
高知県
清流仁淀川けずり芋 荒けずり
利休

1個 ¥400
「粋に味わう 2ミリの薄さ けずり
芋」。パリッパリの新食感で、甘さ
を控えた芋菓子。　

175ｇ ￥300

6個入 ￥648 300㎖ ￥500

約80g ￥391 1個 ￥1,500

田那部青果

和菓子司 いづみや アセローラフレッシュ あづみ野菓子工房 彩香

mowmow-farm ネオクラシック クローバー

ちゅうちゅうゼリー ジャージー乳のアイスブリュレ 長崎石畳ショコラ

愛媛産柑橘を贅沢に使用し
たゼリー。もはやゼリーと言う
より果実そのものの美味しさ！

皮はザクザクかりんとう。中はしっと
り自家製こしあん。職人がこだわり
抜いた自信作！

第6回ニッポン全国ご当地おやつランキング グランプリ受
賞品。国産アセローラ果汁をふんだんに使用した濃厚な
フローズン。沖縄県でしか飲む事の出来ない貴重な一品。

バウムクーヘンとチーズケーキのコ
ラボ。りんごたっぷりのフルーティー
なおいしさ。

雪ヶ峰牧場・放牧ジャージー
牛の濃厚なミルクを、贅沢ア
イスブリュレに仕上げました。

8段層に重ね、生チョコで
コーティングした長崎の石畳
をイメージしたスイーツです。

お気に入りの『おやつ』に投票しよう！
全国各地から、厳選『ご当地おやつ』がノミネート。あなたの投票で、ランキングが決まる。
●投票締め切り …11/19㊐14:30まで　●結果発表………11/19㊐15:30（ホールA前にて）

※写真はすべてイメージです。
※価格はすべて税込表示です。
※記載内容が変更になる場合ございます。
　予めご了承ください。

北海道
メルチーズ プレーン
P

パティスリー
ÂTISSERIE P

プティ・
etite M

メルヴィーユ
erveille

1箱8個入り ¥1,250
一口サイズの上品なスフレチー
ズケーキ。口の中でふんわりと溶
けていく食感体験をぜひ。

青森県
菜の花おやき
青森・下北ふるさとの会

1個 ¥200
青森県横浜町の菜の花をおやき
の中に入れた、懐かしい田舎の
おやつ。

岩手県
ライ麦レーズン
㈱日進堂・岩泉工場

2枚入 ¥200
贅沢な程にレーズンとクルミを
使ったパン菓子。ワインのお供に
最適です。

宮城県
完熟いちじくのグラッセ
やまうち農園

1個 ¥250
いちじく農家が贈る！新感覚ス
イーツ！濃厚ないちじくでいちじく
の概念を覆してください。

秋田県
雪の茅舎バウムクーヘン
㈱BFダイニング

1個 ¥1,650
県産米粉と比内地鶏卵、銘酒「雪
の茅舎」の酒粕を使用した至極
のバウムクーヘンです。

山形県
焼きチョコ
松月堂 布川

1個 ¥150
厳選した素材を使い、製法にもこだわった「焼きチョ
コ」はそのままはもちろん、ブランデーに浸せば、より
一層チョコの香りが口の中いっぱいに広がります。

福島県
WONDER RED（トマトジュース）
ワンダーファーム

約170㎖ ¥400
「まるで飲むトマトっ！」砂糖・食塩無添
加なので赤ちゃんの離乳食や血圧を気
にしている方へもおススメです！

茨城県
もりあんぱん
森の石窯パン屋さん

1個 ¥250
あんぱん好きな店主が、あんぱん
好きの方の為に作った、理想のあ
んぱんです。

栃木県
サッちゃんぷりん
御菓子処 高徳

1個 ¥250
新鮮な栃木の素材。伝統の本格
蒸し製法。とろける食感と黒蜜の
香りを楽しんでください。

山梨県
八ヶ岳シフォン プレーン
八ヶ岳シフォン工房 月のひるね

1個 ¥300
どこよりもしっとり！ 八ヶ岳の恵みで丁
寧に焼き上げた『八ヶ岳シフォン』は
いかが？

福井県
冨津金時タルト
甘党本陣 嵯峨

1個 ¥170
カットしたリンゴと金時をたっぷり使
用した生地をのせて焼上げた濃厚な
タルト。

群馬県
ふわとろチーズタルト
㈱H.I.D.

1個 ¥260
口どけが良く、濃厚なチーズタルトですが後味は
スッキリとしていてやみつきになる一品‼ 冷やし
ても温めても美味しくお召し上がりいただけます。

静岡県
王さまメロンパン
㈲又一庵

1個 ¥150
クラウンメロンピューレのカス
タードをミルク餡とふっくらした
生地で包んだ商品です。

滋賀県
シフォンケーキ プレーン
シフォンケーキ yon

1個 ¥1,200
添加物を一切使用せずメレンゲ
の力だけで膨らんだふわふわシ
フォンを味わいください。

京都府
飴細工
飴辰商店

1個 ¥700
江戸時代から続く伝統芸。
干支など様々な飴細工を短時間
で成型いたします。

奈良県
天川プリン
今西商店

1個 ¥350
バニラビーンズたっぷり！ 子供に美味
しいプリンをとママの想いから生まれ
た厳選材料を使ったなめらかプリン。 

大阪府
堺名物・くるみ餅「くーるみもち」
泉州庵

5個入り ¥400
千利休の生誕地・堺で茶の文化
と共に長く愛され続けてきた和
菓子の、全国発送な新商品。

兵庫県
宝石フロマージュ
完熟いちご菓子研究所

1個 ¥3,132
果実本来の美味しさがつまった
完熟いちごで作った7層の贅沢プ
レミアムチーズケーキ。

和歌山県
まりひめのいちごシャーベット
木の国ジェラート

1個 ¥300
和歌山特産のまりひめをたっぷりと
使ったいちごシャーベット。まりひめ独
特の香り、色、味をお楽しみください。

鳥取県
ちゅるんと濃厚な梨ゼリーストレート
とっとりなしお商店

1個 ¥430
鳥取産二十世紀梨を丸々1.5玉
分使用し、手作りしています。凍ら
せると食感最高。

岡山県
シーチップスミックス
海幸山幸本舗

1個 ¥540
瀬戸内海産の小魚を丸ごと高温
高圧で加工した新食感サクサク
の黒豆と お魚のチップです。

山口県
がんね栗衛門
㈽がんね栗の里

1個 ¥864
原産地のがんね栗で作った栗き
んとん。無添加で少量の砂糖を使
用した風味豊かなお菓子。

徳島県
鳴門うず芋
㈲栗尾商店

1個 ¥648
丁寧に手切りしたお芋を秘伝の蜜に
漬け込んだ素朴な味わいのお菓子。
モンドセレクション6年連続金賞受賞。

愛媛県
まるごとみかん大福
一福百果・清光堂

1個 ¥400
白あんの上質な甘みが、みかんの程よい甘酸っぱさと絶妙
なハーモニーを奏でます。宇和島市の海端で丹精こめて育
てられたミカンが、大福の中に1個丸ごと入ったスイーツ！

愛媛県

神奈川県

高知県

沖縄県 長野県

香川県
牧場生まれの生チーズケーキ
しおのえふじかわ牧場

1個 ¥1,674
新鮮な牛乳で作った生チーズケーキはお客様が「解
凍と熟成」を、同時に行うことで普通では味わえないと
される熟成中の変化する味をご賞味いただけます。

広島県
広島浪漫バターケーキ ルー トヴィヒ II世
西洋菓子処 バイエルン

1個 ¥1,080
香り高い発酵バターの豊かな風味とや
わらかく添加物を一切省いたバター
ケーキ。

島根県
ままたまごぷりん浮わり
たなべ森の鶏舎直営店 ままたまご

1個 ¥410
ミルキーなパンナコッタと濃
厚たまごプリンの２層に仕上
げた新食感のとろりプリン。

福岡県
熟おひとつ
菓匠むら里

5個入り ¥594
福岡県産いちじく「とよみつひめ」
を使用した風味豊かなお饅頭に
仕上がっております。

佐賀県
komecoro
香月さんちのいちご畑

8個入り ¥800
苺農家のお母さんが佐賀の美味
しい苺と美味しい米粉でお菓子
を作りました。

長崎県
余すことなく茂木のビワゼリー
茂木一〇香本家

1個 ¥324
果肉は勿論！ 種も葉も全て余すこ
となく美味しく食べられる、茂木
ビワゼリーの進化系！

宮崎県
BeBuアイス
高原アイスクリーム研究所

1個 ¥350
搾りたて生乳使用のご当地アイ
スに牛型クッキーをオン！ 牧場手
作り「BeBuアイス」。

紅芋とちんすこうのフローズンちいずケーキ
琉球インタラクティブ㈱

1箱6本入り ¥1,200
沖縄おやつの新定番！
紅芋の甘みを塩ちんすこうが引き立てる
ひんやりとろける新食感ちいずケーキ。

鹿児島県
茶くらじま（さくらじま）
ARvo

1個 ¥350
鹿児島県の最大観光地である活火山の桜島を型どり、全
国2位のお茶生産を誇る鹿児島県産（湧水町）の緑茶を農
園から直接仕入れ新鮮な茶葉を使用したガトーショコラ。

大分県
皮付き干し芋「ちょび」
㈱豊後大野クラスター

1個¥400
大分県産「紅はるか」の皮付き干
し芋。無添加・無加糖・無着色。自
然の甘さしっとり！

熊本県
お茶屋さんのあいすくりーむ
お茶の高島園

シングル ¥300/ダブル ¥500
九州に伝わる無農薬の「玉緑茶」
をアイスにしました。お茶本来の
香りと甘みの味わい！

愛知県
プチヴェールみたらし
三寿園

1本 ¥70
地元JA特産の新野菜プチヴェー
ルと自家栽培米を使用した団子
の地産地消コラボ商品。

岐阜県
栗きんとん
白川菓匠大黒屋

1個 ¥650
岐阜県産の栗を使用し手作業で
丁寧に繰り出した生栗を砂糖の
みで炊き上げた栗菓子です。

三重県
奥伊勢柚子の冷やしパン
㈱宮川物産

1個 ¥250
奥伊勢の冷んやりスイーツ。柚子
カスタードクリームの酸味をお楽
しみください。

富山県
バウムパフェ
菓匠 かじわ屋

1個 ¥300
ジェラートにふんわりしっとりとし
たバームクーヘン、ラスク、アーモ
ンドなどをトッピング。

石川県
KOHAKU（柿シャーベット）
菜夢来

1箱6個入り ¥3,240
お口の中に入れた瞬間ひんやり
とした冷たさの後にやってくる甘
さを体験して下さい。

埼玉県
栗匠 栗饅頭
かにや

1個 ¥300
埼玉県日高産栗の渋皮煮が丸ご
と入った栗饅頭。サク！ ふわ！ ホロ
ホロ！ 新しい味わい。

千葉県
リコッタプディング
近藤牧場

1個 ¥310
低温殺菌ノンホモ牛乳、リコッタ
チーズをたっぷり使ったチーズ
ケーキのようなプリンです。

東京都
クロワッサンコルネ 狭山茶クリーム
ラトリエ・アンソレイエ

1個 ¥230
芯まで焼き込んだサックサクのク
ロワッサンに、東大和産　狭山茶
使用の自家製カスタード。

神奈川県
まじめな蜂蜜 みかん
まじめな蜂蜜

1個 ¥1,400
柑橘ならではの酸味と丸みのあ
る蜜の甘さが合わさった、独特な
爽やかな風味を持ちます。

新潟県
村上ほうじ茶ジェラート
和風ジェラートおかじ

1個 ¥350
創業からの一番人気商品。独自
ブレンドした茶葉をじっくり煮出
し余韻まで楽しめる逸品。

長野県
ほおずきクリームチーズ
ほおずきファーム白馬

1個 ¥900
フルーツほおずきと上質なナチュ
ラルチーズを合わせ上品に仕上
げたスプレッドです。

かりんとうまんじゅう 黒かりん アセローラフローズン チーズinタルトバウム 信州りんご
1個 ￥270／5個セット ￥1,350

長崎県

沖縄県


