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北海道 食 紋別商工会議所

①たこからあげ
②イカポッポ
③紋甜紋甜醤（モテモテジャン）
④かぼちゃのこな

①紋別産水たこを使用し、食べ応えは残しつつ食べやすく下処理をしています。
②鮮度にこだわり旬のイカを使うため時期により、ヤリイカやスルメイカに原料をか
えています。
③有機甜菜や韓国直輸入の有機唐辛子など、素材にこだわり手作りで製造してい
ます。動物性食品不使用で菜食主義者の方でも安心です。
④有機カボチャを皮ごと粉にしました。素材そのままの優しい味は、お子様の離乳
食にも安心してご使用いただけます。

北海道 食・技 美幌商工会議所
①かごバック

②天然ハッカ油スプレー

①希少な山葡萄の蔓の皮を集め、丁寧に籠バックに作成しております。青海波編
み、石畳編み、うろこ編みなども是非ご覧ください。新作のリュック型の山葡萄籠も
披露いたします。
②かわいいラベル、携帯サイズの便利な天然ハッカ油スプレーです。爽やかな清
涼感と、どこか懐かしい香りに仕上げました。ハッカ油に含まれるメントールは、清
涼感と虫よけ効果もありアウトドアにはかかせません。消臭・抗菌・リラックス効果
などもあります。

岩手県 食 釜石商工会議所
①MUSUBit（ムスビ）
②三陸氷菓（さんりくジェラート）

①生地・野菜パウダー・オリジナルペーストでつくられたしっとりほろほろとした新触
感のソフトクッキーです。国産素材を使用し、保存料や香料、着色料は不使用で
す。管理栄養士による監修を受けており、こどもに不足しがちな栄養素を気軽に摂
取できる点にこだわりました。
②釜石の事業者の商材を活用したジェラートで、釜石という地域を味から感じられ
るスイーツです。９種類のジェラートは、それぞれが釜石の特産物を活用している
ため、すべてを味わっていただきたいです。

岩手県 食・技 久慈商工会議所
①黒炭（KUROSUMI）
②白樺炭酸水しらせ

①炭火の質も、食材を活かすアイテムです。当社の黒炭は天然のナラの木を使用
し、着火しやすく高い火力が特徴です。100年以上の伝統と、木炭初の内閣総理大
臣賞受賞による品質で、黒く輝く高品質な木炭をご提供します。
②白樺樹液は木が芽吹きのために大地から吸い上げた水分と栄養で、雪解け頃
の約３週間だけ採ることができます。ノンアルコール飲料として高級宿、ミシュラン
ガイド掲載店、ゴルフ場などに採用いただいています。

山形県 食・技 新庄商工会議所

①Cordovan toricote コードバントリコ
ラウンドロングウォレット
②日本の木・国産無垢材　カフェトレ
イ、積み木etc
③コオロギパスタ

①革マニアの社長小川が「長年の夢を形にする」というコンセプトから誕生した総
革仕様のお財布。使用しているコードバンは馬六頭分。軽量化に成功した逸品で
す。
②日本の木を使った「暮らしの道具」の中から新しい製品を含めて数点展示いたし
ます。
③コオロギパスタには一人前に約10匹のコオロギを配合しています（一袋で約20
匹）。姿形はありませんので、コオロギ初心者の方にオススメです。香ばしくてとっ
ても美味しいパスタです。

福島県 食
会津若松

商工会議所

奥会津金山天然炭酸の水

奥会津金山天然水

「奥会津金山天然炭酸の水」は、一日に限られた量しか採取することの出来ない
貴重な純国産の天然炭酸水を、自然の美味しさを損なわないように、ガラスビンボ
トルにとじこめました。
明治時代、上流社会で愛飲されていた名水を、 独自技術によって、再びお届けし
ます。 2016年の伊勢志摩サミットや2019年のG20大阪サミットでも卓上水として使
われました。平均硬度は45と、軟水にして微炭酸というまろやかな口あたりで、和
洋問わず様々な食事によく合います。

新潟県 旅 上越商工会議所
①おもてなし武将隊アテンドによる必勝
祈願の旅
②岩の原ワイン「深雪花・赤」

三国同盟（上越・上田・甲府）のひとつ「新潟県上越市」の魅力を伝えるため、岩の
原葡萄園をご紹介。岩の原葡萄園は、1890年に日本のワインぶどうの父と呼ばれ
る川上善兵衛によって創業されたワイナリー。今回試飲でご用意する深雪花・赤
（みゆきばな）は、豊かな果実味と樽熟成由来のほのかなロースト香を感じる、バラ
ンスが良い柔らかな口当たりのワイン。ワインの魅力を現地で堪能頂くためにも是
非上越へお越しください。

新潟県 食・技 長岡商工会議所

①Super　Express　Rice　スーパーエク
スプレスライス

②ひょうたん十分盃 ほどほどⓇセット 青
磁

①歴代の新幹線車両をデザインしたパッケージに、地元『特別栽培米長岡産コシヒ
カリ』を入れて商品化しました。お子様からご年配の方まで、お米の美味しさを伝え
ていきたいという願いが込められています。

②十分盃は長岡に江戸時代から伝わるからくり酒杯です。盃に八分目程度酒を注
いでも何も起きませんが、並々注ぐとサイフォンの仕組みが働き、底の穴から全て
お酒が流れ出てしまうというという特性を持っています。

新潟県 食・技 燕商工会議所

①磨き屋シンジケート　ザ・ビアタンブ
ラー　ブラックスタッズ
②紫宝
③黒米ラスク

中空二重構造のステンレスビアタンブラーの外側を鏡面仕上げ、内側をミラー仕上
げにして、電解酸化発色を施しました。日本のモノづくりのエースたちがタッグを組
み究極のビアタンブラーを作り上げました。
②紫宝は、新潟県が開発した、機能性豊かな古代米。ポリフェノールやたんぱく
質、ビタミン、ナイアシン、鉄分、カルシウム、マグネシウム、食物繊維など豊富な
栄養を含み、鮮やかな色あいが特徴です。
③紫宝を10％以上使用。糖質量に抑えながらすだちが少なくしっとりとした味わい
を残したラスクを作ることに成功しました。賞味期限は製造より360日。

新潟県 技 糸魚川商工会議所
①飲むフルボ酸「金龍泉」（㈱山呉）
②バンブーハンモック

①天然酵素フルボ酸濃縮エキスです。フルボ酸の特徴は何と言ってもキレート反
応です。キレート(運び屋)による栄養補給とデトックス。際立つキレート力を比べて
下さい。
②室内でも楽しめるお部屋に置いてもインテリアになるハンモックスタンドを製作し
ました。木の中でも一番しなやかで粘りのある『竹』を使うことで、太く頑丈に重いイ
メージから、細くても丈夫で軽い、女性でも扱いやすい、さらに安心安全を追求しま
した。

新潟県 食・技 十日町商工会議所
①縄文キウイ（さるなし）茶
②雪国生まれのおいしい人参ジュース

①雪国十日町に自生するさるなしの蔓や葉を100％使用し、飲みやすいティーバッ
グにしました。
②発売３０年を迎えたいち粒のロングセラー商品。日本有数の豪雪地帯「新潟県
津南町」が育んだ人参を絞った１００％ジュースです。
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紋別産の原料にこだわった①タコのか

らあげと②イカゴロ焼き風のイカポッポ

自社農苑で栽培した原料を使っている

③辛味調味料と④かぼちゃを皮ごと粉

砕したパウダー。

ハッカ専門店オ

ススメの天然

ハッカ油。天然

成分100％の自

然素材の香りと

効能をお楽しみ

ください。

北海道オホー

ツク産の山葡

萄の蔓の皮

を丁寧に編み

上げました。

国産、天然素

材、国内作家

作品です。

①管理栄養士の監修のもと栄養設計さ

れたクッキーです。

②釜石の事業者の味をジェラートに仕

上げました。

①着火が早く、高火力。BBQから業務用

まで幅広く活躍する木炭です。

②日本一の白樺林 平庭高原の白樺

樹液を使用した無糖強炭酸水。

①革のダイヤモンドと呼ばれるコードバン

（馬革）を使用したラウンド長財布。

②日本の木を使った「暮らしの道具」

③モチモチの麺にコオロギパウダーを練り

込んだパスタです。

奥会津

金山天

然炭酸

の水

奥会津金山天然水

①戦国武将・上杉謙信公の居城、春日

山城を巡る必勝祈願の旅

②三国共通の強み

「ワイン」をテーマ

に個人旅行の誘客

を促進

①『特別栽培米長岡産コシヒカリ』300ｇ

を新幹線をデザインしたパッケージに入

れました。

②倹約の精神を江戸時代から伝える 、

からくり酒器 「 十分盃（じゅうぶんはい）」

①磨き屋シンジケートが開発した

ビアタンブラーです。内面の磨きに

よりクリーミーな泡が出ます。

② ③

①雪国十日町に自生するさるなしの蔓

や葉を100％使用したお茶です。

②日本有数

の豪雪地帯

が育んだ人

参を絞った

100％

ジュースで

す。

①飲むフルボ酸「金龍泉」ドラゴン

ウォーターです。

②竹集成材の美しさと寝心地にこだ

わった国産ハンモック
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富山県 食・技 魚津商工会議所

①熟練した職人が作り出すオンリーワン
腕時計
②BOBO.Gelato
・甘酒と豆乳のミルクジェラート
・甘酒とブルーベリーのソルベ

①真鍮素材等を使い腕時計のケースと文字盤、ベルトを手作りしています。
真鍮の仕上げはあえて綺麗に磨かずに少し古ぼけたような雰囲気に仕上げ、使い
込むうちに更に経年変化で味が出る世界で一つだけの腕時計です。
②豆乳を使ったミルキーで滑らかな舌触りのミルクジェラートと、地元産ブルーベ
リーを使用し、濃縮した甘酒と合わせた他には無い食感の和風ソルベ。乳化剤・安
定剤不使用、完全無添加、植物性由来の原料のみを使用。

石川県 食 金沢商工会議所
①ミニドーナツバー
②ルビーロマンアイス

①～愛情たっぷりだから、「ドーナツ」じゃなくて「ドーナチュ」～
　『ママが子どもに食べさせたいドーナツ』をコンセプトに、保存料無添加で毎日生
地から手作りしています。作ってすぐに冷凍する製法で、美味しくロスなくお使いい
ただけます。
②石川県産オリジナルぶどうで、赤系では日本トップクラスの大きさ・価格帯を誇る
ぶどう。「それは宝石に一番近い果実」。ルビーロマンを使用することで差別化した
チョット贅沢なアイスです。

長野県 食・技 上田商工会議所
①「真田REDアップルジュース　プレミア
ム」1L瓶
②「真田REDアップルジュース」缶

長野県上田地域の地域ブランドりんご「真田REDアップル」を使用した100％スト
レートジュースです。糖分や香料、酸化防止剤等は不使用のため、自然な風味を
そのままお楽しみいただけます。今回は100％ストレートジュースのほか、瓶ジュー
スを使用した菓子等のギフトも合わせてご紹介いたします。

長野県 食・技 岡谷商工会議所
①岡谷味噌各種商品
②岡谷シルクブランド認定商品

①昭和30年に「日本一の味噌生産地」の広告塔が建てられた岡谷市では、当時、
最大48社の味噌業者がありました。現在は9社になりましたが、伝統的な製造・味
を守り続けて製造された、こだわりの味噌商品を展示します。
②かつて製糸生産高が国内の1/4を占めた「岡谷絹」を地域ブランドとして活用す
るためのブランド認定制度を岡谷市が創設して、まち全体のブランド化を進めてお
り、認証されたシルク商品を展示します。

長野県 技 諏訪商工会議所 果汁搾り機「カジュッタ」

長野県諏訪地方の精密機械技術とアイデアで果汁搾り機「カジュッタ」を考案し、地
域の大学や専門家からアドバイスをいただき、産学共同開発で完成した新しい機
構による果汁搾り機です。カジュッタは果実の形状を維持したまま、果肉をそのま
まジュースにするので、素材そのものの風味や味を生かしたフレッシュジュースを
お楽しみいただけます。果実内でジュースに加工することで酸化が抑えられ果物
本来の甘さが際立ちます。

長野県
食・旅・

技
下諏訪商工会議所

①コオロギせんべい
②シャレターバン

①国連でも話題になっている昆虫食。信州の美味しい空気と水で育ち、安心安全
なコオロギのパウダーを練り込んだせんべいです。他に諏訪湖名産でもある公魚
やエビのパウダーを練り込んだせんべいもあります。
②忙しい朝や、ちょっとしたお出かけに、簡単１０秒で装着できるおしゃれなターバ
ンです。１点１点心を込めて手作りしています。足下を飾るおしゃれな足袋「シャレ
タビ」も！一度体験ください。

長野県 食 千曲商工会議所 杏都コンポート

長野県産の杏を使用し、杏の二つ割から瓶詰まで、手作業でひとつひとつ丁寧に
行っております。そのまま食べるのはもちろん、アイスクリームやヨーグルトに添え
たり、サラダのアクセントとしてご利用いただくと美味しいです。紅茶にシロップを入
れると、香り高いアプリコットティーがお手軽に味わえます。また、オレンジ×ブラッ
クの「杏都」デザインは、お洒落なインテリアの１つとなり、贈り物としても大変喜ば
れています。

茨城県 食 土浦商工会議所
①ミニわら納豆 彩セット
②FD710（フリーズドライ納豆） プレーン

①実花®（じづか）納豆(茨城県産) 、大粒納豆(北海道産) 、黒豆納豆(北海道産) 、
小粒納豆(長野県産) 各地の美味しい大豆をわらに包みました。IBARAKI DESIGN
SELECTION 2015食の彩で選定受賞した逸品です。
②豆本来のほんのりとした甘みの小粒納豆（茨城県産大豆100％）を使用したフ
リーズドライ納豆です。。納豆が苦手な方にも、納豆を食べて頂きたいという思い
のもと開発に取り組みました。スナック感覚でお楽しみ頂けます。

栃木県 食 足利商工会議所
①あしかが大麦餃子
②旅する餃子「純風゜」期間限定店舗

①『あしかが大麦餃子』は栃木県産の二条大麦を皮と餡に使用し、食物繊維たっ
ぷりのヘルシー餃子。2020年に某通販サイトで人気ランキング（おかず・お惣菜部
門）第1位を獲得し、現在は足利ブランド推奨品にも認定。販売やギフト、ノベルティ
―など多用途に活用でき、小ロットでオリジナルラベルのＯＥＭが可能です。

栃木県 食 小山商工会議所
栃木県南部で育った夕顔を粉にし、小麦と
配合しかんぴょううどんが出来上がりまし
た。

①かんぴょううどん

かんぴょううどんは、かんぴょうだけで作られているわけではありません。かんぴょ
うの特性を活かすために、栃木県産小麦と栃木県産夕顔から粉末にしたかんぴょ
う粉を配合し風味を損なわないよう入念に製造しております。
かんぴょうには、現代の食生活に不足しがちな食物繊維が含まれており、お年寄り
の方などに適した食品と言われております。茹で上がった麺は、滑らかでツルツル
した舌ざわりとコシが強くモチモチ感があります。

栃木県 技 佐野商工会議所
①コーヒー焙煎機RUBINA
②自家焙煎コーヒー＆ナッツ

焙煎中の色の変化を見ることができる電気式焙煎機です。秘められた焙煎技をプ
ログラミングしたタブレットを操作すれば、どなたでも簡単にプロの焙煎ができま
す。100ｇから１Kgまでの段階で浅煎りから深煎りまで焙煎度合を自由に選択でき
ます。お店の方はもちろん、お客様もコーヒー焙煎を見ることができるので、抜群の
演出効果があります。

群馬県 技 桐生商工会議所
①プリズム グラス
②神の使い～カメレオン～

①吹きガラスのヴェネツィア伝統技法、ムリーニ・ロールアップを用い制作したグラ
スです。約15年この技法を鍛錬し、日本人である自分にしか出来ない繊細な模様
を作り込み、新たな表現を追求しています。
②吹きガラスのヴェネツィア伝統技法、ムリーニ・ロールアップを用い、カメレオンを
モチーフにしたオブジェを制作しました。

や葉を100％使用したお茶です。

①真鍮素材等を使った手作り腕時計。

ケースと文字盤はアンティーク風に仕

上げています。

②自家栽培したお米で麹を造り、濃縮

した甘酒を仕込み、ジェラートの原料に

しました。

イベントやギフトにぴったりのミニ

ドーナツバー。ひとつひとつ大切に

手描きしています。

石川県が14年の歳月をかけ育成し

た「ルビーロマン」を使用したアイス

クリーム

①質のよい

りんごだけ

を厳選して

圧搾し、絞

り出た果汁

100％の

ジュースで

す。

②上田地域のりんご農家が育てたりん

ごだけを使い絞った、100％ストレート

ジュースです。

①かつて全国一の味噌生産地であり、

現在もこだわりを持ち作られている味噌

商品を展示。

②世界から“SILK OKAYA”と呼ばれ、も

のづくりや人づくりの精神を継承したシ

ルク商品を展示。

ホテル・レ

ストランは

もちろん、

CAFÉや

BARなど

様々な

シーンで

ご利用い

ただいて

おります。

従来の

ジューサー

とは違った

新しい機構

により、手

軽で食感

の良い

ジュースが

搾れます。

①八ヶ岳山麓で育ったコオロギパウダー

を練り込んだせんべいです。最近話題の

昆虫食！

②装着簡単、１０秒でアレンジも！おしゃ

れなターバンで気軽にお出かけを！

低糖度（30%）にこだわったシロップ漬け

なので、杏本来のさわやかな酸味と、深

い甘みが特徴です。

②粘り・匂いを抑えた豆乃香菌を使用し

たフリーズドライ納豆です。

①30g入りの可愛らしい

ミニわら納豆の詰め合わせギフトです。

①栃木県産の大麦を使用。販売、ギフ

ト、ノベルティー用など、多用途に活用

できます。

②期間限定

店舗として、

北関東地方

の商業施設

の駐車場に

出店していま

す。

①長い経験が

必要とされる焙

煎技術を、タブ

レット操作で簡

単に再現できる

焙煎機です。 ②焙煎機RUBINAでローストした自家焙

煎コーヒー＆ナッツ。風味豊かで洗練さ

れた味わいです。

①ヴェネツィアの伝統技法を用いたプリ

ズムグラス

②ヴェネツィアの伝統技法を用いたカメ

レオンをモチーフにしたオブジェ



都道府県 ｶﾃｺﾞﾘｰ 商工会議所名 写真① 写真② 商品名 商品のPR

埼玉県 食 所沢商工会議所
①和のスイーツ「狭山茶テリーヌショコ
ラ」

①日本三大銘茶の1つに数えられる埼玉県名産の「狭山茶」の抹茶をふんだんに
使用し、コンベクションオーブンでじっくりと蒸し焼きにしたテリーヌショコラです。ホ
ワイトショコラを使用することで、なめらかな食感と抹茶の風味がやわらかく溶け合
います。賞味期限は3ヶ月でお土産にもピッタリです。粉抹茶もお付けしております
ので、ショコラにふりかける「追い抹茶」で、さらに濃厚な味わいもお楽しみ頂けま
す。

埼玉県 食・技 蕨商工会議所
①わらびの蕨もち
②蕨双子織

①わらび餅のみずみずしい触感、口の中に広がる上品なこしあんとのバランスが
絶妙な新感覚のわらび餅です。㈱生産者直売のれん会とタッグを組み、100年後も
愛されるホンモノ志向をコンセプトに、２年の歳月をかけて開発しました。
②伝統的な「蕨双子織」を機械織で復元しました。現在は、蕨双子織の新テキスタ
イル、スレン加工を施した広幅（120㎝）の織物のほか、現代風の織柄や無地のテ
キスタイル開発にも取組んでいます。

埼玉県 食 狭山商工会議所 狭山茶ペースト

狭山市産の秋冬番茶を水のみでペースト状にしたもので、地域事業者の新たな商
品開発用に製造したものです。特徴としては、添加物を一切使用せず加熱しても
退色がなく、常温での保存か可能なことです。本商品を使用した武蔵野うどんやマ
ドレーヌ、プリンなどの商品が開発されております。

千葉県 食 船橋商工会議所

①『江戸前船橋』瞬〆すずきのパイ包み
焼きwithソースショロン　(海光物産株式
会社)
②ふなばし野菜パスタ
小松菜パスタ／にんじんパスタ　(合同会
社オークウェイ)

①すずきの水揚/漁獲高トップクラスを誇る千葉県船橋から、【江戸前船橋瞬〆す
ずき】を使用し、ミシュランガイド認定フレンチシェフ監修のもと、レストランの味をご
自宅で一手間加えることで完全再現した商品です。
②コロナ禍に地元生産者と一緒に開発した新しい価値を付加した生パスタです。
野菜／小麦／塩のみで作られた安全・安心の商品で、野菜のやさしい彩りと風味
が楽しめ、野菜嫌いのお子様にも評判です。

千葉県 食・技 佐原商工会議所

１クラフトビール
２チーズ
３どら焼き（小豆あん）
４どら焼き（芋あん）
５わらび餅
６干し芋（はるかさん）
７Qナッツ
８プリン
９落花生ペースト
１０落花生ペースト（渋皮付き）
１１ジンジャーシロップ
１２ホステルコエド
１３商家町ホテルNIPPONIA

１地元産ホップのクラフトビール　　　　　　　　　　　　   ２地元産生乳のフレッシュチーズ
３甘さを抑えたどら焼き（小豆あん）　　　　　　　　　　  ４甘さを抑えたどら焼き（芋あん）
５香取神宮の参拝者に人気の一品　　　　　　　　　　  ６甘みが強く美味しい干し芋
７甘みが詰まったQナッツ界の革命児　　　　　　　　　 ８地元産のクラシックプリン
９地元産ピーナツを使った無添加商品　　　　　　　　  １０地元産ピーナツを使った無添加商
品（渋皮付き）
１１JGAP農場で生産された生姜シロップ　　　　　　　　１２旅の安らぎの宿
１３蔵や古民家を改修したホテル

千葉県 食 東金商工会議所
①チョコたっぷりしみこみ東金いちご
②東金いちごハーバリウム

①東金産いちごをフレッシュなうちにフリーズドライして、たっぷりのホワイトチョコを
中までじっくりしみこませました。
いちごの香りと風味がふんわり、中までしみしみのホワイトチョコレートのくにゅっと
した歯ごたえが美味しい！
②旬に収穫されたフリーズドライ東金いちごを、ひまわり油で味と香りと美味しさを
閉じ込めました。サクサクとした食感が楽しめます。
残ったひまわり油も、ドレッシングとしてご活用いただけます。

神奈川県 食・技 横須賀商工会議所

①ヨコスカゴールド（たのしや本舗）
②ヨコスカブルー（たのしや本舗）
③ティアラ玄米酵素（ティアラ）
④湧河車
⑤三浦一族の旗印　きむらご（いづみ
や）
⑥よこすか焼きverJSDF

①クセのない味わい、豊潤で飲み飽きしないビール。初の常温保存可能。
②横須賀銘水・走水の湧水を使用したサイダー。横浜の老舗オリツルサイダーを
継承。
③プラセンタと高麗人参が同時に摂取
④デトックス、ダイエットにお薦めの玄米酵素。国内生産なので、安心・安全。
⑤三浦一族の旗印をお菓子に。三種の風味と食感、色も再現。
⑥30年の歴史がある「よこすか焼き」が護衛艦パッケージで新登場。

神奈川県 食・技
小田原箱根

商工会議所

①箱根 火山弾
②サクサク！箱根ありへいとう

①溶岩の表面を模した黒いお餅に、火の粉に見立てた一味唐辛子の赤い粉をま
ぶして、中には岩塩入りのこしあん。甘辛な味わいがクセになるお団子です。
②戦国時代から伝わる飴菓子「有平糖」を、箱根の名所をイメージした「箱根旧街
道石だたみ」と、箱根山麓紅茶を使用した2種類があります。

その他にも、箱根ジオパークを想起させるオリジナリティあふれる特産品が多数あ
ります。

神奈川県 食 三浦商工会議所
①かじきのキャベツメンチ
②づけ丼の具　白皮かじき

神奈川県三浦市は、三崎まぐろや三浦野菜で有名な素材に恵まれた町。創業100
年の羽床総本店が培ってきた、化学調味料を使わず魚の旨みを引き出す技を、新
たな発想形にしました。
①レンジで温めるだけのかじきのキャベツメンチ。新鮮な『かじきのミンチ』と三浦
名産のキャベツたっぷりのヘルシーな惣菜。
②稀少魚『白皮(しろかわ)かじき』のづけ丼。もっちりとした食感がくせになる、まぐ
ろの町・三崎ならではの解凍するだけで手軽な商品。

山梨県 食 甲府商工会議所
①やまなし名水純米酒＆リキュール

甲府盆地を取り囲むように聳え立つ、富士山、南アルプス山系、八ヶ岳に降り積
もった雪解け水がそのミネラルを取り込んで清純な伏流水となり、その伏流水を使
用して醸した純米酒とその純米酒をベースにしたリキュールです。今回は南アルプ
ス水系の「太冠」、「春鶯囀」と八ヶ岳水系の「谷櫻」の3蔵が日替わりで出展しま
す。試飲コーナーもありますのでぜひ会場に足をお運びください。

山梨県
食・旅・

技

富士吉田

商工会議所

①富士山ビスコッティ
②ウォームファーム大判ブランケット

①イタリア語で「2度焼いた」という意味を持つ、硬さが売りのトスカーナ地方の郷土
菓子ビスコッティ。富士吉田産のクラフトビールの麦芽粕、河口湖の老舗酒造の酒
粕、山梨県産ワインのワインパミスを練り込みました。
②山梨県保有の特許技術を活用して作られた、光吸収発熱保温糸「バナウォー
ム」を使用した大判ブランケットです。ウール100％で暖かさが長持ちし燃えにくい
素材を使用した、体をすっぽり覆える大きなサイズです。

静岡県 食 静岡商工会議所

①徳川家康公献上静岡茶
②とろろ芋羊羹
③静岡抹茶あずき食パン
④わさび蓮根味噌漬け
⑤家康公お手植えみかんのチョコレート
⑥徳川将軍家献上深むし茶

２０２３年の大河ドラマ「どうする家康」が放映中です。今年は”徳川家康公”に注目
が集まっています。そこで、家康公ゆかりの静岡・浜松・岡崎の３商工会議所が
ネットワークを組み、家康公が愛した魅力あるグルメ・健康食・パワーフード等、家
康公由来の新たなお土産品やメニューを開発しましたので、ぜひお立ち寄り下さ
い。

ズムグラス レオンをモチーフにしたオブジェ

①日本三大銘茶の1つ「狭山茶」の抹茶

をふんだんに使用したテリーヌショコラ

です。

②洗うほど肌に馴染む特徴があり、保

温性と通気性を兼ね備えた超高密度な

奇跡の織物です。

①味や形にこだわり開発に２年。日本

一小さな市・蕨発の新名物です。

狭山市茶と水のみを原料として

ペースト状にしたもの。地域事業者

の商品開発用に製造したもの。

①江戸前船橋瞬〆すずきを使ったパイ

包み焼きです。ご自宅でレストランの味

わいを！

②地元船橋の名産野菜を生パスタに練

り込みました。令和4年千葉県優良県産

品です。

１２ １

地元産食材等を使用した数々の
歴史的町並み全体を一つのホテルにし

つらえた古民家ホテルと⑫リーズナブ

ルなゲストハウス

②旬のフリーズドライ東金いちごを、ひ

まわり油で味と香りと美味しさを閉じ込

めました。

①フレッシュいちごをフリーズドライ。香

りがふんわり中までしみしみホワイト

チョコ。

②戦国時代から伝わる飴菓子「有平糖」。

箱根の名所をイメージ、箱根山麓紅茶を

使用。

①噴火の時に放出される溶岩のかたま

り「火山弾」に見立てたお菓子。

①三浦野菜と三崎名産のかじきの味噌

漬けが融合した、温めるだけで食べら

れる魚の惣菜です。

①生で食せる新鮮な白皮かじきのづけ。

最新の冷凍技術をつかい、最高の味わ

いを届けます。

①甲府盆地を取り囲む高山の伏流水で

醸した純米酒です。



都道府県 ｶﾃｺﾞﾘｰ 商工会議所名 写真① 写真② 商品名 商品のPR

静岡県
食・旅・

技
浜松商工会議所

➀(株)ナイストゥハブ
・戦国武将名言アクリルスタンド
②(株)四季彩堂
・出世箸
・遠州木綿お薬手帳（家康バージョン帯）
・遠州木綿御朱印帳（家康バージョン帯）
・遠州木綿お茶缶（家康バージョン帯）
・武将手描きポストカード

２０２３年大河ドラマ「どうする家康」が放送中です。今年は”徳川家康公”に注目が
集まっています。今回、家康公ゆかりの静岡・浜松・岡崎の３商工会議所がネット
ワークを組み出展します。浜松商工会議所では、家康公等に由来する新商品開発
を支援しており、今回２企業が出展。その他にも当地にて開発された新商品展示
や観光情報を来場者に発信します。ぜひお立ち寄り下さい。

静岡県 食 富士商工会議所
① 富嶽麦酒（ふがくばくしゅ）
② うちっちのコオロギサブレ

①しっかりとしたコクと芳醇なアロマの余韻が特徴のIPL（インディアペールラ
ガー）。
富士山の伏流水を使用しております。 アルコール5%。ジャパン・グレートビア・ア
ワード2021にて銅賞受賞。
②富士市産ほうじをサブレに練り込んで焼いております。
自社で養殖したコオロギは風味が豊かで、ほうじ茶サブレとの相性も抜群です。

岐阜県 食・技 大垣商工会議所
①Math Salt（マスソルト）
②大垣城 純米酒

①ひのきの香りとバスソルト（塩）の効能が楽しめる、新しいバスアイテム。枡に
入ったソルトを湯船で溶かすだけで、至福のリラックスタイムが訪れます。枡の底
には、心温まるメッセージが印字されています。
②木曽川水系の湧水を使用し、蔵元が厳選した米と岐阜県酵母で醸した純米酒で
す。岐阜県産酵母によって醸し出された米の旨味と、杜氏の技による後味のキレ
が特徴です。※全国燗酒コンテスト 最高金賞（2回）受賞蔵

岐阜県 技 各務原商工会議所
①３重構造カーテン”ラクシス”
②左：息する植木鉢
②右：美濃友禅染“絵絹”タペストリー

①空気の層が窓からの熱の流出入を防ぐ事で断熱性を高め、効率の良い冷暖房
で電気使用量やCO2排出量を削減します。
②左：屋上庭園で使われてきた不織布は通気性、保水性に優れ植木鉢自体が呼
吸をするように植物の根に最適な状態を保ちます。リサイクル原料や端材を使用
し、環境に配慮したSDGSに適した商品です。
②右：日本画の絵絹文化の継承はもちろん、新たな可能性をご覧ください。発色が
特に良く他のアイテムも引き立てます。

愛知県
食・旅・

技
岡崎商工会議所

①みまもる家康
②麩まんじゅう
③PENTASTONE［ペンタストン］

愛知県 技 瀬戸商工会議所
①顔香炉２
②美の小物　お香立て

①ロングヒットの顔香炉、お香だけでなくアロマオイルも使え花器にもなる優れも
の。手作りならではの表情がいい。
②瀬戸焼の香立てです。約100種類の和柄がありひとつひとつ職人の手で作り出
され特徴のある逸品です。お皿は箸置きとしても使っていただけます。弊社の看板
商品で日本国内及び海外の販売も重視しております。

愛知県 食 豊田商工会議所

①香嵐渓あすけもみじ塩
②米ぬかバターサンド
③足助塩せんべい
④think butter sand
⑤糀プリン
⑥豊田の逸品茶匠の抹茶そば
⑦米ぬかフィナンシェ「こがねいろ」

市内74件に及ぶ応募の中から「もらって良し、あげて良し、売って良し」の観点で審
査の上14商品を認定しました。7事業所が出展し、それぞれお茶、米、卵をはじめ
とした地域特産品を使用した和菓子・洋菓子を試食を含め紹介しています。まだあ
まり世に出ていない新商品や、人気店の新たな商品もございます。ぜひブースへ
お立ち寄りください。

愛知県 食・技 常滑商工会議所
①常滑焼　昭龍天目　レインボー　茶器
揃
②常滑焼　ラスター釉　茶注

①日本遺産　常滑焼の鮮やかな新作です。
海外でも大好評の「昭龍天目」の逸品です。（木箱入り）
②日本遺産　常滑焼のあざやかな新作です。
海外でも大好評の「ラスター釉」の逸品です。伝統工芸士　都築豊作（木箱入り）

愛知県 食 江南商工会議所
元祖愛知五三焼おもちかすてら

愛知産もち粉＆米粉に、愛知産本みりんを加え濃厚なコクに仕上げた愛知の技と
知恵が育んだ新商品。独自の生地の配合割合＆手焼きにこだわった焼成技術で
不可能と言われていたもち粉主体のクオリティの高いスイーツ。
グルテンフリー、無添加に加え蜂蜜不使用で、乳幼児から高齢者まで、安心して食
べていただけます。さらに、賞味期限を常温30日から250日を視野に開発をし、世
界に向け輸出ができる準備をしています。

愛知県 食・技 小牧商工会議所 名古屋コーチン親子丼ミールキット

日本三大地鶏の一つである名古屋コーチン。よくしまった身は弾力があり、コクの
ある旨みが特長です。
当店では、契約養鶏所さんから仕入れる純系名古屋コーチンを中心に使用してい
ます。
ヒヨコから精肉まで一貫生産されており、ストレスをかけずに育てられた鶏は上質
な肉質をもっていることが魅力。
出汁は名古屋コーチンのガラから時間をかけてじっくりととることで、上質な鶏の旨
味がギュッと詰まっています。和食屋のこだわりです。

三重県 技 桑名商工会議所

①「ハードスタイルケトルベル」
　　（有）伊藤鉉鋳工所
②鋳物製焼き網　「プログリル」
　　日研工業(株)

①ハードスタイルケトルベルは、一般女性向けの8KGタイプからケトルベルエリート
向けの48ＫＧタイプまで各種の重量を取り揃え、ビギナーから本格派まで様々な
ニーズに応えています。直接触れるものだからこそ品質にこだわった商品です。
②プログリルはU字溝（180番）にぴったり乗せられるアウトドアに便利な商品です。
遠赤外線効果はもちろん、油との相性が良いので使えば使うほど焼き網に油がな
じみます。

滋賀県 技 長浜商工会議所
①いろ浜独楽
②浜椀

①「木地師文化発祥の地　滋賀県」に1200年伝わる轆轤技術を活かして作り上げ
た「いろ浜独楽」は、滋賀県の伝統工芸品です。美しい木目と鮮やかな色合いで、
使うほど温もりを感じられます。
②滋賀県湖北地方に伝わる「長浜仏壇」を製作する職人が、漆塗りの技術を活か
し漆器を創作しています。一つ一つ丁寧に塗りを施し、丈夫に仕上げました。
滋賀県が誇る伝統技術と職人の心を宿した品ですので、滋賀の木工技術を味わ
いに是非お越しください。

ほうじ茶の香りとコオロギの風味を楽し

める一品となっております。

②水の都「大垣」の湧水をふんだんに使

い、お米の旨味とキレの余韻を感じるお

酒です。

①枡ごとお風呂に入れるバスソルト。内

底に、大切な人へ贈りたいメッセージが

隠れている。

①仕組み

は魔法瓶

と同じ。保

冷、保温

が優れて

いる為、

電気の削

減に繋が ②左：ニードルパンチ不織布の植木鉢

②右：爽やかで優雅な雰囲気が漂うタペ

ストリー

①家康公と熟語を刻んだ金刻プレートで

す。②高たんぱく低カロリーの麩まんじゅ

うです。

③徳川家康公と四天王で構成した転がら

ない五角形の「石アレー」です。

②ひとつひとつ職人の手から作られ男

女問わず人気のあるお香立て
①香炉のお皿とカバーが顔になっている香炉

創立70周年記念事業として、豊田のイ

チオシおみやげを認定し内7商品を出

展します

出展の1つ：豊田産米ミネアサヒの米ぬ

かを使用したフィナンシェ「こがねいろ」

②日本遺産 常滑焼のあざやかな新作

です。海外でも大好評の「ラスター釉」の

逸品です。

①日本遺産 常滑焼の鮮やかな新作で

す。海外でも大好評の「昭龍天目」の逸

品です。

日本初/匠の力で餅をカステラへ

変身。もちもち感&しっとり感が強

く、”あっ”と驚く濃厚なコクと食感。

名古屋コーチンの肉と卵、さらに鍋まで

セットになっておりますので、届いたら

すぐ食べられます。

①ケトルベルインストラクター監修の元、くわ

な鋳物の技法を受け継ぐ職人が作る商品。
②蓄熱性に優れた焼き網からの遠赤効果で、

お肉をふっくら、ジューシーに焼き上げます。

②指で漆下地の模様をつけるオリジナル

技法「砂紋塗」の漆器です。世界に一つ

だけの器です。

①滋賀県産の桜材を轆轤（ろくろ）を

絵付けした、遊び心満載の縁起が良

い彩り独楽です。

①おもてなしセレクションに認定された「金刻」の真鍮（しんちゅう）に徳川家康公

と運を呼び寄せる熟語を刻みました。財布などに忍ばせれば「家康」がそっとみ

まもり（見守、身守）ます。

②昔ながらの製法で、ひとつひとつ手作りにこだわり、高たんぱく低カロリーの生

麩で包んだカラフルな麩まんじゅうです。

③全て石で造られた通称「石アレー」。重さの中央値を徳川家康公になぞらえ 、

上下を徳川四天王で構成した転がらない五角形（ペンタゴン）の石（ストーン）。



都道府県 ｶﾃｺﾞﾘｰ 商工会議所名 写真① 写真② 商品名 商品のPR

大阪府 食 大阪商工会議所

①OKARADA　アップサイクルフード（bar
& granu)

②OKARADA　カヌレ

①20年以上のパン職人の経験を活かし、おからやモルト粕をアップサイクル。シリ
アルバー7種と、規格外国産野菜などを合わせた新しいグラノーラ４種。一部グル
テンフリーやビーガン食にも対応しています。

②おからと米粉で出来たグルテンフリーのカヌレ。本場のパリジャンヌ直伝のレシ
ピに、日本人のもったいないと優しさを込めました。

兵庫県 食・技 尼崎商工会議所
①尼いものつるの炊いたん
②尼崎あんかけチャンポン

①一度は姿を消した尼崎名産の「尼いも」が2003年に市民の努力で復活。
「ツル」の部分を佃煮にしたところ、ご飯のお供にぴったり。
ノーマル・かつおまぶし・ピリ辛・山椒の4種類あります。
②尼崎では高度経済成長期、おなかをすかせた職人さんの食欲を満たすメニュー
として、ボリュームたっぷりのあんかけチャンポンが人気メニューになりました。

兵庫県 技 宝塚商工会議所
①真菰（まこも）茶
②野菜パウダー

①宝塚西谷の里山地域の綺麗な水で栽培された「真菰（まこも）」を焙煎してお茶
にしました。植え付けから刈り取りまでを手作業で行っています。
②宝塚西谷産の規格外の野菜をパウダー加工し、捨てられるはずの野菜を新た
な商品に仕上げました。テーマは「自然のちからでＳＤＧｓ」。食品だけではなく、石
けんや化粧品も展示していますので、ぜひ当ブースまでお越しください。

奈良県 技
大和高田

商工会議所

①「働き者の足を支える靴下」「歩く、走
る、飛ぶ、止まる、テーピングの靴下」
「天然素材　ゆるっと靴下」「足の悩みを
解決する靴下」
②葛和紙のストール（編み物・織物）

①「靴下で暮らしが変わる」がコンセプト。用途にあわせて靴下をはきかえることを
提案。自慢の技術に新しい感覚をコラボさせ、メイドイン奈良にこだわり、創造性の
ある靴下を国内外に発信したいと思っています。OEM/ODM生産承ります。
②吉野葛の繊維をアップサイクルした和紙の糸を利用した繊維製品で、天然素材
が持つ抗菌力と和紙が持つ特性を活かした吉野葛の新たなサスティナブルな特産
品。麻のようなシャリ感と通気の良さと軽さが特徴です。

和歌山県 食 御坊商工会議所
①わさび葉ジェノベーゼ
②真妻わさびチョコレート

①屋内水耕栽培で大切に育てる「真妻わさび」。栽培する過程でたくさん取れるわ
　さび葉を風味豊かなジェノベーゼソースに仕上げました。バゲットやソテーにオン
　して食べれば お口の中がイタリア～ン。白ワインが欲しくなります！特にパスタ
　との相性は抜群！
②真妻わさびのエッセンスをチョコレートに閉じ込めました。くちに含むと真妻わさ
　びの風味がくちいっぱいに広がり、後から爽やかな辛みが押し寄せます。真妻
　わさびを感じる大人のチョコレート登場です！

鳥取県 食
米子商工会議所/

境港商工会議所

①鳥取ポップコーン
②アップルパイ
③ウイスキー
④純米吟醸いなたひめ強力
⑤冷凍お好み焼

①国産とうもろこしに、鳥取県産の食材で味付けした手作りポップコーン
②「鳥取・大山の恵みが芳醇りんごを包み込む」至極のアップルパイ
③厳選されたモルト原酒を倉吉市の地下水で仕上げたウイスキー
④幻の酒米と呼ばれていた鳥取県原産の酒造好適米「強力米」を復活させて仕込
んだ純米吟醸酒
⑤1958年創業、境港名物のお好み焼きが、冷凍パックになりました。
など、山陰から厳選した品を展示致します。

岡山県 食 岡山商工会議所
①倉敷おからクッキー　おから×桃から
②岡山県産青バナナと国産牛すじのパ
イシーケララカレー

「くだもの王国おかやま」で太陽をたっぷり浴びて育った果実を使用した、こだわり
の逸品「おかやま果実」。モモやブドウはもちろん、バナナ、パイナップルなどの南
国フルーツまで、充実のラインアップです。
国産大豆と県産白桃を使用したヘルシーな“おからクッキー”や、フランスのグルメ
ガイド掲載店による青バナナ入りの本格派スパイスカレーなど、新製品も出展しま
す！果実の新たな美味しさを、ぜひご賞味ください。

広島県 技 福山商工会議所 2023年新型6タイプ「新しい福山琴」

福山城築城400年応援サポーターいぶくろ聖志さんがおススメする「新しい福山琴」
2023年新型6タイプが登場。福山の琴工房の持つ技術により、奏者のことを考え、
従来の伝統的な福山琴に創意工夫を加え、想いを形にしました。その響きをぜひ
お楽しみください。

広島県 食・技 府中商工会議所
①インディゴデニムペーパー
②乳歯ケース（桐製）

①古くから備後絣の産地として栄えた広島県備後地方。この地域にある世界有数
のデニム生地メーカーの工場から毎日生まれるデニム糸や生地の廃材を使って、
福祉施設で働く障がいのある方の手漉きで生まれた藍の風合いのある温かい紙
です。
②桐箱の乳歯ケースやブレッドケースをいち早く開発し、自社オリジナル商品を拡
充。常時400品目をストックしており、すべて自社製造で日本製です。文字やロゴ入
れなどの加工に幅広く対応しています。

香川県 技 坂出商工会議所
①LEDテーブルライト「Luce Lucciola
（ルーチェ・ルッチョラ）」
②石粉塗Zoukoku各種

①「世代を越えて受け継がれる灯り」をコンセプトに、岡部憲明がデザインしたLED
テーブルライトです。基板の製作、組立を職人が１つ１つ行っており、なめらかな曲
線のデザインと長寿命が特長です。自宅やオフィスでの使用の他、新築祝いの贈
り物等としてもおすすめです。
②「香川漆器」を中心とした、現代生活に合うテーブルウェア―としての漆器を取り
扱っております。オリジナルの「石粉塗」庵治石と香川漆器の使いやすさをご紹介
します。

福岡県 食 北九州商工会議所
①パステルムース
②くろがね羊羹・堅パン

①栄養のある朝ごはんを手軽にそして彩も豊かに。パンに塗って食べるだけで野
菜が摂れる！パンそのものや素材の味を存分に味わっていただきたいので、食品
添加物や砂糖を加えず野菜の力で美味しく仕上げました。
②くろがね羊羹はあえて強い甘みが出る上白糖を使用。かつて製鐵所の労働者
の栄養補給食として昼夜の労働を支えました。堅パンは長く保存できるように水分
を極力少なくし、鉄のように堅いものが出来上がりました。

福岡県 食 直方商工会議所

①こめっこ焼き、コロッケ、バラ寿司の
具、マサラチキン、唐揚げ（いずれも冷凍
食品）【有限会社しまや】
②米粉・玄米米粉のクスクス、米粉・玄
米米粉のグラノーラ、安心安全な米粉、
農家直送別格米、米味噌【米貴】
③ホットケーキミックス、エナジーバー、
発芽玄米パフのグラノーラ【株式会社明
光商事】

米粉加工品を中心に出品します。一部商品で使用する「ふくのこ」は血糖値上昇抑
制効果が注目されています。
①添加物を極力排した体にやさしい商品です。急速冷凍で出来立ての味を提供し
ます。OEM対応可能です。
②米粉のクスクスの調理法はお湯を注ぐだけ。介護食、離乳食、非常食とさまざま
な用途に対応した商品です。
③生産者と協力し、ウエルネス・健康食品市場に特化した循環型社会へ貢献でき
る商品作りに取り組んでいます。

だけの器です。い彩り独楽です。

①日本古来のおからや近年増加するビー

ル粕をアップサイクルしたバーやグラノーラ

②グルテンフリーカヌレ。おからと米粉を

使い独自の製法で焼き上げました。

②「尼崎あんかけチャンポン」をご家庭で

も気軽に味わえる半なま麺とスープの

セット

①「尼いもはつるもおいしい」という声か

ら素材の味を大切に炊き上げたうす味

の佃煮

①宝塚の里山

で栽培された

スーパーフー

ド「真菰（まこ

も）」をお茶に

加工しました。

②宝塚西谷産の捨てられるはずの規格

外の野菜をパウダー加工しました。

①足のお悩みを解決するあしサポシリーズ ②葛和紙のストール。

吉野葛の和紙糸製品です。

①真妻わさび

のわさび葉を

使ったジェノ

ベーゼソース

です。パスタと

の相性が抜群

です。

②真妻わさび

の風味とさわ

やかな辛みを

感じる大人の

チョコレートで

す。

①豆腐と

モモの「お

から」で作

る手焼き

クッキー。

カロリーコ

ントロール

にも活

躍！

②岡山県

産青バナナ

を使用した、

本格派スパ

イスカレー

です。

②香川原産「庵治石」を漆に混ぜており、

傷が目立ちにくく、指紋が付きにくい漆

器。

①「ひと筆描き」のデザインを追及。

「蛍」のようなやさしい光で手元を照らし

ます。

①野菜の色を前面に出し、目を引くパ

ステルカラーで食卓に色を添えます

②「くろがね」とは鉄を意味する言葉で、

大正時代に官営八幡製鐵所で生まれた

お菓子です

福岡県産米・米粉加工品、

冷凍食品を出品します。

一部商品で「ふくのこ」を

使用しています。

江戸時代より続く福山琴の伝統を守り

つつ、創意工夫を加えた、「新しい福山

琴」です。

①捨てられる廃材に命を吹き込み、

あたらしいコトを芽吹かせる『⼿漉きの紙』

②桐製の丸形乳歯ケース。手のひらサイ

ズで名入れもできます



都道府県 ｶﾃｺﾞﾘｰ 商工会議所名 写真① 写真② 商品名 商品のPR

佐賀県 食・技 唐津商工会議所
からつ唐辛子
①赤唐辛子一味(赤獅子)
②青唐辛子一味(青獅子)

唐辛子の由来は諸説ありますが、安土桃山時代に大陸から持ち込まれたという説
が有力です。唐津は佐賀県北西部に位置しており、古来より大陸との交流拠点と
して発展してきた街です。
気候的にも海風に守られ霜が降りにくく、農業にはとても適した土地柄であり、香り
高く･風味豊かな良質の唐辛子を自家生産していることが特徴です。
唐津で生まれる希少な国産唐辛子。小気味の良い辛さをご堪能ください。

佐賀県 技 伊万里商工会議所
①HAKO
②うにチーズくんさき

①「HAKO」のコンセプトは『しまわなくていい段ボール箱』。
コンテナボックスのような大容量と丈夫さ、そして段ボール箱のような手軽さ、
２つの掛け合わせで軽量&コンパクトで収納、持ち運びまでこれ一つ。

②薫製したさきいかを雲丹とチーズで仕上げました。
濃厚な雲丹の味にチーズがマッチしたワインによく合うおつまみです。

佐賀県 技 有田商工会議所

①パスタやカレーなど多用途な楕円皿。

絵柄は13種で選ぶ楽しさもあります。

②山忠独自の軽量強化磁器を使用した食

器シリーズ

①hoval -ほおばる-
②Koselig-aritaシリーズ

①楕円皿「hoval」は、日常使いに嬉しいサイズ、フォルムを開発し、有田焼ならで
はの上品さも追及。シンプル、モダン、伝統柄と幅広くラインナップしました。
②山忠独自の素材"軽量強化磁器"を使用した食器シリーズ。
「軽い」「強い」「保温性が高い」という優れた性能を持つ素材を使いやすい形状と
モダンなテイストに仕上げました。

佐賀県 食 武雄商工会議所
①王様のパイ 佐賀んセット
②王様のパイ グルマンセット

①発酵バターを贅沢なまでに使用したパイ生地をベースに佐賀の特産品を織り込
んだ佐賀を満喫できるセットです。サックサックな食感と発酵バターと佐賀の特産
品とのコラボは他にはない逸品です。
②パイ生地にハーブを折り込んだちょっと大人のお菓子です。こちらの商品は紅茶
やコーヒーよりもワインや洋酒の方がよく合います。簡単なおつまみで軽くお酒が
飲みたい時など持って来いの商品です。

熊本県 食・技 人吉商工会議所
①桃小龍香炉
②創作竹細工・八龍米

①自然豊かな人吉で作る古仏頂焼の天と地を繋ぐ龍が桃を送る初めてのお使い
ではしゃぐ姿が愛らしい香炉です。一度目にすると忘れられないインパクトを放つ
作品たちをどうぞご覧ください。
②全て無農薬・無肥料の自然栽培で育て、太陽の光で乾燥させた「八龍米」と、地
元の良質な竹で製作している創作竹細工ギフト商品及び個性的な竹細工商品をど
うぞご覧ください。当日は、ブーズにて陶芸・竹細工の実演を行います。

熊本県 食 牛深商工会議所
①「深なさけ漬け」
②天草真鯛ごま漬け

①そのまま食べても、ちらし寿司の具にしてもおいしいです。（冷蔵庫内で解凍後、
2週間はおいしく召し上がれます。）しょう油をたらすとソフトな味わいです。
②朝〆から製品製造までを一貫生産しており、食品添加物不使用の自家製ごまだ
れは胡麻をたっぷり用いて香り良く仕上げております。

大分県 食
豊後高田

商工会議所

①hibino pancake mix ヒビノパンケーキ
ミックス（プレーン・蕎麦の実・きなこ・ほう
じ茶）　②食べるフラワービオトープ
③大分県産 ドライ バタフライピー
④お父さん専用肉焼き鉄板

①大分県産の農薬・化学肥料不使用の小麦を使用してパン屋店主が製造。「混ぜ
るだけ」でおいしいパンケーキが焼けます。
②癒し時間をもたらす花の贈り物。眺めて楽しんだ後はお料理にも使えるお手入
れ簡単な花のギフト。冷蔵便で発送可。
③大分県産のバタフライピー（ドライ）。お茶やお料理にどうぞ。美しいコバルトブ
ルーを楽しめます。
④鉄工所＋牧場主＋焼肉店が共同開発。家族のために腕を奮いたいお父さんの
想いに応えます。

宮崎県 食 都城商工会議所
①宮崎牛ビーフシチュー

②わしの脇腹 豚なんこつシチュー

①ふるさと納税全国No1の肉の都、都城市の人気店である「福元洋食店」。オリジ
ナルのソースを使用し、お店の味を忠実に再現したリッチなレトルトビーフシチュー
をご紹介。　贅沢な商品なのでギフトに重宝します。

②南九州の郷土料理の豚なんこつ煮込を洋風にアレンジした、ゴロっとトロっとし
た豚なんこつが魅力のレトルトシチューをご紹介。バケットとワイン、パスタ、キャン
プ飯などアレンジは自由自在。カレー味もご用意。

宮崎県 技 日南商工会議所
①東炊（あずまだき）リネンブラウス
②ベルギーリネンジャケット

①伝統的な釜炊き法で染色した国産リネン生地は、柔らかく肌に優しい着心地。厳
選した日本の生地を国内縫製、ミセスが着やすいウェアに仕立てました。
②表情豊かなベルギーリネン生地を、風合いが際立つシンプルなジャケットに仕立
てました。すっきりとした首元が春にぴったり。国内縫製です。

沖縄県 食・技 沖縄商工会議所
①Ｃｈｕｒａ　Kimono
②ジャーマンケーキ

①「我が子に着物を着せてあげたい。」という思いから誕生したコザ生まれChura
Kimonoは、ボタンとファスナーをとめるだけで簡単に着られ、帯結びも自然なシル
エットです。またご家庭でお洗濯でき、お手入れが簡単です。
②昨年沖縄県は、復帰50年を迎えました。このジャーマンケーキは、嘉手納基地と
隣接する沖縄市（KOZA）が発祥とも言われています。沖縄のジャーマンケーキを、
全国の方々に味わってもらい、沖縄を感じてもらえたらと思います。

①染み渡る深い辛味と密かな甘味 ②香り高く、爽やかな風味と色

サイズは大と小の2種類でカラーは4色

展開。インテリアとしてもマッチします。

さきいか

にうにと

チーズの

風味をブ

レンドした

おつまみ

①イタリアの伝統的な郷土菓子を佐賀

の特産品とコラボさせたセットです。
②甘さ控えめなワインや洋酒のつまみと

してご利用できるお菓子です。

①桃を抱えた龍の子供の香炉です。長

口から炎ならぬ、香の煙を吐きます。

②自然災害に負けなかった土地で育て

た自然農法米と創作竹細工ギフトを準

備しています。

①きびなごを甘酢に漬け刻み生姜と黒ゴ

マをまぶしたすっきりした甘酢漬けです。
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眺めて食べ

て楽しめる

食用花の

ギフト。

国東半島

素材の

パンケー

お肉を美味しく焼くことだけに特化した、

「お父さん専用肉焼き鉄板」

②看板商品の継ぎ足しのソースと

宮崎県産・鹿児島県産の豚なんこつ

170ｇを使用

①野菜など余計なものは一切入れず、

オリジナルのソースとたっぷり100ｇの

宮崎牛を使用

①リネン100％。フリーサイズ。カラーは

生成、ピンク、ブルー。
②リネン100％。フリーサイズ。カラーは

ホワイト、イエロー、ブルー。

①ボタンとファスナーを伝統的なシルエットの

着物に取り入れ、簡単に着られます。

②濃厚なチョコレートスポンジにココナッ

ツプティングをのせサイドにはアーモンド、

食感が癖になるケーキです。


