
（50音順） かな 店舗名 代表品目 柱番号 かな 店舗名 代表品目 柱番号

あいづ 上菓子司 会津葵 かすてあん会津葵 Ｆ-7 たまひで 鳥料理　玉ひで 《髙島屋限定》元祖親子丼 A-2

あかふく 赤福 赤福餅 Ｊ-7 たんの 猶下宿 丹野こんにゃく 玉こんにゃく煮 Ｊ-3

あつぎ 厚木ハム ベーコン Ｉ-7 ちょうえい 老舗　長榮堂 生富貴豆 Ｉ-8

あとりえ アトリエ・ド・フロマージュ 自家製生チーズケーキ Ｉ-4 ちんりう ちん里う本店 花梅三年熟成 Ｄ-3

あなご あなごめし うえの あなごの笹めし Ｈ-5 てんぱく かつおの 天ぱく 鰹節削り節 四季重寶 Ｇ-4

いいじま みすゞ飴本舗　飯島商店 四季のジャム Ｇ-5 とうきょう 東京 吉兆 鯛茶漬け Ｃ-2・Ｄ-1

いけだ 草加せんべい　いけだ屋 炭火手焼「匠」 Ｇ-5 とぅーら トゥーランドット臥龍居 ハーブ豚とカニの手作りワンタン Ｋ-6

イスコ イスコ エクストラバージン
オリーブオイル　イオ Ｆ-8 とくなが 徳永屋本店 島津揚げ Ｌ-7

いづう いづう 鯖 甘鯛盛合せ Ｅ-7 とめぞう 本家　留蔵 本家留蔵　特撰ごま漬け Ｆ-8

いのうえ 鎌倉 井上蒲鉾店 梅花はんぺん Ｉ-3 どん 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 Ｋ-4

えーでる エーデルワイスファーム 望来豚ベーコン Ｋ-5 なかた きんつば　中田屋 きんつば Ｆ-8

えまさ 江政商店 あじみりん干 Ｉ-8 にしきの 錦の里清流庵 柿えくぼ Ｇ-3

おおたき 駿河府中 大滝商店 釜あげ桜えび Ｇ-2 にほん 日本ハチミツ料理研究所 熊本産ツクシイバラの蜂蜜 Ｉ-7

おかの 虎ノ門 岡埜栄泉 豆大福 Ｃ-3 のざくら 野桜本店 匠技わさび漬 Ｆ-4

おきの 沖の島水産 かつおわら焼きたたき Ｈ-4 はちき 京の鳥どころ 八起庵 鴨なんば Ｇ-2

おくい 奥井海生堂 越前和紙箱入り
十年蔵囲利尻昆布 Ｄ-3 はなおれ 鯖街道　花折 京鯖寿し 吟撰 Ｈ-3

かなや 金谷ホテルベーカリー 栃の木ハチミツブレッド Ｉ-5 はね 和三盆　羽根さぬき本舗 四季の華わさんぼん Ｆ-6

かねだい カネダイ大野商店 特大級子持ち生干しししゃも Ｋ-5・6 はまみね 浜峰のひもの カジキステーキ Ｊ-4

かねみつ かねみつ 黒かじき厚切
二段昆布じめ刺し身 Ｋ-4 はれま はれま チリメン山椒 Ｇ-4

きっかわ 千年鮭 きっかわ 超熟成塩引鮭「極み」 Ｅ-8 ひらやま 平山農園 味百選オリジナルブレンド Ｊ-5・6

きすけ 味の牛たん　㐂助 ゆでたん Ｄ・Ｅ-2 ふうりゅう 風流堂 古代山川 Ｆ-7

きむら あゆの店　きむら 小あゆ煮 Ｌ-5 ふくや 冨久家エマーユ イタリアンロールケーキ A-2

ぎょくしん 玉子屋別館　玉辰樓 ひつまぶし Ｃ-3 ふむろや 加賀麩　不室屋 車麩 Ｅ-7

きんき 賀茂とうふ 近喜 花麩きんかん「もみじ」 Ｅ-2 ぶるー
ブルーベリーフィールズ

紀伊國屋治兵衛
ブルーベリージャム

「ノーベル」 Ｉ-6

くちーな クチーナ ヒラタ クチーナ ヒラタ風野菜の
ラザニア Ｉ-4 ほうぼう 芳房堂 栗甘納糖初霜風情 Ｆ-8

ぐんじ 郡司味噌漬物店 「味百選限定」手づくり味噌 Ｌ-6 ほんちょう つけもの処　本長 野菜・山菜粕漬 Ｊ-6

こばやし 小林商店 生赤うに Ｈ-4 まだむ マダムキッカワ 鮭の生ハムマリネ仕立て Ｅ-8

さかすて 堺捨 白えびの押し寿し Ｈ-3 まつい あご匠　松井 つまみあご Ｉ-7

さとう 佐藤養助商店 稲庭干温飩 Ｅ-3 まつづき 御菓子所　まつ月 本わらび餅 Ｆ-3

さんぽう 三宝庵 葉とうがらしちりめん Ｌ-7 まつば 松葉屋 月よみ山路 Ｊ-5

しじまや 四十萬谷本舗 金城かぶら寿し Ｋ-7 まるかめ 鮭乃　丸亀 さしみ鮭さく造り Ｄ・Ｅ-2

しまかわ 島川あめ店 麦芽水飴 Ｈ-5 みくに 三國屋 味のり推奨丸缶 Ｆ-6

じゃぱん ジャパンファーム 藤子ばあちゃんの
まごころ米 Ｆ・Ｇ-2 ミック ミック メイプルヌーヴォー Ｊ-4

しゃんはい 上海餃子 上海カニ入り水餃子 Ｇ-5 むかい 辛子明太子のむかい 無着色中辛辛子明太子 Ｉ-3

しらけん 白謙蒲鉾店 極上笹かまぼこ Ｉ-8 むらおか 村岡総本舗 特製切り羊羹 Ｆ-7

しろたえ 西洋菓子　しろたえ シュークリーム Ｋ-8 むらかみ 京つけもの　村上重本店 千枚漬 Ｆ-2

しんせかい 新世界 グリル梵 ビーフヘレカツサンド Ｄ-2 もりしま 近江牛　毛利志満 お持ち帰り用
近江牛サーロインステーキ Ｆ-1

じんない マ印　神内商店 醤油いくら Ｊ-4 やおひで 八百秀商事 本場鳴門生わかめ Ｋ-7

すぎやま 杉山フルーツ フルーツミックス生ゼリー やまがた 山形養蜂場 栃の木蜜 Ｆ-7

すしこう 寿司幸本店 秋の菊花まぐろちらし Ｄ・Ｅ-1 やまぐち 輪島海房　やまぐち あわびステーキ肝ソース Ｉ-6

すずなみ 鈴波 銀だらみりん粕漬 Ｋ-6 やまと ヤマト醤油味噌「ひしほ蔵」 香る生醤油「ひしほ」 Ｉ-6

すや 八代目　酢屋清内 寒仕込味噌 Ｉ-8 やまつ やまつ辻田 石臼挽朝倉粉山椒 Ａ-3

せきね 胡麻油の　関根 関根の胡麻油 Ｅ-3 やまやす 山安海苔店 やわらかのり Ｇ-3

たかのや 髙野屋 からすみ Ｋ-5 よしの 吉野寿司 箱寿司 Ｄ-7

たちばな 料理旅館　橘 的矢かきめし弁当 Ｆ-3 ら りゅうお 柳桜園茶舗 成里乃ブレンド抹茶「匠」 Ｆ-4

たまで 玉出 木村家 ベネティアーナ 直通ＥＶ横
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