
平成22年度～平成26年度

「 ふじのくにの 農 林 水 産 物 」から新しい加 工 商 品 が 生まれました。
静 岡 県 の 魅 力 が つまった逸 品を自信をもってご 紹 介いたします 。

●販売場所・内容量・価格は平成26年10月現在の主なものです。詳細は販売者に直接お問い合わせください。

静岡県経済産業部振興局マーケティング推進課
〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9番6号　TEL.054-221-3653　FAX.054-221-2698　
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-110ふじのくに食の都

平成22年度 ●販売場所・内容量・価格は平成26年10月現在の主なものです。
　詳細は販売者に直接お問い合わせください。

ふじのくに新商品セレクション

素材本来の旨味と食感がおいしい

マツダ食品 株式会社
〒431-3107 浜松市東区笠井町45　TEL.053-433-1528
FAX.053-435-1572　http://www.foods-m.jp/

【販売場所】マツダ食品本社直売所

静岡県産大豆と遠州産釜
揚げしらすの風味を大切に
した一品です。独自の調合
で調整した特製タレで絡
め、素材本来の旨味、色合
い、食感が楽しめます。

遠州しらす大豆

内容量：100ｇ　価格：321円《税込》

鰹ちゃ

焼津の海から琥珀色スープの贈り物

〒４２５-００７２  焼津市大住３９９番地の1　TEL.054-629-4135
FAX.054-629-4136　http://www.chikiri.co.jp/

【販売場所】東名日本坂ＰＡ（上）、さかな工房

琥珀色の今までにないお
茶感覚で飲める鰹スープ
です。そのまま飲むのはも
ちろん、煮物や炊き込みご
飯にも使えます。特製パッ
ケージも喜ばれています。

ちきり清水商店 株式会社 

内容量：3.2g×10袋　
価格：1,080円《税込》

ツーンと辛いわさびのふりかけ

ニチフリ食品 株式会社
〒421-3296 静岡市清水区蒲原5190-2　TEL.054-388-2211
FAX.054-388-2955　http://www.nichifuri.co.jp/

【販売場所】マックスバリュ東海（県内）、しずてつストア

伊豆産のわさびの茎をフリーズドライに
加工したものを使っています。刻み海
苔、あおさなどもブレンドし、素材そのも
のの風味が味わえます。

伊豆のわさび使用 
わさび
ふりかけの起点

内容量：40ｇ　価格：216円《税込》

海賊焼
イカスミ入りの黒い海鮮風塩やきそば

佐野製麺 株式会社
〒410-3514 賀茂郡西伊豆町仁科399-3　
TEL.0558-52-0047　FAX.0558-52-1901　
http://www.men-ya.com/

【販売場所】フードストアあおき、自社ホームページ通信販売

イカスミを入れたまっ黒い
麺が特徴の海鮮風塩焼
きそばです。新しい西伊
豆のご当地グルメとして
も知られています。
内容量：130g×2　
価格：358円《税込》

かんばら 
いわしカレー

蒲原で70年愛されている地カレー

〒421-3203 静岡市清水区蒲原3-3-10　
TEL.054-388-2263  FAX.054-388-3308  http://yamashiti.shop-pro.jp/

【販売場所】新東名（静岡SA）、エスパルスドリームプラザ、鮨処 やましち

蒲原名産「いわし削りぶし」を使用
し、昔ながらの和風カレーに仕立て
ました。蒲原では70年前から地元
の人に親しまれている味です。

有限会社 やましち

内容量：1箱（200g）　価格：540～650円《税込》

ふじのくに
新商品セレクション
受賞商品一覧

株式会社　アビリティフィールズ
〒421-0103 静岡市駿河区丸子1-6-49　TEL.054-259-1638　FAX.054-259-1358

【販売場所】しずてつストア新静岡セノバ店、通信販売他

果物本来の美味しさが生きたドライフルーツ
平成26年度最高金賞

温暖な気候と豊かな自然に恵まれて、作り手の愛情を受けながら育った静岡生まれの果物
たちが、今までにない新食感のスイーツに生まれ変りました。果物本来の酸味と甘さを最大限
に生かした究極のドライフルーツです。

果実の気持ち
内容量：みかん3袋、苺3袋、キウイ3袋　価格：2,600円《税抜》　（季節によって果物の種類や数量が変更になる場合があります。）
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単位：商品

※平成22年度のみ1社あたりの出品数に制限なし、平成23年度以降は1社2品まで。

※

受賞商品数は平成26年度で合計67商品となります。
応募商品数は年々増加しており、

まさに選りすぐりの商品です。



平成26年度 平成26年度

●販売場所・内容量・価格は平成26年10月現在の主なものです。詳細は販売者に直接お問い合わせください。

「しずおか食セレクション」に認定された「伊豆天城 紅姫あまご」の
素材を十分生かし、ダイダイ酢等を入れた特製酢を使って仕上げた
お寿司です。寿司飯に混ぜ込んだ伊豆天城わさびの茎の三杯酢漬
けと良い相性です。

天城紅姫あまご寿司

株式会社　桃中軒
〒410-0845 沼津市千本港町24　TEL.055-963-0154
FAX.055-963-2936　http://www.tochuken.co.jp

【販売場所】JR三島・沼津各駅構内売店及び自社店舗、自社WEBサイト

内容量：450ｇ　価格：1,360円《税込》

伊豆天城の食材を生かしたあまご寿司 抹茶を贅沢に練り込んだ茶そば

自家製の抹茶を惜しみな
く贅沢に練り込み、風味
豊かで、抹茶を存分に味
わえる茶そばです。食でも
抹茶を味わってほしいと1
食に付き5％の抹茶を練り
込み、他では絶対に味わ
えない濃い抹茶の味をお
楽しみください。

濃い抹茶そば

株式会社 小柳津清一商店
〒421-0101 静岡市駿河区向敷地1198-1　TEL.054-669-5057
FAX.054-259-6824　http://www.gasho-an.com/

【販売場所】雅正庵（千代田本店、宮竹店、焼津西小川店、ベイドリーム清水店）、
（株）小柳津清一商店　本店、おやいず製茶雅正庵オンラインショップ

内容量：2食入り　価格：500円《税込》

甘恋浪漫 極上静岡
御茶ぷりん 謹製 頂

創業130年の豆腐屋が追求した
最高級のお茶ぷりん

匠味 吉正（たくみ　きっしょう）
〒414-0006 伊東市松原779-20　TEL.0557-52-4262　
FAX.0557-37-3649　info@amakoi-roman.jp

【販売場所】本社工場、甘恋浪漫オフィシャルＷＥＢサイト、サントムーン柿田川店

伊豆産ぐり茶と岡部産、天竜産抹茶を使用した、深いお茶の味わい
を楽しめる極上のぷりんです。
内容量：100ｇ　価格：380円《税込》

富士山岡村牛
ビーフジャーキー

富士山岡村牧場
〒418-0102 富士宮市人穴１３７-３１８　TEL.0544-52-3668
FAX.0544-52-3668　https://www.facebook.com/tiyoji.okamura

【販売場所】牧場内直売所、まかいの牧場、手打ちそばつち也

内容量：30ｇ　価格：900円《税抜》

こだわりの岡村牛で作ったビーフジャーキー

丹精込めて育てた富士山岡村牛を使用し、これまでのビーフジャー
キーと違い、食品添加物を一切使用しておらず、牛肉本来の味を楽
しめる、やわらかさが特徴のビーフジャーキーです。

1 2

かあさんのうんまい赤かぶ漬

特撰 大川の赤かぶ漬

まいれー大川
（JA静岡市大川加工センター）
〒421-1403 静岡市葵区日向1007　
TEL／FAX.054-291-2003　
TEL.090-7696-2003

【販売場所】静岡空港売店、駿府楽市、駿府匠宿、しずてつストア セノバ店、まいれー大川
販売期間（11月～３月）

内容量：千枚漬 200ｇ　切漬 230ｇ　価格：千枚漬 650円　切漬 600円《税込》

JA女性部で赤かぶの栽培、加工を始めて20年。富士山静岡空港開
港に併せ、就航先と静岡とを結びたいと、福岡の酢と北海道の甜菜糖
を使用して漬けました。スライスした千枚漬と、刻んで唐辛子を入れピリ
辛にした切漬があります。

西伊豆伝統的保存食「潮かつお」の燻焼き

カネサ鰹節商店

潮かつお燻焼き
日本で唯一、西伊豆で
作り続けられている歴史
ある鰹の塩蔵品「潮鰹」
を伊豆田子の鰹節の伝
統製法「手火山式焙乾
法」でじっくり丁寧に焼き
上げました。少し塩辛い
ですが、ほんの少量で
独特の美味しさを味わっ
て頂けます。
内容量：70ｇ　価格：600円《税抜》

〒410-3515 賀茂郡西伊豆町田子600-1　TEL. 0558-53-0016　
FAX. 0558-53-0044　http://homepage2.nifty.com/kanesa16/

【販売場所】自社店舗（カネサ鰹節商店店頭）、海師蔵レストラン魚季亭、
堂ヶ島食堂売店

さかなボーン（真鯛）

骨をまるごと味わえる新食感のおつまみ

スマル水産株式会社
〒425-0036 静岡県焼津市西小川5-27-7　TEL.054-627-7905　
FAX.054-626-0214　http://www.sumaru.com/

【販売場所】さかなセンター内自社店舗、焼津グランドホテル、
新東名静岡SA静岡マルシェ、東名富士川SA・足柄SA、エスポア他

旨味と栄養の詰まった真鯛の骨を、焼津の伝統加工技術「焙乾」を
活用して丸ごと食べられるようにしました。スモークの薫りと口の中で
ほどける柔らか新食感。おつまみ、また栄養豊富な食材としてお使い
いただけます。
内容量：35ｇ　価格：４５０円《税抜》

Sea Food Jamシリーズ
鰹と海苔、鮪と南瓜、鮪とトマト

山上水産　株式会社
〒425-0043 焼津市石津中町4-5　TEL.054-624-2079
FAX.054-623-4180　http://www.kakuni-yamazyo.com

【販売場所】ヤフーショッピング　シーフードジャムストア、自社店舗　他

内容量：65ｇ　価格：390円《税込》

新感覚の甘くない「シーフードジャム」

魚と野菜で作った新感覚の甘くないシーフードジャム。サッと塗るだけで
おいしいヘルシーな調理パンに！そのまま塗っても、塗って焼いても、焼い
て塗ってもおいしい朝パンをちょっとリッチにヘルシーにする提案です。

最高金賞（1商品） 金賞（11商品）
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20142014



平成26年度 平成26年度
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株式会社 アグリサポートみっかび
〒431-1414 浜松市北区三ヶ日町885　TEL.053-525-3113
FAX.053-524-3888　http://wwwmikachanfarm.jp

【販売場所】ＪＡみっかび特産センター、エクシブ浜名湖、JA静岡オンラインショップ

高級貯蔵ミカン「濃蜜青島」100％ストレートジュース

平成25年度最高金賞

ピュアレスト 蜜柑
み　   か ん

内容量：720ml／200ml　価格：1,440円／3６0円《税込》

平成26年度

●販売場所・内容量・価格は平成26年10月現在の主なものです。詳細は販売者に直接お問い合わせください。

「寿太郎みかん」の特徴である酸味と
甘みの絶妙なバランスを活かし、フ
ルーティーな味わいに仕上げました。
舌を包むようなきめ細かい爽やかな泡
立ちと甘すぎない軽やかな味わいを
お楽しみください！

寿太郎みかん
ワイン
スパークリング

南駿農業協同組合
〒410-0822 沼津市下香貫字上障子415-1　TEL.055-931-3132
FAX.055-934-1630　http://nansun.ja-shizuoka.or.jp/

【販売場所】緑茶館ぬまづ、沼津みなと新鮮館、JAなんすんネットショップ　他

内容量：500ml　価格：1,200円《税込》

さわやかな柑橘の香りが際立つスパークリングワイン

手軽でありながら本物の味を楽しめる粉末茶

“容器も、シーンも選ばず、手軽に飲める新感覚パウダー緑茶”
美しいエメラルドグリーンの水色。まろやかな味わい。便利なスティック個包
装。パウダー茶だからこそ安全性と美味しさを徹底的に追求しました。

Royal Emerald Tea®
（ロイヤルエメラルドティ）

ふじの國三代目福島宗平（株式会社マース）
〒439-0019 菊川市半済1130-23　TEL.0537-35-0557
FAX.0537-35-0606　http://www.marsc.co.jp/

【販売場所】【国内】新東名静岡SA（上り店、下り店）、ベジカフェロータス　他
【海外】Café Ballet（台北本館、兩廳院（中正記念堂）店）、Tea Ballet、Baby Kitchen

内容量：25g（1g×25包）　価格：1,200円《税抜》

しあわせ人参ジュース

株式会社　しあわせ野菜畑
〒436-0342 掛川市上西郷2454　TEL.0537-28-0712
FAX.0537-28-９９８７　http://yasai888.com/

【販売場所】自社店舗、自社WEBサイト、JR掛川駅構内これっしか処

内容量：180mℓ　価格：3２0円《税抜》

飲みやすさにこだわった甘い人参ジュース

当社は年間５０品目の野菜を有機肥料、無農薬で育てていま
す。なかでもニンジンは甘くておいしいと評判の人気商品です。
このニンジンと掛川市の姉妹都市、岩手県奥州市から取り寄せ
たリンゴでジュースを作りました。

3 4

こだわりの高級貯蔵ミカン「濃蜜青島」の果実を、
一つずつ皮を剥いて絞った100％ストレートジュースです。

最高金賞（1商品） 金賞（16商品）

ふじのくに
新商品セレクション

　県産農林水産物の魅力を活かした新しい加工食品を選定す
ることで、企業の新商品開発や商品改良に結びつけ、食品産業
の活性化及び県産農林水産物の付加価値向上を図る。

・主な原材料に県産農林水産物を使用し、商品化後２年以内
　の商品。ただし、商品改良が２年以内に行われた商品は出品対象
・県内に住所又は主たる事務所の所在地を有する者

商品の魅力、味、郷土色、デザイン、安全・安心の取組、地域貢献の取組

平成25年度

下田市はキンメダイの水揚げ日本一！そのキンメダイのおいしさを知っ
て貰うと共に、手軽に持ち帰れるように缶詰にしました。

きんめ缶
（水煮・バジルオリーブ・綿実油）3種

伊豆漁業協同組合
〒415-0000 下田市外ヶ岡11　TEL.0558-22-3585
FAX.0558-22-6312　http://www.jf-net.ne.jp/soshimogyo/

【販売場所】道の駅開国下田みなと、伊豆漁協各直売所（稲取直売除く）他

内容量：90ｇ　価格：各６00円《税込》

水揚げ日本一のキンメダイを缶詰に！

こだわりの豚肉で作った粗挽きウィンナー

「こだわりの豚肉で作った、本物の味と薫りの粗挽きウィンナー」
養豚農場直営工房で、原材料には“石塚麦豚”を使用して製造しています。本
物の味と薫りが楽しめる本場ドイツ製法の本格的なウィンナーをご賞味下さい。

愛鷹山麓麦育ち
プレミアム粗挽きウィンナー

有限会社 アイエーエフ石塚
〒410-0012 沼津市岡一色145-1　TEL.055-943-6456
FAX.055-943-6429　http://ishizukapork.eshizuoka.jp/

【販売場所】麦豚工房石塚

内容量：180g　価格：680円《税込》

目  的

主な出品条件

審査基準

最高金賞（1商品） 金賞（11商品）
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平成25年度 平成25年度

●販売場所・内容量・価格は平成26年10月現在の主なものです。詳細は販売者に直接お問い合わせください。

鶴吉羊羹（橙）

収穫量日本一の熱海産橙を使用した羊羹

常盤木羊羹店（ときわぎようかんてん）
〒413-0013 熱海市銀座町9-1　TEL.0557-81-4421　
FAX.0557-81-4421　http://tokiwagi-yohkanten.com

【販売場所】總本店、茶房　陣、カフェＡＹＡＨＩＭＥ、熱海駅アンテナショップ、アマゾンマーケットプレイス

国際的な審査会において、世界基準の味と品質を認められた鶴吉羊羹は、一口、もう一
口、と食べたくなるような口当たりの良さを追求し、フルーティーな味わいの羊羹に仕上げ
ました。珈琲や紅茶にも合う、甘くほろ苦い上品な味わいが特徴です。四代目鶴吉謹製。
内容量：230g　価格：1,000円《税込》

つ る  き ち  よ う  か ん だ い だ い

長泉あしたかつ

株式会社 東平商会
〒411-0942 駿東郡長泉町中土狩301　TEL.055-987-1191
FAX.055-988-0577　http://www.tohey.co.jp

【販売場所】冷凍食品：通販サイト「東平屋」、スーパーマルトモ　惣菜：横山精肉店（長泉町）、
後藤精肉店（長泉町）　その他：沼津魚がし鮨、焼とりてっちゃん（長泉町）　他

内容量：60g/個 60g×5個/パック
価格：170円/個 705円/パック《税込》

あしたか牛と長泉白ネギで作ったジューシーなメンチカツ

愛鷹山麓の広大な大地で育った
「あしたか牛」と軟白部が長くて甘い
「長泉白ネギ」の旨みをギュッと凝縮し
た、とてもジューシーなメンチカツです。

5 6

自社飼育の鶏のムネ肉を炙りに！

炙りチキン

株式会社 チキンハウス青木養鶏場
〒418-0005 富士宮市宮原541-5　TEL.0544-58-3298　
FAX.0544-58-2501　http://www.aokiyoukei.com

【販売場所】チキンハウス、JA富士宮ファーマーズ、農民市場粟倉店（富士宮市）、
大渕ふるさと村（富士市）、自社（宅急便可）

内容量：200g　価格：500円《税込》

「ヘルシーなムネ肉を美味しく」ムネ肉の表面を炙り、瞬間冷凍すること
で、土佐づくり風に加工しました。ポン酢をつけてお召し上がりください。

ｆａｃｕｔｅ ＨＯＮＥＹ
フ ァ キ ュ ッ テ

あ ぶ

ハ ニ ー

Ａ－ｆａｒｍ
〒421-1131 藤枝市岡部町内谷963-24
TEL.054-631-7470
FAX.054-631-7470
http://www.facute.jp

【販売場所】自社WEBサイト

内容量：130g　価格：1,296円《税込》

藤枝産ハチミツにカシスをブレンド

藤枝を中心とした地元産のカシスとハチミツのみを使用し、藤枝のイメージ
カラーである紫を色で表現した商品。良質なハチミツにカシスをじっくり漬
け込んで作られ、原料のそのものを感じられるさっぱりとした味わいです。

最高金賞（1商品） 金賞（16商品）

伝統の潮かつおとかつお塩辛を使った新しい調味料

有限会社 三角屋水産

多具里 TAGURI
かつお塩辛＆ガーリック
西伊豆伝統の食材でもあ
る潮かつおとかつお塩辛
を組み合わせ、イタリアの
家庭料理バーニャカウダ風
のソースに仕上げました。
内容量：120g　価格：864円《税込》

〒410-3514
賀茂郡西伊豆町仁科１１９０-２
TEL. 0558-52-0132　
FAX. 0558-52-0962
http://www.sankakuya-izu.com

【販売場所】自社WEBサイト、
漁師蔵レストラン魚季亭、
堂ヶ島ニュー銀水、
海辺のかくれ湯 清流

生しらすのくぎ煮シリーズ

産地ならではの鮮度抜群の「生しらす」から炊いた佃煮

スズコ―株式会社
〒421-3103 静岡市清水区由比584-1　TEL.054-376-0008　
FAX.054-375-5573　http://www.47club.jp/18m-000084abz/

【販売場所】新東名・沼津、静岡、浜松SA、JR新幹線駅構内、県内一部スーパー、WEBサイト

しらす産地・静岡の地の利を活かし、駿河
湾で水揚げされた鮮度抜群の「生しらす」
から炊く佃煮。身全体がはらり、ほろりとほぐ
れる食感に仕上がっています。静岡発「しら
す」の新しい価値提案を目指しました。
内容量：70g/50g　価格：600-800円/300-350円（オープン価格）《税込》

た 　 ぐ 　 り

油、砂糖など添加物を一切使用せず、サツマイモだけを原料にして
作ったチップスです。サツマイモには浜松地域を中心にウナギの肥料
で栽培している「うなぎいも」を使用しています。

うなぎ肥料で育てた「うなぎいも」だけを原料にしたチップス

うなぎいも焼きチップス

有限会社 コスモグリーン庭好
〒435-0034 浜松市南区安松町66-9　TEL.053-464-5234　
FAX.053-464-5471　http://www.niwayosinoniwa.hamazo.tv/

【販売場所】新東名浜松SA、浜松駅ギフトステーション、自社店舗　等

内容量：26g/個 4個セット/箱　価格：288円 1,200円/箱《税込》

豆腐屋ならではの「絞りたて豆乳」をベースにし、生まれたスイーツブ
ランド「甘恋浪漫」。羊羹のように切って、黄粉を掛けて食べるという、
今までにない食感のチョコレートです。

甘恋浪漫
豆乳生チョコレート

あ ま  こ い   ろ   ま ん

匠味 吉正（たくみ きっしょう）
〒414-0006 伊東市松原779-20　TEL.0557-37-3332
FAX.0557-37-3649　http://amakoi-roman.jp

【販売場所】本社工場・甘恋浪漫オフィシャルＷＥＢサイト・サントムーン柿田川店

内容量：200ｇ　価格：1,080円《税込》

（丸ごと大豆）なチョコレート
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【販売場所】冷凍食品：通販サイト「東平屋」、スーパーマルトモ　惣菜：横山精肉店（長泉町）、
後藤精肉店（長泉町）　その他：沼津魚がし鮨、焼とりてっちゃん（長泉町）　他

内容量：60g/個 60g×5個/パック
価格：170円/個 705円/パック《税込》

あしたか牛と長泉白ネギで作ったジューシーなメンチカツ

愛鷹山麓の広大な大地で育った
「あしたか牛」と軟白部が長くて甘い
「長泉白ネギ」の旨みをギュッと凝縮し
た、とてもジューシーなメンチカツです。

5 6

自社飼育の鶏のムネ肉を炙りに！

炙りチキン

株式会社 チキンハウス青木養鶏場
〒418-0005 富士宮市宮原541-5　TEL.0544-58-3298　
FAX.0544-58-2501　http://www.aokiyoukei.com

【販売場所】チキンハウス、JA富士宮ファーマーズ、農民市場粟倉店（富士宮市）、
大渕ふるさと村（富士市）、自社（宅急便可）

内容量：200g　価格：500円《税込》

「ヘルシーなムネ肉を美味しく」ムネ肉の表面を炙り、瞬間冷凍すること
で、土佐づくり風に加工しました。ポン酢をつけてお召し上がりください。

ｆａｃｕｔｅ ＨＯＮＥＹ
フ ァ キ ュ ッ テ

あ ぶ

ハ ニ ー

Ａ－ｆａｒｍ
〒421-1131 藤枝市岡部町内谷963-24
TEL.054-631-7470
FAX.054-631-7470
http://www.facute.jp

【販売場所】自社WEBサイト

内容量：130g　価格：1,296円《税込》

藤枝産ハチミツにカシスをブレンド

藤枝を中心とした地元産のカシスとハチミツのみを使用し、藤枝のイメージ
カラーである紫を色で表現した商品。良質なハチミツにカシスをじっくり漬
け込んで作られ、原料のそのものを感じられるさっぱりとした味わいです。

最高金賞（1商品） 金賞（16商品）

伝統の潮かつおとかつお塩辛を使った新しい調味料

有限会社 三角屋水産

多具里 TAGURI
かつお塩辛＆ガーリック
西伊豆伝統の食材でもあ
る潮かつおとかつお塩辛
を組み合わせ、イタリアの
家庭料理バーニャカウダ風
のソースに仕上げました。
内容量：120g　価格：864円《税込》

〒410-3514
賀茂郡西伊豆町仁科１１９０-２
TEL. 0558-52-0132　
FAX. 0558-52-0962
http://www.sankakuya-izu.com

【販売場所】自社WEBサイト、
漁師蔵レストラン魚季亭、
堂ヶ島ニュー銀水、
海辺のかくれ湯 清流

生しらすのくぎ煮シリーズ

産地ならではの鮮度抜群の「生しらす」から炊いた佃煮

スズコ―株式会社
〒421-3103 静岡市清水区由比584-1　TEL.054-376-0008　
FAX.054-375-5573　http://www.47club.jp/18m-000084abz/

【販売場所】新東名・沼津、静岡、浜松SA、JR新幹線駅構内、県内一部スーパー、WEBサイト

しらす産地・静岡の地の利を活かし、駿河
湾で水揚げされた鮮度抜群の「生しらす」
から炊く佃煮。身全体がはらり、ほろりとほぐ
れる食感に仕上がっています。静岡発「しら
す」の新しい価値提案を目指しました。
内容量：70g/50g　価格：600-800円/300-350円（オープン価格）《税込》

た 　 ぐ 　 り

油、砂糖など添加物を一切使用せず、サツマイモだけを原料にして
作ったチップスです。サツマイモには浜松地域を中心にウナギの肥料
で栽培している「うなぎいも」を使用しています。

うなぎ肥料で育てた「うなぎいも」だけを原料にしたチップス

うなぎいも焼きチップス

有限会社 コスモグリーン庭好
〒435-0034 浜松市南区安松町66-9　TEL.053-464-5234　
FAX.053-464-5471　http://www.niwayosinoniwa.hamazo.tv/

【販売場所】新東名浜松SA、浜松駅ギフトステーション、自社店舗　等

内容量：26g/個 4個セット/箱　価格：288円 1,200円/箱《税込》

豆腐屋ならではの「絞りたて豆乳」をベースにし、生まれたスイーツブ
ランド「甘恋浪漫」。羊羹のように切って、黄粉を掛けて食べるという、
今までにない食感のチョコレートです。

甘恋浪漫
豆乳生チョコレート

あ ま  こ い   ろ   ま ん

匠味 吉正（たくみ きっしょう）
〒414-0006 伊東市松原779-20　TEL.0557-37-3332
FAX.0557-37-3649　http://amakoi-roman.jp

【販売場所】本社工場・甘恋浪漫オフィシャルＷＥＢサイト・サントムーン柿田川店

内容量：200ｇ　価格：1,080円《税込》

（丸ごと大豆）なチョコレート



最高金賞（1商品） 金賞（16商品）平成25年度 平成24年度

●販売場所・内容量・価格は平成26年10月現在の主なものです。詳細は販売者に直接お問い合わせください。7 8

ジ ュ ド ゥ ミ カ ン

白さつまいものシモン芋を使用した本格焼酎

株式会社 共立アイコム
〒426-0041 藤枝市高柳１-18-23　TEL.054-635-4651
FAX.054-635-4576　http://www.kpnet.co.jp/

【販売場所】自社本社ロビー内直営店、楽天市場内藤枝アグリ店

地元栽培のシモン芋、麹米に静岡の酒米「誉富
士」を使用し、静岡酵母で発酵させた風味豊か
な芋焼酎。ラベルは藤枝の藤色をベースに、ビン
のカラーはライトな飲み口のイメージより女性デザ
イナーがセレクトしました。

シモン芋焼酎 風かをる物語
720ｍｌ

内容量：720ml　価格：2,160円《税込》

オトワファーム株式会社
〒421-3305 富士市岩淵946-3　野間農園内　TEL.0545-81-3313　
FAX.0545-81-3313　http://terrassedefuji.blog.fc2.com/

【販売場所】直販、ネットショップ（アトリエ・ツジタ）、大富士、GUCHIPAN、ピースキッチン、
ふじかわ産直市、東名・富士川SA下り、カフェ・ペイジ 他

農薬・化学肥料・ワックスを使用せずに育て
た青島みかんを樹上完熟させ、収穫後更
に追熟させることで甘味、酸味、香りのバラ
ンスが最高のものとなりました。1つ1つ皮を
手むきして果汁を絞っています。

jus de mikan

家康秘宝伝説

わさび味噌・山葵サブレ・山葵餡の詰め合わせ

株式会社 田丸屋本店　有限会社 秋月堂　株式会社 アビリティフィールズ
〒420-0852 静岡市葵区紺屋町6-7　TEL.054-258-1115　
FAX.054-258-5479　http://www.tamaruya.co.jp/

【販売場所】自社店舗、自社WEBサイト他

徳川家康公が好んだ駿河の食材『山
葵』。静岡特産の山葵を使って「わさ
び味噌」「山葵サブレ」「山葵餡」を作
り上げました。徳川家の埋蔵金伝説に
見立てた玉手箱の中におさめられて
います。それぞれ異なる山葵の味わ
いをお愉しみください。
内容量：わさび味噌120g 山葵サブレ2g×10枚 山葵餡150g 本山茶30g　価格：2,592円《税込》

響十茶

10種の希少なお茶とそれにあわせたCDセット

豊好園（ほうこうえん）
〒424-0415 静岡市清水区布沢270　TEL.054-396-3336
FAX.054-396-3336　http://www.houkouen-shop.com

【販売場所】豊好園HP(www.houkouen-shop.com)、ものことプロジェクトHP(mono-koto.shop-pro.jp)

豊好園が数多く栽培する品
種茶にスポットをあて、その中
から10品種を厳選。「空間」
「時間」の演出も考え、著名ギ
タリストに依頼し、お茶に合わ
せた完全オリジナルサウンドを
製作し、CDを同封しました。

お と と ち ゃ

内容量：3g×10 CD1枚　価格：3,024円《税込》

静岡やぶ北一本木遊 緑青紅

静岡県を代表する品種「やぶ北」で作った緑茶、烏龍茶、紅茶

和茶倶楽部 株式会社
〒428-0006 島田市牛尾834-1　TEL.0547-46-2066　
FAX.0547-46-2005　http://www.wachaclub.com/

【販売場所】自社店舗、自社WEBサイト、カタログ通信販売

し ず お か き た い っ ぽ ん ぎ  ゆ う り ょ く せ い こ う

島田市伊久美の斉藤安彦氏が
育てた「やぶ北」で、春に緑茶、夏
に紅茶、秋に烏龍茶を作りました。
「やぶ北の茶の木」から作った３
種類の秀逸の味と香りをお楽しみ
いただけます。お茶への遊び心を
感じて頂ければ幸いです。
内容量：20g×3　価格：1,296円《税込》

自然派完熟青島みかんを絞ったジュース

内容量：720ml
価格：オープン価格

富士山冷やし静岡緑茶
富士山冷やし静岡紅茶

美味しく味わえる富士山型△ティーバック

株式会社 マルヒデ岩崎製茶
〒420-0005 静岡市葵区北番町40-21　TEL.054-271-1010
FAX.054-272-1010　http://www.plustea.jp/

【販売場所】新東名静岡SA静岡マルシェ（上り店、下り店）、東名富士川ＳＡ富士川楽座、
静岡駅駿府楽市、富士山静岡空港売店、自社店舗 他

水出し、お湯出しともに美味しく味わえ
る富士山型△ティーバッグ。富士山型
のパッケージは富士山の高さの5万分
の1です。緑茶は掛川深蒸し茶、紅茶
は清水産のお茶を使用しています。
内容量：各3g×5　価格：388円《税込》

アメーラピュレ
甘みと酸味のバランスに優れたトマトピュレ

株式会社 サンファーマーズ
〒422-8072 静岡市駿河区小黒2-5-10　TEL. 054-282-2756
FAX. 054-284-0843　http://www.amela.jp/

【販売場所】自社、通信販売

静岡県で生まれた高糖度トマト｢アメーラ｣を丸ごと濃縮した贅沢なピュ
レ。添加物は一切使用していません。アメーラトマト本来の甘みと酸味
と旨味のバランスが、フルーツ感覚でも調味料感覚でも絶妙です。

ふるーつビネガー
ニューサマーオレンジ

希少性の高いみかんで作ったビネガー

稲取・若旦那三人衆（担当：二ッ堀農園）
〒413-0411 賀茂郡東伊豆町稲取1813-1
TEL./FAX.0557-95-2747　http://www.geocities.jp/frdnr535/

【販売場所】収穫体験農園ふたつぼり、マックスバリュ稲取店、飯田店

爽やかな味と香りの伊豆特産ニューサマーオレンジ
を使用したポリフェノールたっぷりの飲む酢。水割り・
牛乳割り・お料理にも美味しく召し上がれます。ぜひ
食前・お風呂上りに一杯どうぞ。

苺が浮かぶ、紅茶。

株式会社 海野農園
〒421-2114 静岡市葵区安倍口新田83　
TEL./FAX.054-296-0080　http://www.ohyakusyo-san.com/

【販売場所】しずてつストア（セノバ、流通通り、田町、安東、清水入江、丸子各店）

静岡の名産品であるイチゴとお茶を使ったフレーバーティー。和紅茶
の爽やかなあと味とカップに浮かぶドライ仕上げのいちごスライスの
相性は抜群。ほのかに香るいちご本来の甘さをお楽しみください。

紅茶にイチゴ粉末とドライイチゴをプラス

内容量：5パック入り／1パック入り　価格：1,200円《税込》／250円《税込》

内容量：300g　価格：1,080円《税込》

内容量：200ml　価格：1,080円《税込》

静五咲

静岡お茶めぐりが楽しめるティーバッグ

有限会社 石田茶店
〒437-0215 周智郡森町森1525-1　TEL.0538-85-2446　
FAX.0538-85-3945　http://www.ishida-chaya.jp/

【販売場所】静岡空港売店、新東名（遠州森町ＰＡ下り売店、ＮＥＯＰＡＳＡ（ネオ
パーサ）駿河湾沼津上下売店）、いしだ茶屋、インターネット販売

日本一のお茶処｢静岡｣の5つの産地の特徴ある茶葉をティーバッグ
にして詰め合わせにしました。それぞれに味わいのある5種類のお茶
を飲み比べて静岡お茶巡りの旅をお楽しみください。
内容量：2g×10パック　価格：864円《税込》

最高金賞

【しずいつつざき】

最高金賞（1商品） 金賞（13商品）



最高金賞（1商品） 金賞（16商品）平成25年度 平成24年度

●販売場所・内容量・価格は平成26年10月現在の主なものです。詳細は販売者に直接お問い合わせください。7 8

ジ ュ ド ゥ ミ カ ン

白さつまいものシモン芋を使用した本格焼酎

株式会社 共立アイコム
〒426-0041 藤枝市高柳１-18-23　TEL.054-635-4651
FAX.054-635-4576　http://www.kpnet.co.jp/

【販売場所】自社本社ロビー内直営店、楽天市場内藤枝アグリ店

地元栽培のシモン芋、麹米に静岡の酒米「誉富
士」を使用し、静岡酵母で発酵させた風味豊か
な芋焼酎。ラベルは藤枝の藤色をベースに、ビン
のカラーはライトな飲み口のイメージより女性デザ
イナーがセレクトしました。

シモン芋焼酎 風かをる物語
720ｍｌ

内容量：720ml　価格：2,160円《税込》

オトワファーム株式会社
〒421-3305 富士市岩淵946-3　野間農園内　TEL.0545-81-3313　
FAX.0545-81-3313　http://terrassedefuji.blog.fc2.com/

【販売場所】直販、ネットショップ（アトリエ・ツジタ）、大富士、GUCHIPAN、ピースキッチン、
ふじかわ産直市、東名・富士川SA下り、カフェ・ペイジ 他

農薬・化学肥料・ワックスを使用せずに育て
た青島みかんを樹上完熟させ、収穫後更
に追熟させることで甘味、酸味、香りのバラ
ンスが最高のものとなりました。1つ1つ皮を
手むきして果汁を絞っています。

jus de mikan

家康秘宝伝説

わさび味噌・山葵サブレ・山葵餡の詰め合わせ

株式会社 田丸屋本店　有限会社 秋月堂　株式会社 アビリティフィールズ
〒420-0852 静岡市葵区紺屋町6-7　TEL.054-258-1115　
FAX.054-258-5479　http://www.tamaruya.co.jp/

【販売場所】自社店舗、自社WEBサイト他

徳川家康公が好んだ駿河の食材『山
葵』。静岡特産の山葵を使って「わさ
び味噌」「山葵サブレ」「山葵餡」を作
り上げました。徳川家の埋蔵金伝説に
見立てた玉手箱の中におさめられて
います。それぞれ異なる山葵の味わ
いをお愉しみください。
内容量：わさび味噌120g 山葵サブレ2g×10枚 山葵餡150g 本山茶30g　価格：2,592円《税込》

響十茶

10種の希少なお茶とそれにあわせたCDセット

豊好園（ほうこうえん）
〒424-0415 静岡市清水区布沢270　TEL.054-396-3336
FAX.054-396-3336　http://www.houkouen-shop.com

【販売場所】豊好園HP(www.houkouen-shop.com)、ものことプロジェクトHP(mono-koto.shop-pro.jp)

豊好園が数多く栽培する品
種茶にスポットをあて、その中
から10品種を厳選。「空間」
「時間」の演出も考え、著名ギ
タリストに依頼し、お茶に合わ
せた完全オリジナルサウンドを
製作し、CDを同封しました。

お と と ち ゃ

内容量：3g×10 CD1枚　価格：3,024円《税込》

静岡やぶ北一本木遊 緑青紅

静岡県を代表する品種「やぶ北」で作った緑茶、烏龍茶、紅茶

和茶倶楽部 株式会社
〒428-0006 島田市牛尾834-1　TEL.0547-46-2066　
FAX.0547-46-2005　http://www.wachaclub.com/

【販売場所】自社店舗、自社WEBサイト、カタログ通信販売

し ず お か き た い っ ぽ ん ぎ  ゆ う り ょ く せ い こ う

島田市伊久美の斉藤安彦氏が
育てた「やぶ北」で、春に緑茶、夏
に紅茶、秋に烏龍茶を作りました。
「やぶ北の茶の木」から作った３
種類の秀逸の味と香りをお楽しみ
いただけます。お茶への遊び心を
感じて頂ければ幸いです。
内容量：20g×3　価格：1,296円《税込》

自然派完熟青島みかんを絞ったジュース

内容量：720ml
価格：オープン価格

富士山冷やし静岡緑茶
富士山冷やし静岡紅茶

美味しく味わえる富士山型△ティーバック

株式会社 マルヒデ岩崎製茶
〒420-0005 静岡市葵区北番町40-21　TEL.054-271-1010
FAX.054-272-1010　http://www.plustea.jp/

【販売場所】新東名静岡SA静岡マルシェ（上り店、下り店）、東名富士川ＳＡ富士川楽座、
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水出し、お湯出しともに美味しく味わえ
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は清水産のお茶を使用しています。
内容量：各3g×5　価格：388円《税込》

アメーラピュレ
甘みと酸味のバランスに優れたトマトピュレ

株式会社 サンファーマーズ
〒422-8072 静岡市駿河区小黒2-5-10　TEL. 054-282-2756
FAX. 054-284-0843　http://www.amela.jp/

【販売場所】自社、通信販売

静岡県で生まれた高糖度トマト｢アメーラ｣を丸ごと濃縮した贅沢なピュ
レ。添加物は一切使用していません。アメーラトマト本来の甘みと酸味
と旨味のバランスが、フルーツ感覚でも調味料感覚でも絶妙です。

ふるーつビネガー
ニューサマーオレンジ

希少性の高いみかんで作ったビネガー

稲取・若旦那三人衆（担当：二ッ堀農園）
〒413-0411 賀茂郡東伊豆町稲取1813-1
TEL./FAX.0557-95-2747　http://www.geocities.jp/frdnr535/

【販売場所】収穫体験農園ふたつぼり、マックスバリュ稲取店、飯田店

爽やかな味と香りの伊豆特産ニューサマーオレンジ
を使用したポリフェノールたっぷりの飲む酢。水割り・
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苺が浮かぶ、紅茶。

株式会社 海野農園
〒421-2114 静岡市葵区安倍口新田83　
TEL./FAX.054-296-0080　http://www.ohyakusyo-san.com/

【販売場所】しずてつストア（セノバ、流通通り、田町、安東、清水入江、丸子各店）

静岡の名産品であるイチゴとお茶を使ったフレーバーティー。和紅茶
の爽やかなあと味とカップに浮かぶドライ仕上げのいちごスライスの
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静岡お茶めぐりが楽しめるティーバッグ

有限会社 石田茶店
〒437-0215 周智郡森町森1525-1　TEL.0538-85-2446　
FAX.0538-85-3945　http://www.ishida-chaya.jp/

【販売場所】静岡空港売店、新東名（遠州森町ＰＡ下り売店、ＮＥＯＰＡＳＡ（ネオ
パーサ）駿河湾沼津上下売店）、いしだ茶屋、インターネット販売

日本一のお茶処｢静岡｣の5つの産地の特徴ある茶葉をティーバッグ
にして詰め合わせにしました。それぞれに味わいのある5種類のお茶
を飲み比べて静岡お茶巡りの旅をお楽しみください。
内容量：2g×10パック　価格：864円《税込》

最高金賞

【しずいつつざき】

最高金賞（1商品） 金賞（13商品）



鳥居食品 株式会社

茶蘇
品の良い甘みと凝縮された抹茶の風味

株式会社 小柳津清一商店
〒421-0101　静岡市駿河区向敷地1198-1　TEL. 054-669-5057　
FAX. 054-259-6824　http://oyaizu.co.jp/

【販売場所】雅正庵（千代田本店、宮竹店、焼津西小川店、テナント店）

純正バターのみをたっぷり使って作っ
たフィナンシェは、品の良い甘さと凝
縮された静岡県産抹茶の風味が特
徴です。輝くパッケージも目を引く真新
しさで、贈答用にも適した逸品です。

最高金賞（1商品） 金賞（13商品）

【ちゃそ】

万能
みかんde酢

みかんの爽快感と口あたりを生かした酢

静岡県産温州みかんで作った飲
用にも料理用にも合う万能酢で
す。みかんのさわやかな香りと、
２ヶ月にも及ぶ静置発酵でまろや
かになった味が特徴です。

甘恋浪漫 豆乳ぷりん

大豆本来の風味を5つのソースで楽しむ

匠味 吉正（たくみ きっしょう）
〒414-0006 伊東市松原779-20　TEL. 0557-５２-４２６２　
FAX. 0557-37-3649　http://amakoi-roman.jp/

【販売場所】本社工場・甘恋浪漫オフィシャルWEBサイト・サントムーン柿田川店

懐かしいけど新しい…｢レトロ・ネオ｣なスイーツ。創業百年の豆腐屋だ
からできる「新鮮絞りたて豆乳」をベースに徹底的に鮮度と健康にこ
だわりました。本場ヨーロッパを唸らせた「美的健康甘物」を伊豆から
日本へ世界へ発信します。

平成24年度 平成24年度

〒430-0805 浜松市中区相生町20-8
TEL. 053-461-1575　
FAX. 053-465-0200
http://www.torii-sauce.jp/

【販売場所】遠鉄ストア、
新東名（静岡SA、浜松SA）、杏林堂、
エスポット、駿河みやげ横町

●販売場所・内容量・価格は平成26年10月現在の主なものです。詳細は販売者に直接お問い合わせください。

内容量：500ml　価格：630円《税込》

内容量：１個　価格：380円《税込》

内容量：1個　価格：150円《税込》

こめのこ 
緑茶のばうむくーへん

米粉を知り尽くした菓匠の米粉スイーツ

株式会社 田町梅月
〒431-0202 浜松市西区坪井町4095-1　TEL. 053-447-0181　
FAX. 053-447-0302　http://www.tamachi-baigetsu.co.jp/

【販売場所】田町梅月、自社WEBサイト

浜松産特別栽培米「やら米か」の米粉を使い、県内産の緑茶で抹
茶とは違ったテイストを引き出し、しっとりふわふわのバームクーヘンに
仕上げました。米粉を知り尽くした和菓子屋だからこそできた米粉ス
イーツです。

まい

内容量：1個　価格：1,365円《税込》

9 10

【あさはたれんこん】

三方原産じゃがいもの無添加チップス

有限会社 まるたま
〒431-1304 浜松市北区細江町中川7172-917　TEL.053-522-0517　
FAX.053-523-1870　http://www.wr-salt.com/marutama/

【販売場所】有限会社まるたま、はままつフルーツパーク・フラワーパーク、他
※期間限定販売6-11月

三方原産じゃがいもを弱火
で丁寧に釜揚げし、香り高
い浜松産深蒸し茶と海洋
深層水の自然塩だけで仕
上げました。化学調味料な
ど一切使用しない無添加
ならではのピュアで洗練さ
れたおいしさです。

浜松茶出世ちっぷす（緑茶）

内容量：120g　価格：360円《税込》

静岡市農業協同組合
〒422-8006 静岡市駿河区曲金5-4-70　TEL. 054-288-8442　
FAX. 054-281-7026　http://shizuoka.ja-shizuoka.or.jp/

【販売場所】あさはたじまん市、南部じまん市、北部じまん市、長田じまん市、
しづはたじまん市

麻機蓮根はとても柔らかく、
シャキシャキッとした食感と、粘
り気が最大の特徴です。この
蓮根をじっくりと蜜に漬け込み
自慢の蒸し羊羹で包み上げ、
昔ながら製法で丹精こめて仕
上げた最高級和菓子です。

麻機蓮根 羊羹

はまなこ
海苔カリー

のり佃煮をベースに炊き込んだカレー

マツダ食品 株式会社
〒431-3107 浜松市東区笠井町45　TEL.053-433-1528　
FAX.053-435-1572　http://www.foods-m.jp/

【販売場所】マツダ食品本社直売所

香り高くなめらかな食感が特
徴の「浜名湖のり」。その浜名
湖のりの特徴を活かした「浜
名湖のり佃煮」をベースにコト
コト炊き込んで作った新しい自
家製和風カレーです。
内容量：180g　価格：540円《税込》

氷美柑

シャーベットのような冷凍みかん

三ヶ日町農業協同組合
〒431-1414 浜松市北区三ヶ日町三ヶ日885　TEL.053-525-3113　
FAX.053-524-3888　http://mikachanfarm.jp/

【販売場所】JAみっかび特産センター、JA静岡オンラインショップ、楽天ショップ

三ヶ日みかんの皮をひとつ
ひとつ丁寧に剥き瞬間冷
凍し創りあげた高級自然
派スイーツです。解凍時間
で変化するシャーベットの
ような食感とみずみずしい
果汁感をご賞味ください。

【こおりみかん】

内容量：1個入り　価格：308円《税込》

鱒財缶

パスタに加えてもおいしいニジマスの缶詰

柿島養鱒 株式会社
〒４１９-0115 田方郡函南町新田125-1　
TEL.055-970-3031　FAX.055-970-3032
http://kakishima-troutfarm.com/

【販売場所】おーそれ宮、あさぎりフードパーク（富士正酒造）

【そんざいかん】

富士山の湧き水で育ったニジ
マスをオリーブオイル漬けバ
ジル風味の缶詰に仕上げまし
た。化学調味料無添加で、そ
のまま食べたり、パスタに加え
たりしてお召し上がり下さい。
内容量：90g　価格：400円《税抜》

昔ながらの製法で作ったレンコンの羊羹

内容量：9個入り（1個60g）　
価格：１箱1,800円、１個195円《税込》

柿ジュレ

四ツ溝柿の甘さと食感を再現したジュレ

土井製菓 株式会社
〒410-0001 沼津市足高292-23　TEL.055-925-2500　
FAX.055-925-2504　http://www.doi-seika.co.jp/

【販売場所】新東名（駿河沼津SA上下）、東名（足柄SA）、KIOSK沼津・三島管内

静岡県駿東郡長泉町特産物
である四ツ溝柿を１００％使用
し、やわらかな甘みと、旨味を
凝縮したピューレにし、ジュレ
に仕上げました。柿、本来の旨
味、甘さのバランスが特徴な
和風スイーツです。
内容量：8個入り　価格：800円《税抜》
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和風スイーツです。
内容量：8個入り　価格：800円《税抜》



まぐろ由来のコラーゲンとエラスチン、静岡の素材をたっぷり取り入れ
たお粥です。鶏ガラとかつおだしベースに豆乳・ごまでコクのある味わ
いに仕上げています。

最高金賞

平成23年度 平成23年度

銘柄豚「すそのポーク」の熟成生ハム

●販売場所・内容量・価格は平成26年10月現在の主なものです。詳細は販売者に直接お問い合わせください。

最高金賞（1商品） 金賞（11商品）

お蜜柑ＤＥろーる

みかんの香りと酸味が楽しめるアイスケーキ

創菓季薫　御菓子司 扇子家  
〒421-0521 牧之原市福岡4　TEL.0548-52-0218
FAX.0548-52-4313　http://www.ougiya0218.com/

【販売場所】創菓季薫　御菓子司　扇子家

みかんの香りと酸味をストレートに感じるみかんのアイスロールケーキ
です。県内産米粉と牧之原市産みかんを丸ごと果汁ペースト状にし
て練り込んでいます。
内容量：1本（18cm）　価格：1,065円《税抜》

ふじやまプロシュート

渡辺ハム工房　株式会社 渡辺商店
〒412-0045　御殿場市川島田661
TEL.0550-82-0234　FAX.0550-83-6989　
http://nikuaji.com/　【販売場所】渡辺商店

内容量：（１パック 50g入り）　
価格：864円《税込》

御殿場産の銘柄豚「すそのポーク」を御殿場の寒く乾燥した冬に仕
込み、１年以上かけて発酵、熟成。日本人の口に合った豊かな風味に
仕上がっています。

きれいになりたい女性に人気のお粥

しずおか発 美人粥

株式会社 鈴代商店  
〒431-1305 浜松市北区細江町気賀676　TEL.053-523-1025
FAX. 053-523-0213　http://www.suzudai.com/

【販売場所】するが夢倶楽部会員店、富士山静岡空港売店、新東名（静岡SA)

内容量：250ｇ　価格：360円《税込》

緑茶ペースト入りのマイルドなお酢

浦野製茶・元気なあさば

元気で茶ん酢
良質な純天然醸造酢とエ
コファーマーである浦野製
茶のお茶ペーストを合わ
せました。熱を加えても成
分や緑茶本来の鮮やかな
緑色は変わりません。

内容量：200ml　価格：680円《税込》

〒437-1311 袋井市山崎5406－4
TEL.0538-23-1474　
FAX.0538-23-7890
http://www.genkinaasaba.com/

甘恋浪漫 
豆乳ミルクジャム

創業100年の老舗豆腐店の豆乳スイーツ

匠味 吉正（たくみ きっしょう）
〒414-0006 伊東市松原779-20　TEL.0557-５２-４２６２
FAX.0557-37-3649　http://amakoi-roman.jp/

【販売場所】本社工場・甘恋浪漫オフィシャルWEBサイト・サントムーン柿田川店

７代続く老舗豆腐店が「絞りたて豆乳」をベースにして作ったスイーツ
です。大豆は静岡産「フクユタカ」、牛乳は丹那牛乳など、地元の素
材を使用しています。
内容量：220ｇ　価格：790円《税込》

うなぎの肥料で栽培したさつまいも「うなぎいも」をたっぷり使ったス
イートポテトのようなプリンです。

うなぎの力を生かした新感覚プリン

遠州いも好  うなぎいもぷりん

有限会社 コスモグリーン庭好
〒435-0034 浜松市南区安松町66－9　TEL.053-464-5234
FAX.053-464-5471　http://www.unagiimo.com/

【販売場所】遠州いも好直売店、浜松駅、新東名（浜松SA）、東名（浜名湖ＳＡ）

内容量：90g　価格：258円《税込》

掛川市に江戸時代から伝わる地砂糖「よこすか・しろ（白下糖）」を使
い、江戸時代のレシピで復活した飴玉です。黒糖の飴よりも素朴で上
品な味が特徴です。

江戸庶民の味を今に伝える飴玉

よこすか・あめ

株式会社 鶴田屋本舗   
〒437-1305 掛川市山崎63　TEL.0537-48-2136
FAX.0537-48-6871　http://turutayahonpo.co.jp/

【販売場所】JR掛川駅（これっしか処内パンの郷）

内容量：10個　価格：380円《税込》

朝霧高原の乳牛から搾った新鮮な生乳を使用したヨーグルトです。
乳酸菌にもこだわり、独自の配合で製造。ここにしかないヨーグルトに
仕上がっています。

富士山ヨーグルト  プレーン

ミルクランド 株式会社  
〒418-0103 富士宮市上井出3690　TEL.0544-54-3690　
FAX.0544-54-2932　http://www.fujimilkland.com/

【販売場所】富士ミルクランド店舗、富士ミルクランドオンラインショップ、東名（足柄SA下）

内容量：100g　価格：150円《税込》

牛乳本来の風味がおいしいヨーグルト
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13 14

平成23年度 平成22年度

やさしいあいすくりーむ（バニラ）
心と体がほっとするアイスクリーム

株式会社 サンオーネスト
〒410-0007 沼津市西沢田字八反田５５　TEL.055-923-2312　
FAX.055-923-2370　http://www.yasashii-ice.jp/

【販売場所】マックスバリュ東海（県東部）、東名（富士川SAなど）、
　　　　　 いちごプラザ（道の駅）

丹那低温殺菌牛乳と黒富
士卵など食の安全性にこだ
わり、無香料、無着色、乳化
安定剤不使用で、ストレス
社会に配慮して作られた商
品。大切な人に食べてもら
いたいアイスクリームです。

静岡茶100%使用の穴あきクッキー

日本有数の玉露の産地、岡
部町の抹茶で作った穴あき
クッキーです。穴は無添加
のシンボルとして「あおむし
君」が食べたというイメージ
で空けられています。

森の茶これーと

最高級のお茶チョコレート

〒437-0215 周智郡森町森415　TEL.0538-85-2023
FAX.0538-85-5029　http://yamachou.net/

【販売場所】本店、小國ことまち横丁、通信販売 ※期間限定販売10～5月

特別栽培茶を粉末に
した「優煎茶」を贅沢
に使った大人のスイー
ツ。ホワイトチョコレート
に優煎茶パウダーを練
り込んでいます。5月末
までの期間限定商品。

飲むように食べられる新食感スイーツ

朝霧高原の自然に包まれ
た牛から搾った生乳を使
い、まるで飲むように食べら
れる新感覚のスイーツで
す。自然なコクと甘みはクセ
になる味わいです。

特選の焼津鰹節で作ったせんべい

株式会社 新丸正
〒425-0064  焼津市三和1384-1
TEL.054-624-5158　
FAX.054-624-5231　http://www.s-marusyo.jp/

【販売場所】新東名(沼津SAなど）、東名（富士川楽座、日本坂PA）、静岡駅ベルマート

新鮮なイカ、タコのミン
チに特選の焼津鰹節
をたっぷり練り込んだせ
んべいです。カツオダシ
にほんのりピリ辛の味
付け。おやつだけでな
く、お酒にも合います。

お茶の葉クッキー

株式会社 鈴木長十商店 

ミルクランド 株式会社  

焼津かつおせんべい

酪農家さんが作った
「食べる牛乳」

有限会社 一條亭
〒424-0103 
静岡市清水区尾羽122-2　
TEL.054-368-6622　FAX.054-368-6672　
http://www.ich.justhpbs.jp/

【販売場所】静岡駅キヨスク、新東名（静岡SAなど）

〒418-0103 富士宮市上井出3690　TEL.0544-54-3690
FAX.0544-54-2932　http://www.fujimilkland.com/

【販売場所】富士ミルクランド店舗、富士ミルクランドオンラインショップ、東名（足柄SA下）

●販売場所・内容量・価格は平成26年10月現在の主なものです。詳細は販売者に直接お問い合わせください。

最高金賞（1商品） 金賞（11商品）

最高金賞

内容量：82ml　
価格：220円《税別》

内容量：４，８，１２，１６，２４枚入り　
価格：313円（4枚入り）～《税込》

内容量：2.5g×15ケ　
価格：494円《税込》

内容量：1枚×15袋　
価格：1,000円～1,080円《税込》

内容量：110ｇ　価格：150円《税込》

Richクラウンメロンロール
クラウンメロンの贅沢ロールケーキ

菓子司　中島屋  
〒437-0215 周智郡森町森1555-2　TEL./FAX.0538-85-2310　
http://nakajimaya.hamazo.tv/

【販売場所】菓子司　中島屋

静岡産の高級ブランドメ
ロン「クラウンメロン」のお
いしさを練り込んだロー
ルケーキです。メロンの
王様が放つ品のある甘
みと香りは絶品です。
内容量：1本（１６cm）　
価格：1,050円《税込》

鰹節屋が作ったソフトでおいしいなまり節です。スモークや燻製玉ね
ぎの香味油などで生臭さを除き、製法の工夫でしっとりソフトな食感に
仕上げました。

クラウンメロンをそのまま食べているようなシャーベット

やさしいしゃーべっと
静岡県産クラウンメロン

静岡県温室農業協同組合クラウンメロン支所
〒437-0056 袋井市小山219番地　TEL.0538-42-4146
FAX.0538-42-3208　http://www.crown-melon.co.jp/

【販売場所】新東名（浜松SA、遠州森町PA下）

静岡県産の高級ブランドメロン「クラウンメロン」の芳醇な香りと甘み
が生きたシャーベット。「クラウンメロン」をそのまま食べているような素
晴らしい味わいです。

かつおのパワーがつまったなまり節

かつおパワースティック

株式会社 新丸正
〒425-0064 焼津市三和1384-1　TEL.054-624-5158
FAX.054-624-5231　http://www.s-marusho.jp/

【販売場所】富士山静岡空港売店、新東名沼津SA、
清水エスパルスドリームプラザ内駿河みやげ横町

内容量：1本　価格：450～500円（オープン）《税込》

バリ勝男クン。
静岡おみやげ編

スナック感覚のかつおぶしチップ

シーラック 株式会社  
〒421-0204  焼津市高新田45－1　TEL.054-622-0185
FAX.054-622-3513　http://www.sealuk.co.jp/

【販売場所】新東名（沼津SA、静岡SA、浜松SA）、東名（富士川SA、牧之原SA、浜名湖SA）、
　　　　　静岡駅ベルマート、静岡空港売店、他お土産売り場

焼津の鰹を使用した「手で食べられ
るかつおぶし」。かつおぶしの厚削り
に秘伝の「しょうが醤油」で味付けを
し、こんがり焼き上げた
“かつおぶしチップ”です。

内容量：125ｇ（25ｇ×5袋）　価格：772円《税込》

内容量：82ml　価格：324円《税込》

受 賞 特 典受 賞 特 典

●　受賞商品は、パンフレットや県のホームページに掲載

するなど、様々な機会を通じてＰＲします。

●　受賞者は、県が実施又は参加する展示会、商談会に

関して、優先的な情報提供、出展機会を得ることがで

きます。

●　最高金賞を受賞した商品は、「優良ふるさと食品中

央コンクール」（主催：財団法人食品産業センター）に

県から推薦します。

●　最高金賞及び金賞の受賞者は、「ふじのくに新商品

セレクション」の受賞マークを使用できます。
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FAX.0538-85-5029　http://yamachou.net/

【販売場所】本店、小國ことまち横丁、通信販売 ※期間限定販売10～5月

特別栽培茶を粉末に
した「優煎茶」を贅沢
に使った大人のスイー
ツ。ホワイトチョコレート
に優煎茶パウダーを練
り込んでいます。5月末
までの期間限定商品。

飲むように食べられる新食感スイーツ

朝霧高原の自然に包まれ
た牛から搾った生乳を使
い、まるで飲むように食べら
れる新感覚のスイーツで
す。自然なコクと甘みはクセ
になる味わいです。

特選の焼津鰹節で作ったせんべい

株式会社 新丸正
〒425-0064  焼津市三和1384-1
TEL.054-624-5158　
FAX.054-624-5231　http://www.s-marusyo.jp/

【販売場所】新東名(沼津SAなど）、東名（富士川楽座、日本坂PA）、静岡駅ベルマート

新鮮なイカ、タコのミン
チに特選の焼津鰹節
をたっぷり練り込んだせ
んべいです。カツオダシ
にほんのりピリ辛の味
付け。おやつだけでな
く、お酒にも合います。

お茶の葉クッキー

株式会社 鈴木長十商店 

ミルクランド 株式会社  

焼津かつおせんべい

酪農家さんが作った
「食べる牛乳」

有限会社 一條亭
〒424-0103 
静岡市清水区尾羽122-2　
TEL.054-368-6622　FAX.054-368-6672　
http://www.ich.justhpbs.jp/

【販売場所】静岡駅キヨスク、新東名（静岡SAなど）

〒418-0103 富士宮市上井出3690　TEL.0544-54-3690
FAX.0544-54-2932　http://www.fujimilkland.com/

【販売場所】富士ミルクランド店舗、富士ミルクランドオンラインショップ、東名（足柄SA下）

●販売場所・内容量・価格は平成26年10月現在の主なものです。詳細は販売者に直接お問い合わせください。

最高金賞（1商品） 金賞（11商品）

最高金賞

内容量：82ml　
価格：220円《税別》

内容量：４，８，１２，１６，２４枚入り　
価格：313円（4枚入り）～《税込》

内容量：2.5g×15ケ　
価格：494円《税込》

内容量：1枚×15袋　
価格：1,000円～1,080円《税込》

内容量：110ｇ　価格：150円《税込》

Richクラウンメロンロール
クラウンメロンの贅沢ロールケーキ

菓子司　中島屋  
〒437-0215 周智郡森町森1555-2　TEL./FAX.0538-85-2310　
http://nakajimaya.hamazo.tv/

【販売場所】菓子司　中島屋

静岡産の高級ブランドメ
ロン「クラウンメロン」のお
いしさを練り込んだロー
ルケーキです。メロンの
王様が放つ品のある甘
みと香りは絶品です。
内容量：1本（１６cm）　
価格：1,050円《税込》

鰹節屋が作ったソフトでおいしいなまり節です。スモークや燻製玉ね
ぎの香味油などで生臭さを除き、製法の工夫でしっとりソフトな食感に
仕上げました。

クラウンメロンをそのまま食べているようなシャーベット

やさしいしゃーべっと
静岡県産クラウンメロン

静岡県温室農業協同組合クラウンメロン支所
〒437-0056 袋井市小山219番地　TEL.0538-42-4146
FAX.0538-42-3208　http://www.crown-melon.co.jp/

【販売場所】新東名（浜松SA、遠州森町PA下）

静岡県産の高級ブランドメロン「クラウンメロン」の芳醇な香りと甘み
が生きたシャーベット。「クラウンメロン」をそのまま食べているような素
晴らしい味わいです。

かつおのパワーがつまったなまり節

かつおパワースティック

株式会社 新丸正
〒425-0064 焼津市三和1384-1　TEL.054-624-5158
FAX.054-624-5231　http://www.s-marusho.jp/

【販売場所】富士山静岡空港売店、新東名沼津SA、
清水エスパルスドリームプラザ内駿河みやげ横町

内容量：1本　価格：450～500円（オープン）《税込》

バリ勝男クン。
静岡おみやげ編

スナック感覚のかつおぶしチップ

シーラック 株式会社  
〒421-0204  焼津市高新田45－1　TEL.054-622-0185
FAX.054-622-3513　http://www.sealuk.co.jp/

【販売場所】新東名（沼津SA、静岡SA、浜松SA）、東名（富士川SA、牧之原SA、浜名湖SA）、
　　　　　静岡駅ベルマート、静岡空港売店、他お土産売り場

焼津の鰹を使用した「手で食べられ
るかつおぶし」。かつおぶしの厚削り
に秘伝の「しょうが醤油」で味付けを
し、こんがり焼き上げた
“かつおぶしチップ”です。

内容量：125ｇ（25ｇ×5袋）　価格：772円《税込》

内容量：82ml　価格：324円《税込》

受 賞 特 典受 賞 特 典

●　受賞商品は、パンフレットや県のホームページに掲載

するなど、様々な機会を通じてＰＲします。

●　受賞者は、県が実施又は参加する展示会、商談会に

関して、優先的な情報提供、出展機会を得ることがで

きます。

●　最高金賞を受賞した商品は、「優良ふるさと食品中

央コンクール」（主催：財団法人食品産業センター）に

県から推薦します。

●　最高金賞及び金賞の受賞者は、「ふじのくに新商品

セレクション」の受賞マークを使用できます。



平成22年度～平成26年度

「 ふじのくにの 農 林 水 産 物 」から新しい加 工 商 品 が 生まれました。
静 岡 県 の 魅 力 が つまった逸 品を自信をもってご 紹 介いたします 。

●販売場所・内容量・価格は平成26年10月現在の主なものです。詳細は販売者に直接お問い合わせください。

静岡県経済産業部振興局マーケティング推進課
〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9番6号　TEL.054-221-3653　FAX.054-221-2698　
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-110ふじのくに食の都

平成22年度 ●販売場所・内容量・価格は平成26年10月現在の主なものです。
　詳細は販売者に直接お問い合わせください。

ふじのくに新商品セレクション

素材本来の旨味と食感がおいしい

マツダ食品 株式会社
〒431-3107 浜松市東区笠井町45　TEL.053-433-1528
FAX.053-435-1572　http://www.foods-m.jp/

【販売場所】マツダ食品本社直売所

静岡県産大豆と遠州産釜
揚げしらすの風味を大切に
した一品です。独自の調合
で調整した特製タレで絡
め、素材本来の旨味、色合
い、食感が楽しめます。

遠州しらす大豆

内容量：100ｇ　価格：321円《税込》

鰹ちゃ

焼津の海から琥珀色スープの贈り物

〒４２５-００７２  焼津市大住３９９番地の1　TEL.054-629-4135
FAX.054-629-4136　http://www.chikiri.co.jp/

【販売場所】東名日本坂ＰＡ（上）、さかな工房

琥珀色の今までにないお
茶感覚で飲める鰹スープ
です。そのまま飲むのはも
ちろん、煮物や炊き込みご
飯にも使えます。特製パッ
ケージも喜ばれています。

ちきり清水商店 株式会社 

内容量：3.2g×10袋　
価格：1,080円《税込》

ツーンと辛いわさびのふりかけ

ニチフリ食品 株式会社
〒421-3296 静岡市清水区蒲原5190-2　TEL.054-388-2211
FAX.054-388-2955　http://www.nichifuri.co.jp/

【販売場所】マックスバリュ東海（県内）、しずてつストア

伊豆産のわさびの茎をフリーズドライに
加工したものを使っています。刻み海
苔、あおさなどもブレンドし、素材そのも
のの風味が味わえます。

伊豆のわさび使用 
わさび
ふりかけの起点

内容量：40ｇ　価格：216円《税込》

海賊焼
イカスミ入りの黒い海鮮風塩やきそば

佐野製麺 株式会社
〒410-3514 賀茂郡西伊豆町仁科399-3　
TEL.0558-52-0047　FAX.0558-52-1901　
http://www.men-ya.com/

【販売場所】フードストアあおき、自社ホームページ通信販売

イカスミを入れたまっ黒い
麺が特徴の海鮮風塩焼
きそばです。新しい西伊
豆のご当地グルメとして
も知られています。
内容量：130g×2　
価格：358円《税込》

かんばら 
いわしカレー

蒲原で70年愛されている地カレー

〒421-3203 静岡市清水区蒲原3-3-10　
TEL.054-388-2263  FAX.054-388-3308  http://yamashiti.shop-pro.jp/

【販売場所】新東名（静岡SA）、エスパルスドリームプラザ、鮨処 やましち

蒲原名産「いわし削りぶし」を使用
し、昔ながらの和風カレーに仕立て
ました。蒲原では70年前から地元
の人に親しまれている味です。

有限会社 やましち

内容量：1箱（200g）　価格：540～650円《税込》

ふじのくに
新商品セレクション
受賞商品一覧

株式会社　アビリティフィールズ
〒421-0103 静岡市駿河区丸子1-6-49　TEL.054-259-1638　FAX.054-259-1358

【販売場所】しずてつストア新静岡セノバ店、通信販売他

果物本来の美味しさが生きたドライフルーツ
平成26年度最高金賞

温暖な気候と豊かな自然に恵まれて、作り手の愛情を受けながら育った静岡生まれの果物
たちが、今までにない新食感のスイーツに生まれ変りました。果物本来の酸味と甘さを最大限
に生かした究極のドライフルーツです。

果実の気持ち
内容量：みかん3袋、苺3袋、キウイ3袋　価格：2,600円《税抜》　（季節によって果物の種類や数量が変更になる場合があります。）

20142014

く だ も の

選りすぐりの67商品

区分

最高金賞

金賞

受賞合計

出品数

1

11

12

81

平成22年度

1

11

12

48

平成23年度

1

13

14

79

平成24年度

1

16

17

90

平成25年度

1

11

12

64

平成26年度

5

62

67

362

区分計

単位：商品

※平成22年度のみ1社あたりの出品数に制限なし、平成23年度以降は1社2品まで。

※

受賞商品数は平成26年度で合計67商品となります。
応募商品数は年々増加しており、

まさに選りすぐりの商品です。


