
《区内商店街の名産品 》

【東京中央大通会】
TEL:(3561)7348

・商店名：㈱モリイチ
・品名：「水で落とせるクレヨン」と「洗濯で落とせるサインペン」「ミニじゆうがちょう２冊」
・商品の PR：お子様がお風呂でらくがきしても、水で落とせるので安心。自由画帳も付けてのパック品。
・住所 /電話番号：京橋 1-3-2/03-3281-3228

【銀座通連合会】
TEL:(3561)0919

・商店名：銀座木村家
・品名：焼菓子セット ①栗パウンド ②プチアーモンドパイ ③プチレモンパイ
・商品の PR：①米粉と小麦粉を使用した生地に栗を混ぜ込み、しっとりと仕上げました。
                         ②こだわりのパイ生地に自家製アーモンドフィリングを挟んで、一口サイズに焼き上げました。
                         ③こだわりのパイ生地にレモンピールを挟んで、一口サイズに焼き上げました。
・住所 /電話番号：銀座 4-5-7/03-3561-0091

【銀座すずらん通り商店会】
TEL:(3571)7455

・商店名：銀座鹿乃子
・品名：鹿乃子のかのこ　6個入
・商品の PR：色とりどりの豆を寒天で固めた錦玉羹です。中心には大和栗をあしらいました。
                           豆の軟らかさと寒天のコシの絶妙な食感をお楽しみください。
・住所 /電話番号：中央区銀座 5-6-6/03-3572-0013

【築地場外市場商店街振興組合】
TEL:(3541)9466

・商店名：米本珈琲
・品名：米本珈琲オリジナルドリップパック
・商品の PR：米本珈琲で大人気のオリジナルシティブレンドをドリップバックにしました。
                          お湯さえあればどこでも召し上がれます。
・住所 /電話番号：築地 4-11-1/03-41-6473       



・商店名：つきぢ味幸堂
・品名：そば・そうめん 4種類詰め合わせ
・商品の PR：茶そば、葛そうめん、梅そうめん、極細そうめんの各々、香と麺のコシの変化をお楽しみください。
・住所 /電話番号：築地 4-14-1/03-3545-6178

・商店名：幸修園
・品名：幸修園、人気のバラエティーセット
・商品の PR：九州産の椎茸、佐賀産の海苔、静岡産のお茶と産地にこだわった幸修園の人気バラエティーセット。
・住所 /電話番号：築地 4-10-7/03-3545-6186

・商店名：江戸一飯田本店
・品名：人気佃煮詰め合わせ（5点入り）
・商品の PR：創業 108 年、自家製のタレをつぎ足し、素材のうま味たっぷりに炊き上げた佃煮です。
・住所 /電話番号：築地 4-13-4/03-3543-5225

・商店名：近富
・品名：磯の木昆布　四万十川のり詰め合わせ
・商品の PR：さお前昆布を原料にした風味豊かな珍味。四万十川のりの味と香りは逸品。
・住所 /電話番号：築地 4-8-1/03-3542-8601

・商店名：ヤマハチ
・品名：築地みやげ詰め合わせ
・商品の PR：築地みやげの人気商品６種類詰め合わせ。わさびごま・梅ごま・シャリシャリレモン
                          ・ごまサンド（梅・わさび・黒ごま）の 6種。
・住所 /電話番号：築地 4-10-9/03-3543-8088

・商店名：金子海苔店
・品名：焼きのり極上２帖箱入り
・商品の PR：海苔ってこんなにおいしいんだと、思わせる商品です。佐賀県産焼きのり 10 枚入り×2袋箱入り。
・住所 /電話番号：築地 4-14-14/03-3541-5946

・商店名：能登半島　スギヨ
・品名：てしお炊き込みご飯の素（①～④のいずれか１つ）
　　　　①能登産　真鯛
　　　　②能登産　たこ
　　　　③能登産　ふぐ
　　　　④福井産　サーモン
・商品の PR：東京・恵比寿の人気料理店「賛否両論」の笠原シェフ監修の出汁を使った炊き込みご飯の素。
　　　　　　①石川県産の真鯛を塩のみで味付けし焼きほぐしに。
　　　　　　②石川県能登で獲れた真だこをしょう油や砂糖などで味付。
　　　　　　③石川県能登で獲れた真フグを塩だけで味付し焼きほぐしに。
　　　　　　④福井県で海上養殖されたｻｰﾓﾝを塩のみで味付し焼きほぐしに。
・住所 /電話番号：築地 4-14-15/03-3547-1185



・商店名：築地鮭の店　昭和食品
・品名：お楽しみ海の幸５点を缶詰・ビン詰のセット
・商品の PR：鮭の店ならではの鮭フレークをはじめ、海苔、鯖、イカなどのビン詰缶詰を５点詰合わせます。
　　　　　　築地願かけダルマのおまけ付き。
・住所 /電話番号：築地 4-13-14/03-3542-1416

・商店名：丸二食品
・品名：伊藤牧場松阪牛ビーフカレー
・商品の PR：三重県産松阪牛使用。大きな具は入っていませんが濃厚な旨味を味わえます。賞味期限は２年間。
・住所 /電話番号：築地 4-13-11/03-3542-0024

・商店名：高島屋海苔店
・品名：有明海産焼きのり 30 枚入り
・商品の PR：築地で永きに渡り海苔一筋の店が出す有明海産最高級焼海苔。
・住所 /電話番号：築地 4-11-1/03-3541-0541

・商店名：㈱アユミーノ
・品名：スワロフスキーマスク留め（ピンク×ゴールド、ブルー×シルバー）
・商品の PR：築地で 11 年目をむかえたネイルサロンによる、耳が痛くなく、マスク生活を明るくする、
　　　　　　手作りのマスク留めです。色違いもご用意しました。
・住所 /電話番号：築地 4-13-11/03-3541-7461　　　　　　　

・商店名：㈱吹田商店　㈱秋山商店
・品名：築地お出汁コラボ お出汁 5ℓ分
・商品の PR：明治 25 年創業の吹田商店、大正 5年創業の秋山商店、老舗お出汁専門店のコラボ。蔵で 8年熟成させた、
　　　　　　礼文島産天然利尻昆布と長年培われた技術がより良い香りを引き立てる血合い抜き上削り。
・住所 /電話番号：築地 4-11-1/03-3541-6931　築地 4-14-16/03-3541-2724　　　　　　

・商店名：三原堂本店
・品名：塩せんべい
・商品の PR：うるち米をつぶつぶ感を残し薄くのばし、醬油と天然塩を使用し香ばしく焼き上げた薄焼きのせんべい。
・住所 /電話番号：日本橋人形町 1-14-10/03-3666-3333　　　　　　

・商店名：立花屋呉服店
・品名：風呂敷
・商品の PR：明治 40 年創業。綿大判風呂敷で和風柄の両面染です。
・住所 /電話番号：日本橋人形町 1-14-6/03-3666-3644　　　　　　

【人形町商店街協同組合】
TEL:(3666)9064

・商店名：重盛永信堂
・品名：ゼイタク煎餅詰め合わせ
・商品の PR：創業大正６年、当時高級品であった上白糖、鶏卵、上質の小麦粉を用いて名付けた商品です。
・住所 /電話番号：日本橋人形町 2-1-1/03-3666-5885



・商店名：京扇堂東京店
・品名：扇子
・商品の PR：天保三年（1832 年）に創業し、京都に本店があり製造は京都の職人により全て手作りにより
　                      完成されたうちわ扇子を取り揃えております。
・住所 /電話番号：日本橋人形町 2-4-3/03-3669-0046

・商店名：酒悦　人形町店
・品名：名菜美点
・商品の PR：創業 345 年、バラエティー豊かな山海の幸の詰め合わせ。
                          素材の持ち味を活かした飽きのこないおいしさはどなた様にも喜ばれます。
・住所 /電話番号：日本橋人形町 2-4-3/03-3669-0129

・商店名：寿堂
・品名：大納言羊羹・金平糖
・商品の PR：本場丹波の大納言を使用しております。のど越しの良い帰り味のある羊羹です。
                           島根の小粒の塩金平糖です。可愛らしく瓶に入っております。
・住所 /電話番号：日本橋人形町 2-1-4/0120-480-400　　　　　　　

・商店名：日本橋海苔店
・品名：海苔
・商品の PR：有明海産の初摘焼海苔です。とろけるような食感と濃厚な旨みが特徴です。
・住所 /電話番号：日本橋人形町 2-1-7/03-5623-1271　　　　　

・商店名：花見煎餅
・品名：煎餅詰め合わせ
・商品の PR：伝統の味、日本橋名物、七種類のあられせんべいが入っています。
・住所 /電話番号：日本橋人形町 1-18-9/03-3666-3990　　　　　

・商店名：玉英堂
・品名：練羊羹
・商品の PR：和三盆糖を使用した、手練りの羊羹です。
・住所 /電話番号：日本橋人形町 2-3-2/03-3666-2625
　　　　

【甘酒横丁商店会】
TEL:(3666)7662

・商店名：にんぎょう町草加屋
・品名：手焼きとおかき詰合せ
・商品の PR：創業昭和 3年、職人が炭火で一枚ずつ焼き上げた、多くの芸人たちが愛した味です。
・住所 /電話番号：日本橋人形町 2-20-5/03-3666-7378



・商店名：㈲双葉商店
・品名：湯葉と甘酒の詰め合わせ
・商品の PR：人気の湯葉と甘酒の詰め合わせです。創業明治 40 年、甘酒横丁のとうふ屋です。
・住所 /電話番号：日本橋人形町 2-4-9/03-3666-3616

・商店名：森乃園
・品名：彩りティーバッグ５種セット
・商品の PR：人気のお茶５種類のティーバッグのセットです。
・住所 /電話番号：日本橋人形町 2-4-9/03-3666-2666

・商店名：銀座あけぼの日本橋浜町店
・品名：それぞれの秋
・商品の PR：もみじ、いちょうをかたどった秋限定おかき
・住所 /電話番号：日本橋浜町 2-6-1/03-3667-1053　　　　　

・商店名：タイニートリアティールーム
・品名：オリジナルブレンドティー（ティーバッグ 12 個）
・商品の PR：インドとスリランカの選りすぐりの産地の茶葉をブレンドした、まろやかで深みのある
                           味わいのオリジナルティー
・住所 /電話番号：日本橋人形町 2-20-5 柿沼ビル 1階 /070-7795-1889　　　

・商店名：日本橋紀文堂
・品名：瓦煎餅詰合せ
・商品の PR：手造りの煎餅でいろいろな味をご賞味ください。
・住所 /電話番号：東日本橋 2-1-2/03-3851-7501　　　

【東日本橋やげん堀商店会】
TEL:(3851)7501

・商店名：堀津茶舗
・品名：煎茶
・商品の PR：江戸時代の創業の店舗で厳選された御茶です。
・住所 /電話番号：東日本橋 2-20-3/03-3851-3718

【浜町商店街連合会】
TEL:(3666)9853

・商店名：東京洋菓子倶楽部
・品名：オリジナルクッキーのおすすめセット
・商品の PR：当店自慢のオリジナルクッキーの詰め合わせです。フレッシュバターを使用した香り高いクッキーです。
・住所 /電話番号：日本橋浜町 1-1-12/03-3865-4649



・商店名：㈱花岡善治商店
・品名：花ご膳 88
・商品の PR：冬の美味しい時期に採れた福岡県有明海産の海苔を丁寧に焼き上げました。
                           使い易い全型八切を缶詰めにしてお届けします。
・住所 /電話番号：日本橋浜町 3-23-5/03-3666-4933

・商店名：ヤマザキショップ上総屋
・品名：日本橋ビール 5本セット
・商品の PR：昔はビールは酵母入りが主流でしたが、最近では酵母入りも少なくなりました。
                           日本橋ビールは味わいにこだわった逸品です。
・住所 /電話番号：日本橋浜町 2-55-5/03-3666-6044

・商店名：ドトールコーヒー日本橋浜町店
・品名：ドリップコーヒー詰め合わせ
・商品の PR：カップとお湯のみで美味しいコーヒーをお楽しみいただけます。
・住所 /電話番号：日本橋浜町 3-3-1/03-6316-7043

・商店名：月島胡萩堂
・品名：おかき・せんべい　いろいろ
・商品の PR：昭和８年創業、国産のうるち米・餅米を使用し昔ながらの手作りの味をお届けしております。
                          いろいろなお味を楽しんで頂けるよう、ひと口サイズのお包みを 15 種類セットに致しました。
・住所 /電話番号：月島 1-19-4/03-3533-0552

【トルナーレ日本橋浜町商店会】
TEL:(5643)7910

・商店名：パティスリー ISOZAKI
・品名：ISOZAKI 焼き菓子セット
・商品の PR：ISOZAKI オリジナルの焼き菓子の詰め合わせです。
・住所 /電話番号：日本橋浜町 3-3-1/03-5643-7910

【月島西仲共栄会商店街振興組合】
TEL:(3531)0076

・商店名：ライブコーヒー㈱
・品名：ドリップバッグセット
・商品の PR：1955 年創業、珈琲豆の王様ブルーマウンテンNo1、ハワイコナコーヒーでも最高グレードの
                           エクストラファンシー、オリジナルブレンドをドリップバッグのセット（合計 10 袋入り）にして
                           手軽にご自宅などでお楽しみ頂けます。
・住所 /電話番号：月島 1-9-8/03-3532-1005



・商店名：同上
・品名：東京月島もんじゃソース焼きそば
・商品の PR：もんじゃ焼専門店のまかないからうまれたご当地メニュー！ご家庭で本場月島の味を！
・住所 /電話番号：同上

【月島もんじゃ振興会協同組合】
TEL:(3532)1990

・商店名：月島もんじゃ振興会協同組合
・品名：東京月島もち明太子もんじゃ焼きソース味
・商品の PR：キャベツと水があればすぐできるもんじゃ焼材料セット。ご家庭で本場月島の味を！
・住所 /電話番号：中央区月島 1-8-1-103/03-3532-1990


