルウェー沖で漁獲された旬の脂がのった良質なサバだけを熟練された職人が一枚、一枚丁寧に

仕上げ,魚と醤油の街『銚子』からお届けする逸品です。

サバ醤油漬け（ノルウェー産）
株式会社丸富斉藤

内容量 価格（税別） 千葉県2枚 ¥80062
認定No

ノルウェー沖で漁獲された良質なサバだけを厳選し、一枚、一枚真心こめ丁寧に仕上げたこだわり

の逸品です。

焼けば外はパリッと中はフワッの食感、ジュワーッと脂と旨みが口の中に広がりサバの美味しさをご

堪能下さい。

塩サバフィーレ（ノルウェー産）
株式会社丸富斉藤

内容量 価格（税別） 千葉県2枚 ¥60063
認定No

豚肉の旨み、スパイスの香りとスモークの薫りが楽しめる一品。自家農場（大権農場）で大切に育

てた豚肉を原料にして、当工房オリジナルスパイスを擦りこんで熟成させ燻製してあります。

権兵弥の手作りベーコン
権兵弥のハム

内容量 価格（税別） 千葉県400g ¥1,38965
認定No

こだわりの鹿児島県産黒豚を粗挽きにし、ひとつひとつ丁寧に包んだ黒豚焼売。ジューシーな肉

汁があふれ、コクと旨みが口いっぱいに広がる至高の逸品です。

鹿児島産黒豚焼売
株式会社 イチエ・イースト

内容量 価格（税別） 東京都6個 ¥1,00067
認定No

大麦と大豆から作ったもろみ味噌に、甘みと茄子・しょうがを加えた「秩父おなめ」。 温かいご飯や、

季節のお野菜はもちろん、お肉に添えても…アレンジ次第でいろいろなお召し上がり方をしていた

だけます。

秩父おなめ
有限会社 新井武平商店

内容量 価格（税別） 埼玉県400ｇ ¥40061
認定No

厳選した魚介をふんだんに使い、お店で一つ一つ丁寧に包んだ海鮮焼売。美味しさが口いっぱい

広がるお店の人気メニューです。

海鮮焼売
株式会社 イチエ・イースト

内容量 価格（税別） 東京都6個 ¥1,00066
認定No
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韓国で2％しか採取ができない貴重な海苔を使用した高級味付け海苔です。韓国昔の作り方を生

かして唐辛子種の油を加えて焼きました。唐辛子種油を加えることで海苔が湿気るのを防ぐことが

できます。韓国でも貴重な海苔で口に海苔を含むと磯野香りがします。

崔さんの本格韓国のり
株式会社はやぶさ・ホールディングス

内容量 価格（税別） 東京都8切×80枚 ¥98072
認定No

外食歴20年の「外食キング」が、ご飯に合わせてプロデュースした『ご飯にかけるミートソース』。

ごろごろ食感とほんのり甘い癖になる味が子供から大人まで虜にします。

外食キング プロデュース『ご飯にかけるミートソース』
株式会社はやぶさ・ホールディングス

内容量 価格（税別） 東京都120g ¥64071
認定No

家庭で必ず登場する、昆布と海苔を混ぜちゃいました。ピリッと辛い、ちょっぴり大人の味です。

ご飯の時間が楽しみになります。

天狗昆布
株式会社天狗鮨

内容量 価格（税別） 東京都130g ¥59073
認定No

日本産の柔らかいパリッとした美味しい海苔に、厳選した材料で出汁を取り作ったナガイ伝統の甘

辛なタレを二度塗りの味付製法で丁寧に作ったナガイ史上最高に美味しい味付海苔。ご家庭やホー

ムパーティーなど、あるとついつい食べてしまいクセになります。お使い物でも、もらったら嬉しい

一品となっています。ご家庭やホームパーティーなど、あるとついつい食べてしまうクセになります。

お使い物でも、もらったら嬉しい一品となっています。

てりやきゴールド
株式会社 ナガイのり

内容量 価格（税別） 東京都8切×60枚 ¥50070
認定No

国産海苔を使用し、ナガイ伝統の味付海苔とバター醬油のコクと香ばしさがたまらない究極のおや

つ海苔！そのまま食べて良し！ご飯に巻いて良し！食べ方は自由自在！お子様からご年配の方まで、幅

広い年齢層に支持されており、お土産にも喜ばれる一品。保存に便利なチャック袋になっています。

スタンドパックバター醤油味
株式会社 ナガイのり

内容量 価格（税別） 東京都8切×40枚 ¥40069
認定No

北海道産のたらを使用し、魚肉純度を重視した、じゅわっと味の広がる、もっちりとした食感に仕上

げてあり、おでんや、煮物、鍋物に使用すると相乗効果で旨味が増します。

もっちり あづまあげ
古泉蒲鉾株式会社

内容量 価格（税別） 新潟県4枚 ¥32077
認定No

濃厚な雲丹スープで食す至高の逸品。お鍋や雑炊はもちろん、パスタやスイーツにまで色々なレ

シピにご利用ください。

六本木いちえ 雲丹スープ
株式会社 イチエ・イースト

内容量 価格（税別） 東京都450cc ¥1,00068
認定No

ここからブームが始まるかもしれない！食べた人のほとんどが「旨い！」と答えた大好評の旨辛海苔！わ

さびの香りがガツンと効いて、ついついご飯にのせて食べたくなってしまいます。山かけ、お刺身、

お蕎麦など色々な食材と一緒に召し上がってみてください。お酒にも最高ですよ！

wasabi 味海苔
神奈川 のりの鈴舟

内容量 価格（税別） 神奈川県八ッ切80枚 ¥1,50074
認定No

道南産真こんぶ、和歌山産実山椒など材料にこだわった無添加の手作り佃煮です。味の京風仕立

ての塩辛さを控えた味付けをしております。

山海塩こんぶ
友屋

内容量 価格（税別） 神奈川県85g ¥55675
認定No

調理の手間がかかるスペアリブを、湯せんだけで食べられるよう冷凍でお届けします。嘉永３年

（1850年）創業の老舗、丸久味噌(株 )の米麹味噌をふんだんに使用したボリューム感満点のスペ

アリブです。骨付き肉ならではの噛み応えを楽しんでいただくため、圧力鍋を使わず1つ1つ手作

業で調理しました。新潟だから作れた、全く新しいスペアリブを是非ご賞味下さい。

GOLDENRIBS スペアリブ 辛口八角味噌風味
株式会社 直江津油脂

内容量 価格（税別） 新潟県約500g ¥1,60076
認定No
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海の音を感じさせる海音貝の惣菜、磯の香たっぷりの黒海苔の佃煮。保存料や防腐剤を一切使わ

ず、昔ながらの方法で素材の味を生かし、海から上がった所から全て職人の手で一つ一つ作られて

います。他の地域では食べられません。ここでしか味わえない、みはまふるさとセットをぜひご賞味

ください。

みはまのおと ふるさとセット
つくだ煮街道 浜幸株式会社

内容量 価格（税別） 愛知県3本セット ¥2,00084
認定No

創業80年来変わらぬ製法と味を守り、底引き網で捕れたタラを船上で処理するからこそ新鮮で美

味しい蒲鉾が出来ます。その新鮮でやわらかな食感はまるでお刺身のようです。

古泉の伝統の技法が守られる、昔から変わらぬ懐かしい味、と世代を超えて地元で愛され、指名買

いを頂いております。

板付蒲鉾 大板
古泉蒲鉾株式会社

内容量 価格（税別） 新潟県20本 ¥98079
認定No

創業大正8年の老舗がお届けする信州の食文化です。1パックは約100g毎の小分けで便利！真

空包装のまま水中にて15～20分程解凍し、半解凍状態でスライスすると、薄く綺麗に盛り付けが

できます。盛り付けてから、20分程冷蔵庫等に安置すると、空気中の酸素と養分のヘム鉄が反応

して自然発色し、鮮やかな真紅となり一層豪華な盛り付けを楽しむことができます。

馬刺しヘルシー赤身
株式会社 若丸

内容量 価格（税別） 長野県300g ¥2,40880
認定No

秘伝の粕にじっくり漬け込むことにより、粕の風味が口いっぱいにひろがります。マルヤ水産は創業

（明治二十二年）当時、粕漬から事業を始めました。職人がとことんこだわった粕漬を是非ご賞味く

ださい。

赤魚粕漬け3枚入真空
株式会社マルヤ水産

内容量 価格（税別） 静岡県500g ¥1,50082
認定No

伊豆産の本わさびを加え、「ツーン」と辛味を効かせた和風仕立てのドレッシングです。季節の新鮮

な魚介や野菜を使った海鮮サラダ、野菜サラダ、豚しゃぶサラダ等でお楽しみください。分離型ドレッ

シングのため、よく振ってからご使用ください。

わさびドレッシング
株式会社万城食品

内容量 価格（税別） 静岡県170ml ¥32483
認定No

北海道産の最高級昆布は、肉厚で高級感があり、椎茸の旨みが加わって最高の味に仕上っていま

す。白いご飯によく合い、何度食べても飽きない極上のおいしさです。1個からでも贈り物になり、

年齢を問わずお召し上がり頂ける商品です。ご予算に合わせ各種ギフトもご用意しております。岐

阜県観光連盟「推奨観光土産品」。第40回全国推奨観光土産品。

椎茸こんぶ
有限会社 山久

内容量 価格（税別） 岐阜県160g ¥1,00081
認定No

名古屋といえば、手羽先！色々な味の手羽先がある中で、他の店舗ではお会いできない様々な手羽先が食べれると通いつめる常連客

もいます。店長の明るい人柄に元気とパワーをもらえる！そんな手羽先です。一度食べたら忘れられない・・・冷めてもおいしい手羽先！

人に出会えて手羽先をおいしいと楽しんでもらえると嬉しいと思います。手羽先を愛する店長が何度も何度も試行錯誤にたどりついた

全品手羽を一度食べていただきたいです。愛知県刈谷市を愛し、地元の方を愛し生まれた手羽先であるため、夏の熱い時のビールに

はもってこい！の一品。花見・紅葉の季節には家族や知人との時間の共有にもいかされ、クリスマス・お正月のお祝いの場にも皆様を

笑顔にする自信のある一品です。一年を通して、季節をとわず賞味頂ける手羽先です。皆様おまちしております。

でらうま手羽
ぴかいち本舗

内容量 価格（税別） 愛知県8本 ¥1,00085
認定No

甘めに炊いた生姜の中にほどよい醤油の香ばしさを感じる甘露煮です。

手間隙をかけて下ごしらえして生姜の辛味を適度に残しました。

生姜の旨みに奥行きが生まれ、さまざまな料理と相性の合う逸品です。

甘露しょうが煮
株式会社 平松食品

内容量 価格（税別） 愛知県75g ¥35086
認定No

「まぁ１本、まぁ１本とたいがいにしないかん」ほどついつい手がでてしまうペンシルタイプのウイン

ナーソーセージです。そのままでお召し上げれても勿論旨いですし、焼いたり、ボイルしたり、揚

げたり、巻きずしのネタ等いろいろなお料理に最適です。おはんのお供にいかだでしょうか。お弁当、

おつまみ、お土産、行楽のおともにうってつけ商品でございます。

Kウインナー 10本束
株式会社鎌倉ハム

内容量 価格（税別） 愛知県27g×10本 ¥39887
認定No

新潟市の割烹や料亭で古くから親しまれた贅沢な旨みを、ご家庭でもという想いで手造りいたしま

した。来客をもてなす時やお祝い料理の一品として、ふわふわの食感とやさしい味をご堪能下さい。

甘えび真薯
古泉蒲鉾株式会社

内容量 価格（税別） 新潟県2個 ¥46078
認定No
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本場ドイツ製法にこだわり、ドイツ製のスパイス、アルプス地方の岩塩を使用した熟成ベーコンで

す。原料は、雄大な自然ときれいな水で育てられた「鈴鹿山麗グリーンポーク」を１週間以上、塩

漬け、漬け込み熟成させじっくりスモークして作り上げた本当のベーコンの味をお試しください。

熟成ベーコンブロック
有限会社 角屋

内容量 価格（税別） 三重県300g ¥1,38989
認定No

西京味噌をベースに独自のブレンドで開発した秘伝のタレ「自家製西京味噌だれ」がホルモンの旨

みをガツンとひき立たせます。たっぷり野菜を炒めたり、ホルモンうどん、ホルモンチャーハン、ホ

ルモン焼きそば、ホルモンパスタ、ホルモン卵とじなどのアレンジレシピにも最適です。

大トロホルモン
幸福亭

内容量 価格（税別） 京都府300g（150g×2袋） ¥2,48091
認定No

京都の夏のごちそうと言えば「鱧」。特に近海物の天然鱧を吟味し、熟練した板前が丁寧に骨切、

代々受け継がれたレシピで仕上げました。出汁は京料理屋が特にこだわる旨みの素。山椒をピリリ

と効かせ炊き上げた鱧の佃煮に、自慢の一番出汁で仕立てた特製旨出汁をかけて食べるぶぶ漬は、

まさに贅沢茶漬の極み。滋味あふれる優しいお味をお楽しみください。

京料理屋こだわりのお出汁でいただく「鱧のぶぶづけ」
株式会社 矢尾卯

内容量 価格（税別） 京都府60g ¥1,50090
認定No

西京味噌をベースに独自のブレンドで開発した秘伝のタレ「自家製西京味噌だれ」がホルモンの旨

みをガツンとひき立たせます。たっぷり野菜を炒めたり、ホルモンうどん、ホルモンチャーハン、ホ

ルモン焼きそば、ホルモンパスタ、ホルモン卵とじなどのアレンジレシピにも最適です。

中トロホルモン
幸福亭

内容量 価格（税別） 京都府300g（150g×2袋） ¥1,98092
認定No

あつあつごはんにそのままかけて、お好みで刻みネギやワサビをのせて醤油をたらしてお召し上が

りください。特許取得済みです。

お寿司屋さんが考え抜いたとろける冷凍ふりかけ シャリっ！トロっ！！
江戸前握り華寿司

内容量 価格（税別） 京都府120g ¥3,00093
認定No

ちりめん山椒は職人が吟味した原料だけを使用し、無添加で丁寧に炊き上げた逸品です。酒の肴、

お茶付け等にご賞味ください。椎茸昆布は、京都山城の筍・九州大分の椎茸・北海道利尻の昆布を、

山椒とたまり醤油で丁寧に炊きあげました。防腐剤、着色料は一切使用しておりません。開封後は、

お早めにお召し上がりください。

特製ちりめん山椒
萬松閣

内容量 価格（税別） 京都府90g ¥1,20094
認定No

和牛処助春開店時からの名物料理である、ミンチカツを更に肉厚、ジューシーに改良しました。全

て店内で手作りしミンチ肉は牛肉１００％、玉ねぎは糖度の高い淡路産にこだわり、肉の旨味と玉

ねぎの甘み、そしてあふれる肉汁が特徴です。

ジューシーミンチカツ
株式会社 助春

内容量 価格（税別） 大阪府1個 ¥29095
認定No

体に良い塩昆布作りを目指し、大阪府立大学との共同研究によって誕生したのが、天然酵母で発

酵させた塩昆布「舞昆」。道南産真昆布の濃厚な昆布佃煮と、明太子のピリ辛が、何杯でもおかわ

りしたくなる贅沢なご飯のおともです。

明太子舞昆
株式会社 舞昆のこうはら

内容量 価格（税別） 大阪府132g ¥80096
認定No

関西で大人気の「二度漬け禁止！」の串かつソース。ウスターソースをベースに醸造醤油を加え、さ

らに塩分・香辛料を控えることでまろやかに仕上げました。たっぷり漬け過ぎても辛過ぎない絶妙

な味わいで、串かつ以外の揚げ物や、天ぷらの天つゆとしても使えます。

なにわ名物 串かつソース500ml
株式会社大黒屋

内容量 価格（税別） 大阪府500ml ¥32097
認定No

味噌の原料となる米麹の米は苗から自分たちで育てて収穫まで一貫して製造し、にんにくは畑から

無農薬栽培しています。原料や田んぼ、畑の恵みを商品にのせて、お客様に喜ばれる商品づくり

を心掛けています。

伊勢味噌（にんにく味噌）
服部農産食品工業所

内容量 価格（税別） 三重県100g ¥63088
認定No
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創業70年、先代から引き継がれた秘伝のたれを使用。愛知県産うなぎを職人が1尾1尾ていねい

に皮はパリっと身はふっくらなベストな状態に焼き上げます。大きさは特大サイズとなりますので大

満足のボリューム！！スーパーのうなぎとは比べ物にならない味、食感をご賞味ください！楽天でも好

評販売中です。

愛知県産 特大うなぎ蒲焼
西藤興業株式会社 うを越

内容量 価格（税別） 大阪府1尾 ¥2,31598
認定No

大阪国際空港の刈り草を活用して生まれた有機肥料を施した、大阪の里山・能勢町の自社農園野

菜を使用。野菜本来の旨みが凝縮し、バナナやりんごがたっぷり入ったまろやかな甘みとスパイシー

な辛さが魅力的なカレーです。

大阪空港カリー
有限会社 樂八

内容量 価格（税別） 大阪府200g ¥500101
認定No

当店の餃子は国産黒毛和牛のミンチと、白菜を中心に高知県産のショウガ、青森産の高級にんに

く等こだわりの具がぎっしり詰まった餃子です。蒸すと中身が透けて見えるほど薄い皮が特徴の当

店の餃子はモチモチとした食感と野菜のシャキシャキ感がたまりません！たれ、ラー油も自家製です。

としやの冷凍生餃子
餃子専門店としや

内容量 価格（税別） 大阪府調整中 調整中102
認定No

ユニークなネーミングと独特の商品開発でおなじみのブンセンの塩吹き昆布です。肉厚の昆布を本

場兵庫県龍野の本醸造の醤油でじっくり炊き上げ、時間をかけて乾かしました。昆布には食物繊維

とミネラルがたっぷり。ごはんのお供として、お弁当、おにぎり、お茶漬けなど、幅広く活躍します。

昭和3３年の発売以来永く愛されている商品です。

塩っぺ エンゼル
ブンセン株式会社

内容量 価格（税別） 兵庫県39g ¥207105
認定No

大豆と大麦で作られる播磨地方独特のもろみ（播磨もろみ）を、ブンセンならではの醤油の発酵技

術を活かし長期間発酵熟成させて仕上げました。キュウリとショウガがきざみこんであります。あた

たかいご飯にのせたり、お茶漬けなど、ごはんのお供にどうぞ。

花も（瓶入り）
ブンセン株式会社

内容量 価格（税別） 兵庫県175ｇ ¥334106
認定No

ユニークなネーミングと独特の商品開発でおなじみのブンセンの山椒の実のつくだ煮です。ピリッ

と爽やかな香りと刺激が特徴です。自家製うすくち醤油でふっくらと香り良く炊きあげました。ごは

んはもちろん、料理との相性も良く幅広く活躍します。

みざん（瓶）
ブンセン株式会社

内容量 価格（税別） 兵庫県33ｇ ¥421104
認定No

「かたつむり」の替え歌ＣＭでおなじみのブンセンののりつくだ煮です。のりの香りが良く、とろ̃り

なめらかな口当たりで甘口なのが特徴です。あたたかいご飯にのせたり、納豆と和えてどうぞ。ご

はんのお供として、永く愛されている商品です。保存料、着色料無添加。

アラ！
ブンセン株式会社

内容量 価格（税別） 兵庫県182ｇ ¥320103
認定No

大阪名物牛すじ煮込みとカレーがドッキング！とろっとろ～でコラーゲンたっぷりの牛すじ、トマト、リ

ンゴ、チヤツネ、乳製品で仕上げたフルーティーな中辛カレーです。(個人差はありますが、お子

様でもOKなマイルドな味です。)ヘルシー食材のこんにゃくも入って、懐かしいのに本格的なカレー

に仕上がっています！

めっちゃ大阪 牛すじカレー 中辛
有限会社 ビッグイナフ

内容量 価格（税別） 大阪府200g ¥500100
認定No

甘さとうま味が詰まった淡路島産のたまねぎを贅沢にたっぷり使ってスープにしました。お湯を注ぐ

だけでおいしいスープの出来上がり‼スープピラフ、スープパスタ、コンソメポトフとお料理にも大

活躍です。

おいし～い たまねぎスープ
有限会社 ビッグイナフ

内容量 価格（税別） 大阪府500g ¥1,00099
認定No

本製品の特長は、製造工程で一度キチンと「だし」を取っているということ。かつおにはかつおの、

昆布には昆布のだしの取り方がある。その手法を一つずつ再現し、素材に合った工程でだしを取り、

それらを最適な割合で混ぜ合わせて完成させました。食品添加物はもちろん、食塩や砂糖などの

調味料も一切使用していません。

味楽家の幸せだし
株式会社ミラク.

内容量 価格（税別） 兵庫県240g(8g×30袋) ¥2,000107
認定No
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当店のカレーは、｠国産牛、黒毛和牛、牛スジ肉と、長時間かけて炒めた淡路産のたまねぎと、厳

選した、野菜、フルーツ、香辛料を入れ、｠3日間煮込んで、旨味を凝縮させたカレーです。保存

料や防腐剤等は一切使わず、出来たてを真空冷凍しておりますので安心してお召し上がりいただ

けます。ひとくち目には「甘く」、ふたくち目には「旨く」、みくち目には「辛く」、やみつきになってい

ただける自慢のカレーです。

旨辛ビーフ煮込みカレー
神戸ステーキ 雅 MIYABI

内容量 価格（税別） 兵庫県200g ¥600108
認定No

脂ののったさばをコウノトリ育む農法で作ったお米の糠に長期間漬け込み、熟成させたさばのへし

こを使った深い味わいふりかけです。炊きたてのあつあつご飯にかけてもよし、ごはんに混ぜ合わ

せても美味しく召し上がっていただけます。

さばのへしこふりかけ
有限会社 森廣

内容量 価格（税別） 兵庫県35g ¥750109
認定No

自社農場で生産した、コクと甘みのあるイノブタ「イブ美豚」を自社工房で加工し、あらびき、チョ

リソー、備長炭入りと３種類のサラミをセットにしました。ビールやワインなどお酒によく合います。

イノブタ三種のサラミ
株式会社 イヴファーム

内容量 価格（税別） 和歌山県50g ¥500110
認定No

北海道東沖の脂の乗った鮮度の良い魚だけを使用し紀州伝統の灰干製法で魚の差材を生かし、空

気に触れず酸化を抑え旨みを引き出します。無添加で新鮮乾燥の干物です。

灰干一筋で干物を作り続けています。無添加で安全な商品は子どもから大人まで食べて頂けます。

灰干さんま
有限会社西出水産

内容量 価格（税別） 和歌山県6尾 ¥1,574111
認定No

たけのこの産地である島根県安来市より、地元産たけのこで作った『たけのこキムチ』は全国的に

も珍しく、子供から大人まで楽しめる食味とシャキシャキした食感が特徴です。ごはんのお供に、

酒席のおつまみに幅広くご利用いただけます。

たけのこキムチ
島根県農業協同組合やすぎ地区本部

内容量 価格（税別） 島根県200g ¥240112
認定No

肉屋の三代目がおかやま和牛肉の、等級A4のメス牛だけを使用し、真面目に作っています。

あなたと私はコンビーフーフー
福池精肉店 Acht/Herzen

内容量 価格（税別） 岡山県80ｇ ¥960113
認定No

国産、おかやま産のおいしい牛肉と豚肉を100％使用。チーズと愛情がたっぷり入ってます。

モッツァレラ・ヴルスト
福池精肉店 Acht/Herzen

内容量 価格（税別） 岡山県145ｇ ¥600114
認定No

ドイツ語で白いソーセージ＝「ヴァイスヴルスト」。ノースモークだから白いんです。ふわふっわの食

感とレモンのほのかな味を一度おためしください。

白いソーセージ ヴァイス・ヴルスト
福池精肉店 Acht/Herzen

内容量 価格（税別） 岡山県145ｇ ¥600115
認定No

安芸の静かな瀬戸内の海で育った広島牡蠣です。味と栄養分の豊富さは抜群です。お酒のお供に

最適な逸品として佃煮に美味しく仕上げました。

香味山陽路牡蠣の香味煮
シンクフーズ株式会社

内容量 価格（税別） 広島県80g ¥800116
認定No

広島菜漬は、九州の高菜漬、信州の野沢菜漬と共に日本の三大菜漬の一つです。JA広島市管内

の川内地区は広島菜の発祥の地です。JA広島市の広島菜漬は、中国山地から瀬戸内海に流れる

太田川流域の肥沃な大地と温暖な気候に恵まれた広島市川内地区で育った広島菜を原料に天然ミ

ネラルが豊富な塩とJA広島市独自の調味料などで丹念に漬け込みました。ピリッとした風味とシャ

キッとした歯ごたえのさっぱりとした浅漬です。

広島菜漬
広島市農業協同組合 広島菜漬センター

内容量 価格（税別） 広島県250g ¥400117
認定No
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広島菜漬は、九州の高菜漬、信州の野沢菜漬と共に日本の三大菜漬の一つです。JA広島市管内

の川内地区は広島菜の発祥の地です。JA広島市の広島菜本漬は、中国山地から瀬戸内海に流れ

る太田川流域の肥沃な大地と温暖な気候に恵まれた広島市川内地区で育った広島菜（冬の旬の時

期11月～ 2月）を原料に約6ヶ月以上漬け込み、しょうゆベースの独特の味付け製法により、自

然の味・香りをそのまま生かしたお惣菜風の本漬です。

広島菜本漬
広島市農業協同組合 広島菜漬センター

内容量 価格（税別） 広島県350g ¥600118
認定No

創業明治20年、瀬戸内潮流が育んだ味を守り続ける瀬戸内水産加工有限会社です。ひとつひと

つ職人が手作りで作った手にぎりちくわ・平ちくわ・野菜ボール製法技術の研鑚と伝承を大切にし

ております。厳選された原料を旬の材料と合わせて昔ながらの手法で作る風味豊かで香ばしい上

品な味わい。ごはんのお供、酒の肴にもおすすめです。瀬戸内『鞆の浦』ならではのこだわりの味

をぜひお試し下さい。

鞆ノ浦練り物セット
瀬戸内水産加工有限会社

内容量 価格（税別） 広島県特選手にぎりちくわ１本・平ちくわ７枚
野菜ボール７個 ¥859119

認定No

ふぐエキス入りのフィッシュソーセージです。そのままでも美味しいですが、スライスしてわさびを

つけて、ポン酢ともみじおろし等でもお楽しみいただけます。

ふくソーセージ
マル幸商事 株式会社　

内容量 価格（税別） 山口県70g ¥150120
認定No

身の節が広く歯ごたえたっぷりの本格派指向のお客様向けとらふぐ刺し、冬鍋の王様、ぷりっぷり

のふぐ肉を熱々の内に、当店の特性ふぐ専用ポン酢で食べる本格とらふぐちり鍋のセット。締めくく

りは、やっぱりふぐの旨味たっぷりのだし汁で雑炊がおすすめです。料亭の味をご家庭で。ふぐ皮・

薬味・ひれをセットにした、当店自慢のとらふぐ料理です。当店特製のふぐ専用ポン酢でどうぞ。

国内産高級とらふぐ料理セット2～ 3人前（野菜つき）
株式会社藤吉

内容量 価格（税別） 山口県¥18,000121
認定No

1セット

700人以上の大行列を記録！30分で4000個完売。ネット販売は1年待ちになるほどの人気商品

『クロワッサン餃子』です。焼きたてのクロワッサンのようなサックサクの食感は、病みつきになるこ

と間違いなし。本商品は日本最大級のお取り寄せ主催サイトのベストお取り寄せ大賞で、昨年も金

賞。2年連続金賞を受賞しました。

クロワッサン餃子
株式会社 たれ屋

内容量 価格（税別） 香川県50個 ¥2,650123
認定No

少し濃いめの味付けに、食べるとトロリとする餡とザクザクとした皮の食感とコントラストが絶妙で

す。食材は、岡山県産の黄ニラ、九州産の椎茸、甘くておいしい肉汁が大好評のクロワッサン餃

子に使用している十勝野ポークを使用。この”贅”を尽くした春巻きは自分へのご褒美やプレゼント

に最適です。

金塊春巻き
株式会社 たれ屋

内容量 価格（税別） 香川県調整中 調整中122
認定No

新鮮で良質の国内産“黒大豆（岡山産）とイリコ（瀬戸内産）”に特にこだわり海と山の美味しい二

品を引き合わせた上に胡麻で風味を付け、まろやかな食感で、ご飯のお供等にお勧めする味を楽

しめるように仕上げている商品です。

黒豆いりこ
株式会社 潮食品

内容量 価格（税別） 愛媛県70g ¥398125
認定No

赤身が多いモモと、お肉の美味しさが堪能できるロースを粗挽きにすることで、弾力のある歯ごた

えが楽しめます。この豚肉はもちろん、甘くて美味しい肉汁が大好評のクロワッサン餃子に使用し

ている、あの十勝野ポークです。さらに、高級食材である海老を惜しみなく使い、大きく切ってぷ

りぷりとした食感を残しました。この2つの食材の組み合わせが絶妙な逸品となっています。豚肉

と海老の甘みが最高に引き出された匠の技術と、たれ屋のこだわりを是非一度、ご賞味ください。

焼売
株式会社 たれ屋

内容量 価格（税別） 香川県未定 未定124
認定No

新鮮で良質の国内産“イリコ”にこだわり、厳選したイリコを丁寧に味付けをして、胡麻の風味も一
緒に味わえるようにまろやかな口当たりに仕上げ、ご飯のお供等にお勧めです。イリコの味を楽し
めるよう美味しく仕上げた一品です。

浜っ子
株式会社 潮食品

内容量 価格（税別） 愛媛県90g ¥398126
認定No

ギンポの稚魚を丁寧に時間を掛けて下味付けをし乾燥させて、うま味を閉じ込め秘伝のダシに漬け

た後で、食欲をそそるように甘辛く仕上げたタラコで彩りをつけて、ご飯のお供等にお勧めでき視

覚も刺激する味にこだわった美味しい商品です。

明太白魚
株式会社 潮食品

内容量 価格（税別） 愛媛県75g ¥398127
認定No
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濃厚で香り高い「姫ウニ」を一粒一粒手で取り出し、地元の手作りみそで和えて、まろやかに仕上

げました。海の町・阿久根で海女さんたちが昔から手作りしている伝統の味です。

正直茶屋 雲丹味噌
有限会社 尾塚水産

内容量 価格（税別） 鹿児島県30g ¥556134
認定No

鮮度抜群の米国産のくろ牛タンを職人が1本ずつ皮むきし、硬いタン先は除去。鮮度はそのまま急

速冷凍真空パックでご自宅にお届け致します。

アメリカン牛タンブロック
オールミート

内容量 価格（税別） 福岡県800g～1000g ¥4,980128
認定No

九州の伝統・文化・精神・そして人々を「九州男児」と総称し、その素である「高菜漬け」を九州発、

全国のソウルフードにしたい。そんな力強い思いを込めた「九州男児の素」。是非一度ご賞味くだ

さい。良質な三池高菜を塩とウコンでじっくり漬込みました。熊本県牛深産の魚粉で出汁を取り、

独自開発の醤油をベースに油炒めしております。ざく切り高菜の心地よい歯ごたえと旨味、ゴマの

風味と唐辛子の辛みが後を引く美味しさです。

九州男児の素 からし高菜
有限会社 野口食品

内容量 価格（税別） 福岡県150g ¥300130
認定No

九州の伝統・文化・精神・そして人々を「九州男児」と総称し、その素である「高菜漬け」を九州発、

全国のソウルフードにしたい。そんな力強い思いを込めた「九州男児の素」。是非一度ご賞味くだ

さい。良質な三池高菜を塩とウコンでじっくり漬込み、博多名産の辛子明太子と合わせました。三

池高菜の油炒めと、辛子明太子の相性も良く、お互いの旨味をお楽しみ頂ける逸品です。

九州男児の素 めんたい高菜
有限会社 野口食品

内容量 価格（税別） 福岡県120g ¥300131
認定No

鹿児島の豊かな海で自らの持ち船「幸栄丸」で漁獲した新鮮なちりめんの中から選りすぐりの逸品

を使用し、鹿児島特産の、クエン酸・アミノ酸を多く含んだ「黒酢」、ピリッとした芳香と刺激が食

欲をそそる「山椒」で味付けした、美味しくヘルシーなご飯のお供です。

さつま黒酢ちりめん（山椒入り）
有限会社大久保水産

内容量 価格（税別） 鹿児島県40g ¥450135
認定No

福岡県芦屋町の元割烹民宿女将（渡邉紀美子・昭和15年生まれ）が朝食で提供していた「いりこ

の佃煮」で1㎏毎に大鍋で手作りしています（平成24年店舗火災から焼け残こった奇跡鍋）原料

の「いりこ」は地元の市場（問屋）直接厳選仕入れしています（国内産）味付けはピリっと甘辛く2歳

の子供さんからおじいちゃんおばあちゃんまでカルシウム補給にと大変喜んでいただいています。

きみしゃんいりこ
有限会社ナラティブ（きみしゃん本舗）

内容量 価格（税別） 福岡県110g ¥540132
認定No

全てのもつ鍋好きの方の為に開発された逸品。本場・福岡博多の深みのあるもつ鍋をサクサクの

衣でそのまま包み込みました。もつ鍋が好きなのにお店で一人では食べられない、本場を味わいた

いけれど博多まで行くことが出来ない。そんなもつ鍋好きの方へ、一人でも気軽にご家庭で楽しめ

るのが『美味しさ“そんまんま”あうんのもつ鍋コロッケ』です。

あうんのもつ鍋コロッケ
有限会社 アーバン

内容量 価格（税別） 福岡県10個(正油味×5個､味噌味×5個) ¥3,300129
認定No

なぜ？大村がカレー？・・・日本初のキリシタン大名大村藩主大村純忠は、ローマに天正遣欧少年使節の

4少年を派遣した。うち2名が大村藩出身で、彼らが帰国の際、カレーに使われる香辛料ナツメグを持ち

帰った。天正夢カレーは「大村はカレーの街」を合言葉に大村特産の糖度の高い黒田五寸人参を一番おい

しい時期に収穫して、こだわりの調法で作ったレトルトらしからぬ美味しいカレーです。うどんに、パスタ

に・・・フランスパンにつけて食べるのもおいしいですよ。常温保存できるのでギフトに喜ばれています。

大村まちおこし(長崎街道大村宿) 大正夢カレー
株式会社やすなが (長崎街道大村宿カレーマップの会)

内容量 価格（税別） 長崎県200g ¥650133
認定No

脂ののったさばをコウノトリ育む農法でつくったお米の糠に長期間漬け込み、発酵熟成させたこだ

わりのさばのへしこです。焼きたてのさばへしこを炊きたてのあつあつご飯にのせていただくとさ

ばの旨味と熟成されたぬかの風味が食欲をそそります。アイデア次第でいろんなお料理にご使用

いただけます。

さばのへしこ（さばのぬか漬け）
有限会社 森廣

内容量 価格（税別） 兵庫県1尾 ¥1,380136
認定No
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通常このような「ツマミ」は成人男性向けですが、女性や子供にも手に取ってもらえるよう開発しま

した。

フルーティなチーズサンド（マンゴー風味）
オルソン株式会社

内容量 価格（税別） 北海道40g ¥450137
認定No

日本で初めて放牧認証を受けた十勝橋本牧場の希少なブラウンスイス牛の生乳を使用した乳脂肪

１５％以上のなめらかソフト。ご自宅にいながら本場十勝の牧場のソフトが召し上がれます。

十勝橋本牧場プレミアムソフト
株式会社ディームファクトリー

内容量 価格（税別） 北海道120ml ¥350138
認定No

有機推肥のみで栽培した当園のりんご(ふじ）を使用した手作りパイ。

りんごの食感を残したパイからはりんご本来の甘さが優しく広がります。

りんご果樹園の手作りアップルパイ
山本果樹園株式会社

内容量 価格（税別） 北海道90g ¥300139
認定No

レンジで温めるだけで、ほくほくとやわらかなかぼちゃを再現。その甘さはまさに新感覚のスイーツ。

子どものおやつとしても最適です。

かぼちゃSANIEI
有限会社 丸中舛岡水産

内容量 価格（税別） 北海道1パック ¥280140
認定No

ベルパルク人気商品です。蜂蜜・バター・生クリームで炊き上げた、くるみをたっぷりサブレ生地

にはさみました。

エンガティナー
有限会社鐘巴留久

内容量 価格（税別） 北海道5個 ¥1,000141
認定No

北海道産のマスカルポーネ使用。濃厚なホワイトチョコが絶妙な甘さで軽い口どけです。

ホワイトティラミス
有限会社鐘巴留久

内容量 価格（税別） 北海道1個 ¥416142
認定No

青森県五所川原市だけで生産・販売している、果肉まで赤いりんご（品種：御所川原）をジャムにし、

赤～いりんごの酸味をのこし、さっぱり味の洋菓子に近いどら焼きになっております。赤いりんごの

特徴は、ポリフェノール成分が多く、アントシアニンが通常のりんごの４倍、カルシウムも３倍と健

康になる非常に珍しいりんごを使用したどら焼です。

立佞武多赤～いりんごどら焼
株式会社 JIN CARE

内容量 価格（税別） 青森県80g ¥200143
認定No

青森県のあじゃら山の雄大な自然の中に建つ「青森ワイナリーホテル」のホテルメイドブレッドは、

パン職人の皆さんがその日の気温や湿度に合わせ、愛情を込めて焼き上げる贅沢なひと品。その

香り豊かなブレッドをスライスして焼き上げて作るラスクには、りんごの大きな果肉がトッピングして

あります。一枚一枚が手作業で作られるので同じ形のラスクは、無くサックサクの軽い食感でサイ

ズも大きめで食べ応えあります。

青森ラスク（アップル）
青森ワイナリーホテル

内容量 価格（税別） 青森県12枚 ¥1,481144
認定No

当店で使用している餅米は、宮城県産の「みやこがね」。白くなめらかで、特に粘り、腰が強く、食

味も良好という特徴がある餅米の王様です。それを昔ながらの「薪と釜戸」で蒸します。ずんだとは、

枝豆を潰して砂糖で味付けしたものです。枝豆の味が濃い「秘伝豆」という品種を使用。程よく粒々

感がある甘さ控えめのずんだ餡。楽天市場・もち菓子部門第1位は伊達じゃない。

冷凍ずんだ餅
笠原餅店

内容量 価格（税別） 宮城県15g×7個 ¥800145
認定No
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今までにない「もちもち」とした黒糖の皮で柔らかいアンコを包んでいるおまんじゅうです。甘みを

抑えた素朴な味に仕上げています。昔なつかしい味をどうぞお楽しみください。

もっちり茶まんじゅう
有限会社佐藤商事

内容量 価格（税別） 秋田県6個 ¥350146
認定No

その名も「夢は大金もち」。こくのあるバター餅の中には、やさしい甘さの粒あん。明日を夢見て、

今は気分だけでもリッチに贅沢に…

夢は大金もち
有限会社 浅利菓子店

内容量 価格（税別） 秋田県1個 ¥186147
認定No

ふうっと息を吹き込んで膨らませた風船のように、まぁるくてコロンとした形が可愛いおせんべいで

す。お子様でも大丈夫なようにひと口サイズにしてみました。パリンとした食感も楽しんでいただき

たい逸品です。米にこだわり、水にこだわり、醤油にこだわった本格堅焼きをぜひ一度お試しくだ

さい。

プチ風せん
風見製菓販売株式会社

内容量 価格（税別） 茨城県150g ¥330148
認定No

もち米100％を使用した生地にこだわりのタレで調味した昔ながらの柿の種です。半分に割っても

芯まで餅がびっしりと詰まっていて食べ応えも十分で、大粒のピーナッツとも相性抜群です。工場

売店でも人気ナンバーワンのロングセラー商品です。

ボトル 本種ピーナッツ
株式会社 飯沼

内容量 価格（税別） 栃木県350g ¥600149
認定No

ダクワーズはフランスの伝統菓子です。その焼き菓子を近年大幅に注目されている健康素材「大

麦」を使用して作りました。国産大麦を100％使用したさっくりとしたメレンゲ生地の間にｱｰﾓﾝﾄﾞｸ

ﾘｰﾑをはさんだ、とってもやわらかく香ばしい焼き菓子です。

大麦ダクワーズ
株式会社大麦工房ロア

内容量 価格（税別） 栃木県8個 ¥1,000150
認定No

外側の皮がしっとり・もっちり中は北海道産小豆のこし餡とカスタードクリーム、和洋菓子の味がコ

ラボした新食感！

鬼怒の月
有限会社亀屋菓子本舗

内容量 価格（税別） 栃木県1個 ¥130151
認定No

糀の香り豊かなふわもち生地に、ほたかや秘伝のキレのある甘辛味噌だれを塗り焼き上げる、

群馬を代表するソウルフード「焼まんじゅう」。

からっ風の乾いた上州の風土が生んだ、素朴ながら奥深い、どこか懐かしい逸品です。

上州沼田名物 焼まんじゅう
ほたかや

内容量 価格（税別） 群馬県12個 ¥602152
認定No

バウムクーヘン専門店「せんねんの木」が作る新感覚スイーツ「とろなまバウムクーヘンチョコ」。

農林水産大臣賞受賞歴がある千葉県袖ケ浦市の北川鶏園の「ぷりんセス・エッグ」を使用したバウ

ムクーヘンに、どっしりとしたチョコムースは口に入れた瞬間とろっとろに！まるでチョコレートフォン

デュのよう！チョコレート好きな方も大満足なバウムクーヘンです。

とろなまバウムクーヘンチョコ
信栄開発株式会社（せんねんの木）

内容量 価格（税別） 千葉県1個 ¥1,250153
認定No

最高品種、千葉県産落花生の半立種の刻みを入れた、バター風味豊かな生地を、千葉県の形で抜

き、千葉県の魚・鯛、県の花・菜の花、二十世紀梨の発症地・梨、成田国際航空・飛行機、犬

吠埼灯台を押し印しました。半立種を２個のせ時間をかけ、さっくりと焼き上げました。千葉県優良

産品にも、推奨されました。

千葉落花生サブレ
有限会社くらうど 蓮香堂

内容量 価格（税別） 千葉県12枚 ¥1,280154
認定No

「食べれる紙(ペーパー )」をコンセプトとした新しいお菓子(商標登録済み)で、第一弾として「食

べる!トランプ」を明石にある老舗の最中種（モナカの皮）のメーカー、大屋明姫堂さんと開発致しま

した。紙のような薄さでピリパリ食感と淡い甘さが後を引くお菓子です。味はバニラ、ココア、イチゴ、

メロン味が1箱に10枚入っています。1箱約38カロリーなので、ダイエット中の方でもお気軽に

お召し上がり頂けます。

食べる！トランプ
ジーテム・ソリューションズ株式会社

内容量 価格（税別） 東京都10枚 ¥260155
認定No
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福岡県産「あまおう苺」を使用したほんのり酸味が残る濃厚ジュレと練乳味のプリンの２層式のプリ

ンです。甘さ控えめで上品で優しい味わいは幅広い年齢の方に召し上がって頂けます。一つ一つ

にリボンの個包装をしておりちょっとしたプレゼントにも大変喜ばれます。

和菓子屋の苺練乳プリン
株式会社 anco

内容量 価格（税別） 東京都4個 ¥1,417156
認定No

ブラジル産アラビカ種をパウダー状に粉砕しクリームに練り込み、厚めのお餅で包みました。粒あ

んは香り高いコーヒーの引き立て役です。奥深い美味しさ、大人のコーヒークリーム大福です。

珈琲実験室珈琲クリーム大福
株式会社 珈琲実験室

内容量 価格（税別） 東京都30g×4個 ¥398157
認定No

外食歴20年の「外食キング」がプロデュースした、幸運を呼ぶ「金のティラミス」。贅沢に金箔でトッ

ピングした、素早い口どけの最高品質ジェラートです。

外食キング プロデュース『金のティラミス』
株式会社はやぶさ・ホールディングス

内容量 価格（税別） 東京都90ml ¥500159
認定No

チョコ味のしっとり食感のゼロカロリーようかんです。いんげん豆の繊維を原料に、寒天で練り上げ

た0カロリーのヘルシーなお菓子。ダイエット中で甘い物を制限している方も、満足いただける味

わいです。

チョコようかん
株式会社遠藤製飴

内容量 価格（税別） 東京都6個 ¥1,264160
認定No

国産の良質な米粉100％使用し、大納言を入れた和テイストなマドレーヌ。店舗を構える早稲田・

高田馬場でかつて盛んであった稲作をオマージュした一品。優しい味わいと軽い食べ口の洋菓子

となっております。

ジャポレーヌ(Japoleine) ～米粉のマドレーヌ～
株式会社ハートップ

内容量 価格（税別） 東京都12個 ¥2,750158
認定No

自社で国産もち米玄米を無洗米化したお米を、昔ながら低圧の蒸気でじっくり蒸しあげたお餅を生

地にして、フックラと揚げた"揚げせん"にお砂糖と蜂蜜の醤油だれで甘く仕上げました。ソフトな

食感はお子様から御年配の方までお楽しみ頂けます。

浜降あられ（はちみつおかき）
湘南せんべい製造元 有限会社 三河屋

内容量 価格（税別） 神奈川県120g ¥300163
認定No

豆繊維から作った白こしあんの抹茶仕立てのゼロカロリー水ようかん。抹茶の風味豊かな香りと水

羊羹のあっさりとしたのどごしが良いカロリーゼロのお菓子です。

低糖質でおいしいようかん 抹茶
株式会社遠藤製飴

内容量 価格（税別） 東京都6個 ¥1,015162
認定No

ゼロカロリーようかん小豆繊維や白いんげん豆繊維を使って、砂糖を使用せずに仕上げました。

低糖質でおいしいようかん こし
株式会社遠藤製飴

内容量 価格（税別） 東京都6個 ¥1,015161
認定No

北海道産の粒あんが切れ目からこんにちは♪あんこがたっぷり包まれている証です！ハード系とはい

え、焼きたてはやわらかく、塩気と甘みのバランスがGOOD!

塩バターあんぱん
Boulanger M

内容量 価格（税別） 新潟県1個 ¥150164
認定No

新潟県産こしひかりの米粉を新潟各地のご当地素材を使ったご当地焼き「もちもち新潟一揆」の新

潟味の1つ。新潟県酒造組合が独自に製造した「乳酸発酵酒粕さかすけ」と小倉を混ぜた餡を入れ

た「新潟さかすけ小倉味」と言う商品です。新潟の高品質な酒粕を更に乳酸発酵させ、栄養・機

能成分を増強した「さかすけ」の風味をお楽しみください。

もちもち新潟一揆 新潟さかすけ小倉アジ
株式会社 新郷屋

内容量 価格（税別） 新潟県80ｇ ¥186165
認定No



40 41

p40 _ p41

北海道

Yoshimoto47Shufuran 2017 お菓子・スイーツ部門 Sweets

黒米入りのお餅の中にクリームチーズ・栗（甘露煮）・南瓜餡・福井県産とみつ金時餡を自家製こ

し餡で包んだあんの入った食べ応えのあるボリューミーな大福餅です。

季節の大福餅
菓子処安価堂

内容量 価格（税別） 福井県1個 ¥200166
認定No

阪神タイガース承認　タイガースファンの店主が考案した、タイガースファンに贈るタイガースアイス。

蕎麦　焙煎したそば茶をベースに、そばの実と粗挽きのそば粉を加え、あっさりと上品な甘さに仕上げました。

超ビターチョコ　一度食べたらクセになる、超ビターな３種類のチョコレートをブレンドしたチョコレートアイス。

濃厚ミルク　八ヶ丘野辺山高原ジャージー種の生乳を使用した濃厚なミルクアイス。

タイガースアイス
有限会社 ヒサトラ

内容量 価格（税別） 長野県9個 ¥3,500167
認定No

国産餅米を使用し、かわいいプチトマトサイズに焼き上げたトマト味のあられです。イタリアンテイ

ストに仕上げました。

たまたまトマト
森白製菓 株式会社

内容量 価格（税別） 岐阜県70g ¥350168
認定No

岐阜県美濃揖斐池田特産のお茶の新芽だけで作られた抹茶をシュウ皮生地に入れ、胡麻風味が香

ばしいパイで包み込みました。中には地元で産みたての新鮮なもみじ卵をたっぷり使った純カスター

ドクリームに十勝産生クリームを混ぜ合わせたまろやかなクリームを入れてあります。食べやすい

卵の形の新しいお菓子です。

しゅう・べーる
有限会社上田製パン サンローヤル

内容量 価格（税別） 岐阜県5個 ¥1,000169
認定No

春夏秋冬３６５日新鮮な苺を使ったいちご大福

冬・春には地元の苺を使用し

夏・秋には富士山の麓や北海道・青森など全国からの新鮮な夏苺を使用しています。

四季折々のいちご大福をご賞味ください。

いちご大福
株式会社仲原商事 いちごプラザ 大福や

内容量 価格（税別） 静岡県1個 ¥324170
認定No

ずんどう焼とは一般的に「今川焼」「大判焼」等と呼ばれる焼菓子です。現在ずんどう焼は以下の6

種類を製造販売してしています。「おぐら」「カスタードクリーム」の定番。やや高級感のある「抹茶

おぐら」「うぐいす」そして変わりダネの「ツナ」「キムチ」です。ずんどう焼セットはこの６種類を詰め

合わせています。オリジナリティーは尊重しておりますが、変わりダネであっても奇をてらうことなく

美味しさを優先しています。

ずんどう焼セット
ずんどう焼本舗

内容量 価格（税別） 静岡県171
認定No

1個 ¥70

ピーナツ１００％のペーストを、柔らかいお餅で包み、ピーナツの粉をまぶしてあります。解凍後、

レンジで１０秒ほど温めて頂きますと、出来立ての味を楽しんで頂けます。

ピーナツ餅
株式会社えがしら堂 よし乃（店舗名）

内容量 価格（税別） 愛知県10個 ¥1,200173
認定No

外はサク、中は柔らか新食感。食感を残すため敢えて固めに焼き上げたハードタイプのバームクー

ヘン。名古屋コーチン卵等ケーキ職人がこだわりぬいた材料を、丁寧に焼き上げた発酵バターの

風味が後味を豊かに楽しませてくれます。一度食べたら病みつきになること間違いなし！癖になる新

食感、その名も名古屋コーチンマウンテンバーム、バームクーヘンの頂上を目指しています。

名古屋コーチンマウンテンバーム
株式会社ベル・シャポー

内容量 価格（税別） 愛知県直径12cm ¥907174
認定No

愛知県山間地域の豊田市下山地区自慢のお米「ミネアサヒ」を焼き上げたおせんべいに「秘伝五平

餅味噌」を付けて食べるというユニークなお菓子。パリッと香ばしいせんべいに味噌がマッチして

絶妙な美味しさ。パッケージの素朴なイラストも微笑みを誘う。

五平餅せんべい
香恋の館（株式会社 香恋の里）

内容量 価格（税別） 愛知県120g ¥584175
認定No

一口食べたら思わず笑顔になる「喜味プリン」は富士山麓の厳選素材（さくら玉子の卵黄と朝霧牛

乳）による無添加手作りプリンです。ふじのふもとグルメコンテスト３年連続グランプリ受賞（殿堂

入り）を果たしたプリン専門の工房です。

富士山麓の喜味プリン
プリン工房メゾン・ド・リブレ（日本リブレ株式会社）

内容量 価格（税別） 静岡県100g×6個 ¥2,700172
認定No



42 43

p42 _ p43

北海道

Yoshimoto47Shufuran 2017 お菓子・スイーツ部門 Sweets

グー・チョキ・パーの手形からぐるぐる伸びたしっぽの形が特長のグミです。ロングセラー駄菓子

です。発売から27年、味違いのシリーズもので合わせて年間1,000万個以上を販売している。

まけんグミ グレープ味
杉本屋製菓株式会社

内容量 価格（税別） 愛知県15g ¥40176
認定No

グー・チョキ・パーの手形からぐるぐる伸びたしっぽの形が特長のグミです。ロングセラー駄菓子

です。発売から27年、味違いのシリーズもので合わせて年間1,000万個以上を販売している。

まけんグミ サイダー味
杉本屋製菓株式会社

内容量 価格（税別） 愛知県15g ¥40177
認定No

グー・チョキ・パーの手形からぐるぐる伸びたしっぽの形が特長のグミです。ロングセラー駄菓子

です。発売から27年、味違いのシリーズもので合わせて年間1,000万個以上を販売している。

まけんグミ コーラ味
杉本屋製菓株式会社

内容量 価格（税別） 愛知県15g ¥40178
認定No

青山高原山麓の新鮮な卵を使って、練乳・蜂蜜をたっぷりと使用した生ロールケーキです。

伊賀ロール
御菓子司 株式会社 星安

内容量 価格（税別） 三重県1本 ¥1,000179
認定No

日本遺産に認定された斎王ゆかりの地で、伊勢神宮にも奉納されている地元のお酒と酒粕をふん

だんに使い、三重県産の栄養価の高い伊勢芋と米粉と小麦粉を使い、地元にこだわった酒まんじゅ

うになっています。もっちり、しっとりとした食感がくせになる一品です。是非ご賞味下さいませ。

酒まんじゅう
有限会社シンセイフーズ

内容量 価格（税別） 三重県6個 ¥500180
認定No

三重県産柚子を使ったフィナンシェと四日市水沢の本かぶせ茶を使ったフィナンシェを2層にして

焼き上げた新しいタイプのフィナンシェです。また本かぶせ茶フィナンシェは2016年伊勢志摩サ

ミットにおいて各国首脳の軽食に選ばれたお菓子ですそのフィナンシェを使って新たなお菓子に挑

戦しました。

三重の本柚子と本かぶせ茶のフィナンシェ
洋菓子ナポレオン

内容量 価格（税別） 三重県5個 ¥955181
認定No

国産米を使用し、カレーのスパイスを効かせた濃厚な味わいが特徴です。大人のおやつ、お酒の

おつまみとして最適です。また保存に便利なポットの容器に入れ、開封後も出来るだけ長く美味し

く召し上がっていただけるよう乾燥剤にも工夫をしています。食べ終えた後も容器の再利用が出来

てうれしいというお声もいただいています。

ポット濃厚咖哩柿の種
大橋珍味堂株式会社

内容量 価格（税別） 滋賀県210g ¥600182
認定No

有機ＪＡＳ認定を受けた自家農園で育てた米を製粉して使用しています。ミネラル豊富な粗糖、京

都産にこだわった宇治抹茶や丹波大納言、和紅茶などの素材をふんだんに使用し、カルピスの発

酵バターで香り高く仕上げたとっても贅沢なケーキです。お菓子を口にした人に「ぬくもり」を届け

たい、そんな思いが込められた逸品です。

ぬくもりパウンドケーキセット
(福）同胞会 どうほうの家 caféリゴレット

内容量 価格（税別） 京都府1個90g×8個、1本350g×1本 ¥4,340183
認定No

腸まで生きたまま届ける乳酸菌入りのカムカムグミは、グミお菓子では日本初の製品になります。１

袋１４粒の中に生きた３億個の乳酸菌が入っています。腸内環境を整えるだけでなく、カムカムの

天然ビタミンCが８０ｍｇとマリンコラーゲンが４２０ｍｇ入っています。値段はちょっと高いと言われ

そうですが、中身が他社と全く違うオンリーワン商品です。今回の金賞は美味しさと中身の成分で

選ばれたと思います。ぜひみなさまもご賞味していただき納得してください。

カムカムグミキャンディ（乳酸菌入り）
アマゾンカムカム株式会社

内容量 価格（税別） 大阪府42g ¥302184
認定No

色も味もくるんと変わる！不思議なキャンデー。

カメレオン占いつき。

あめの味がかわったところで、おともだちとチェックしあってね！

しあわせ度がわかるよ。

カメレオンキャンデー
キッコー製菓株式会社

内容量 価格（税別） 大阪府20g ¥30185
認定No
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モチモチパンにジューシーなフィリングがたっぷり詰まったママの愛情手作りピロシキ。ノーマル、

ピリ辛、あらびきウィンナーの入ったカレー、明太ポテトにモッツァレラチーズにベーコントマトの入っ

たピザ感覚のチーズと5種類の味が楽しめます。

ピロシキ5種おためしセット
ケンタウロス

内容量 価格（税別） 大坂府5個 ¥1,000186
認定No

世界一と名高いスペイン産マルコナ種の最高級アーモンドをその都度必要な分だけを粉砕し、アー

モンドプードルに仕上げているので、挽きたての香りをマカロンに閉じこめています。軽いサクサク

食感をお楽しみください。

マカロン
パティスリーワイスタイル

内容量 価格（税別） 大阪府10個 ¥2,160187
認定No

たっぷりのバターとアーモンドの芳純な香り、厚みがしっかりとあるので、ふんわり・しっとり食感

が生まれました。5種類の色鮮やか『もみじフィナンシェ』でゆったりとした時間をお楽しみください。

もみじフィナンシェ
パティスリーワイスタイル

内容量 価格（税別） 大阪府10個 ¥2,160188
認定No

1923年より、変わらない製法で砂糖と水飴のみで作られたキャンディー。原材料が砂糖と水飴の

みなので安心して食べて頂けます。100粒と大容量ですから、ご家庭、職場、お友達同士でシェ

アしていただけます。

100ケピロ黄金糖
株式会社 黄金糖

内容量 価格（税別） 大阪府100粒 ¥1,000190
認定No

イタリア・ピエモンテ州にある老舗の蒸留所グアルコのグラッパ『ドルチェット』にチェリーを漬け込

み、カカオ58％のダークチョコレートでコーティングしました。チェリーは完熟の『ドゥローネ・ビア

ンコ・ディ・ヴィニョーラ』を使用。芳香なグラッパとチェリー、厳選されたカカオのハーモニーを

ご堪能ください。

ボドラート ボエロチェリー・ダーク
株式会社 和コンパニーア

内容量 価格（税別） 大阪府1個 ¥500191
認定No

北極アイスキャンデー創業当時からの人気商品で、北海道十勝産小豆を100％使用し、他では味

わえないあずきそのままの美味しさです。アイスの棒も奈良吉野の桧を使用し、こだわりの一品は

数多くの著名人など老若男女から愛され続けています。

北極アイスキャンデーあずき
株式会社アークティック

内容量 価格（税別） 大阪府70ml ¥130192
認定No

国産米を１００％使用した蜂蜜醤油の揚げ煎餅です。コクのある甘辛い味でやめれなくなります。

京のおあげさん
京寿楽庵 株式会社

内容量 価格（税別） 大阪府5枚 ¥650193
認定No

あんこは北海道産小豆を使用しています。尻尾の先までたっぷりのあんこが入っています。他にも

種類が有りますので、店頭にてご確認下さい。

たい焼き（小倉あん）
たい焼き 山口屋

内容量 価格（税別） 兵庫県1尾 ¥111194
認定No

創業明治３０年の老舗。２００２年の全国菓子大博覧会熊本菓子博で最高位の名誉総裁賞受賞。

薄くて軽くほのかな甘さと素朴な味わいで昔ながらの手焼きです。全国の有名百貨店でも販売され

日本中の方にも喜ばれています。

炭酸煎餅
株式会社 黄金家

内容量 価格（税別） 兵庫県18枚 ¥600195
認定No

創業２０年のたこ焼き屋がたこ焼を愛しすぎて、たこ焼そのままをお菓子に煎餅に進化させて日本

で、世界で初めての商品を大阪から全国の皆様にお届けします。新食感のたこ焼きを楽しんでくだ

さい！

大阪名物 たこ焼 ほんまもんトリオ たこ焼三昧
開屋本舗株式会社

内容量 価格（税別） 大阪府煎餅10枚・たこ焼き6個・スープ2袋 ¥1,000189
認定No
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銀河坑道プリンは、全て手仕事で作られた太良院あめ（さつまいも水あめ）を材料にした芳醇なコクと

香りのなんとも豊かな味です。星空日本一に何度も輝いた美しい星空と大地、世界最高の高品位で

日本最大の地下の金鉱脈をイメージしたカラメルの三層構造になっています。スコップスプーンで一

番下のカラメルをすくい上げるように食べて頂くと、まるで金を掘り出すような感覚をお楽しみいただ

けます。まさに銀河坑道。伊佐そして鹿児島のご進物にふさわしい逸品に仕上がりました。

薩摩太良院 銀河坑道プリン
株式会社 大麦屋

内容量 価格（税別） 兵庫県（鹿児島県）100ml×4本 ¥4,600196
認定No

黒糖かりんとう風味の揚げまんじゅうです。

皮はカリッと、中はしっとり・・・の新食感の和菓子です。

貴重な金ゴマをたっぷりと生地に使用し

香ばしさを一層引き立てています。

※こちらは冷凍商品となります。注意事項を良くお読みになり解凍後にお召し上がりください。

金ごまカリント饅頭
株式会社 福壽堂本店

内容量 価格（税別） 兵庫県1個 ¥112197
認定No

瀬戸内名産の「なると金時芋」を使用した風味豊かな竹籠入り和風スイートポテトです。

小さな竹籠に入った可愛い姿だけではなく、金時芋のホクホクした特徴を活かした食感やクリーミー

さで美味しさの点でも◎です。新鮮な鶏卵や生クリームをたっぷりと使用しているため、しっとりと

滑らかな食感が特徴の和風のスイートポテトとして大変好評を頂いています。

千姫さまの姫ぽてと
株式会社 福壽堂本店

内容量 価格（税別） 兵庫県1個 ¥190198
認定No

材料にこだわって作った自慢のバゲットに、創業明治33年の老舗奈良のニシキ醤油を使用。

どこか懐かしく優しい醤油味がやみつきになります。

醤油ラスク
株式会社エストヴィラージュ

内容量 価格（税別） 奈良県1袋 ¥186200
認定No

パンの生地はもちろんの事、クリームパンの中身も店内で製造したものを使用しています。パン全

体で当店独自の味わい・風味にこだわりをもったものをご提供しています。

手づくりカスタードクリームパン
株式会社エストヴィラージュ

内容量 価格（税別） 奈良県1個 ¥139199
認定No

相撲発祥地、奈良県當麻の里よりお届けいたします『どっこいまんじゅうは』

複数のこだわりサツマイモを、焼き芋にしてから皮ごとペーストし焼き上げた

オリジナル和風スイートポテトの回転焼きです。

優しく昔懐かしい味を是非ご賞味ください。

※サツマイモ本来の甘さを大切にし、甘さ控えめとなっております。

當麻 どっこいまんじゅう
朗紀本舗

内容量 価格（税別） 奈良県65g×3個 ¥500202
認定No

吉野杉の大桶で熟成された奈良県吉野の梅谷醸造元の桜味噌を使用し、葱や青唐辛子・もろみ・

一味等で仕上げたおかず味噌です。一度食べるとやみつきになる美味しさです。そのまま食べても

美味しいですがご飯や野菜などにつけてお召し上がり頂きますとより一層美味しくお召し上がり頂

けます。

吉野桜味噌焼きねぎ地味噌
灘商事株式会社

内容量 価格（税別） 奈良県210g ¥500201
認定No

島根県出雲市の多伎町にて特産品として扱う蓬莱柿のジャムを生地に使用しており、しっとりカス

タードとふわふわ生地、また大きなしまねっこの顔が特徴的です。

しまねっこいちじくシフォンケーキ
株式会社みやげ山海

内容量 価格（税別） 島根県12個 ¥600203
認定No

ホワイトチョコレートを練りこんだ濃厚なクリームをふわふわのスポンジでロールしました。コクのあ

るクリームとふわふわスポンジとのハーモニーを御堪能下さい！

倉敷ロール
株式会社 天龍庵

内容量 価格（税別） 岡山県200g ¥800204
認定No

まるでいちごをそのまま閉じ込めた果実感いちごのジューシーさを一口で味わえるフルーツ王国岡

山のこだわり果実のみを使用した新感覚スイーツ。

ＯＫＡＹＡＭＡ ＣＵＢＩＣ ＦＲＵＩＴ いちご
株式会社 檸檬の樹

内容量 価格（税別） 岡山県10個 ¥1,000205
認定No
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まるでピオーネをそのまま閉じ込めた果実感ピオーネのジューシーさを一口で味わえるフルーツ王

国岡山のこだわり果実のみを使用した新感覚スイーツ。

ＯＫＡＹＡＭＡ ＣＵＢＩＣ ＦＲＵＩＴ ピオーネ
株式会社 檸檬の樹

内容量 価格（税別） 岡山県10個 ¥1,000206
認定No

まるでブルーベリーをそのまま閉じ込めた果実感ブルーベリーのジューシーさを一口で味わえるフ

ルーツ王国岡山のこだわり果実のみを使用した新感覚スイーツ。

ＯＫＡＹＡＭＡ ＣＵＢＩＣ ＦＲＵＩＴ ブルーベリー
株式会社 檸檬の樹

内容量 価格（税別） 岡山県10個 ¥1,000207
認定No

まるで白桃をそのまま閉じ込めた果実感。もぎたて白桃のジューシーさを一口で味わえます。フルー

ツ王国岡山のこだわりフルーツのみを使用した新感覚スイーツです。

ＯＫＡＹＡＭＡ ＣＵＢＩＣ ＦＲＵＩＴ 白桃
株式会社 檸檬の樹

内容量 価格（税別） 岡山県10個 ¥1,000208
認定No

広島名産品のレモンをふんだんに使用したレモンの風味がおいしいチーズシフォンケーキとなって

おります。チーズは国産クリームチーズを使用し、コクもあり、しっとりふわふわなシフォンケーキ

です。

レモンチーズシフォンケーキ（広島産レモン使用）
株式会社エムズ／店舗名：gra・gr(グラグール)

内容量 価格（税別） 広島県直径20cmを10等分 ¥259209
認定No

昭和11年創業以来変わらぬ製法で作り続けております。メロンパンは、ラグビーボール型としては、

日本で最初と言われております。自家製クリームたっぷりのメロンパン。北海道小豆をお店でたい

た瑳珴の小倉庵。呉では、関東で「メロンパン」と呼ばれているコッペが呉名物セットとなっており

ます。

呉名物セット
有限会社 メロンパン

内容量 価格（税別） 広島県3個 ¥630210
認定No

山口県産小麦せときうちを使用し、山口市徳佐のりんごで３種おこしした天然酵母を使用した、世

界で一つのだけのオリジナル食パンです。そのまま食べても良し、焼いても良し、サンドウィッチの

食パンに最適です。

維新(天然酵母りんご種食パン)
石窯パン工房suenosato山口店

内容量 価格（税別） 山口県211
認定No

1斤 ¥330

どこにもない独自の製法で作り上げた中は、もっちりした食感で持って食べても重量があり食べご

たえのある独特のパンになっております。

コッペパン
有限会社きん星ベーカリー本店

内容量 価格（税別） 徳島県120g ¥120212
認定No

どこにもない独自の製法で作り上げた中は、もっちりした食感で持って食べても重量があり食べご

たえのある独特のパンになっております。

ホテル食パン
有限会社きん星ベーカリー本店

内容量 価格（税別） 徳島県1120g ¥1,260213
認定No

愛媛を代表する「みかん」と瀬戸内産「いりこ」を融合した新感覚おやつ。パッケージに愛媛のイメー

ジアップキャラクター『みきゃん』を使用し、愛媛に特化した商品です。驚きのおいしさを味わってく

ださい。

ひめっこふぃっしゅ みかん味
阿川食品株式会社

内容量 価格（税別） 愛媛県4ｇ×10袋 ¥300214
認定No

北海道産小豆を使用した餡子と羽二重餅をやわらかいスポンジでくるんだ和菓子です。スポンジに

はプレーン、抹茶の２種類あります。

玄海巻
株式会社 西京堂

内容量 価格（税別） 福岡県10個 ¥1,200215
認定No
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生クリームとバターたっぷりのスイートポテトです。さつまいも・紫さつまいもの2種類あります。

小倉ポテト
株式会社 西京堂

内容量 価格（税別） 福岡県6個 ¥900216
認定No

お子さまは要注意な大人スイーツ水田屋のブランデーケーキ

「その辺りにあるブランデーケーキはただの香りづけケーキだ。」と思っているあなたのために。浸

み込ませたVSOブランデーシロップがジュクジュクとしたたり落ちそうで、それでいて香り豊かな

「ブランデーケーキ」をご提供。おススメの召し上がり方は賞味期限ギリギリまで待って食べること。

ブランデーシロップがケーキ全体に浸み渡り、芳醇な大人スイーツになります。

ブランデーケーキ
合資会社水田屋

内容量 価格（税別） 佐賀県620g ¥1,200217
認定No

長崎を代表する銘菓「長崎カステラ」の外観の美しさを伝えるため、日本に十台余しかないスキャメ

ラ（立体スキャンの機械）を使用し、表面の凹凸までもパッケージで表現。　3枚切りのこのカステ

ラは、ちょっと良いお土産というコンセプトと2メートル離れたら、むき出しに見える外観の2つの

売りで発売開始。2012年の発売後4年間で長崎空港を中心に海外まで累計50万個を販売して

いる当社大ヒット商品です。

カステラざんまい（参枚）
株式会社 菓秀苑森長

内容量 価格（税別） 長崎県110g ¥350218
認定No

長崎県佐世保市に昔からある和菓子屋が作ったしっとりした生地にレモンがほんのり香りスライス

アーモンドがアクセントのお菓子。

マドレーヌ
株式会社江口製菓舗

内容量 価格（税別） 長崎県5個 ¥713219
認定No

あんこのタルトに餅を巻いたもの20年以上の前からあるものです。

あか巻
イソップ製菓(株)

内容量 価格（税別） 熊本県1本 ¥500220
認定No

今は復興中である立野駅前の名物菓子。創業明治40年(1907年 )のニコニコ饅頭。一口サイズ

で8個入り経木に包まれていて甘酒が効いた薄皮と甘さ控えめで作ったこしあんが入った手作り饅

頭です。

ニコニコ饅頭
ニコニコ饅頭

内容量 価格（税別） 熊本県8個 ¥400221
認定No

幻のスモモ「ハニーローザ」シャーベット！玉東町が日本一の栽培面積を誇るスモモ“ハニーローザ”

は、「糖度が高く酸味が少ない、果肉は柔らかで肉質はなめらか」と高い評価を受けています。しかし、

旬が短いため生果で食べられる期間はごくわずかです。そこで「この味を年中おすそ分けしたい」

と思い立ち、シャーベットを作りました。さっぱりとした口当たりと、ハニーローザの爽やかな味が

特長です。一度ご賞味ください。

ハニーローザシャーベット
玉東町

内容量 価格（税別） 熊本県8個 ¥4,200222
認定No

軽やかな歯ごたえの後、口いっぱいに広がる胡麻の風味。さらに遅れてちりめんの食感とともに、

海の香りが訪れます。隠し味の醤油がアクセントになって、香ばしいあとくちがクセになる一品。特

産の佐伯ちりめんをふんだんにトッピングした、郷土のお菓子です。カルシウムとセサミンたっぷり

の、繊細な味わいをご賞味ください。

佐伯ちりめんせんべい
有限会社 丸藤

内容量 価格（税別） 大分県14枚 ¥1,167223
認定No

当店でオープン以来１番人気の商品で、15年のロングセラー商品です。しっとりやわらかい食感

でチーズが苦手な方でも召し上がりやすいチーズケーキです。

大樹のチーズ
ケーキの店 Taiki

内容量 価格（税別） 宮崎県280g ¥1,000224
認定No

自然豊かな沖縄県本部町で大切に受け継がれてきた、昔ながらの素朴で懐かしいお菓子です。無

添加で一つ一つ大切に手造りしています。おじぃ、おばぁが造り続けて４０年、変わらぬ美味しさで

す。

黒糖ピーナッツ
喜屋武製菓

内容量 価格（税別） 沖縄県150g ¥250225
認定No
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ドリンク部門
沖縄県民に慣れ親しんだ泡盛に珈琲豆を漬け込んで、風味豊かに仕上げました。

冷やして召し上がったり、また凍らせてシャーベットにするとより一層絶品となります。

泡盛珈琲ゼリー
石垣島泡盛ゼリー本舗

内容量 価格（税別） 沖縄県98g ¥300226
認定No

沖縄県で一番小さいクロワッサンラスク１つ１つ職人の手で作られるクロワッサンほのかな甘みとサ

クッと絶妙な食感をお楽しみください！人から人へ、手土産品。

ミニミニクロワッサンラスク
茶のま乃ぱん処

内容量 価格（税別） 沖縄県15個 ¥490227
認定No

楽しい個性豊かな8種類（プレーン、塩、紅いも、黒糖、抹茶、抹茶チョコチップ、マンゴー、パイン）

のちんすこうを一箱に詰め込みました。

プレミアムちんすこう
南都物産株式会社

内容量 価格（税別） 沖縄県48個 ¥1,000228
認定No

新鮮なしじみをたっぷり使用した体に良い健康ドリンクです。

シジミドリンク
一般財団法人 めまんべつ産業開発公社

内容量 価格（税別） 北海道100ml ¥250231
認定No

女満別で育ったにんじんを湯で揚げただけのジュースです。茹で上げることでにんじん本来の甘み

が出せました。添加物は一切使用していないにんじん100%の健康飲料です。

にんじん畑(にんじんジュース)
一般財団法人 めまんべつ産業開発公社

内容量 価格（税別） 北海道190ml ¥150232
認定No

北海道・オホーツクの酪農のまち・興部（おこっぺ）町で＜無農薬＞＜無化学肥料＞の有機酪農に

より搾られた新鮮なミルクです。牛乳本来の自然な美味しさを大切に＜低温殺菌＞＜ノンホモ＞の

製法でつくった有機牛乳です。

オホーツクおこっぺ有機牛乳 180ml
ノースプレインファーム株式会社

内容量 価格（税別） 北海道180ml ¥260230
認定No

北海道・オホーツクの酪農のまち・興部（おこっぺ）町で＜無農薬＞＜無化学肥料＞の有機酪農に

より搾られた新鮮なミルクと北海道産のてんさい糖だけでつくりました。ミルクの深い味わいと絶妙

な酸味とのバンランスをお楽しみいただける爽やかな有機のむヨーグルトです。

オホーツクおこっぺ有機のむヨーグルト
ノースプレインファーム株式会社

内容量 価格（税別） 北海道180ml ¥230229
認定No
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山形県の酒造好適米『出羽の里』を使用して造ったお酒です。超辛口ならではのクリアな口当たり

が特徴で、飲み飽きしないスッキリとした清涼感が楽しめます。様々な料理との相性も良く、食中

酒には最適の逸品です。

六歌仙 純米超辛口
株式会社 六歌仙

内容量 価格（税別） 山形県720ml ¥1,300239
認定No

江戸時代の酒造りの文献を紐解き、現代風にアレンジして造った純米酒です。濃厚な米の旨みと

ふくよかな余韻が堪能できます。冷から燗まで温度帯を選ばず、香りや味わいなど豊かな表情の変

化をお楽しみいただけます。

六歌仙 五段仕込み純米
株式会社 六歌仙

内容量 価格（税別） 山形県720ml ¥1,300238
認定No

山形県名産のスイカをおいしいリキュールにしました。スイカ本来の色や風味をそのまま詰めこん

だお酒です。ソーダ割りや牛乳割りなどのカクテルとしてもお楽しみいただけるほか、かき氷やバ

ニラアイスにかけるシロップとしてもお使いいただけます。

スイカのお酒
株式会社 六歌仙

内容量 価格（税別） 山形県720ml ¥1,400235
認定No

ソフトな味わいの中にコクがあるタイプの純米吟醸酒。フルーティーで優しい甘みが心地良く、果

実を思わせるようなみずみずしい味わいがあります。燗にするとより香りが引き立ち、様々な表情を

みせてくれるお酒です。

山法師純米吟醸
株式会社 六歌仙

内容量 価格（税別） 山形県720ml ¥1,400236
認定No

山形県の酒造好適米「出羽燦々」を使用し、山形らしさを追求した純米大吟醸。出羽燦々ならでは

の優しく華やかな香りと、落ち着きのあるしっとりとした味わいが特徴です。山形のお土産としては

もちろん、ちょっと贅沢な晩酌にも最適です。

純米大吟醸やまがたの酒
株式会社 六歌仙

内容量 価格（税別） 山形県720ml ¥2,500237
認定No

有機推肥のみで栽培した当園のリンゴを使用して作った果汁100%のストレートジュース。

リンゴの品種(あかね)本来の香りと味わいをお楽しみ頂けます。

「四季彩の丘」リンゴジュース（あかね）
山本果樹園株式会社

内容量 価格（税別） 北海道900ml ¥1,000233
認定No

山形県産りんご（ふじ）100％使用。果汁を凍結し、余分な水分を除去し、濃厚な果汁のみを使用

しました。原材料を通常の4倍使用しました。色調は鮮やかな黄金色。蜂蜜香のニュアンスもあり、

濃厚な味わいで余韻が長い極上のデザートワインです。

東アジア世界ワインコンクール・ぶどう以外の果実酒分門で第1位。

アップルスイートセレクション
有限会社佐藤ぶどう酒

内容量 価格（税別） 山形県720ml ¥2,020240
認定No

有機堆肥のみで栽培した当園のりんごを使用して作った果汁100%のストレートジュース。リンゴ

の品種(ひめかみ)本来の香りと味わいをお楽しみ頂けます。

「四季彩の丘」リンゴジュース（ひめかみ）
山本果樹園株式会社

内容量 価格（税別） 北海道900ml ¥1,000234
認定No

老舗糀屋伝統の手づくり糀で醸したあま酒を、糀の粒を滑らかにして飲み易く仕上げた、そのまま

飲めるストレートタイプの糀あま酒です。

糀あま酒プレーン
有限会社 糀和田屋

内容量 価格（税別） 福島県160g ¥280242
認定No

老舗糀屋伝統の手づくり糀で醸し出したあま酒に、国産桃果汁を加え、飲み易く滑らかに仕上げた

桃の風味豊かなストレートタイプのあま酒です。

フルーツあま酒もも
有限会社 糀和田屋

内容量 価格（税別） 福島県160g ¥280241
認定No

28
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温州みかんの果肉をたっぷり散りばめ、周囲のゼリーも三重県産の完熟温州みかんを使ったスト

レートジュースで出来ています。みかんのことを知り尽くした100％果汁専門のジュース屋さんが

作る新感覚のゼリー飲料。まるでみかんなゼリーが実りました。

パウチゼリーなるみ
株式会社夢工房くまの

内容量 価格（税別） 三重県160g ¥300248
認定No

三鷹市には太宰治のゆかりの場所が多くあり連雀通り商店街はまさにその地あり、前身の松井商店

（酒・たばこ）にも太宰治がよくたばこを買いに訪ねていました。自家焙煎珈琲店として松井商店

ではそんな太宰に想いをはせ、太宰の人生のように深くビターで甘い味わいのDAZAIコーヒーを

作りました。Dazaiドリップコーヒーは簡単に1杯ずつドリップコーヒーが楽しめます。

Dazaiドリップコーヒー
珈琲松井商店

内容量 価格（税別） 東京都12g ¥150246
認定No

有機栽培小豆より抽出したあずきのお茶で、お肌と身体の健康力UP！！

あずき美人茶
株式会社遠藤製飴

内容量 価格（税別） 東京都500ml ¥170245
認定No

SECURITY Feel Better（セキュリティーフィールベター）はフランスのPPN SA社によって1996年

よりフランスで発売された、ハーブエキス由来のドリンクです。フランスでは定番商品として認知され、

バー、パーティ、レストランでは欠かせないアイテムとなっています。セキュリティーフィールベターはエ

ナジードリンクではありません。お酒を楽しむ（酔い止め・酔い覚まし・二日酔い防止etc)機能性ドリン

クとして、日常的にお酒をたくさん飲むフランスやロシアなど世界33ヶ国のお客様から支持されてます。

セキュリティーフィールベター
株式会社 メイクブイ・ホールディングス

内容量 価格（税別） 東京都1本 ¥463244
認定No

流行の乳酸菌を使用した新感覚ドリンクです。広島名産品の瀬戸田レモン使用し、当店でしか味わ

えないオリジナル商品となっています。

レモングラグール（広島瀬戸田レモン使用レモネード乳酸菌飲料）
株式会社エムズ／店舗名：gra・gr(グラグール)

内容量 価格（税別） 広島県230ml ¥445252
認定No

中国地方有数の柚子の産地、益田市美都町の柚子を原料に使用。米焼酎をベースにしたゆずリ

キュールです。柚子の豊かな香りと酸味が生きたスッキリとした味に仕上がっています。そのままを

冷やしても温めても、ソーダなどで割っても美味しいです。季節やお好みに合わせて１年中楽しめ

るお酒です。

菊弥栄 ゆずゆず
株式会社岡田屋本店

内容量 価格（税別） 島根県1800ml ¥1,800250
認定No

出雲大社をお護りするようにそびえる出雲北山。その御山より半世紀もの間こんこんと湧き出てい

る出雲神領天然湧水。神々の國出雲の里に湧く天与の清水に、最高純度99.99999%の水素ガ

スを最高濃度にまで溶存させた唯一無二、出雲國の高濃度水素水です。長年の研究と確かな技術

に裏打ちされた本物の高濃度水素水をあなたに。

出雲國水素水NS30
メディソル株式会社

内容量 価格（税別） 島根県200ml×30本 ¥6,000249
認定No

カフェで人気メニューの抹茶カプチーノや抹茶オーレに使用されるちょっと濃いめの大人のグリーン

ティーです。茶匠が厳選した宇治抹茶を使用し、抹茶のまろやかな風味と美味しさをご堪能いただ

ける商品になりました。ホットでも、またミルクで溶いても美味しく頂けます。

ちょっと濃いめ大人のグリーンティー カフェ用
みのる園

内容量 価格（税別） 岡山県100g ¥500251
認定No

山梨の魅力と言ったらなんと言ってもフルーツ！なかでも桃の生産量は日本一です。美味しい山梨

県産もも果汁を使用して、なんとなく懐かしさも感じるのに新しさも感じる？もも風味いっぱいの清

涼飲料水です。主に山梨県中心に販売してましたので、その他の地域の皆様には初めてのご紹介

に成ります。計画的に生産してますが品薄になる時も有るので、そんな時は少しだけお待ち頂くこ

とも。

山梨ピンクオ・レ
サンフーズ株式会社

内容量 価格（税別） 山梨県200ml ¥120247
認定No

品質の高いコーヒー生豆を手作業で選別し、一粒一粒を直火でふっくらと丁寧に焼き上げた味と香

りを追求した「からきや珈琲」自慢の煎りたて新鮮なコーヒー豆をお届けします。

創業36年からきや珈琲 こだわりの直火自家焙煎
「缶入特撰珈琲豆セット」
有限会社 からきや珈琲

内容量 価格（税別） 茨城県150g×3個 ¥4,250243
認定No
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からだにいい部門サポーター
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からだにいい部門

Yoshimoto47Shufuran 2017 からだにいい部門 Healthy

レモンの全国収穫量日本一の広島県、瀬戸内産のレモン果汁たっぷり使用。ウォッカと微炭酸で割っ

た甘酸っぱい口当たりの良いチューハイです。さわやかな香りと、すっきりとしたのどごしをぜひお

楽しみください。

瀬戸内檸檬チューハイ
三幸食品工業株式会社

内容量 価格（税別） 広島県250ml ¥280254
認定No

瀬戸内の温暖な気候で育った愛媛県産の伊予柑果汁とサンフルーツ果汁。ウォッカと微炭酸で割っ

た甘酸っぱい口当たりの良いチューハイです。さわやかな香りと、すっきりとしたのどごしをぜひお

楽しみください。

瀬戸内伊予柑＆サンフルーツチューハイ
三幸食品工業株式会社

内容量 価格（税別） 広島県250ml ¥280253
認定No

麹米は国産米、原料芋は黄金千貫(長崎市７０％ )、麹は白麹、酵母は鹿児島県５号酵母を使用し、

一次仕込を「甕」、二次仕込を「ライニングタンク」で醸造し、常圧蒸留いたしました。

まろやかで熟成された味わいをお愉しみ頂ける、飲み飽きしない焼酎です。

25°ながさき満々・芋
霧氷酒造株式会社

内容量 価格（税別） 長崎県720ml ¥838256
認定No

アグリベストの開発した最先端技術にもとづいた環境にやさしい栽培方法と肥料研究の成果が、甘

くて美味しいフルーツトマト（夢とまと）をつくり出しました。その夢とまとを100％使用し、保存料

無添加の贅沢なジュースです。フルーツトマトの濃厚な甘みと風味が広がります。ぜひご賞味くだ

さい。

AGRI ROSSO（夢とまとジュース）
株式会社アグリベスト

内容量 価格（税別） 徳島県90ml ¥2,400255
認定No

北海道十勝産黒大豆を使用。特製たれは黒豆納豆の旨みを引き出す塩だれに金粉をふりかけて食

べる季節限定の納豆です。

金粉入り黒豆納豆
北海道はまなす食品株式会社

内容量 価格（税別） 北海道40g×2個 ¥380257
認定No

三陸産100％のめかぶだけを使用し、殺菌処理した海水での釜茹でにこだわり、無添加で製造し

ておりますので、味、香り、食感すべてにおいて、自信を持って皆様の食卓にお届けしております。

シャキシャキとした食感と、磯の香りが楽しめる「めかぶ」をご賞味ください。

絆ヘルシーめかぶ
有限会社 丸繁商店

内容量 価格（税別） 宮城県100g+タレ15g×12個 ¥1,944258
認定No

アメリカの現役の歯医者さんが予防歯科のために立ち上がった！自社工場で働くキャンディ職人との

熱い思いで、毎日手作りされています。「おいしさ」と「おもしろさ」、そして「健康」を大事にした一品。

ドクタージョンズの『ISクラシックフルーツ歯型ロリポップ』を、どうぞお試し下さい。

インスパイアードスイーツクラシックフルーツ歯型ロリポップ
株式会社ドクタージョンズ・キャンディーズ・ジャパン

内容量 価格（税別） 東京都108g（12本） ¥573260
認定No

千葉県成田市、茨城県とのほぼ県境にあります、家族でがんばっている小さな豆腐屋『佐藤豆腐店』

でございます。安心、安全、おいしいを心がけ、毎日新鮮な豆腐を製造販売しております。当店人

気の絹ごし豆腐に黒ねりごまをたっぷりといれて風味豊かな『手造り黒ごま豆腐』です。わさび醤油

はもちろん、ガムシロップをかけてスイーツとして召し上がってみてください。思いがけないおいし

さが広がります。

手造り 黒ごま豆腐
佐藤豆腐店

内容量 価格（税別） 千葉県300g ¥201259
認定No
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ソフトボール大の鳥取県産ジャンボにんにくを使用し、薄皮まで剥いて良品のみを使用し加工熟成

させます。手を汚さずゴミを出さず食べやすくしています。黒にんにくパワーで明日も元気！

黒にんにく将梵闍
はさま屋

内容量 価格（税別） 鳥取県100g ¥1,667265
認定No

淡路島の玉葱を、シェフ自ら育て無添加のドレッシングにしました。玉葱の甘さが際立つ味で、野

菜の苦みを緩和し、非常によく合います。お子様にも大好評の味で、野菜をモリモリ食べられます。

辛みのある野菜サラダにぴったりです。

淡路島観光ホテルのシェフが玉ねぎから育てて作った
トマト玉葱ドレッシング
株式会社淡路島観光ホテル

内容量 価格（税別） 兵庫県180ml ¥500263
認定No

淡路島の玉葱を、シェフ自ら育て無添加のドレッシングにしました。淡路島のおいしい魚にも合うよ

うにわさびをあわせ、このドレッシングをかけるだけで魚のカルパッチョが楽しめます。サラダ以外

にローストビーフなど肉料理にもよく合う万能ドレッシングです。

淡路島観光ホテルのシェフが玉ねぎから育てて作った
わさび玉葱ドレッシング
株式会社淡路島観光ホテル

内容量 価格（税別） 兵庫県180ml ¥500264
認定No

メコン川流域の恵まれた環境のもと無農薬で栽培されるメコンサチャインチナッツは、話題のオメ

ガ3脂肪酸を始め、タンパク質、食物繊維、さらにビタミンEも含む自然食品です。

サチャインチナッツ
研光通商株式会社

内容量 価格（税別） 東京都50g ¥400261
認定No

ナッツは厳選したアーモンド、カシューナッツ、くるみ、マカダミアナッツ、パンプキンシードの5種

類をハチミツで漬けています。ナッツは老舗の職人さんが味にこだわって素焼きしたもの。ハチミ

ツは花々によって味や色が季節ごとに味分ける希少な国産ハチミツだけを使用しています。女性に

嬉しいビタミン食物繊維、鉄分、若返りの脂肪酸というオメガ3が多く含みます。ヨーグルトにかけ

ると美味しくてクセになるほど！お酒のおつまみやパンなどにかけてどうぞ！

はちみつナッツ
リセラファーム株式会社

内容量 価格（税別） 島根県125g ¥1,300266
認定No

原材料に自然豊かな「能登の里山」で大切に育てられた、機能性豚肉「能登豚α（アルファ）のめぐ

み」を使用し、噛むほどに旨みが楽しめるポークジャーキーです。「能登豚α(アルファ)のめぐみ」は、

生活習慣病の予防に効果があるといわれている「α－リノレン酸」を豊富に含み、肉質も柔らかく、

コクのある味が特徴なヘルシーポークです。

能登豚αのめぐみ ジャーキー
寺岡畜産株式会社

内容量 価格（税別） 石川県28g ¥500262
認定No
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家庭で簡単に作れて家計大助かり!!急須のいらない健康粉末緑茶。

一茶五役
有限会社 佐とう製茶

内容量 価格（税別） 熊本県100g ¥1,500267
認定No

溶かすだけで簡単に飲めてしかも美味しく、美肌のうるおいや膝関節の痛みを和らげたりと、体に

もうれしい商品です。“極めて高純度の海洋性コラーゲン粉末”を、なんと！３０％もブレンド。しかも、

緑茶と大麦若葉のビタミンCとの相乗効果により、コラーゲンの吸収が効率的！

復活健康美肌緑茶
有限会社 佐とう製茶

内容量 価格（税別） 熊本県100g ¥2,000268
認定No
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取扱店舗よしもと47シュフラン商品

2017年3月現在、よしもと47シュフラン金賞認定商品は下記の店舗にて常時販売を行っております。
今後はより多くのショップを展開し、全国各地で金賞認定商品を販売していく予定です。

https://www.facebook.com/yoshimoto47shufuran/

よしもとのお膝元、なんばグランド花月のショップです。
大阪の観光名所として、全国各地から多くのお客様が来店
されています。

大阪府大阪市中央区難波千日前11-6 なんばグランド花月内
TEL：06-6631-0141

店舗

よしもと47ご当地市場 なんばグランド花月店

沖縄最大のショッピングモール「イオンモール沖縄ライカム」
よしもとショップとして沖縄初出店のショップです。

沖縄県中頭郡北中城村アワセ土地区画整理事業区域内4街区
イオンモール沖縄ライカム 4F [4-26]
TEL：098-931-1101

店舗

よしもと47ご当地市場 イオンモール沖縄ライカム店

2015年12月4日オープンの「イオンモール常滑」に
よしもと47シュフランの旗艦店としてオープンしました。

愛知県常滑市りんくう町2丁目20番3
イオンモール常滑 1F [130]
TEL：0569-36-2033

店舗

よしもと47シュフラン イオンモール常滑店

北海道初出展の「よしもとエンタメショップ」
イオンカテプリ新さっぽろの地下1Fにてよしもと47シュフラン、北海道
シュフラン、よしもとグッズなど今まで北海道では手に入りづらかった商品
を集めたコンセプトショップです。

北海道札幌市厚別区厚別中央２条５丁目７　カテプリ　B1F
TEL：011-807-0197

店舗

よしもとエンタメショップ SHINSAPPORO

Yoshimoto

よしもと47シュフラン

ホームページ
よしもと47シュフランのホーム
ページにて最新情報のお知らせ
や、認定商品の通信販売を行っ
ています。

http://www.yoshimoto47shufuran.jp/

よしもと47シュフラン

Facebook
よしもと47シュフランの活動を
Facebookにてお知らせしてい
ます。
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【よしもと47シュフラン事務局】
運営会社：株式会社シュフラン

〒169-0051東京都新宿区西早稲田2-18-23

スカイエスタ西早稲田2F

TEL：03-6205-6843

FAX：03-6205-6496

http://www.yoshimoto47shufuran.jp/
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