
びわ湖の幸を中心とした

食の美味しさを全国の

皆様にお届け出来れば

と思います。

地元で好き嫌いが分かれる

クセのある商品ですが、

出来るだけ古漬けを使いコリコリ

の食感とたくわんの風味が

しっかりしたモノを使用しています。

ヘルシーでありながら美味し

いもの。 その一つが大豆製

品だと思います。 もっと美味

しく、 もっと健康にと願って

作っております。

つるやパン
滋賀県湖北地域で1960年から販売しているご当地パンです。
コッペパンにタクワンのマヨネーズ和えをサンド！
一日3000個売れています。

●サラダパン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・224円

なかや

住所

お問合せ

長浜市加田町２３２４

可

TEL.０７４９‒６２‒５３４１
https://www.nakaya-tofu.net

地元に根付いた商品を、素材の良さを最大限に引き出しながら
大切に作っております。おいしさはもちろん、毎日の健康へのお
手伝いにもなる豆腐や湯葉などの大豆製品をお届けしており
ます。

●ねぎみそ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・496円
●おからパウダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432円

お取り寄せ

住所

お問合せ

長浜市木之本町木之本1105

可

TEL.０７４９-82-3162

お取り寄せ

株式会社 菓匠禄兵衛

住所

お問合せ

長浜市木之本町木之本１０８７

可

TEL.０７４９‒８２‒８０８８
https://rokube.co.jp

大正15年、滋賀・湖北地方。日本三大地蔵のひとつ「木之本地蔵」に見
守られ、北国街道の宿場町として栄えた木之本町で、菓匠禄兵衛は創
業いたしました。今なお趣き深い町並みが広がるこの地から伝統と革
新が織り成す、新しい和菓子をお客様の元にお届けいたします。

●本之木餅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・151円
●家倉大納言どら焼き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・248円
●オトナレモンケーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・248円

お取り寄せ

伊吹食品株式会社

住所

お問合せ

長浜市一の宮町３-７

可

TEL.０７４９‒６２‒０６７２
http://www.tsukudani-ibuki.co.jp

弊社の強みは単に琵琶湖産湖魚の佃煮だけでなく、滋賀県北
部の特産品である朝倉山椒の佃煮を製造・販売している点にあ
ります。特に小あゆの木の芽煮はその両方の特徴を生かした小
鮎と葉山椒の湖北ならではの佃煮に仕上がっております。

●小あゆ木の芽煮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円
●えび豆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432円
●本もろこ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円

お取り寄せ

株式会社 魚三

住所

お問合せ

長浜市元浜町12-7

可

TEL.０７４９-62-4134
http://www.uosan.net/

明治38年創業。自社で直接生産者（漁師さん）より仕入れ、加工、
販売までを一貫して行っております。添加物を加えずに心を込め
て手作りした商品を販売しております。

●ふなずし（お試し）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

お取り寄せ

https://www.tsuruyapan.jp

2021 12.16THU > 19SUN

CHABARA日本百貨店しょくひんかん

長浜商工会議所 令和3年度 伴走型小規模事業者支援推進事業

長浜のうまいもんよばれやんせ S H I G A  K I T A B I W A K O

弊社は創業以来60余年地元特
産品である実山椒、葉山椒、琵琶
湖産の数々の湖魚の佃煮を中心に
製造販売を行って参りました。この基
本路線を軸に、若い世代や海外に
も受け入れていただける商品展開を
模索していきます。

私たちのお菓子づくりはまず、素材選
びから始まります。生産者の声を聞き、
高品質で安心安全なものを選りすぐ
ります。そして職人の手により、素材の
持ち味を生かした上質な和菓子をお
客様の元にお届けいたします。ぜひ素
材や製法にこだわりぬいた和菓子をご
賞味ください。

アンケートを
ご回答いただいた方の中から

抽選で35名様に
QUOカード500円分が当たる！

https://forms.gle/KX6CjDpQv7GVk8VM9

【参加方法】
❶当マルシェで販売している商品を1つ以上購入する
❷QRコードを読み取りアンケートに回答
※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

豊かな自然と歴史・

文化の中で育まれ、

素材や製造にこだわった

「本気の食」をお届けします。

秀吉が築き、

新たなものに挑戦する気風と

活気にあふれたまち・長浜。

●表示価格はすべて税込みです。



大正10 年創業。

昔ながらのホッと一息

つけるような懐かしい味を

大切にしています。

どこにでもあるものではく、

ここにしかない味を大切に

守り続けています。

水と原材料に

こだわった

和菓子です。

『健康な生活は健康な

大地から』 を合言葉に、

自然にも人にも優しい農

法で作った私たちの農産

物を是非ご賞味ください。

長浜浪漫ビール株式会社
湖国の豊かな自然で育てられた近江牛のうまみと安心で安
全な食品を基に、レトルト食品の簡便と時短のニーズの高ま
りが、ファンを獲得しています。

●近江牛ビーフカレー（3食入） ・・・・・・・・・・・・1,296円
●近江牛ビーフハヤシ（3食入） ・・・・・・・・・・・・1,296円
●長浜IPAスペシャル缶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・385円

山路酒造有限会社

住所

お問合せ

長浜市木之本町木之本990

可

TEL.０７４９‒８２‒３０３７
https://www.hokkokukaidou.com

1532年創業 今も残る昔ながらの街並み。室町時代から近江の
木之本で造り続ける清酒北国街道と桑の葉のリキュール桑酒。
日本でも他にないお酒です。そんな珍しい桑酒を使った焼き菓
子も今回初めて東京の地でご紹介致します。    

●桑酒300ml源蔵徳利・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,210円
●北国街道無濾過しぼりたて生酒・・・・・・・・・・1,485円
●桑酒アマンディーヌ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・240円

お取り寄せ

住所

お問合せ

長浜市朝日町14-1

可

TEL.０７４９-６３-４３００

お取り寄せ

有限会社茶のながはま

住所

お問合せ

長浜市神前町10番57号

可

TEL.0749‒62‒6655
http://nagahama-cha.com/

滋賀県産茶葉を使った商品の開発に努めています。

●近江紅茶ティーバッグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432円
●近江のかぶせ茶ティーバッグ・・・・・・・・・・・・・・432円
●近江のくきほうじ茶ティーバッグ・・・・・・・・・・・432円

お取り寄せ

柏屋老舗

住所

お問合せ

長浜市分木町3-36

可

TEL.０７４９‒６２‒０６２１
https://www.facebook.com/kasiwayarouho/

淡海の國、長濱にて創業して八十数余年、「季節の便りは和菓子
から」をモットーに霊峰伊吹より湧き出る水と、厳選された材
料を使った和菓子を作り続けてきました。

●秀吉出世どら焼き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・194円
●昇龍梅（４個入り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・810円
●山の幸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・885円

お取り寄せ

有限会社 もりかわ農場

住所

お問合せ

長浜市高月町東柳野1244

可

TEL.０７４９-８５-２４２８
https://www.m-noujou.co.jp

もりかわ農場は『日本の食と農地を未来につなぐ』をモットー
に、生命を守り、自然との関わりを大切にする農業を追究し続
けています。できるだけ自然に不荷を与えず、安全、安心はもち
ろん食味にとことんこだわっています。

●無添加手作りいちじくジャム・・・・・・・・・・・・・・・626円
●おかんの味噌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432円

お取り寄せ

https://www.romanbeer.com

長浜萬商株式会社
長浜の郷土料理「さばそうめん」を取り扱う商社です。湖北
地域には母から娘に味を相伝する郷土料理「さばそうめん」
があります。そんな愛情溢れる素材を商品化したものが当
社開発の「長浜つるつる焼鯖そうめん」となります。

●長濱つるつる焼鯖そうめん・・・・・・・・・・・・・・・・730円
●インド鯖そうめん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・880円
●イタリア鯖そうめん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・880円

株式会社一湖房

住所

お問合せ

長浜市三ツ矢元町11-20

可

TEL.０７４９‒６５‒３９７８
https://www.ikkobou.com

合鴨の加工に関しては、他店に負けない自信があります。

●鴨のピリ辛みそ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円

お取り寄せ

住所

お問合せ

長浜市南田附町３１５

可

TEL.０７４９-63-8181
https://seikin-d.com

お取り寄せ

エザキせんべい製菓

住所

お問合せ

長浜市八幡東町２６０

可

TEL.０７４９‒64‒1860

創業から90年以上を数える地元に密着したせんべい屋。
地元湖北のお子さんからご年配の方まで幅広い年齢層に愛さ
れ続けています。

●ポンせんべい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432円
●ピリカラせんべい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

お取り寄せ

鍋庄商店

住所

お問合せ

長浜市朝日町6-6

可

TEL.０７４９-６２-３４９１
https://nnabeshou.amebaownd.com

創業は明治2年、６代続く老舗醤油屋です。長浜駅や黒壁スク
エアからも徒歩５分圏内といった観光地内にあり、映画寅さん
の撮影現場やトヨタのテレビCMにも起用されたこともある店
構えです。

●まろやか醤油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400円
●しょうゆ麹・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・380円
●マジカルディップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・420円

お取り寄せ

佐藤酒造株式会社

住所

お問合せ

長浜市榎木町979番

可

TEL.0749-68-3600 
http://www.nagahamanosake.com

美しい奥びわ湖と聴衆文化に彩られた郷土長浜の地酒「湖
濱」。地元の米と名峰伊吹山を水源とする清水を用い、手作りに
こだわり醸しだした芳醇旨口酒を追求しています。

●湖濱 特別純米酒 720ml・・・・・・・・・・・・・・・・1,540円
●びわ湖長濱ブルー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・880円

お取り寄せ

長浜のうまいもんよばれやんせ S H I G A  K I T A B I W A K O

消費者の方に喜んで

いただける商品開発

に取り組んでおります

日本最古の茶処近江。

小さな産地から大きな

味わいが生まれます .

この時期ならではの無濾過の生
酒と日本でも唯一山路酒造が
造る桑の葉のリキュール。 梅酒の
ように甘いお酒。 麹のはたらきで
もち米が糖化した甘味。 そしてそ
の桑酒を使った焼き菓子桑酒ア
マンディーヌをお届けいたします。

滋賀長浜から鴨製品を

全国にお届けしています。

無添加で一つ一つ心を

込めて手作りしています。

地酒を通し郷土の魅力を

発信する事を目指し

2011年に創業。

郷土料理と共に楽しめる

芳醇旨口酒を追求。

滋賀県長浜の郷土料

理のさばそうめんをインス

タントで再現しました。

驚くほどつるつるです。

長浜から世界へ羽ばた

かせてください。


