
御堀堂本店
〒753-0048山口市駅通り1-5-10

TEL：083-922-1248 FAX：083-932-3377
http://mihorido.com/

御堀堂の外郎
（普通形16本入）3,880円

（小形30個入） 3,800円

古都山口の伝統名菓。その豊かな味わいとおっと
りとした弾力は多くの皆様に愛されています。

古田秋栄堂
〒741-0062岩国市岩国1丁目1-39

TEL：0827-41-0252 FAX：0827-41-0252

錦帯せんべい
（32枚入(2枚×16袋)）1,166円
（48枚入(2枚×24袋)）1,750円
（64枚入(2枚×32袋)）2,265円

卵と蜂蜜の昔なつかしい味。
ついつい手がのびます。

ふるたの栗ういろう
（12本入(6本入×2袋)）1,340円
（24本入(6本入×4袋)）2,680円

がんね栗発祥の地、岩国(大正二年品種登録)。
岩国産がんね栗を使用しています。

〒753-0042山口市惣太夫町9-26
TEL：083-922-2335 FAX：083-922-5775

https://hondaya.co.jp

本多屋の外郎 重ね
(豆外郎・抹茶・季節) 
各20g×3本 1,080円

大正6年(1917年)創業。山口銘菓の外郎をはじめとする

「蕨菓子」と「季節の生菓子」を製造販売しております。



有限会社 松琴堂
〒750-0006下関市南部町2-5

TEL：083-222-2834 FAX：083-235-0100
http://www.shokindo.co.jp

阿王雪
（3本入） 3,564円

慶応時代の創業以来、一子相伝７代150
年継承の名菓です。
伊藤博文公が「口中で消えゆく感じが
春の淡雪の様」と命名しました。
幾度も皇室献上の栄誉を賜り、冠婚葬
祭はもとより、山口のおみやげとして
広く御用命頂いております。

あ わ ゆ き

株式会社 山陰堂
〒753-0086山口市中市町6-15

TEL：083-923-3110 FAX：083-932-3110

名菓舌鼓

(6個入) 1,461円

(20個入) 4,818円

ひとくちほおばると、ふんわりし
た求肥と、白こし餡が一体となり、
ほのかな甘さが口にひろがります。

株式会社 豆子郎
〒753-0214山口市大内御堀1丁目1-3

TEL：083-922-5655 FAX：083-922-6360
https://www.toushirou.info/

簾子豆子郎 (1袋2本入り） 300円

本わらび粉とさらし餡を用い、秘伝の方法で作り上げた登録銘菓「簾子豆子郎」は
弾力のある食感と喉ごし、小豆と抹茶の風味豊かな山口を代表する和菓子です。

大内館 (1個） 180円



〒740-0017岩国市今津町1丁目6-6
TEL：0827-21-3064 FAX：0827-21-2200

https://miki-ya.jp/

岩どら (1個） 194円～248円

岩国で生まれた岩どら(多種類)と宇野千代好物のいがもちは
当店の看板商品。あんは自家製品仕様。２品とも箱入りあり。

岩国のいがもち (1個） 140円

〒752-0927下関市長府扇町6-44
TEL：083-248-3150 FAX：083-248-0311

http://ganryu.co.jp

巌流焼

（白 餡）

美しく移ろう下関の自然の恵み、文化と歴史の香り漂う風情。
そんな下関の表情を名菓に託して･･･。

おそいぞ武蔵

（黒 餡）

沢瀉(おもだか)は水辺に自生する植物ですが、葉の形が
武具の切っ先に似ていて、武運とのつながりもあり、毛
利元就が敵を追って川辺に至った時、水際に生えていた
沢瀉に蜻蛉(とんぼ)が止まっているのを見て「勝ち草に
勝ち虫のトンボが止まっている。わが軍の勝利疑いな
し」と全軍を励まし大勝を得たという話があります。
山口県を代表する外郎(ういろう)を素材に、昭和62年に
山口県菓子工業組合の技術を結集して創製いたしました。
山口県菓「おもだか」は外郎をベースにした皮で、栗を
混ぜた粒あんを包んだ和菓子です。

1903(明治36)年創業の和菓子店です。山口県・下関市の
代表銘菓を是非ご賞味くださいませ。

有限会社 梅寿軒
〒750-0004下関市中之町8-24

TEL：083-222-2372 FAX：083-232-0479
http://baijuken.net

山口県菓 おもだか
(一の重・二の重・三の重)
1,234円・2,468円・3,703円



金子製菓 有限会社
〒754-0002山口市小郡下郷1539

TEL：083-972-0517 FAX：083-972-6212
https://kanekowagashi.jp

小郡饅頭
（12個入） 1,188円
（15個入） 1,458円
（24個入） 2,376円
（30個入） 2,916円
（45個入） 4,374円

ごく薄い皮で包んだ自慢の自家製こしあんの風味
が生きている、上品な甘さのしっとりとした饅頭。

有限会社 吹上堂
〒755-0045宇部市中央町2丁目2-1

TEL：0836-31-1012 FAX：0836-21-1012
http://www.fukiagedou.co.jp

利休さん (16個入） 648円

第４回うべ元気ブランド・ゴールド認証製品。
90余年愛され続けている一口サイズの「利休さん」。
宇部市産の米粉を加え、さらに美味しくなりました。
白あん、黒あんの二つの味が
楽しめます。

こだわりのかすてら げってん

うべ元気ブランド認証製品

(半斤) 1,026円

有限会社 小川蜜カス本舗
〒755-0011宇部市昭和町1丁目4-22

TEL：0836-21-0857 FAX：0836-31-8668
https://ogawamitsukasu.jp/

蜜カス （1本） 1,500円～ 利休まんじゅう・外郎詰合せ

1,500円



萩城屋本舗
〒758-0025萩市土原492-1

TEL：0838-22-1944 FAX：0838-26-5117
http://hagisiroya.com

萩夏みかん丸漬
（1個） 950円

萩みかん蜂みつ漬
（260g） 650円
（150g） 400円

はぎしろや

有限会社 長州屋光國
〒758-0026萩市古萩町25-26

TEL：0838-22-4652 FAX：0838-22-8118
http://www.e-hagi.net/mitsukuni/

夏みかん丸漬
（1個） 972円

全て萩産の夏みかんを使い、無添加で作っております。

夏みかんマーマレード
（1個） 594円

有限会社 たけなか
〒758-0011萩市椿東梶ケ原2234-3

TEL：0838-26-0066 FAX：0838-25-1561
http://www.natsumikan.co.jp

柑乃雫（かんのしずく）

（Ｍサイズ5個入） 4,600円（送料込）

夏みかんサイダー

(200ml) 200円



〒758-0025萩市土原370-37
TEL：0838-25-9379 FAX：0838-26-3829大光物産 株式会社

夏みかん きらら
(大12個入) 1,080円

（小 6個入） 588円

有限会社 幸ふく
〒759-6613下関市富任町3-1-43

TEL：083-262-4737 FAX：083-262-4738
http://koufuku.visithp.com/

垢田のトマトゼリー

（期間限定品 5月～9月）

(6個入）1,998円

（9個入）2,916円

下関垢田トマト100％使用した、
甘さと酸味が絶妙です。
下関ブランド認定品。
山口県特産品振興奨励賞受賞。

有限会社 ハート・アンド・ハート
〒754-0031山口市小郡新町6-3-16

TEL：083-972-8010 FAX：0835-28-0100
http://www.susi875.com

にほぷりん花
(1ケ） 340円

（1セット：5入）2,000円

ロイヤルミルクと称されるジャージー牛乳と
山口県産米や無農薬飼料で育てられた鶏卵を
材料に手作りしています。



有限会社 きれん製菓
〒753-0251山口市大内千坊6丁目11-10    

TEL：083-925-5522 FAX：083-925-5736
http://www.kiren.co.jp

第25回全国菓子大博覧会にて、農林

水産大臣賞を受賞いたしました。

山焼きだんご
（ 5串入） 300円
（12串入） 720円
(20串入)1,200円

〒740-1231岩国市美和町生見1165-2
TEL：0827-97-0727 FAX：0827-97-0755

http://www.ganneguri.com/

岩国市の特産品「がんね栗」を使っ
て、無添加で少量の砂糖だけを練り
こんだ風味豊かな栗きんとんを作り
ました。素材本来の味を存分にお楽
しみください。

がんね栗衛門
1箱（110g×1本） 950円
化粧箱入り3本セット 3,000円

山海食品工業 株式会社
幸月堂厚狭工場

〒757-0005山陽小野田市鴨庄93-1
TEL：0836-73-2323 FAX：0836-73-2324

http://kougetsudou.jp

ごろり寝太郎さん
(12ケ入) 1,100円

（20ケ入）1,800円

真心のこもった手作りの味で地元に愛され続けて90余年。

食の安心安全に気を付け、美味しい菓子を作ります。

夜でも厚狭
(8ケ入) 1,200円



道の駅おふく

〒759-2301美祢市於福町上4383-1
TEL：0837-56-5005 FAX：0837-56-5006

https://www.michinoeki-ofuku.jp

秋芳の梨カステラ (1本：300g) 1,280円

美祢市特産秋芳の梨を使用したカステラです。梨の風味

豊かなしっとりとしたカステラに仕上がっております。

美祢観光開発 株式会社

菓子処 めいじや
〒747-0033防府市上天神町2-5

TEL：0835-22-2382 FAX：0835-24-5433

叶えきんつば (1個） 200円

栗きんつば (1個） 230円

箱詰め 10個入（栗5叶え5） 2,350円

有限会社 ふじ珈琲
〒750-0004下関市中之町1-14

TEL：083-249-6512 FAX：083-249-6521
https://roast-fuji.com

ふく羊羹

（70g） 432円

下関の名産とらふぐの魚醤と喜界島の
ザラメを使い、コクのある甘みと魚醤
の豊かな風味のふぐ羊羹です。



船方農場グループ
株式会社グリーンヒル・アトー

〒759-1513山口市阿東徳佐下11450-39
TEL：083-957-0808 FAX：083-957-0878

https://funakata.co.jp

船方農場ファームチーズケーキ
1本（約450g/約7cm×15cm×高さ4.5cm）

3,456円

ひと口味わった瞬間、牛乳本来のナチュラルな甘みが、ふわっと広がります。
まるで上質なソフトクリームのような濃厚なミルク感、そして口どけのよい素朴な味わい。
自然そのもののおいしさがつまったチーズケーキです。

パティスリーケンジ
〒755-0003宇部市則貞5丁目1-14

TEL：0836-21-9827 FAX：0836-38-5334
http://www.patisserie-kenji.com

宇部ダイヤ 黒
(10コ入)  3,270円

宇部市近代化の原動力「石炭」をイメージした濃厚でま
ろやかなチョコレートのお菓子と、故郷の銘酒を使用し
た大吟醸ケーキ。どちらも当店のおすすめ品です。

大吟醸ケーキ ＴＡＫＡ
(木箱入り) 4,104円

月でひろった卵 小野茶
(1個) 220円

〒742-0021柳井市柳井5275
TEL：0820-22-0757 FAX：0820-22-3875

http://www.kasinoki.co.jp

月でひろった卵
(1個) 220円

山口県産の牛乳を使ったクリームがたっ
ぷり。ふんわりとろける山口銘菓。

山口県産小野茶を使用した香りのよいク
リームの中に、北海道産小豆の粒あんが。



有限会社 みつや・トロアメゾン
〒757-0002山陽小野田市大字郡397-5

TEL：0836-73-2034 FAX：0836-72-0960
http://www.3maison.co.jp/

生シュウロール
(23.5cmクラシック)  2,700円

松下村塾に学んだ維新の志士たちをイメージし、
萩名産夏みかんを練り込んだ生地が特徴のどら焼き。

萩の弦月（ハギノユミハリ）
(4個入) 864円

焼きたての香ばしいシュウ生地
にふわふわのスポンジ、とろけ
るような生クリーム。

株式会社 アデリー
〒742-0021柳井市柳井11171-1

TEL：0820-23-7711 FAX：0820-23-9512
http://www.ad-e.co.jp/

ホシフルーツWebサイトhttp://www.hoshi-fruits.com/

ナッツとドライフルーツの贅沢ブラウニー
（6個） 1,000円（税抜）
（12個） 2,000円（税抜）

フレンチカップケーキ
（4個） 1,300円（税抜）
（6個） 2,000円（税抜）
（9個） 3,000円（税抜）

その時いちばんのフルーツが集まるスイー
ツ工房発のお菓子たち。大人にもオススメ
の、一口サイズのブラウニー。つやつや光
るカップケーキは宝石箱のよう。

株式会社 出雲ファーム
〒747-0231山口市徳地堀1473-1

TEL：0835-52-0743 FAX：0835-52-1832
https://izumo-farm.jp/

自社生産の新鮮な卵を使い、
国産の米粉を用いた、身体に
やさしいグルテンフリーバウ
ムの詰め合せセットです。

グルテンフリー バウムセット
（GFCL-300）

（プレーンバウム×3個、抹茶バ
ウム×3個、コーヒーバウム×3
個、レモンバウム×3個）

3,240円



株式会社 ナガヨシ
〒754-0211美祢市美東町大田2228-1

TEL:08396-2-0110 FAX:08396-2-0188
http://www.naga-999.co.jp

美祢特産 美東ごぼうせんべい
萩特産 とまとせんべい
長門特産 ゆずこしょうせんべい

(各80g) 各550円

各地元特産を100％使用し、その素材感を生
かし、風味豊かな味に仕上がっているせんべ
いです。

有限会社 ほうえい堂
〒744-0028下松市藤光町2丁目13-16

TEL：0833-43-5988 FAX：0833-43-1707
http://www.houeidou.com/

かすてらせんべい

(1本) 972円

（2本箱） 2,106円

ブリキののこぎりで、好きな大きさに切って食べる
全国で一つしかない珍しいせんべいです。

〒751-0808下関市一の宮本町2丁目2-22
TEL：083-250-5320
FAX：083-250-5322

https://shokutenchi.jp

株式会社 食天地

山口のんたぐろラングドシャ

(15枚入）1,100円（税抜）

（10枚入） 750円（税抜）

せんべいアソート ～とらふく・関門たこ・関門わかめ・下関くじら～

(各4枚入） 850円（税抜）

「第50回山口県水産加工展」山口県知事賞受賞
「瀬戸内おみやげコンクール2019」優秀賞受賞

芳しい香りの山口県オロジナル品種
黒大豆「のんたぐろ」を使用しています。
ふくよかな旨味、サックサクのラングドシャ。

＊写真15枚入



長門峡美蔵屋
〒759-1232山口市阿東篠目2185-1

TEL：083-955-0082 FAX：083-955-0082
http://mikuraya.net/

山口市阿東もち米を100％使
用しています。工場大量生
産ではなく手作り、そして
無添加無着色のかきもちで
すから安心してお召し上が
りいただけます。

社会福祉法人周南市社会福祉協議会
周南市鹿野高齢者生産活動センター

〒745-0303周南市大字鹿野中734-4
TEL：0834-68-3640
FAX：0834-68-3641

ポン菓子（白米）(90g) 170円

ポン菓子（玄米）(90g) 170円

ポン菓子は昔からあるお菓子で、お米
に圧力をかけて作っているお菓子です。
素朴な味で、子供さんからお年寄りの
方まで幅広く好まれています。

ヤマセック
〒754-0893山口市秋穂二島437

TEL：083-984-8115 FAX：083-984-8115
http://www.c-able.ne.jp/~ebisya/

国産(主に瀬戸内海産)のえびを使用し、無着色にこだわり、
製造・販売しています。ふるさとの味をご賞味ください。

こだわりえびせんべい（塩）
（30g） 324円
（60g） 486円

干しえび
（80g） 1,080円
（80g×3袋）3,240円



株式会社天白ひらこし 「ふく楽舎」
〒750-0093下関市彦島西山町5-2-1

TEL：083-267-4998 FAX：083-261-1187
http://www.fukurakusya.jp/

とらふく刺身

【二枚引き】
刺身(皮刺し含)120g、

薬味付

10,800円（送料込）

ふくの本場下関、創業八十余年の老舗ふく問屋『平越』直営、
天白ひらこし【ふく楽舎】から、本物の味をお届けします。

検索ふく楽舎 でＯＫです。

とらふく料理セット（２人前）
刺身(皮刺し含)100g、切り身・アラ身280g、

焼きひれ5枚、薬味付 10,800円（送料込）

有限会社 玄洋社
〒750-0093下関市彦島西山町4丁目11-17
TEL：083-250-5229 FAX：083-250-5252

http://genyousha.cart.fc2.com/

第44回山口県水産加工展農林水産大臣賞受賞 あぶりふぐの棒寿司 (2本入）3,240円

山口県のふぐ加工技術により処理した国産ごまふぐと
県産米（ひとめぼれ等）のマッチが高く評価されました。

〒759-6301下関市豊浦町川棚1528-33
TEL：083-774-3778 FAX：083-774-3777

http://www.kaniya.co

活真ふぐおぼろ昆布〆刺身（4～5人前）

下関市で水揚げされた国産天然真ふぐをおぼろ昆布で巻き、
薄造りしました。添付の抹茶塩との相性は抜群です。
やまぐちブランドにも認定されています。

(おぼろ昆布刺身：200g・33cm陶器皿、
ポン酢、抹茶塩、ネギ、もみじおろし)

10,800円

株式会社 蟹屋



有限会社 青木フグ商店
〒745-0805周南市櫛ケ浜東浦町242-30

TEL：0834-25-0575 FAX：0834-26-0727
http://sakaefuku.jp/

フグ料理専門店「栄ふく」のオリジナルふぐ商品です。

フグ宅配フルコース

（3～4人前） 27,500円

（2～3人前) 16,500円

フグ宅配刺しセット

(3人前) 10,800円

(2人前） 5,400円

徳山ふくセンター 株式会社
〒745-0025周南市築港町7-13

TEL：0834-22-3000／FAX：0834-22-3030
https://www.fugu-tokuyama.com/

国産とらふく刺身＆天然まふくのタタキ刺し
（とらふく刺身30g×2、ぽん酢150ml、まふくタタキ
刺し50g×2、ねぎ、もみじおろし） 8,100円

国産とらふくのお刺身と、天然まふくのタタキ刺しを
両方楽しめる商品です。

周南産 海の幸揚げ物セット
（周防はものフライ250g×2、

周防たこの唐揚げ280g×2） 5,400円
徳山港で水揚げされた周南市の特産「周防ハモ」
のフライと「周南タコ」の唐揚げのセットです。

株式会社 日高食品 〒751-0833 下関市武久町2丁目8-5 FAX（083）254-4656

TEL（083）254-2002

創
業
七
〇
年
以
上
の

「ふ
く
」専
業
の
加
工
会
社
で
す
。

「ふ
く
」の
商
品
で
あ
れ
ば
、

何
で
も
揃
っ
て
い
ま
す
。

切身だし茶漬け詰合せ
（ふく・さけ・たい切身各2個、だし・乾燥具材×6食分）

3,240円
QS-C

https://hidakahonten.co.jp/



株式会社 河久
〒750-0093下関市彦島西山町4丁目11-18
TEL：083-267-8829 FAX：083-267-8329

http://www.kawaku.com/

ふく一夜干し昔づくり

（1箱 250g） 864円

とらふく美肌スープ

（1箱 340g） 1,080円

鮮度の良い原料を天然塩だけで調味し干し上げた手作
り一夜干です。山口県特産品振興奨励賞受賞品。

とらふくの皮から出る海洋性コラーゲンがたっぷり含
まれています。 山口県水産加工展下関市長賞受賞。

〒750-0093下関市彦島西山町2-1-24
TEL：083-250-5025 FAX：083-250-5026

https://shimonoseki-yamaga.jp/

【宝関】ふぐコンフィグ

（プレーン・バジル・ごま油）

(各90g) 各1,080円

高級食材の真ふぐをオイルで炊き込み、
常温で持ち運び可能なおしゃれな瓶詰め
の「ふぐのコンフィ」に仕上げました。
女性に大人気の商品です。

株式会社 酒井商店
〒750-0004下関市中之町7-11

TEL：083-231-1470 FAX：083-231-3540
https://www.fugu-sakai.com/ec

昔ながらの天日干しがこだわり。天日で干したものだけに出せる風味や香ばしさを、
ご家庭でどうぞ。

ひれ酒用
天然とらふぐ焼きひれ
（10g） 1,684円



ふぐ珍味の老舗 有限会社 松浦商店
〒759-4106長門市仙崎1151

TEL：0837-26-0855 FAX：0837-26-2002
http://matsuura.yamaguchi.jp

ふぐ雑炊の素（ふぐの身付）
ふぐだし
（ふぐ、醤油（大豆・小麦を含む）、
塩、酒）

乾燥ふぐの身（ふぐ、塩、砂糖）
(300g）972円

国産・天然ふぐで作った自信の品です。
無添加・無着色で体に優しい美味しさ
です。

ふぐ茶漬

（ふぐ、あられ、塩、ごま、のり）
(6g×4袋入・箱入） 756円

株式会社 ほんぽ
〒750-0066下関市東大和町2丁目15-10

TEL：083-266-4225 FAX：083-266-5094
http://www.seaweed.co.jp

ふぐ料理公許第１号店として歴史に名を刻む
下関春帆楼との共同開発商品です。

春帆楼とらふく雑炊スープ（箱）

（300g×2） 1,620円

株式会社 下関匠物産
〒750-0066下関市東大和町1丁目2-12

TEL：083-227-3318 FAX：083-227-3308

下関漁港で水揚げされた鮮度の良い真
あなごを丁寧に下ごしらえし、タレで
柔らかく煮込んだ後、炙って仕上げて
います。温めるだけの簡単調理です。関門のあなごを産地直送で全国へお届けしています。

下関 音 関門の煮あなご炙り丼



有限会社 三好蒲鉾
〒758-0023萩市浜崎新町53

TEL：0838-22-0978 FAX：0838-22-1038
http://www.haginet.ne.jp/users/sankin/

「萩」は化学調味料・保存料・卵・でん粉・リン酸塩
不使用で、国産鮮魚100％でつくる焼き抜き蒲鉾。

無添加かまぼこ 萩 （85g×5本）3,456円

萩かまぼこ(エソ100%) ３本入り
（170g×3本）4,050円

有限会社 忠小兵衛蒲鉾本店
〒758-0061萩市椿陣ケ原2757-1

TEL：0838-22-0457／FAX：0838-26-1581
https://chukobee.co.jp/

ゆず巻き

(1本) 648円

忠小兵衛・秀白 5本入 3,350円

山口近海で獲れた生エソを原料とした昔ながらの
「忠小兵衛」とスケソウダラを原料としたなめら
かな「秀白」を組み合わせた人気商品。

株式会社 村田蒲鉾店
〒758-0011萩市椿東玉太郎1046-1

TEL：0838-22-0877 FAX：0838-25-8288
https://www.muratakamaboko.jp

古くから山口県に伝わる蒲鉾の製法「焼き抜き」と
新鮮な地魚にこだわった萩ならではの「焼抜蒲鉾」。
昭和36年の創業以来、伝統の味を守り続ける村田蒲
鉾店です。

村四郎（蒲鉾） （150g） 972円

萩小町（竹輪） （3本入）324円



〒755-0084宇部市大字川上697-20
TEL:0120-979-117 FAX：0120-979-118

https://www.ubekama.co.jp

宇部かまを代表するご贈答に最適な詰合せ。
生で食べるのがもっともおいしく、お酒にもよく合います。

ふるさと浜

(7本入) 4,374円

宇部蒲鉾株式会社

〒747-0825防府市新田174-1
TEL：0835-22-0313 FAX：0835-22-2264

http://www.okatora.co.jp/

竹輪・蒲鉾詰合せ
（黄金ちくわ5本、伝承づくり2本）

3,181円

薫り高く、風味豊かな自慢の蒲鉾の
セットです。
原料にこだわった弊社独自の深い味
わいをお楽しみください。

株式会社杉本利兵衛本店
本 店：〒747-0814防府市三田尻1-13-16

TEL：0120-363-393 FAX：0120-336-339
防府駅前店：〒747-0035防府市栄町1-5-1ルルサス防府1階

TEL：0835-27-5860 FAX：0835-27-5862

白銀
（白銀5本）3,942円

伝統と秘伝の技を守り続け、味の良さと

歯ごたえのある純白な蒲鉾。 瀬戸の味 3,520円

https://www.hakugin.co.jp



大和蒲鉾 株式会社
〒759-4106長門市仙崎1267

TEL：0837-26-0611 FAX：0837-26-3553
https://www.yamato-kamaboko.co.jp

浜千鳥小板
（130g） 864円

新鮮な生鮮魚（エソ）のみを使用し、きめ細かく
風味豊かに仕上げた仙崎の焼抜き蒲鉾です。

浜千鳥小板５本入り
（130g×5） 4,428円

千銀蒲鉾 株式会社
〒759-3803長門市三隅下2370

TEL：0837-43-0921 FAX：0837-43-2556
http://www.sengin.co.jp/

千銀（小）5本入り(145g×5）4,250円

エソを100％使用し、板の裏から直火で焼くため、表面にできる
「ちりめんじわ」が自慢の蒲鉾です。

焼抜蒲鉾「千銀」(145g）820円

藤光海風堂
〒759-4101長門市東深川2537-1 フジミツ㈱

TEL：0120-48-2432 FAX：0837-22-4544
https://senzaki.jp

当店大人気のおやつ蒲鉾「ころんシリーズ」。
チーズ、ツナマヨ、明太マヨ3つの味を詰合せ
ました。

白楽5本入 （160g×5本）5,400円

【伝統の味 さらに高みへ】
山口名産・焼き抜き蒲鉾。しこしことし
た食感、えその旨みを是非ご堪能下さい。

ムーミン谷の
わくわくセット

2,340円

チーズころん(12個入)
ツナマヨころん(12個入)

明太ころん(12個入) 各１袋



株式会社 奥野寿久商店 〒759-6531下関市吉見本町2丁目17-12
TEL：083-286-5151 FAX：083-286-7323

https://www.okuno-kamaboko.co.jp

蒲鉾・竹輪詰合せセットD-30
2,881円

当社一番人気のふくエキスにて味付けした「ふくっ子ちくわ」と
「焼き抜き蒲鉾と竹輪」の詰合せです。

ふくっ子ちくわ10本袋
（32g×10本） 950円

大留蒲鉾 株式会社
〒759-4101長門市東深川前角643-1

TEL：0837-22-2345 FAX：0837-22-8421
http://www.daitome.net

やきぬき蒲鉾「玄海」
(150g×3本入) 2,160円

（150g×5本入） 3,510円

大留の看板商品やきぬき蒲鉾「玄海」と「小留」です。
小留は個性豊かに10種類。

小留 竹かご入
(10種類10個入)  2,100円

有限会社 村田豊商店
〒759-6601下関市福江町522

TEL：083-258-1717 FAX：083-258-1692
https://muratayutaka.com/

ミニ竹輪かぐや姫

(30本入) 2,850円

皆様に御愛顧頂き90余年。伝統の技と味を守り、
皆様方に喜んで頂ける商品をお届けします。

かにを使わずに作った

かに香るかに風味かまぼこ (80g) 324円



有限会社 松永かまぼこ店
中市本店：〒753-0086山口市中市町4-22

TEL：083-922-0608 FAX：083-932-3717
朝 田 店：〒754-0001山口市小郡上郷1979-8

TEL：083-974-3718 FAX：083-974-3717

山口県内の銘店かまぼこを取り揃えて
おります。
お土産・ご進物には、故郷の味をおえ
らびください。

山口セット

(かまぼこ・ちくわ６本入）

（地方発送承ります）

https://www.facebook.com/matunagakamabokoten

西海食品 株式会社
〒757-0011山陽小野田市津布田2634-1

TEL：0836-76-0140 FAX：0836-76-2289
http://tenpura.jp

直営店「浜のてんぷら屋」にて人気
商品の詰め合せです。
バラエティに富んだ手造り商品をお
届けします。

(税込・送料別)

海峡物語

(17個入) 1,900円

長州揚バラエティーセット

(25個入) 2,800円

マル幸商事 株式会社
〒750-0093下関市彦島西山町4丁目13-48
TEL：083-267-3727 FAX：083-267-8642

http://www.marukou-inc.co.jp

弊社オリジナルのタレで甘辛く
仕上げました。

鯨大和煮缶 540円 (1缶:固形量110g･内容総量160g)

ふくのジャーキー

(35g) 648円

国内加工したフグをブラックペッ
パーなどの香辛料ベースの特製ダ
レに漬け込み、じっくり熟成、ソ
フトな食感に仕上げました。



株式会社 東冷 （関太郎印のくじら）
〒751-0841下関市垢田町5丁目24-16

TEL：083-252-8380 FAX：083-252-8318
http://www.sekitaro.com/

くじら赤肉（刺身用）（100g） 864円
畝須ベーコン (35g) 648円
くじらベーコン (100g) 756円～
さえずり（鯨の舌） (35g)   648円

“下関ブランド認定品”を含む数多くのくじら製品で
食卓を明るく、元気にしていきたいと思います。

くじら南蛮カツ （10個入り）1,296円
くじら竜田揚げ （200g）1,296円
くじら大和煮 （120g） 540円

ふく料理「旬楽館」
〒750-0005下関市唐戸町3-10

TEL：083-228-2452 FAX：083-228-2453
http://www.syunrakukan.com

水揚げ量日本一、下関あんこうの新鮮な肝を麦みそに漬けました。
料理店が開発したお酒に合う一品です。山口県知事賞など受賞。

あん肝のみそ漬 （50g) 980円（税抜）

大日本パール工業 株式会社
〒750-0086下関市彦島塩浜町2丁目1-6

TEL：083-266-5331 FAX：083-266-5606
http://www.pearl-f.net/

下関漁港水揚げのあんこうを使用した身とアラの唐揚げです。

油で揚げるだけでお召し上がりになれます。

あんこう唐揚げ（500g） 2,160円 あんこうアラ唐揚げ（500g） 864円



〒750-0001下関市幸町6-8
TEL：083-222-0169 FAX：083-222-0338

http://www.unijin.com

甚うに (55g） 2,160円

赤間うに (55g) 2,160円

創 業 大 正 ３ 年 の 伝 統 の 技

小川うに 株式会社
〒750-0014下関市岬之町10-16

TEL：083-231-2341 FAX：083-231-2330
http://www.ogawauni.co.jp

金印 粒うに
（100g） 3,780円
（ 60g） 2,484円

じっくり熟成させることでア
ルコールなどの感じをおさえ、
まろやかな味に仕上げました。

株式会社 やま さ
〒751-0833下関市武久町2丁目4-8

TEL：083-251-6677 FAX：083-251-6688
http://uni-yamasa.com/

贈る人のゆかしさを偲ばせる繊細な味わ

いの妙を散りばめた鮮やかな海の便り、

味の真髄 やまさうに。



中村うに商店
〒757-0005山陽小野田市鴨庄179-7

TEL：0836-72-4946 FAX：0836-72-4946
https://www.nakamurauni.com 

粒うに
(60g）1,782円

塩生うに

(60g）2,430円

日本海の荒波で育った馬の子うにを主原
料に、少量の塩とアルコールを添加し、
1本ずつ丁寧に瓶詰しました。

下関水陸物産株式会社

〒750-0014下関市岬之町10-6
TEL：083-223-7284
FAX：083-223-9100

https://www.yamami.net/

職人塩かげん粒うに

（45g） 2,160円

うにの旨みと磯の風味をひきだした自信作「職人塩かげん
粒うに」と、魔法の調味料「雲丹醤油」です。 雲丹醤油（120ml）1,080円

うにしょうゆ

有限会社 中屋うに本舗
〒759-4503長門市油谷新別名732-7

TEL：0837-32-1394 FAX：0837-32-2755
http://www.nakaya-uni.com/

海女の里粒うに
(100g×2) 5,400円

うにの中でも最も高級な天然バフ
ンうにを原料に、こだわりの手造
り製法で仕上げました。



中嶋商店海産部
〒759-6121下関市豊北町大字神田上134
TEL：083-786-0007 FAX：083-786-1660

https://nakashimashouten.com/

下関ブランド明治維新150年記念認定品

磯漬粒うに

創業明治17年、130年間受け継いだ
味と香りを御賞味あれ。

下関ブランド明治維新150年記念認定品

あわびうに

西尾喜八郎商店
〒759-6121下関市豊北町大字神田上137
TEL：083-786-0009 FAX：083-786-0641

粒うに （木箱入）

( 55g×2) 3,700円

（100g×2） 5,400円

熱々のご飯と混ぜて、食卓を彩る手作りの粒うに

有限会社 吉田水産
〒759-5331下関市豊北町大字神田2232-13

TEL：083-786-0044 FAX：083-786-1717
http://www.yoshidasuisan.com

粒うに金印 さざえうに漬



株式会社 林商店
〒751-0815下関市本町1-4-20

TEL：083-222-2585 FAX：083-242-9088
http://www.hayashi-shouten.com/

昭和15年に下関・唐戸市場で創業した老舗海産物店。
農林水産大臣賞受賞の魚の大吟醸粕漬け、化学調味料無添加
明太子などオンリーワン商品多数あります。

魚の純米大吟醸粕漬け
（甘鯛・れんこ鯛・さば×各1、あじ×2）3,780円

無添加辛子明太子
（250g） 4,320円

株式会社 イリイチ食品
〒750-0086下関市彦島塩浜町1-5-17

TEL：083-266-0099 FAX：083-266-4001
http://www.iri1.jp/

創業昭和22年。下関で熟練の職人が作る自慢の一品を存分に味わってください。

前田海産 株式会社
〒750-8501下関市彦島西山町4丁目13-33
TEL：083-267-7128 FAX：083-266-7101

http://www.maeda.ne.jp

明太子のたまり漬

(420g)

辛子明太子「金印」

(500g)

辛子明太子発祥の地・下関で厳選吟味された「たらこ」を
特製調味にじっくり漬けこみ熟成させました。



萩産甘鯛開き４枚入セット
（1枚入×4ﾊﾟｯｸ：1ﾊﾟｯｸ約300g）10,800円（送料込）

山口県漁業協同組合
〒750-0067下関市大和町1-16-1

TEL：083-242-4810 FAX：083-242-4811
https://www.jf-ymg.or.jp

※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。

のどぐろ開き５枚入セット
（1枚入×5ﾊﾟｯｸ：総目方750g）10,800円（送料込）

有限会社 大つち
〒758-0022萩市浜崎町215

TEL：0838-22-0846 FAX：0838-26-0846
https://www.ootuti.com

創業明治元年。
手作りと地物一筋を貫く誠実なお店です。

萩の味だより
（瀬付あじ5尾、瀬付あじみりん5枚、
剣先いか3枚、ちりめん、ちりめん山椒）

4,082円（送料別）

株式会社 広松
〒758-0011萩市椿東越ヶ浜6463

TEL：0838-25-0011 FAX：0838-25-0078
http://hiromatsu-hagi.com/

萩産
釣り甘鯛一夜干し

（1尾約400g） 4,320円（送料別）

山口の干物詰合せＥ
(瀬つきあじひらき3尾、かれい2尾、のどぐろ3尾、
いとより鯛ひらき3尾） 4,300円（送料込）



海産物問屋

有限会社 田中海産
〒742-2921大島郡周防大島町大字西方1161-1

TEL：0820-78-0109 FAX：0820-78-1220
https://www.iriko-t.jp/

周防大島の自然が育む

本物の味わいをお届けします。

寒ひじき（70g）486円

ひじき ちりめんいりこ

有限会社 まるいち
〒742-2106周防大島町大字小松682-17

TEL：0820-74-3838 FAX：0820-74-3838

周防大島産や山口県産の商品にこだわっていますので、
贈答品として、高い評価をいただいています。

いりこ （200g） 500円（税抜）

かえりちりめん （160g） 500円（税抜）

いりこ＆アーモンド （90g） 350円（税抜）

小さな魚のスナック （90g） 360円（税抜）

寒ひじき （60g） 500円（税抜）

カットワカメ （30g） 500円（税抜）

株式会社田槌商店
直売店たつち

〒758-0023萩市浜崎新町1-9-76
TEL：0838-22-0636 FAX：0838-22-5104

https://tatsuchi.net

天日干萩ちりめん （240g～250g）1,100円

ウルメ丸干(上乾) （500g）1,800円

ウルメ丸干(一夜干) （450g） 550円

開きかれい(みりん干)（220g～240g）1,100円

萩産天日干しいりこ （400g） 650円

萩剣先いか一夜干 （2尾～3尾）1,100円

味付もづく （300g） 350円

萩市沖で獲れた鮮度の良い素材を愛情かけて
仕上げています。



青海島岩カキ販売企業組合
〒759-4107長門市通38-2沖千鳥内

TEL：080-5757-0507 FAX：0837-28-0788
http://www.semuragaki.com/

せむら牡蠣
1Kg：2～3コ（250g～500g）

1,000円

青海島岩牡蠣「せむら牡蠣」は、
3年間手しおにかけて育成した
海のミルクです。

網重水産 株式会社
〒743-0073光市室積正木12-2

TEL：0833-79-1116 FAX：0833-79-1605

瀬戸内海で育まれた自然の恵みを
香りとともにお届けします。

寒ひじき （46g） 540円

焼えび （66g） 540円

かえりちりめん（110g） 540円

開さより （68g）1,080円

（34g） 540円

ちりめん （140g）1,080円

（70g） 540円

田作り （100g） 540円

干しえび （60g）1,080円

（30g） 540円

株式会社 カン喜
〒745-1131周南市戸田一王1431

TEL：0834-83-2705 FAX：0834-83-2748
https://buchi-uma.com/

冷凍水産製品の製造・販売。国内・海外直接取引きも可能です。

殻付かきグラタン豆乳仕立て

（3個） 498円

殻付ほたてグラタン豆乳仕立て

（2個） 398円



有限会社 㐂楽
〒759-4106長門市仙崎4137-3

TEL：0837-26-1235 FAX：0837-26-3850
http://www.ikiika-kiraku.com

いかシュウマイ
1箱(8個入り：約240g)

1,620円

山口県仙崎産の剣先イカ・山口県産トラフグを使い、ふわっと
やわらかい口当たりと、おだしのきいた美味しいシュウマイ。
本物志向の味をお召し上がり下さい。

虎ふぐシュウマイ
1箱(8個入り：約240g)

1,620円

株式会社 井上商店
〒758-0024萩市東浜崎町9-1

TEL：0838-22-0812 FAX：0838-25-0852
http://www.hagiinoue.co.jp

山口・剣先いか白造りセット
（いか白造り80g×1個、

いか白造り（ゆず胡椒）80g×1個、
いか白造り（しそ）80g×1個） 3,996円

山口県産剣先いかを使用した
白造りの詰合せ。しその上品
な風味や、ピリッと辛いゆず胡
椒は、ご飯やお酒のお供として
もよく合います。

道の駅 「萩しーまーと」 〒758-0011萩市椿東4160-61
TEL：0838-24-4937 FAX：0838-24-1192

http://seamart.axis.or.jp

熊谷喜八氏のアドバイス指導のもと、萩沖で漁獲
されたスルメイカをたっぷりと使い、イカの旨さ
を知り尽くした地元漁師のおばちゃん達が心を込
めてつくりました。ピリ辛の濃厚な味は温かいご
飯やお酒のお供にぴったりで、パスタやサラダに
あえてもおいしいです。
チャーハンなどの隠し味にもどうぞ。

いかたっぷりＸＯ醤
（大160g） （地元販売価格）1,200円
（小 80g） （地元販売価格） 750円



有限会社 もずくセンター
〒750-0092下関市彦島迫町1-9-20

TEL：083-267-1374 FAX：083-267-8803
http://mozuku-store.com/

もずくセンターのもずくスープ

(1個) 150円

第35回農林水産祭天皇杯受賞

〒759-4106長門市仙崎字大ノ田406
TEL：0837-26-4012 FAX：0837-26-2617

http://www.mozukuya.co.jp/

仙崎もづくや仙崎アカモクは天然物で漁師が手作業で収穫して
います。もづくは繊維が細く、香り豊かで、ヌメリが多く、ア
カモクは粘りと歯応えが良いのが特徴です。
是非ご賞味ください。

天然山口県産絹もづく 味付き みすゞ
（1袋：150g入り）324円

せんざきあかもく
（1パック90g：30g×3）

324円

株式会社 ＥＶＡＨ
〒759-4107長門市通830渚ビル2F

TEL：0837-28-0280 FAX：0837-28-0283
https://to-evah.net/

アカモクとしらすセット

アカモクとしらすをセットにしました。お手軽簡単アカモ
クとしらすの丼の出来上がり。お酒の肴にピッタリです。

毎日アカモク生活 ポン酢タレ付３食入

（アカモク35g×3、ポンズ7g×3）321円

山口県日本海産アカモクに専用のアカモクが美味しくなるポンズ
タレを付けました。アカモクがより一層美味しくいただけます。

（アカモク50g、しらす50g）429円



〒759-4101長門市東深川630-8
TEL：0837-22-0048 FAX：0837-22-1149

http://www.kunichika.com

しそいりわかめ
(80g) 300円

独自の製法でしそ風味に味付し、うま味を
生かしたソフトふりかけです。

1.甘露味付けのりと焼のり
（各80枚入）

しょうゆ味×1本、
しそ味×1本、焼のり×1本

3,300円（送料込）

株式会社 内富海苔店
〒745-0811周南市五月町3-13

TEL：0834-21-1183 FAX：0834-22-1897

山口県に古くから伝わる甘露しょうゆで仕上げ
た有明海の産の海苔、しそ風味が香ばしい海苔、
山口県産の焼のりの詰め合わせです。

2.甘露味付けのりと焼のり
（各64枚入）

しょうゆ味×3本、
しそ味×3本、焼のり×2本

5,500円（送料込）

椹野川漁業協同組合
〒753-0831山口市平井340-1

TEL：083-922-3537 FAX：083-932-0121

生鮎

高級子持鮎甘露煮

椹野川の伏流水で育てた川魚の王様「鮎」を、
出荷直前に活き〆します。

おなかに卵がたっぷり詰まった子持鮎を
じっくり丁寧に炊きました。



株式会社 最進の塩
〒803-0801北九州市小倉北区西港町94-22

TEL：093-571-4140 FAX：093-571-4150

最進の塩
（300g) 640円（税抜）

下関市吉母浜の海水を平釜でじっくり煮つめた、
にがり成分を含んだおいしいお塩です。

合同会社 龍神乃里
〒742-2805大島郡周防大島町東安下庄577-1

TEL：0820-77-0567 FAX：0820-77-0571
https://ryujin-salt.jp/

龍神乃鹽

（りゅうじんのしお）

スタンドパック60g

756円

龍神乃八喜鹽（りゅうじんのやきしお）

フレークタイプミル付き70g 1,200円

細粒タイプミニボトル30g 540円

株式会社 大内茶園
〒803-0843福岡県北九州市小倉北区金鶏町10-3

TEL：093-651-1678 FAX：093-651-1678

のんたぐろ黒豆茶

(10g×15) 540円

山口県産オリジナル品種
のんたぐろを使用した黒
豆茶ティーバッグです。
香り高い黒豆茶です。



株式会社 鴻雪園
〒753-0083山口市後河原163

TEL：083-921-1717 FAX：083-921-1718
http://www.kousetuen.co.jp/

山口県産の「山口茶」に様々な
ハーブをブレンドした商品です。
約10種類を取り揃えております。

鴻雪園のハーブティー

（2g× 2P） 200円

（2g×10P） 540円

株式会社 山口茶業
〒754-1314宇部市大字檪原152-13

TEL：0836-64-2116 FAX：0836-64-2044
https://www.onocha.com

釜炒り茶
（50g） 864円

平成12年より農薬、化学肥料を使用しないで
栽培した小野茶を釜炒り製造したもの。
「釜香」のかおりが特徴です。

登録商標13種爽麗糖減茶F
（5g×30P）2,700円

生活習慣病対応健康茶。

とくぢ健康茶企業組合
〒747-0234山口市徳地小古祖871

TEL：0835-52-0199 FAX：0835-52-0199
https://www.facebook.com/ocha1092/

自然と寄り添う お茶づくり
山口市徳地地域で、完全無農薬栽培のカワラケツメイを
中心に、自然の生薬健康茶（よもぎ茶、桑茶、柿の葉茶、
どくだみ茶、枇杷茶・・・等）を製造販売しています。
右記商品の他にも、生薬健康茶やブレンド健康茶を多数
取り揃えています。お気軽にお問い合わせ下さい。

カワラケツメイ茶（100g）

生薬茶各種 （50g）カワラケツメイ カワラケツメイ茶



五橋 純米酒
（720ml） 1,540円

酒井酒造 株式会社
〒740-0027岩国市中津町1-1-31

TEL：0827-21-2177 FAX：0827-21-5372
https://www.gokyo-sake.co.jp/

「心と心の掛け橋に」との思いを込めて命名。
錦川伏流軟水仕込みによる香り華やかでソフ
トな酒質。

純米大吟醸 錦帯五橋
(720ml） 7,150円

株式会社 竹内酒造場
〒747-0046防府市千日2-9-5

TEL：0835-22-0211 FAX：0835-28-2121
https://peraichi.com/landing_pages/view/takeuchishuzou/

特別純米 錦世界 穀良都

（720ml）1,400円

山口県発祥の酒米・穀良都を日本一きれいな川に選ばれたこ
ともある一級河川佐波川の伏流水で醸した特別純米酒です。
穀良都は戦前は広範囲で作付けされた優秀な酒米で、昭和天
皇即位の際の献穀米になった酒米ですが、草丈が日本一高く
倒伏しやすいことから農家に嫌煙され戦後絶滅しました。現
在は幻の酒米として復活させようとしています。
穀良都のお酒は豊潤でコクのある味わいに特徴があります。

村重酒造 株式会社
〒741-0083岩国市御庄5丁目101-1

TEL：0827-46-1111 FAX：0827-46-1117
https://www.murashige-sake.co.jp/

村重 純米酒

(720ml) 1,430円

金冠黒松 純米大吟醸

(720ml) 2,420円

清流錦川の伏流水を使用し、山口県産の酒米
「山田錦」「西都の雫」で醸した米の旨みと
キレを楽しめるお酒です。



山口県限定大吟醸 毛利公
（720ml）1,815円

株式会社 山縣本店
〒745-0801周南市久米2933

TEL：0834-25-0048 FAX：0834-25-2703
http://www.yamagt.jp 【HPリニューアルしました！】

山口県産の紅芋の甘い香りと濃醇な
味わいが特徴です。

芋焼酎 要助
（720ml）1,729円
（1800ml）3,146円

山口県の酒米「西都の雫」を使
い、透き通る華やかな香りと淡
麗で柔らかな味わいを実現。

株式会社 はつもみぢ
〒745-0014周南市飯島町1-40

TEL：0834-21-0075 FAX：0834-21-4075
http://www.hatsumomidi.co.jp/

原田 純米大吟醸

（720ml）1,980円

― 日本の季節は、呑める ―

酒は移りゆく自然からの賜り物。

はつもみぢは、あなたの季節になる造り

酒屋を目指します。

株式会社 中島屋酒造場
〒746-0011周南市土井2丁目1-3

TEL：0834-62-2006 FAX：0834-62-4895

はなやかな香りと調和のとれた味わい。

超辛口 カネナカ
（1.8L） 3,080円
（720ml）1,540円

純米大吟醸 寿
（1.8L） 11,000円
（720ml） 5,500円

辛口の中にも奥深さがあり、

杯がすすみます。



山城屋酒造株式会社
〒753-0047山口市道場門前2-1-7

TEL：083-922-5757 FAX：083-921-2057
https://sugihime.jp/

鴻城乃誉 純米吟醸
（720ml）2,519円

純米大吟醸 Princess
（720ml：箱付き）5,764円

純米吟醸鴻城乃誉は、山口市の契約農家の山田錦、
水は山口大神宮の伏流水、山口の酵母を使用、こ
だわりぬいた中辛口の純米吟醸です。

純米大吟醸Princessは、輝く女性のためのお酒として誕生しまし
た。山口市の米、山口市の水にこだわり、山口の酵母を使用して、
ほんのりフルーティーに仕上がっております。フルーツとの相性
もとてもよく、さわやかな口当たりをお楽しみください。

金光酒造 株式会社
〒754-0897山口市嘉川5031

TEL：083-989-2020 FAX：083-989-2021
http://www.santouka.com/

山頭火 山行水行 純米吟醸
（720ml）1,781円

山頭火 特撰大吟醸
（720ml）2,900円

昔ながらの伝統ある手造りの味を大切にし、
目の行き届く少量生産による品質管理を
行っています。

さんこうすいこう

新谷酒造 株式会社
〒747-0231山口市徳地堀1673-1

TEL：0835-52-0016 FAX：0835-52-0056
https://wakamusume.com/

わかむすめ 燕子花 純米大吟醸

（1800ml） 6,600円

（ 720ml） 3,300円

四季醸造蔵から、毎月搾り立ての新酒をお届けいた
します。夫婦ふたりで醸す小さな酒蔵ですが、緻密
で繊細な作業を積み重ね、搾ったそのままの原酒に
こだわり、心灯す美酒を目指して醸しています。



有限会社 岡崎酒造場
〒758-0141萩市川上464-1

TEL：0838-54-2023 FAX：0838-54-2220
https://www.chomonkyo.com

長門峡 大吟醸
（720ml） 2,860円

長門峡 辛口特別純米
（720ml） 1,430円

長門峡の清流に育まれ、米の持つ旨味を最大限に
生かす事に徹して酒造りをしています。

八千代酒造 合名会社
〒758-0305萩市大字吉部下3306

TEL：08388-6-0221 FAX：08388-6-0223
https://www.yachiyo-shuzo.com

日本酒が生まれてくる気候や風土、
環境全体を指す“テロワール”。
その概念を大切に酒造りを追求し
ます。

岩崎酒造 株式会社
〒758-0047萩市大字東田町58

TEL：0838-22-0024 FAX：0838-22-8611
http://www.fukumusume.jp

華やかな吟醸の香りとふくらみのある米味。

長陽福娘 山田錦大吟醸
（1800ml）5,500円（税抜）
（ 720ml）2,750円（税抜）

創業明治34年、厳選された酒造好適米と確かな技により
滑らかで優しい味わいのお酒を醸します。

長陽福娘 西都の雫純米吟醸
（1800ml）3,200円（税抜）
（ 720ml）1,600円（税抜）

穏やかな香りと甘みのあるスッキリとした味わい。



〒750-8603下関市竹崎町4丁目2-36
TEL：083-223-4083 FAX：083-227-3315

https://www.ym-tc.co.jp/

純米大吟醸 東洋の女神

（720ml）5,500円

山口県と山口銀行の共同構想から設立した地域商社やまぐちは
魅力ある商品を山口県から全国へお届けします。

見蘭牛・男の粗挽きハンバーグ（180g）1,728円

株式会社 永山本家酒造場
〒759-0133宇部市大字車地138

TEL：0836-62-0088 FAX：0836-62-0509
http://www.domainetaka.com

特別純米男山 純米酒（720ml）1,200円（税抜）

純米大吟醸ドメーヌ貴

純米大吟醸酒（720ml）2,200円（税抜）

山口県宇部市にある会社の周辺の田んぼで酒造りのス
タッフにより栽培される山田錦を100%使用した口当た
り円やかな純米大吟醸酒。
うべ元気ブランドゴールド認定商品。

山口県の酒造好適米「西都の雫」を使用した
純米酒。凛とした辛口の味わいは、瀬戸内の
魚と相性ピッタリです。

ピーエスピー 株式会社

〒759-6311下関市豊浦町大字吉永526-1
TEL：083-774-3366
FAX：083-774-2988

http://www.pesp.co.jp

大粒米 純米大吟醸
(720ml） 2,888円

大粒米新品種「大粒ダイヤ」を使用。香り華やかで甘みの
ある辛口。フルーティーでワイン感覚、女性に人気です。



〒751-0829下関市幡生宮の下町8-23
TEL：083-252-1877 FAX：083-252-5996

http://www.sekimusume.co.jp

下関で永年愛される、ふくひれ酒。
とらふくの焼きひれがカップに入っており、
ご自宅で手軽に本格的なひれ酒をお楽しみ
いただけます。

下関酒造株式会社

とらふくのひれ酒（2本箱入り）
(180ml×2本） 1,090円（税抜）

〒750-1101下関市大字吉田1432
TEL：083-284-0111 FAX：083-284-0113

http://www.sirataki.co.jp/

ふくのひれ酒
本醸造

(720ml）1,970円

ふぐの本場下関で、全国唯一のふぐ酒専門
メーカーが造るふくのひれ酒です。

永山酒造 合名会社
〒757-0001山陽小野田市大字厚狭367-1
TEL：0836-73-1234 FAX：0836-72-0012

http://www.yamanosake.com/

米焼酎 寝太郎43度
（720ml）1,760円

山口生れの幻の米「穀良都」を使用。
食事を楽しくしてくれる酒。

特別純米酒 山猿
（720ml）1,463円



株式会社 瀬戸内ジャムズガーデン
〒742-2804大島郡周防大島町日前331-8
TEL：0820-73-0002 FAX：0820-80-4228

https://www.jams-garden.com/

瀬戸内の生レモンチェッロ（アルコール14度）

(500ml） 2,970円
（200ml） 1,600円

瀬戸内のレモンを使用し、日本人の好みに合うよう、アルコール
度数をおさえ、生果汁でフレッシュ感を表現しました。

株式会社
〒753-0212山口市下小鯖1360-4

TEL：083-941-0100 FAX：083-941-0222
http://www.yamaguchi-jibeer.com

山田錦ラガー
（330ml瓶） 605円

山口の麦
（330ml瓶） 550円

萩ゆずエール
（330ml瓶） 550円

山口県の自然豊かな鳴滝の天然水を使用。
山口県ビール麦100％！山口産にこだわったクラフトビールです。

〒759-2222美祢市伊佐町伊佐2218-15
TEL：0837-52-0083 FAX：0837-52-0171

https://agriplan.co.jp

「美祢の雫」特選ブルーベリージャム
（140g×3本） 5,000円

当園で最高品質の実「美祢の雫」を使用したジャムと、
たっぷりの実を漬込んで作った風味豊かな果実酢です。

ブルーベリーヴィネガー
黒酢入り

（500ml） 3,000円



有限会社 石川果樹園
〒759-3111萩市大字上田万116

TEL：08387-2-0683 FAX：08387-2-0686
http://www.e-fruit.co.jp/

栗の渋皮煮
（大：480g） 1,930円
（小：250g） 1,310円

豊かな自然環境のもと安心・安全な果物を生産、
販売しています。旬のフルーツのおいしさにこ
だわった加工品も手作りしています。

三笠産業 株式会社

野菜ファインパウダー
小袋（25g～60g） 650円

〒754-0005山口市小郡山手上町1-10
TEL：083-973-0731（代） 083-973-0736（直）
FAX：083-973-0780（代） 083-973-0746（直）

http://www.mikasasangyou.co.jp

国産野菜のみを原料とし、非常に細かい
粉末の野菜ファインパウダーは、パン・
クッキー・野菜ジュース等、いつものお
料理に手軽に野菜を加えられます。

Mine里山ファクトリー
〒759-2302美祢市於福町下2869-1

TEL：0837-56-0027 FAX：0837-56-0236

秋吉台高原の旬をギューとつめこみまし
た。味と色彩にこだわって製造しており
ます。ビンにとじこめたジャムの宝石を
お楽しみください。

秋吉台高原ジャム（各種）
（120ml） 600～800円

秋吉台高原ジャム セット
（120ml 2本入り） 1,300円
（120ml 3本入り） 1,900円



株式会社 柚子屋本店
〒758-0011萩市大字椿東字奈古屋1189

TEL：0838-25-7511 FAX：0838-25-6311
https://www.e-yuzuya.jp

柑橘習慣（かんきつしゅうかん）
（500ml） 1,150円（税抜）

（1L：紙パック） 2,200円（税抜）

５種の国産柑橘100%ブレンド果汁。
果実由来の豊富なクエン酸やビタミン等の
栄養素を毎日おいしく摂り続けていただく
ための飲み物です。
割り材やお料理にも幅広く活躍します。

〒758-0011萩市大字椿東1159-9
TEL：0838-25-6122 FAX：0838-25-7932

https://ponzu.co.jp/

萩産の夏みかんを皮ごと搾った果汁100％のジュースです。
贅沢な大人の味をご賞味ください。

鍋屋食品 有限会社

夏みかんジュース
（500ml）

萩美人（特選・柚子・金） （300ml×3本）

料亭の味をご家庭で、お世話になったあの方へ、
心を込めてお贈りします。

株式会社 岸田商会
〒758-0025萩市土原608-1

TEL：0838-25-5700 FAX：0838-26-0560
http://www.ponzuya.co.jp

本だいだい しぼり酢 (500ml) 1,458円

味付ポン酢 味兆 (500ml) 1,198円

赤柚子こしょう 柚子こしょう 各(50g)  475円

〃 各(150g) 1,101円

夏みかん果汁飲料 萩物語 （500ml) 1,177円

清涼飲料水 柚子のめぐみ （500ml) 1,393円

特産こだわりの食材で作り上げました。



〒753-0303山口市仁保下郷1771
TEL：083-927-8030
FAX：083-927-0787

http://www.nikkako.co.jp

長州地サイダー（夏みかん味）
（490mlボトル缶） 150円（税抜）

長州地サイダー（もも味）
（490mlボトル缶） 150円（税抜）

山口県産夏みかん果汁・もも果汁を使用した、
後味すっきり、さわやかなサイダーです。

〒759-4106長門市仙崎4297-1
TEL：0837-27-0301 FAX：0837-27-0310

http://nagatobussan.net

長門ゆずきち 柚子こしょう

(1瓶：30g) 450円

長門ゆずきち ポン酢

(1本：150ml) 540円

爽やかな香りとまろやかな酸味が特徴の山口県オリジナル柑橘
「長門ゆずきち」を使った商品です。

ヤマカ醤油 株式会社
〒759-6603下関市安岡町1丁目9-7

TEL：083-258-0031 FAX：083-258-2000
http://www.yamaka-shouyu.jp

facebook.com/yamaka.shouyu

やまぐちフルーツビネガーセット
（県産リンゴ 100ml×1、
県産みかん 100ml×1、
県産梨 100ml×1、
県産ブルーベリー 100ml×1）

2,970円

山口県の特産果実を独自の発酵で造った
フルーティなお酢のセットです。



赤間醸造 株式会社
〒751-0833下関市武久町1-6-12

TEL：083-254-2422 FAX：083-254-2423
http://www.akamajozo.com/

蔵元見学のお誘い。160年の大杉樽で熟成される醤油やその櫂入れ作業も見学できます。（大人
5名様以上、要予約）店舗にてお味噌・お醤油・スイーツ等のお買い物も。全国発送可。

〒758-0022萩市大字浜崎町281
TEL：0838-22-0963 FAX：0838-26-2877

https://matumiya-h.com

殿さましょうゆ

（1800ml） 1,830円

（1000ml） 1,080円

（500ml） 630円

（300ml） 510円

（110ml） 290円

塩分控えめ、濃厚な甘み、色、味、粘りの強さがあ
ります。
刺身、漬物はもちろんの事、煮物に加えれば深みの
ある濃厚な味わいがより一層ご堪能いただけます。

有限会社 マルイチ彦島醸造工場 〒750-0087下関市彦島福浦町3丁目7-27
TEL：083-267-1131 FAX：083-266-7799

http://www.hikoshimamiso.com

平家ゆかりの彦島みそは、風味豊かな甘口の
お味噌であり、麦特有の香りと旨味・舌ざわ
りが特徴の麦みそは当社一番の人気商品です。

上麦みそ樽入

（1.75kg） 1,870円



ミヨシノ醤油 有限会社
〒754-0411萩市大字明木3137-2

TEL：0838-55-5605 FAX：0838-55-5615
https://miyoshi-no.com

創業明治43年。萩市にある醤油屋です。
萩で愛される甘口の醤油をはじめ、山
口県産の原料を使用した調味料を製造
しています。

株式会社 シマヤ
〒745-0043周南市都町1-57

TEL：0834-32-7771 FAX：0834-21-2342
http://www.shimaya.co.jp/

山口県産の裸麦（トヨノカゼ）と大豆（サチユタカ）を
原料に化学調味料無添加で仕上げた、自然な甘さとうま
味が自慢の麦みそです。

嶋屋治兵衛 長州みそ

(750g) 864円

とくぢ味噌 株式会社
〒754-0891山口市陶1826

TEL：083-986-3537 FAX：083-986-2997
http://www.rakuten.ne.jp/t-miso/

とくぢみそ

特撰麦つぶ３kgタル（ギフト）

（750g×4）

地元山口県の原材料である麦・大豆を
100%使用し、国産塩のいそしおで仕込
みました。



株式会社 一馬本店
〒747-0814防府市三田尻2-1-14

TEL：0835-22-0018 FAX：0835-25-5580
http://ichiuma.co.jp/

「おひとりのお客様に100回食べて頂けるような
“いつもの味噌・醤油”でありたい」がモットーです。

一馬詰合わせ IC-30
（濃口醤油(松印)1L：1本、濃口芳醇さしみ300ml：1本、
だしの素500ml：1本、無添加麦味噌750g：1個、
田舎味噌(麦味噌)500g：1個、ごまもろみ200g：1個、
即席みそ汁(合わせ）10.6g：4袋） 3,240円

株式会社 佐川醤油店
〒742-0021柳井市柳井3708-1

TEL：0820-22-1830 FAX：0820-22-1831
http://www.sagawa-shoyu.co.jp/

しょうゆ風味ごまふりかけ

(100g) 378円

甘露しょうゆ

(300ml) 720円

良質のごまと醤油味が絶妙にマッチ
した旨み豊かなふりかけです。

４年の歳月をかけて熟成させた伝統の味。
香り、艶、味ともに極上のさしみ用醤油
です。

礒金醸造株式会社
〒754-1277山口市阿知須3248-2

TEL：0836-65-2012 FAX：0836-65-2012
https://www.isokane.co.jp

白（ＨＡＫＵ）山田錦仕込み甘酒

（300ml）495円

山口市阿東地区で育まれた酒米「山田錦」で製造。

米と米麹だけの自然の甘さ。

（無添加・無加糖・ノンアルコール）



株式会社 Maazel Corporation
〒751-0805下関市一の宮住吉3丁目2-1

TEL：083-263-3636 FAX：083-263-3663
https://maazel.jp/

純国産34種類の野菜＆米こうじのスープ
(180g) 454円（税抜）

山口県椎茸農業協同組合

やまぐち特選乾椎茸
(化粧箱入：200g) 5,940円

（化粧箱入：115g） 3,780円

〒753-0021山口市桜畠2丁目7-3
TEL：083-928-0336 FAX：083-928-0337

山口県産乾椎茸
左（ホール：35g) 594円
右（スライス：28g）594円

自然豊かな山口県で育てられた原木乾燥椎茸。
やまぐちブランドにも認定された特選乾椎茸を
是非ご賞味ください。

〒758-0027萩市吉田町22
TEL：0838-21-7410 FAX：0838-21-7411

http://gomaemon.jp

胡麻を低温焙煎し圧搾製法で搾ったごま油をゆっくり自然にろ過させてビンに充てんしました。
生食がオススメです。いろいろかけてお召し上がりください。

胡麻衛門のごま油セット
（95g×3）3,564円

ごまから金
（1個）216円

胡麻衛門のギフトセット
3,000円



有限会社 おかもと商店
〒742-0413岩国市周東町上久原1544-1

TEL：0827-84-3151 FAX：0827-84-3422
http://www.okamoto29.com

蓮華のほし

（100ｇ）420円（税抜）（1本約150g）

伝統の製法を頑なに守る天日干の牛肉
の干肉です。当店だけの秘伝の味。

高森牛熟成ほし肉
（150g） 1,800円

〒742-0413岩国市周東町上久原324-5
TEL：0827-83-1500 FAX：0827-83-0550

http://miko-shokuhin.co.jp

高森牛の旨みを最大限に活かすため、
独自の熟成期間、温度、湿度にこだわ
り、ビーフジャーキーとは違う新触感
の熟成ほし肉。

株式会社 ミコー食品

株式会社 みどりや
〒758-0057萩市堀内89

TEL：0838-25-1232 FAX：0838-26-1129
http://www.mishimaushi.com

見蘭牛肩ロースすき焼き用

（500g入）7,560円

和牛のルーツである見島牛とその名血を受け継ぐ見蘭牛を
自ら育て直営レストラン、マーケットでご提供すると共に、
牧場直送で厳選されたお肉を使用した自家製のハム・ソー
セージの加工販売を手懸けています。

見蘭牛手切りカルビ焼肉用（ばら）

（500g入）7,560円



ドライサラミ
(60g) 680円

ロースハム「星ふる街」
(360g) 2,772円

ロースハム「星ふる街」は贈答品人気No.1です。２品とも本場ドイツで
金賞を受賞しました。「世界で認められた味」朝日屋です。

〒744-0075下松市瑞穂町2丁目19-16
TEL：0120-864-186 FAX：0833-48-3505

http://www.ec-ham.net

有限会社鹿野ファームハイポーハム工房

〒745-0303周南市大字鹿野中字中原34-1
TEL：0834-68-3420
FAX：0834-68-2420

http://www.kanofarm.com/

鹿野高原ハンバーグ(200g：2個入)680円 鹿野高原ミンチカツ(170g：2個入)580円

鹿野ファームで生産された鹿野高原豚や黒毛和牛と
地域の素材を活用した惣菜商品です。

昭ちゃんコロッケ 株式会社
〒753-0084山口市銭湯小路15

TEL：083-922-1005 FAX：083-925-5870

山口名物コロッケ全国食肉産業展手
作りコロッケコンクール金賞受賞。
山口で生まれた日本一コロッケです。

昭ちゃんコロッケ
（30ケ入）4,200円



株式会社 ＭＩＨＯＲＩ
〒753-0252山口市大内中央1丁目8-1

TEL：083-927-6336 FAX：083-927-0238
https://www.mhr.jp/

塗すだけでおいしいレストランの味。

唐揚の素（1kg） 2,160円

唐揚の素（300g） 864円

萩むつみ豚餃子
（12個入り）864円（60個入り・特製ブレンド味噌付き）4,212円

〒756-0021山陽小野田市日の出3-7-8
TEL：0836-55-5878 FAX：0836-84-7155

（自社サイト）https://www.haraya.jp/fukuhara/
（BASEショップ）https://haraya.thebase.in/

山口県萩市むつみ地域のブランド豚「むつみ豚」を100％使用した当店の看板メニュー「こだわ
りの餃子」です。「むつみ豚」は自然豊かな高地でパンを加えたこだわりの餌を食べて育ち、
臭みの無い甘い肉質が特徴です。また、厳選キャベツ、岩国蓮根、青森県産にんにく、そして
隠し味は、熟練料理人が生み出した20年以上の歴史を持つ門外不出のブレンド味噌。
有名全国誌、ふるさと納税返礼品としても高い評価を頂いております。

餃子の福原

食べる日本酒・食べる東洋美人。「東洋美人・壱番纏」の酒粕と
「萩むつみ豚」、隠し味には山陽小野田市の「大根」。そして
「天然塩」だけで造った「美人餃子」は余計な味付けは必要あり
ません。梅・レモン・わさび、3種の塩でお召し上がり下さい。

美人餃子～東洋美人壱番纏×萩むつみ豚
（12個入り）1,458円

深川養鶏農業協同組合
〒759-4101長門市東深川1859-1

TEL：0837-22-2121 FAX：0837-22-5432
http://www.chosyudori.or.jp/

長州カレーセット 3,600円

（長州黒かしわカレー180g×2個、長州どりカレー180g×2個）

長州黒かしわのもも肉を、贅沢に使用した
こだわり本格カレーをご賞味ください。



有限会社 池本食品
〒740-0016岩国市三笠町3丁目9-7

TEL：0827-21-2054 FAX：0827-21-0335
https://ikemoto-shop.com

岩国の蓮根を使ったバラエティー豊か
なシリーズです。ふるさとのお土産や
普段使いにお役立てください。

岩国蓮根シリーズ

300～650円

有限会社 竹内食品
〒754-0031山口市小郡新町2丁目11-10

TEL：083-972-0977 FAX：083-972-8318
http://www.takesyoku.com/

きな粉
（100g入） 210円

安平麩
（10個入） 648円

煮込むほど味が染み込みトロッとした食感
になります。
アレンジ次第でどんな料理にでも合います。

カヲル商店株式会社 〒745-0037周南市栄町2-10
TEL：0834-34-0393 FAX：0834-34-0393
https://torisobakaworu.amebaownd.com

山口県産銘柄鶏「長州どり」をスープに、麺には「萩の塩」を
使用した、当店の看板メニューがお土産ラーメンになりました。

鶏そばカヲル 鶏そば塩 2食入り

（縦18.5cm×横15cm×高さ7.5cm） 980円

画像は調理イメージです



有限会社 小野商店
〒753-0212山口市下小鯖八反田2470

TEL：083-927-0084 FAX：083-927-2818
http://www.fukufukumai.com

ふくふく米 (5kg) 3,070円

（エコ山口50認証コシヒカリ･･･

化学農薬、化学肥料を50％以上削減）

食糧庁長官賞（第10回全国優良米穀コンクール）と
農林水産省総合食料局長賞（第14回）を受賞した、
五つ星お米マイスターの居るお米屋が自信を持って
お勧めするお米！
「つや」「こし」「甘み」と最高級の当店オリジナ
ルブランド米です。

瑞穂糧穀 株式会社
〒753-0872山口市小郡上郷流通センター西901-12

TEL：083-922-1550 FAX：083-924-8449
http://www.mizuhoryoukoku.co.jp

山口県で一番おいしいと称される米どころ、
山口市阿東地区で「あとうみずほ会」の有
志に作っていただいた特別栽培米のコシヒ
カリです。
おいしさの中に安心安全を求めました。
山口市ブランド「Re維新」認定商品です。

維新の一粒
(2kg) 1,580円

（5kg） 2,980円

株式会社 高村農園
〒742-0414岩国市周東町田尻639-3

TEL：090-6873-8540 FAX：0827-84-2088
https://www.takamuranouen.com

岩国の中山間地にて残留農薬０の米を作る高村農園。
その米を原料に体にも環境にも優しい加工品を提案
しています。

塩米こうじ （250g入り）378円

和食に合う玄米珈琲（100g入り）756円



うまもん 株式会社
〒741-0062岩国市岩国1丁目14-11

TEL：0827-41-2115 FAX：0827-41-0635
http://www.umamon.co.jp

登録商標うまもんは、乳酸発酵から生まれる自然の風味とコクを生かした
伝統の本格漬物です。

うまもん本造り漬物詰合せ 3,780円
（広島菜本漬180g、白菜本漬180g、キムチ本漬180g、
甘酢白たくあん200g、奈良漬五橋120g）

株式会社 アグリード
〒758-0305萩市吉部下4142

TEL：08388-6-0955 FAX：08388-6-5581
https://hagi-aglead.com

お米のシロップ
（200g） 1,296円
（ 40g） 432円

農薬、化学肥料不使用で育てた、もち
米と麦芽で作った、安心していただけ
る甘味料です。
薪炊きのかまどで、ゆっくり煮詰めた、
昔ながらの製法の甘味料です。

株式会社 大黒屋
〒755-0151宇部市西岐波1277-11

TEL：0836-51-0649 FAX：0836-51-0626
http://yamaguchi-daikokuya.com/

寒漬

(150g) 324円

寒漬は、冬季に収穫された大根を
塩漬けし、約3ケ月間寒風にて干し
上げた漬物です。ふるさとの味と
して、好評いただいております。



自然薯焼きドーナツ (55g) 216円

じねんじょ村
〒742-0009柳井市新市2-32

TEL：0820-22-0654 FAX：0820-22-0677
http://jinenjo-mura.com/

自然薯栽培発祥の地「山口県柳井市」産の自然薯を使用した
加工品を開発している会社です。

自然薯ふりかけ（100g) 540円

株式会社 原田食品
〒742-0413岩国市周東町上久原1901-1

TEL：0827-84-2300 FAX：0827-84-2255
http://www.harada-foods.com

とれたての天草を浜で何度も晒し、じっくり煮出
した抜群の歯ごたえと、天然昆布・かつおだしの
風味豊かな極上の味わいが楽しめます。

生芋すりおろし角こんにゃく
（250g） 200円

極細ところてん三杯酢
（85g×2） 400円

生芋を100％使用し、あくを抜いてにおいを
おさえた、食感の良い上質な田舎こんにゃ
くです。加熱しても生でもおいしく召し上が
れます。



有限会社 長谷川商店
〒759-4101長門市東深川2481-4

TEL：0837-22-2615 FAX：0837-22-6113

芋こんにゃく２ケ入
（180g×2） 200円

こんにゃく生芋ペーストを使用した
味染抜群、もっちり食感のおいしい
芋こんにゃく。

祝島事業組合
〒742-1401上関町祝島

FAX：0820-66-2987
E-mail：iwaishimajigyokumiai@gmail.com

びわの葉茶
（opp袋：100g） 900円
（opp袋： 50g） 540円
（opp袋：8g×6）650円

季節のジャム・マーマレード
（瓶詰：140g） 770円
（瓶詰： 70g） 440円

おいしい！祝島詰合せ 3,500円瀬戸内の自然を活かした商品作りをしています。

企業組合 みんと村
〒742-0337岩国市玖珂町5148-8

TEL：0827-82-5982 FAX：0827-82-5982
https://www.mint-village.net

山口県東部に位置する玖珂町“みんと
村”から、香り豊かなハーブティーと
焼菓子をお届けします。

みんと村ハーブティータイムセット
3,300円（税抜）

ラベンダーケーキ（大：380g） 1,500円
ハーブクッキー（18枚） 300円
リラックスブレンドティー（1g×10P） 600円
リフレッシュブレンドティー（1g×10P）600円

（すべて税抜）



山口県農業協同組合

手延素麺「菊川の糸」

〒754-0002山口市小郡下郷2139
TEL：083-976-6861 FAX：083-976-6828

https://www.ja-ymg.or.jp

山口県の特色を生かした様々なオリジナル商品を取り揃えております。

家庭用から贈答用までお気軽にお問い合わせください。

洞窟焼酎3本セット 山口茶島そだち

(秋吉台麦・あつ栗・晴るる) (緑茶・ほうじ茶・玄米茶等)(みかん)

（下関統括本部） （美祢統括本部） （周防大島統括本部） （宇部統括本部）

しあわせギフト工房まつもと
〒742-0035柳井市中央2-2-35

TEL：0820-22-0325 FAX：0820-22-1140
http://www.gift871.com

やない白壁物語セット

山口県内名産品の詰合せは贈答
品・景品等に好評です。
ご予算・お好みでオリジナルの
詰合せもいたします。

山口よくばりセット

徳地特産品振興対策委員会
〒747-0231山口市徳地堀1565-1
（徳地特産品販売所南大門内）

TEL：0835-52-1772 FAX：0835-52-1772

徳地の特産品多種

山口県山口市の豊かな自然に囲ま
れた地域「徳地」。
その徳地で育った素材を使用した
加工品を各種イベントに出店して
販売しています。素材を生かした
この徳地の特産品をぜひ皆様のお
手元に。



萩焼窯元 椿秀窯 萩陶苑

従来の萩焼の他、現代の生活や感性に
マッチしたデザインの器を製造、販売
しています。

〒758-0061萩市大字椿3775
TEL：0838-22-2441
FAX：0838-26-0330

http://www.hagiyaki.co.jp/

ちんしゅうがま しゅう と う え ん

〒758-0057萩市堀内258-37

TEL/FAX：0838-25-8111

http://gashudo.jimdo.com/

Instagram&Facebook 雅萩堂（がしゅうどう）

天然釉薬のワラ灰を使った、真白い萩焼の汲出碗
です。お茶が映え当店自慢の人気商品です。

白萩汲出碗

５客揃

22,000円

楠製硯
〒757-0214宇部市大字西万倉岩滝

TEL：0836-67-0628 FAX：0836-67-0652

赤間硯自然風流型

(3寸×5寸程度) 5,000円

（4寸×6寸程度）10,000円

国の伝統的工芸品指定。
独特の色あいときめ細かい墨のおりが
特徴です。



大内塗漆器振興協同組合
〒753-0214山口市大内御堀4138（㈲中村民芸社内）

TEL：083-927-0619 FAX：083-927-4619
http://www.ouchifufu.com

Ｏｕｃｈｉ夫婦

16,500円

パーツや模様、色をセレクトし、世界に
たった一つの夫婦の人形を職人が心を込
めて作ります。

長州物産株式会社

山口銘菓「外郎」・伝統工芸品「大内人形」、
「萩焼」、その他山口県内のお土産を豊富に
取り揃えております。
昼食も少人数から団体のお客様までご利用い
ただけます。

〒753-0095山口市木町1-6（瑠璃光寺五重塔前）
TEL：083-925-5850 FAX：083-925-6200

http://www.choshuen.co.jp/

谷口漆香堂（代表・谷口幡平）
〒753-0231山口市大内氷上7丁目8-12

TEL：083-927-1871 FAX：083-927-1871
しっ こう どう

「白虎」WHITE TIGER
（径9.0cm：1体：30号大）

当店直売価格 15,000円
【30号(大)、25号(中)、21号(小)有り】

“PEACE For You & Stand By Me”の文字を
入れました。ひまわりの花絵プリント付き。
末永く平和を願う白虎で有れと思います。



幸ふく （1個） 550円

有限会社 民芸くらもと
〒754-0511美祢市秋芳町秋吉614

TEL：0837-62-0208 FAX：0837-62-0208
http://www.geocities.jp/mingeikuramoto/

幸運を占う6色のふく。

有限会社 たましげ
〒757-0216宇部市船木692-2

TEL：0836-67-0175 FAX：0836-67-1767
https://tamakoto.com/

お琴のことなら㈲たましげへ。工場直販価格でおもとめ下さい。

有限会社 中村民芸社
〒753-0214山口市大内御堀4138

TEL：083-927-0619 FAX：083-927-4619
http://nakamuramingeisha.jimdo.com

うるし塗りイアリング・ピアス
2,200円

山口県の伝統的工芸品「大内塗」の技術を活かし、
生活に密着した商品開発を心がけています。

大内人形
イアリングピアス

2,200円



株式会社 岩川旗店
〒758-0026萩市古萩町40

TEL：0838-22-0273 FAX：0838-25-4646
http://www.iwakawahataten.com

トートバッグ中

（W37×H30×D10cm）5,500円

縁起物である大漁旗を中心に、当店で染め上げた生地を
生かして、オリジナルの染め小物を販売しております。

トートバッグ大

（W40×H43×D12cm）

7,150円

手拭（90×35cm）

1,320円

つくれる文具屋さん

有限会社 木阪賞文堂

〈白壁本店〉〒742-0022柳井市柳井津452
（重要伝統的建造物群保存地区・白壁の町並み内）

〈中央店〉〒742-0035柳井市中央3-278-2    
TEL：0820-22-0150 FAX：0820-22-9506

https://sirakabe.com（白壁どっと混む）

■“金魚ちょうちん”販売
（含オリジナルデザイン）

■“金魚ちょうちん文具”の企画・販売
※含柳井市地域ブランド認証品

※柳井の金魚ちょうちんが大好き。伝建(デンケン)地区に在る“柳井のつくれる文具屋
さん”です。地域に開き、地域を拓くお店でありたいと商品開発に努めています。

<写真>オリジナルデザイン金魚ちょうちんの制作風景

『金魚ちょうちん、やない～ね‼』



〒759-4101長門市東深川1950-1
TEL：0837-23-0388 FAX：0837-23-0387

http://chicre.co.jp/
https://toriineco.thebase.in/

むかつく半島トリィネコ
開運ぬいぐるみ（Ｍサイズ）

開運マスキングデープ
開運シール

長門市向津具半島うまれのトリィネコ。
どことなく「むかつく」顔が、大人気。
いろんなグッズとりそろえトリィます。

むかつく

4,320円

440円

180円

木のおもちゃ杢・MOKU 合同会社
〒758-0034萩市熊谷町53    

TEL：0838-26-2829
FAX：0838-26-2829

http://www.kumiki-moku.jp

萩だいだい（十二支）
（H：22.5㎝、W：24㎝、黒台付）14,850円

電動糸鋸を使用して国産材を丁寧に切り抜い
た夢のあるオリジナル「組み木」を製作して
います。 デザイン：守重シゲ子

切り株のエンゼル
（H：12.5㎝、W：14㎝）

4,950円

〒747-1111防府市富海988-5
TEL：0835-34-1212 FAX：0835-34-1212

http://aima.tonomi.or.jp
ＡＩＭＡ

藍染ワークショップ

（Ｔシャツ他） 7,000円～

シルク混糸ストール (シルク30%・レーヨン70%）

14,300円

海や空の色の様に深みのある青。

藍染体験も受付中。



有限会社 マシヤマ印刷
〒758-0061萩市大字椿3732-7

TEL：0838-22-1103 FAX：0838-26-0855
http://print-ma.jp/

吉田松陰カレンダー
たて594×よこ210mm 550円

メモ帳1枚1枚に松陰先生のありがたいお言葉が
書かれている。96枚綴りのメモ帳。

松陰先生の言葉 メモ帳
たて129×よこ91mm 330円

各月に松陰先生のありが
たいお言葉が入った巻物
型カレンダー。
9～12月販売。
※なくなり次第終了

〒753-0037山口市道祖町7-13
TEL：083-925-1111 FAX：083-920-5111

https://maruni.jp/

観光絵はがき「瑠璃光寺五重塔」
（8枚1セット） 660円

観光絵はがき「明治維新策源地 山口市」
（8枚1セット） 660円

瑠璃光寺五重塔や錦帯橋など、山口県内
各地の観光名所を描いた観光絵はがきを
販売しております。

有限会社 鳳山堂
〒753-0302山口市仁保中郷970

TEL：083-929-1114 FAX：083-929-0334
http://hozando.co.jp/

丸テーブルを囲んで
家族だんらんのひと時を。

20,000円～

電波振り子時計
人気イチオシ商品です。



湯田温泉旅館協同組合
〒753-0056山口市湯田温泉6丁目6-53

TEL：083-920-3000 FAX：083-920-3003
http://www.yudaonsen.com

ゆだうるる ミスト （1本）1,100円

ゆだうるる フェイスマスク （1枚） 420円

ゆだうるる リップスティック（1本） 550円

湯田温泉の泉質はアルカリ性単純温泉。
とても肌になじみやすく柔らかいお湯が特徴です。
美肌成分たっぷりの100％ピュアミスト等スキンケア
を通じて温泉の素晴らしさをお楽しみ下さいませ。

〒755-0043宇部市相生町8-1 宇部興産ビル5階
TEL：0836-31-0176 FAX：0836-31-0193

https://www.ubematerials.co.jp

防腐剤・着色料・合成香料・発泡剤不使用

■内容量 120ｇ
■効能・効果 歯を白くする。むし歯を防ぐ。歯槽膿漏

の予防・歯肉炎の予防・口中を浄化する・口臭の防止
■ハイドロキシアパタイト（吸着剤）を15％配合！
∟歯のエナメル質の97％はアパタイトで構成されてお
り、歯と同様の成分

薬用はみがき天然優選 Apa15 1,980円（税込）

健康的な輝く白さを取り戻す

防府観光物産協会
〒747-0029防府市松崎町11-19

TEL：0835-25-2148
FAX：0835-25-4537

ういろう、かまぼこ、ちくわをはじめ、防府ブランド
「幸せます商品」など、防府ならではの特産品、お土
産の数々を品揃えしています。お買い求めは、防府天
満宮参道下「まちの駅うめてらす」でどうぞ。

防府市まちの駅うめてらす
おみやげ特産品コーナー

営業時間 9時～18時（無休）
〒747-0029防府市松崎町1-20
TEL 0835-22-0881
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