
　　第６０回（２０１９年度）全国推奨観光土産品審査会入賞品

賞の種類 部門 商品名 内容量 本体価格 業者名 地区名 住所 電話番号

厚生労働大臣賞 菓子 しろえび撰 1枚×18袋 ¥1,000 日の出屋製菓産業㈱ 富山 南砺市田中411 0763-52-6441

農林水産大臣賞 食品 京づつみ 2種類入 ¥500 ㈱西利 京都 京都市下京区堀川通七条上ル西本願寺前 075-361-8181

経済産業大臣賞 民工芸 風鈴　折り鶴　金/こげ茶 260ｇ ¥3,500 ㈱岩鋳 岩手 盛岡市南仙北2-23-9 019-635-2501

国土交通大臣賞 グローバル 木の扇子(青森ひば材） 1個 ¥8,500 舘　タテグ工芸 青森 八戸市小中野5-10-31 0178-24-5438

観光庁長官賞 全部門より 美らスイートポテトタルト～黄金芋と紅芋のマリアージュ～ 90g×3個 ¥1,500 黄金茶屋 沖縄 うるま市字前原183-2　うるマルシェ内 080-9242-9604

グローバル 大阪おこしゃんせ　18個入 ¥1,370 ㈱ドロキア・オラシイタ 大阪 大阪市浪速区敷津西2-1-8 06-6647-2000

グローバル テーブルセンター 1枚 ¥4,800 橋本修治商店 京都 京丹後市大宮町口大野565 0772-64-2127

グローバル 沖縄　白寿面シーサー 1kg ¥13,500 工房　春うらら 沖縄 宜野湾市喜友名1-29-12 090-7587-0663

菓子 青森グルメせんべい 16枚入 ¥1,000 ㈲八戸屋 青森 むつ市新町47-3 0175-22-3324

菓子 海峡小角せんべい 60枚入 ¥1,500 ㈲八戸屋 青森 むつ市新町47-3 0175-22-3324

菓子 水戸の梅 6個 ¥720 亀印製菓㈱ 茨城 水戸市見川町2139-5 029-305-2211

菓子 干し芋オランジェッタ 5個 ¥1,200 小野瀬水産㈱ 茨城 筑西市玉戸1004-22 0296-26-7555

菓子 かんぴょうといちごのハーモニー♪　12個入 ¥600 ㈱野沢商店 栃木 河内郡上三川町大字多功1890 0285-53-0020

菓子 味あわせ　ソフト手揚げもち　8袋入 ¥880 ㈱七越製菓 埼玉 さいたま市中央区上峰2-3-9 048-852-3753

菓子 東京ピーセン　欧風カレー　6袋入 ¥650 ㈱榮太樓總本鋪 東京 中央区日本橋1-2-5 03-6880-2903

菓子 プティ・フール・サレ 170g ¥1,800 ㈱レザンジュ 神奈川 鎌倉市御成町13-35 0467-23-3071

菓子 爽か滴　きいちご・ゆずオレンジ 35g×6個 ¥800 ㈱鼓 石川 金沢市かたつ12 076-237-0370

菓子 しらすちりめんせんべい(黒箱入) 10袋入 ¥1,200 ㈲マルナカ珍味 愛知 豊橋市湊町67-1 0532-52-0832

菓子 いちご夢二　4個入 ¥480 竹久夢二本舗敷島堂㈱ 岡山 瀬戸内市邑久町尾張1153-1 0869-22-0145

菓子 酒香もみじ 10個入 ¥1,389 ㈱にしき堂 広島 広島市東区光町1-13-23 082-262-3131

菓子 じゃこせん（じゃこ天せんべい） 100g ¥500 ㈱おがた蒲鉾 愛媛 西予市宇和町大江412番地1 0894-62-5880

菓子 Sugar沖縄焼菓子研究所　Tigre　Box　6個入 1種×2個、4種×各1個 ¥1,500 ㈱トランク 沖縄 那覇市宇栄原1-15-1　1階 098-859-0050

食品 田子豚味噌漬 250g×3p ¥1,800 ㈱肉の博明 青森 三戸郡田子町大字田子字天神堂向41-5 0179-32-3307

食品 カキの燻製 1串×6袋入 ¥1,300 ㈱ヤマウチ 宮城 本吉郡南三陸町志津川字五日町3 0226-46-2159

食品 カキ燻製　醤油　詰め合わせ 燻製1串×6袋，カキの
醤油130g瓶1本 ¥1,900 ㈱ヤマウチ 宮城 本吉郡南三陸町志津川字五日町3 0226-46-2159

食品 米沢牛すみれ漬(味噌吟醸酒粕漬) 5枚入(350g) ¥5,000 ㈱米沢牛　黄木 山形 米沢市桜木町3-41 0238-22-2241

食品 香しお　5種 25g×5本 ¥2,600 ㈱Ante 石川 加賀市篠原新町1-162 0761-74-8002

食品 葉桐　鈴子缶2個セット　50g×2 ¥2,000 ㈱葉桐 静岡 静岡市葵区足久保口組1733-1 054-206-0111

食品 わさビーズ 23g ¥550 ㈱田丸屋本店 静岡 静岡市駿河区下川原5-34-18 054-258-1115

食品 三河煙火　手筒竹輪 特選ちくわ5本,豆ちくわ
10粒,生姜豆10粒 ¥2,800 ヤマサちくわ㈱ 愛知 豊橋市下地町字橋口30-1 0532-52-7139

食品 香葉茶　化粧箱入　36杯入 ¥1,450 ㈱孔葉堂 京都 京都市北区紫竹牛若町26 075-493-0736

食品 昆布の水塩　海17％ 150ml ¥1,200 ㈱松前屋 大阪 大阪市中央区心斎橋筋2-8-1 06-6213-0084

食品 紀州　梅真鯛梅 6個入 ¥3,000 ㈱岩谷 和歌山 東牟婁郡串本町大島284-1 0735-65-8011

食品 紀州南高梅　「三色梅」 3種×4粒 ¥3,500 ㈱紀和農園プロダクツ 和歌山 和歌山市本渡239-4 073-479-2839

食品 宮崎魚うどんギフトセット 220g×6袋 ¥3,000 ㈱器 宮崎 宮崎市昭栄町199-1 0985-86-7600
食品 喜界島の黒糖焼酎飲み比べ3本セット 100ml×3本 ¥1,000 喜界島酒造㈱ 鹿児島 大島郡喜界町大字赤連2966-12 0997-65-0251
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賞の種類 部門 商品名 内容量 本体価格 業者名 地区名 住所 電話番号

民工芸 三陸鉄あわびセット 小箱20個入 ¥28,000 ㈱熊谷鉄工所 岩手 大船渡市三陸町綾里字大明神13 0192-42-3076

民工芸 展勝地　さくら染め　タオルハンカチ 1枚 ¥1,091 さくら染家　和の衣さとう 岩手 北上市鍛冶町1-9-10 0197-64-0843

民工芸 酒勾瓶　一合 180cc　1個 ¥5,100 安養寺窯　 宮城 仙台市宮城野区安養寺1-30-2 022-233-1007

民工芸 箸置き　木の葉セット 桐箱３個入 ¥5,500 大岩彫金 新潟 燕市東太田6762-2 0256-64-3792

民工芸 咲くすず　桜バージョン　2個入 ¥3,600 ㈱織田幸銅器 富山 高岡市金屋本町3-34 0766-24-6154

民工芸 BEER　MUG 鎚目 1個 ¥12,000 ㈱織田幸銅器 富山 高岡市金屋本町3-34 0766-24-6154

民工芸 近江麻布ばすたおる 1枚 ¥2,686 第三セクター　㈱夢京橋 滋賀 彦根市本町2-1-3 0749-27-5501

民工芸 ボトルカバーサムライ鎧 84g/1個 ¥6,500 ㈲スタッフ/SAMURAI　AGE 福岡 福岡市南区大楠2-4-23 092-531-2800

菓子 みちのくいわての味せんべい　雑穀ざんまい　12枚入 ¥800 社会福祉法人カナンの園  生活介護事業シャローム事業所 岩手 二戸郡一戸町奥中山字西田子1447-3 0195-35-2883

食品 明宝トマトケチャップ 300g ¥600 ㈱明宝レディース 岐阜 郡上市明宝寒水268-1 0575-87-2388

民工芸 金物をデザインした手染めの風呂敷 90×90㎝ ¥4,500 竹岱亭 兵庫 三木市吉川町西奥1223-16 0794-73-1385

グローバル 酒勾瓶　一合 180cc　1個 ¥5,100 安養寺窯　 宮城 仙台市宮城野区安養寺1-30-2 022-233-1007

菓子 爽か滴　塩ソーダ・ぶどう 35g×6個 ¥800 ㈱鼓 石川 金沢市かたつ12 076-237-0370

食品 縄文のり 180g×2個 ¥1,500 久二　野村水産㈱ 北海道 函館市臼尻町245 0138-25-3456

民工芸 大人の折り紙・青森伝統工芸文様　津軽研ぎだし変わり塗 8枚入 ¥500 ㈲イシオカ工芸 青森 弘前市大字堅田2-7-5 0172-34-6222

グローバル プレサドール～Presser'dor 190ml×5本 ¥5,000 ㈱北海道アグリマート 北海道 樺戸郡浦臼町字於札内381-10 0125-67-3777

菓子 玉露ちょこおかき 15個入 ¥1,000 舞妓の茶本舗 京都 京田辺市普賢寺上大門2-1 0774-62-0256

食品 おつまみあわび 5粒 ¥500 ㈱信玄食品 山梨 甲州市塩山藤木1870 0553-32-3324

民工芸 木の扇子(青森ひば材） 1個 ¥8,500 舘　タテグ工芸 青森 八戸市小中野5-10-31 0178-24-5438

グローバル 江戸切子風鈴　桜 1個 ¥9,000 彩り硝子工芸 東京 江東区亀戸4-19-13サニービル2階 03-5609-3618

菓子 東京ミニバーム　武蔵野日誌チョコ・ホワイト　8個入 ¥1,315 ㈱青木屋 東京 府中市南町6-12-1 042-368-3009

食品 薫る粉醤油　プレーン 40g ¥1,000 吉村醸造㈱ 鹿児島 いちき串木野市大里3868 0996-36-3121

民工芸 テーブルセンター 1枚 ¥4,800 橋本修治商店 京都 京丹後市大宮町口大野565 0772-64-2127

グローバル 富士山火山クッキー 5本 ¥1,000 ㈲ソルベグラスヨコハマ 山梨 南都留郡忍野村内野190 0555-84-3276

菓子 ちびまる子ちゃんアマンド娘 8個 ¥1,000 ㈱たこ満 静岡 菊川市上平川565-1 0537-73-5289

食品 ひらつか七夕ラーメンセット 麺130g×3,スープ45ml
×3 ¥1,000 百番 神奈川 平塚市四の宮3-11-14 0463-22-1550

民工芸 しあわせトンボ 1足650g ¥20,000 花森商店 静岡 静岡市葵区屋形町28-16 054-253-0804

グローバル ボトルカバーサムライ鎧 84g/1個 ¥6,500 ㈲スタッフ/SAMURAI　AGE 福岡 福岡市南区大楠2-4-23 092-531-2800

菓子 大砂丘静岡マスクメロンクリーム 6個 ¥926 ㈱たこ満 静岡 菊川市上平川565-1 0537-73-5289

食品 ご献上ハタハタちまき しそ醤油味、しょっつる
風味、各90g×3個 ¥2,667 ㈱鈴木水産 秋田 山本郡八峰町八森字磯村72-3 0185-77-2217

民工芸 遠州綿紬ふぇいすスタンド 1個 ¥2,800 ㈱栄商会 静岡 浜松市東区神立町116-5 053-464-0601

グローバル どんぐりころころ 50g ¥1,500 ㈱こまむぐ 埼玉 川口市元郷4-6-6-5 048-229-8053

菓子 新・平家物語 9小箱入 ¥1,158 ㈱にしき堂 広島 広島市東区光町1-13-23 082-262-3131

食品 人吉15年 720ml ¥2,500 ㈱りーな21　蔵元屋 熊本 人吉市上青井町120-4 0966-24-0122

民工芸 最上紅花®紅お猪口　御用小町紅®笹紅 1個 ¥15,000 ㈲あいあい 山形 山形市平清水1-1-15 023-625-7744

グローバル 蓬莱　純米大吟醸　色おとこ 720ml ¥1,790 ㈲渡辺酒造店 岐阜 飛騨市古川町壱之町7-7 0577-73-0012
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