
　　　　

かな 都道府県 店舗名 代表品目 柱番号 かな 都道府県 店舗名 代表品目 柱番号

あいづ 福島 上菓子司　会津葵 かすてあん会津葵 た てん 三重 かつおの天ぱく かつおぶし削りぶし
四季重寶

あかふく 三重 赤福 赤福餅 なかた 石川 きんつば　中田屋 きんつば
あつぎ 神奈川 厚木ハム マンガリッツァベーコン にほん 東京 日本ハチミツ料理研究所 熊本産ツクシイバラの

蜂蜜
あとりえ 長野 アトリエ・ド・フロマージュ オマール海老のグラタン のざくら 静岡 野桜本店 匠技わさび漬 Ｆ・G-4

あゆの 滋賀 あゆの店きむら ひとくち子持ちあゆ塩焼き はちき 京都 京の鳥どころ　八起庵 鴨なんば
いいお 京都 飯尾醸造 餃子（チャオ酢） はなおれ 京都 京寿し吟撰 I-3・4

いいじま 長野 みすゞ飴本舗　飯島商店 四季のジャム はね 香川 和三盆　羽根さぬき本舗 四季の華わさんぼん

いけだや 埼玉 草加せんべい　いけだ屋 炭火手焼「匠」 はまみね 三重 浜峰のひもの カレイ一夜干し
いすこ 神奈川 イスコ 満月の初摘みオリーブオイル はれま 京都 はれま チリメン山椒
いのうえ 神奈川 鎌倉　井上蒲鉾店 梅花はんぺん ふうりゅう 島根 風流堂 シベリア
えまさ 富山 江政商店 あじみりん干 ふむ 石川 加賀麩　不室屋 家伝かしわのじぶ煮

おおたき 静岡 駿河府中　大滝商店 釡あげ桜えび ぶるー 滋賀 ブルーベリーフィールズ
紀伊國屋治兵衛 カカオベリー

おかの 東京 虎ノ門　岡埜栄泉 豆大福 ほうぼう 群馬 芳房堂 栗甘納糖初霜風情 F・G-3

おくい 福井 奥井海生堂 五年蔵囲利尻昆布 ほんちょう 山形 つけもの処本長 野菜・山菜粕漬
おき 高知 沖の島水産 かつおわら焼きたたき まだむ 新潟 マダムキッカワ 鮭の生ハムマリネ仕立て

かなや 栃木 金谷ホテルベーカリー ブラックココア
&コーヒーブレッド Ｆ-4 まつい 大阪 あご匠　松井 つまみ飛魚

かねだい 北海道 カネダイ大野商店 特大級子持ち生干しししゃも まつづき 愛知 御菓子所　まつ月 「選」月乃福福餅

かねみつ 富山 かねみつ 富山マリアージュ
～昆布〆ベーグル まつば 石川 松葉屋 月よみ山路

かも 京都 賀茂とうふ　近喜 米麹甘酒みそ豆腐 まるかめ 鮭乃　丸亀 〈新秋さけ〉
さしみ鮭昆布じめ D・E-2

きすけ 宮城 味の牛たん㐂助 ゆでたん D・E-2 みくに 広島 三國屋 焼寿司海苔推奨

きっかわ 新潟 千年鮭きっかわ 千年鮭　極み みっく 大阪 ミック メイプルヌーヴォー

きゅう 東京 銀座　久兵衛 太巻 C・D-1 むかい 福岡 辛子明太子のむかい むかいくんの燻製

ぎょく 岐阜 玉子屋別館　玉辰樓 ひつまぶし むらおか 佐賀 村岡総本舗 特製切り羊羹

くちーな 東京 クチーナ ヒラタ 手打ちタリアテッレイタリア産
ポルチーニ茸のソース むらかみ 京都 京つけもの　村上重本店 千枚漬

ぐんじ 東京 もりしま 滋賀 近江牛　毛利志満 近江牛  ちょこっと丼

けいま 広島 桂馬蒲鉾商店 尾道散策 やおひで 徳島 八百秀商事 本場鳴門生わかめ

こばやし 長崎 小林商店 生赤うに やまがた 山形 山形養蜂場 栃の木蜜 B・C-3

ごま 東京 胡麻油の関根 関根の胡麻油 やまぐち 石川 輪島海房　やまぐち むしあわび

さかい 山形 麺匠　さかい 山形県産
でわかおり七割新そば やまつ 大阪 やまつ辻田 「恋衣」石臼挽き朝倉粉山椒

さかすて 富山 堺捨 白えびの押し寿し K-5・6 やまと 石川 ヤマト醤油味噌・ひしほ蔵旨口生（なま）醤油「北前船」

さとう 秋田 佐藤養助商店 稲庭干温飩切落し やまやす 東京 山安海苔店 やわらかのり
さんぽう 京都 三宝庵 葉とうがらしちりめん ら りゅう 京都 柳桜園茶舗 成里乃（なりの）ブレンド抹茶

「匠（たくみ）」

しじまや 石川 四十萬谷本舗 匠 かぶら寿し

しまかわ 富山 島川あめ店 豆乳のキャラメル

しゃん 兵庫 上海餃子
か ごとう 北海道 五島軒 洋食盛り合せ＆選べるカレー Ｂ・C-2じゃぱ ジャパンファーム F・G-2

しらけん 宮城 白謙蒲鉾店 極上笹かまぼこ

しろたえ 東京 しろたえ ガトーショコラグリオット B・C-3

じんない 北海道 マ印　神内商店 醤油いくら

すや 山形 八代目　酢屋清内
せいりゅう 奈良 錦の里　清流庵 柿えくぼ

たかの 長崎 髙野屋 まぐろからすみ

たちばな 三重 料理旅館　橘 的矢かきめし弁当

たんの 山形 楢下宿　丹野こんにゃく 昆布じめ刺身こんにゃく

ちょう 山形 老舗　長榮堂 熊本県産和栗
「生ふわ和栗もち」

ちんりゅう 神奈川 ちん里う本店 花梅二年漬
つくば 茨城 筑波ハム 無添加ロースハム

てんぐ 広島 天狗寿司 箱寿司 K-6・7

とくなが 鹿児島 徳永屋本店 島津揚げ
とめぞう 千葉 本家　留蔵 蒸しサバ
どんこ 静岡 ローストビーフの店

ＤＯＮ幸庵
しずおか和牛

赤身ローストビーフ I・J-4

あ

冨久家エマーユ イタリアンロールケーキ 4日(土) 限り
午後2時頃から販売

ま

や

な

は

か

た

さ

6日(月)・7日(火)限り
各日とも午後2時頃から販売

特別限定販売
《時間限定販売　■11月1日[水]→7日[火]》

あなごめし　うえの

1日(水)・2日(木)限り
各日とも午前10時30分頃から販売

杉山フルーツ 生フルーツゼリー各種

お食事処
※ラストオーダー午後７時  最終日はラストオーダー午後５時

銘酒百選
日本ワイン特集　11月1日(水)→3日(金・祝) のみの販売 
日本ウイスキー特集    11月4日(土)→7日(火) のみの販売

EV前

ビーフヘレカツサンド新世界　グリル梵
※7日(火)は午後5時の
販売はございません。

鳥料理　玉ひで 元祖親子丼

各日とも
午前11時30分頃から販売

各日とも正午頃と
午後5時頃から販売

※ 6 日(月) は 終日、7 日(火) は
午後5時の販売はございません。

玉出 木村家 ベネティアーナ

（ 音順）

【8階 催会場】

味百選 ■11月1日（水）→ 7日（火）
※連日午後７時３０分まで開催、最終日は午後６時閉場。
※都合により出品店舗、出品商品が一部変更になる場合がございます。
あらかじめご了承下さい。

各日とも正午頃と
午後5時頃から販売

柚子水餃子

藤子ばあちゃんのまごころ米石川

※混雑状況により整理券を配布する場合がございます。

あなごめし弁当

北海道

第38回　グルメのための


