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津市物産振興会では毎年５月の第
３土曜日、「津の物産」の良さをよ
り多くの方に知っていただくため、
実際に“見て”“触って”“味わえる”
津市物産まつりを開催しています。
津市の食品、銘菓、農林水産物、
地酒、工芸品などが一堂に集まる
ほか、当日限定品の販売や抽選会、
ステージに体験教室など楽しいイ
ベントも盛りだくさんです！

http://www.tsu-bussan.com/URL
津市物産振興会 検 索

津市物産振興会
TEL 059-229-3169　FAX 059-229-3335

　　 info@tsu-bussan.com

お問い合わせ先

〒514-8611 三重県津市西丸之内23番1号

16.05.25B3.IB

津市物産振興会会員のご紹介

津市には、長い歴史の中で風土や文化に育まれた、

さまざまな物産があります。

どれも、こだわりが詰まった自慢の品ばかり。

見て、触れて、味わって、お気に入りを見つけてみよう！

（有）栄昇軒
四季折々の和菓子を…

1

こちらは、一番人気のお土産品です。
形のユニークさと、味が人気の秘密！
ぜひ一度ご賞味ください！他にも材
料にこだわった、生菓子、焼菓子等も
各種ございます。津駅前チャムでも販
売してます。

〒514-2211 津市芸濃町椋本1814
TEL059-265-2141
http://www.shokokai.or.jp/24/2420160044/

芸濃

（株）北山水産
ひと味違う「黒の小女子」

2

当社の小女子は少し黒味がかって
おりますが、それが小女子の本来の
色。カルシウムがたっぷりの黒の小
女子をぜひご賞味ください。

〒510-0306 津市河芸町一色2842-1
TEL059-245-2282
http://www.kitayamasuisan.co.jp/

河芸

（有）ネオアート
津キャラクターグッズから
オリジナルグッズまで3

龍王さくらちゃん運営と雑貨販売の
お店。津キャラクター龍王さくらちゃ
んの出演に関するお問い合わせはネ
オアートに。

〒514-2222 津市豊が丘5丁目36-8
TEL059-230-2940
http://www.neoart-mie.com/

津

ヤマギシ豊里ファーム
農場直売
おいしさを食卓に4

生産から販売まで一貫して行ってい
ます。

〒514-2221 津市高野尾町1891-25
TEL059-230-8083
http://toyosato.yamagishi.or.jp/farm/

津

赤塚グループ
おいしく飲んで毎日健康!
ココロも元気に!5

生物の機能を高める水“ＦＦＣ
ウォーター”に、各種の酢やビタミン
をバランスよく配合した、今までに
ないまったく新しい健康飲料です。 

〒514-2293 津市高野尾町1863-1
TEL059-230-1310 
http://www.akatsuka.co.jp/

津

松阪ハム（株）
マイスター直伝の味と薫り

7

当社のハムは本場ドイツ、フランクフ
ルトで開催される国際食肉産業見本
市（ＩＦＦＡ）で金賞を受賞しました。

〒514-0131 津市あのつ台 一丁目6-5 
TEL059-236-1186
http://www.matsusakaham.co.jp/

津

はなまるポーク
安心安全、
新鮮で美味しい豚肉!8

津市大里の自然豊かな土地で、丹精こ
めて育てられた「はなまるポーク」は、
養豚農家が直接消費者の皆様にお届け
する豚肉です。

〒514-0126 津市大里睦合町2429
TEL0120-927-870

津

（株）野田米菓
なつかしいふるさとの味

9

厳選された上質の国産もち米を原料
に、風味豊かなあられを製造しており
ます。

〒514-0126 津市大里睦合町233
TEL059-230-7772
http://www.nodabeika.co.jp/

津

Patisserie
Nakajimaya

人に夢と希望を与える
お菓子作りを…10

もっちりとした生地にミルキーなク
リームをたっぷり巻き込んだ優しいお
いしさのロールケーキです。

〒514-0126 津市大里睦合町299-3
TEL059-230-1188

津

魚歳食品（株）
製造直売所
「はんぺい茶屋」11

ほんまに！美味い！魚歳の天ぷら、かまぼ
こ県下有名スーパー等にて好評発売中！
製造直売所「はんぺい茶屋」もどうぞよ
ろしく！

〒514-0125 津市大里窪田町1460-1
TEL059-232-2232
http://uotoshi.ocnk.net/

津

三重の食彩酒場みえやに
ジューシーかつ
素材本来の味を活かした自信作21

餡に国産豚と松阪牛、新鮮な地場野菜を使用。
タレの代わりに「特製スパイス」を皮に振りか
けてお召し上がりください。「餃子日和」にて
全国お取り寄せ、または居酒屋「三重の食彩酒
場みえやに」にてご賞味いただけます。

〒514-0102 津市栗真町屋町449
TEL059-233-3882

津

大黒屋
良質お肉の総合商社

40

信頼と実績。新鮮な精肉を中心にお肉の
販売。安心・安全なお肉を皆様のもとに
お届けしております。

〒514-0016 津市乙部2009-2
TEL059-271-7511

津 七栗村
地元産ニンニクで作った
七栗村の黒にんにく72

三重県在来の
伊勢志摩八片
種など暖地系
ニンニクを津
市内で栽培し、
毎日２～３片で
元気いっぱい。

〒514-1255 津市庄田町1208
TEL059-255-4833

久居

三重中央農業協同組合
隠れた名品

86

地元産大豆を使用したきめ細かい滑らか
さで、ソフトな食感の豆腐、地元産キャベ
ツと三重県産豚肉を使ったジューシーな
餃子です。ぜひ一度ご賞味ください。

〒515-2516 津市一志町田尻595-13
TEL059-293-5000
http://www.jamie.or.jp/jagroup/miechuo/

一志

（株）丸大大森
のりで健康を考える

87

いつの世も食べ継がれる美味しい海苔を
つくり続けると共に、健やかな暮らしの
お役に立つ事を心より願い、日々努力し
て参ります。

〒515-2523 津市一志町井生1438
TEL059-293-0107
http://www.marudaiomori.com/

一志

一志生椎茸生産組合
味と香りの原木椎茸

88

くぬぎ・こならの木を使い、ゆっくり・
じっくり・たくましく育った原木しいた
けです。

〒515-2522 津市一志町波瀬2349
TEL059-294-7083

一志

向川しいたけ園
林内霧状散水栽培

89

杉と落葉樹の混合林の中、10月～5月ま
での間、霧状散水による自然発生させた
肉厚のしいたけです。

〒515-2522 津市一志町波瀬7055
TEL059-294-7743（自宅） 
TEL059-294-7672（作業場）

一志

源泉 猪の倉温泉
美肌のお湯からできた
ボディーソープです90

天然由来の植物エキスと温泉を配合して
作り上げた、お肌がつるっと輝く温泉化
粧品です。

〒515-2621 津市白山町佐田2562-1
TEL059-262-5888
http://inokuraonsen.jp/

白山

（有）丁子屋商店
味本位の調味料
しょうゆ、みそ91

創業安政5年以来、味にこだわり150年
消費者に喜ばれる調味料（しょうゆ、み
そ）を提供します。

〒515-2602 津市白山町二本木586
TEL059-262-0117

白山

長谷川製茶
自園自製

92

自然いっぱいの山のふもとで育て一葉一
葉心を込めて製造しました。

〒515-2602 津市白山町二本木588
TEL059-262-0132

白山

全勝堂
白山の土産といえばこれ!

93

家城神社の境内にある霊泉「こぶ湯」にち
なんだ銘菓が「こぶゆもなか」です。お茶
のお供に、ご進物に是非どうぞ。

〒515-3133 津市白山町南家城754-6
TEL059-262-3040

白山

ふるさとの味やへい
白山の自然をそのままに

94

豊かな自然に育まれた白山町のふるさと
の味。心を込めて作った手作りの品を皆
様にお届けいたします。

〒515-3135 津市白山町二俣813
TEL059-262-3294
http://www.ztv.ne.jp/web/yahei/

白山

菅尾製茶工場
伝統の技術、
まろやかな味わい95

何代も受継がれた伝統の技を持つ茶作り
名人達が、心を込めて生産したまろやか
な味をご賞味ください。

〒515-3201 津市美杉町竹原1684
TEL059-272-0201

美杉

（有）よこや製茶
よりおいしいお茶を
目指して96

製茶工程からパック詰めに至るまで自社
で行っております。大量生産では味わえ
ない、風味豊かなお茶をお届けします。

〒515-3201 津市美杉町竹原1051
TEL0120-21-3081
http://www.yokoyaseicha.com/

美杉

浅尾椎茸園
おいしさ一番
美杉の原木しいたけ97

原木に菌を植え付ける昔ながらの手間を
掛け、美しい空気の中で育った肉厚のシ
イタケは歯ごたえと味、香りの高さが自
慢です。

〒515-3202 津市美杉町八手俣937
TEL059-276-0358

美杉

魚儀
ふっくらジューシーなうなぎ

98

活きのいい上質の鰻だけを選び、そのま
まじっくり丁寧に焼き上げました。

〒515-3421 津市美杉町八知5556
TEL059-272-0023

美杉

京屋製菓舗
まごころ込めたふるさとの味

99

美杉村の村章であった３本の緑の杉をモ
チーフに、つぶあんと餅が入った美味し
い味です。精魂を込め吟味製法した銘菓
です。

〒515-3421 津市美杉町八知5536-1
TEL059-272-0203
http://kyoya.jp/

美杉

やきやき亭浜
美味しさは、自然にあり

100

美杉の自然が育んだ山の恵み、川の恵み
を様々な料理にして、おもてなしいたし
ております。美杉のふるさとの味をご賞
味ください。

〒515-3421 津市美杉町八知5502-2
TEL0120-129-356

美杉

季節料理 ちとせ
四季折々の手作り料理

101

豊かな緑に育まれた美杉町。その自然の恵
みを四季折々の手作り料理で、お客様にお
届けできるよう日々精進しています。

〒515-3421 津市美杉町八知5449
TEL059-272-0003

美杉

火の谷ビール工場
美杉発・
美し国三重のクラフトビール102

国際ビール品評会入賞やみえセレクショ
ン選定の実力派地ビール。三重県産原材
料を用いたビールや季節ビール等 3～ 4
種類を販売。

〒515-3421 津市美杉町八知6121
TEL059-272-1102
http://www.misugi.com/

美杉

坂本屋
自然と歴史に育まれた
美杉の味103

緑豊かな天恵の自然と、悠久の歴史に育
まれた、郷土を愛し生かした商品を製造
販売いたしております。

〒515-3203 津市美杉町下之川5056
TEL059-276-0937

美杉

藤田こんにゃく
昔ながらの手作り田舎こんにゃく

104

生のこんにゃく芋だけを使い、ひとつひ
とつまごころ込めて手作業で作っていま
す。美杉に代々伝わるおふくろの味をご
堪能ください。

〒515-3421 津市美杉町八知6909-1
TEL059-274-0781

美杉

峯田麹店
体に優しい味噌作りに
励んでいます105

みその原材料は国産丸大豆、国産麦、
国産米使用です。添加物を一切使わず、
１年かけてじっくり仕込んだ手づくり
の本醸造です。しょうゆは国産丸大豆、
国産小麦使用です。

〒515-3531 津市美杉町奥津369-4
TEL059-274-0311

美杉

伊勢地製茶 敬樹園
やっぱり良かった
美杉の自然茶!106

天の恵みをいっぱいに浴びた当園のお茶
は、匠の技により「色」「味」「香り」の三要
素が揃った逸品です。

〒515-3533 津市美杉町石名原2406
TEL059-274-0688

美杉

東屋
かまどで炊く手作りの味

107

昔も今も手造りの味。北海道産うずら豆
を使い、昔ながらの製法で仕上げる練養
甘。美杉の山里を思わせる素朴な味をご
賞味ください。

〒515-3312 津市美杉町上多気1447
TEL059-275-0026

美杉

日置製茶工場
深い味わいと高い香気

108

茶栽培に恵まれた美杉の地において、有
機肥料を中心に減農薬栽培に努めており
ます。深い味わいと高い香気をお楽しみ
ください。

〒515-3532 津市美杉町川上314
TEL059-274-0005

美杉

お菓子処おかもと
風味豊かなふるさとの味

109

風味豊かなふるさとの味として、手作り
をモットーに上質の原材料を使用して和
菓子を製造致しております。ぜひご賞味
ください。

〒515-3532 津市美杉町川上1293-3
TEL059-274-0361

美杉

大集合！大集合！

野添の猪

黒の
小女子 

オリジナル
グッズ

肉・卵
牛 乳
野 菜

ＦＦＣ
パイロゲン

Blanca 津スイーツファクトリー
真珠の海からのおくりもの

6

三重県産小麦「あやひかり」を使用。
バター風味も豊かな焼き菓子です。
お手土産にも、おやつにも。

〒514-0131 津市あのつ台5丁目1-6
TEL059-273-5144
http://www.blanca.co.jp/

津

シェルレーヌ

生ハム
生ベーコン

豚肉
ハム

ソーセージ

田舎
あられ 

豊里
ロール

とよさと

はんぺい
天ぷら

白塚水産加工の
未来を考える会

伊勢湾のおいしさを
そのまま食卓に

19

安全な健康食品を美味しく召し上がっ
ていただくため、塩加減、干し加減など
日々精進し、皆様に喜ばれる商品を提
供しています。

〒514-0101 津市白塚町3419
TEL059-232-3143

津

無添加
小女子

（有）丸伊水産
天日干　伊勢ちりめん

20

三重県伊勢湾沿岸で天日で干上げまし
た。塩分を控え御飯と共にお召し上が
りください。

〒514-0101 津市白塚町4731-10
TEL059-232-3225

津

伊勢
ちりめん

寒紅梅酒造（株）
完熟梅と
吟醸酒のハーモニー17

吟醸酒を使った梅酒だから甘すぎず、
スッキリとした呑み口の梅酒ができまし
た。ぜひご賞味ください。

〒514-0103 津市栗真中山町433
TEL059-232-3005
http://www.kankoubai.com/

津

梅酒 

菓心庵 前田屋
また食べたくなる味

18

ほくほくとした甘藷を手間をかけて黄金色の
芋餡にし、きめ細かい生地で包み込んだ饅頭。
飽きのこない味が口コミで広がっています。

〒514-0101 津市白塚町5221
TEL059-232-3040

津

白塚
まんじゅう

御菓子司 岡田屋
歴史あふれる町
一身田の老舗15

創業明治元年　かわいいお多福顔の焼
印で甘さひかえめなつぶあんと、こしあ
んがあります。リピーターの多い老舗の
味です。

〒514-0114 津市一身田町626 
TEL059-232-2072
https://facebook.com/since1868.Okadayakashi/

津

お多福
まんじゅう

御菓子司 春乃舎
寺内町にある
小さな老舗和菓子店13

昔ながらの高田本山土産を食べやすくし
た「みのり」のおこし。安納芋のうまさを
生かしたおまんじゅうです。

〒514-0114 津市一身田町660-2
TEL059-232-2047

津

みのり・
安納いも
まんじゅう

白塚漁協青壮年部
白塚漁港直送！！

12

地元白塚漁港では、
伊勢湾の様々な魚が
水揚げされます。春
にはコウナゴ（イカ
ナゴ）、秋には栄養価
の高い片口イワシな
どの季節の魚を鮮度
抜群の状態で、獲れ

たその日に直売します。なお、天候不良等で出漁出来
ない場合は対応できませんので、ご了承ください。

〒514-0101 津市白塚町4882-4
TEL059-232-3027

津

片口イワシ
コウナゴ

下津醤油（株）
お客様の食卓に
〔笑顔〕をお届けします16

創業安政三年。伝統の調味料に加えて地
元の米で自家製造した団子も始めまし
た。是非工場内直売所にご来店ください。

〒514-0114 津市一身田町362
TEL0120-098-944
http://www.kyu-boshi.com/

津

キューボシ
醤油

津ぎょうざ
各種

津安芸農業協同組合
安全安心の美味しいお米

24

安全・安心・美味しい地元のコシヒカリ
を「安濃津ロマン」という商品名で販売し
ています。

〒514-0057 津市一色町191-2
TEL059-229-3519
http://www.ja-tsuage.or.jp/

津

安濃津
ロマン

（株）ミルクパレット
しぼりたてのおいしさ!

25

直営牧場の新鮮な牛乳を使った手作りア
イスクリーム、チーズ、パン。酪農家が自信
をもってお届けする本物のおいしさです。

〒514-0057 津市一色町241-1
TEL059-246-7521
http://www.milk-palette.jp/

津

アイスクリーム
チーズ
パン

農家の「手作りチーズ」

62

野の草を食べる牛が出す本物の生乳の魅
力を伝えたい ! 生乳の味を大切にしたこ
だわりのナチュラルチーズです。

〒514-0815 津市藤方1955-3
TEL090-1320-6230

津

ナチュラル
チーズ

鈴木牧場チーズ
ハウス野の歌

（株）富士珈琲
最高級コーヒー豆は
いかがですか?63

プロの目で厳しく選び抜き、炒りたて・挽
きたての新鮮なコーヒー豆を皆様に飲ん
でいただくため、日々焙煎しております。

〒514-0815 津市藤方1574-5
TEL059-225-0753
http://www.fuji-coffee.co.jp/

津

各国産
コーヒー豆

磨洞温泉涼風荘
江戸より
庶民に愛された磨き砂61

エコ商品としても注目され、台所のお鍋
や、まな板、お風呂の床磨き、研磨剤

〒514-0823 津市半田2860-1
TEL059-228-8413
http://front81.wix.com/ryoufu/

津

半田砂
〈磨き砂〉

津酒類販売（株）
各種のお酒が揃っています

65

地元の日本酒をはじめ、各種のお酒を取り
揃えています。

〒514-0817 津市高茶屋小森町2805-2
TEL059-234-2855

津

お酒
ビール
焼酎

クローバーハウス「さとのパン」
県内産小麦を使った
焼きたてパンと夢の缶詰パン64

〒514-0818 津市城山1丁目8番16号
TEL059-234-5939

津

チョコ
フルーツ
コーヒー

週替わりの焼き
たてパンの宅配
や各種イベント
販売、また防災
用の缶詰パンも

ご用意させていただきます。備蓄用として３
種類（チョコ・コーヒー・フルーツ）で２年
の賞味期限があります。防災用などでお使い
いただけます。また、ご自分の好きな写真で
オリジナルラベルもお作りできます。

ローヤル工業（株）
環境に優しい建築材料

66

環境共生の為の建築材料であるハニカム
コア（蜂巣成形品）を使用したリユース可
能な襖、建築内装パネルを製造いたして
おります。

〒514-0819 津市高茶屋七丁目4-1
TEL059-234-3775

津

ローヤル
フスマ

井村屋グループ（株）
「おいしい！の笑顔をつくる」

67

和菓子でスポーツを応援します。

〒514-8530 津市高茶屋七丁目1-1
TEL059-234-2131
http://www.imuraya-group.com/

津

スポーツ
ようかん
プラス

（株）マツオカ
「シマッタ」の時でも大丈夫

68

必要な商品を必要な数だけ、必要な状態
で、365日年中無休でお届けします。

〒514-0817 津市高茶屋小森町向山1707-400
TEL059-235-5022
http://www.e-matsuoka.co.jp/

津

復興応援酒
「蒼天伝」

そう てん でん

お伊勢たい焼き 縁屋
三重県の新しい名物に

53

三重県は伊勢国と呼ばれていた時代から
菓子といえばお餅とあんこの組合せ。み
んなから愛されているたい焼きから新し
い名物が生まれました。

〒514-0831 津市本町20-8
H28秋 移転オープン予定

津

お伊勢
たい焼き

MCC（株）松阪鉄工所
プロの工具が揃っています

69

当社の製品には技術者の確かな「モノづ
くり」への自信が込められています。

〒514-0817 津市高茶屋小森町1814
TEL059-234-4159
http://www.mcccorp.co.jp/

津

建設工具
配管機器
工具

津タオル工業協同組合
選ぶ楽しさ使う楽しさ

22

快適な生活はタオルから。
お気に入りの一枚を見つけてください。

〒514-0008 津市上浜町三丁目155
（おぼろタオル内）
TEL059-227-3281

津

タオル

おぼろタオル（株）
快適生活はタオルから

23

吸水性と肌への優しさのヒミツは「細糸
使い」と「織り組織」、そして丁寧なモノ作
りからです。

〒514-0008 津市上浜町三丁目155
TEL059-227-3281
http://www.oboro-towel.co.jp/

津

おぼろ
ガーゼタオル
ふわふわタオル 

（有）サン・プロポリス・Trd
甘くて辛い
不思議なキャンディ!27

疲労回復のサプリメント「ガラナ」に当地
のゴマ、唐辛子を加え辛くて甘い不思議
なキャンディーに仕上げました。

〒514-0064 津市長岡町800-467
TEL059-225-5725

津

津ist
ガラナ
キャンディー

（有）NEXT2000
デザインから製作まで
トータルサポート28

着ぐるみやオリジナルグッズをデザイン
から製作までトータルで対応。チラシ制
作やイベント企画から実施まで迅速かつ
リーズナブルにご提供 !! お気軽にお問い
合わせください。

〒514-0008 津市上浜町1丁目102
TEL059-213-1616
http://www.next2000.jp/

津

キャラグッズ
着ぐるみ

洋菓子 タカクワ
ケーキの種類が
40もあり価格も手頃26

フランス、キリー社のなめらかなクリー
ムチーズをたっぷりと。卵黄、牛乳、バ
ターを入れたなめらかな生地に、真白な
メレンゲを加え、朝一番のオーブンで、
じっくりとしっとり焼き上げました。

〒514-0063 津市渋見町300-35
TEL059-213-3100

津

安濃津焼
窯出し一番

洋菓子 一華堂
卵白で焼いた白いカステラ

31

６０年以上の永い間、親しんで頂いた銘
菓「パールサブレ」を津市中心部を流れる
安濃川をイメージした「サブレ安濃川」と
して、リニューアルいたしました。

〒514-0021 津市万町津170
TEL059-225-0001

津

サブレ
安濃川

精肉・焼肉

博多もつ鍋 おくゑ 津本店
美味しくコラーゲンチャージ

29

外はカリッと、中からジワーッと旨味の
出る「カリッと揚げたもつの唐揚げ」はお
店 1 番人気。美味しくコラーゲンチャー
ジができ、女性に人気です。

〒514-0004 津市栄町2丁目390 みちくさビル1F
TEL059-229-0980
http://www.okue.jp/

津

カリッと
揚げたもつの
唐揚げ

（有）新玉亭
伝統の自信の味を永久に

とこしえ

32

うなぎの旨味を大切にして、炭火で丹念に
焼き上げています。表面はパリっと、中は
ふんわりとした食感をお楽しみください。

〒514-0036 津市丸之内養正町5-1
TEL059-224-0008
http://www.shintamatei.co.jp/

津

うなぎ

はちみつやさんmiel（ミエール）
ココロにカラダに
やさいしはちみつやさん30

miel はフランス語ではちみつという意味。
はちみつといっても種類がたくさん！！
お気軽にお立ち寄りください。たくさんの
はちみつ達があなたをお待ちしています。

〒514-0062 津市観音寺町760-23
TEL059-246-7884
http://www.miel-honey.com/

津

はちみつ

（有）平治煎餅本店
孝行伝説「平治」のお菓子

36

阿漕平治の物語にちなみ、平治の忘れた
笠を形どったのが平治煎餅です。

〒514-0027 津市大門20-15
TEL059-225-3212
http://www.heijisenbei.com/

津

平治煎餅

創業慶応元年 お焼屋
お客様に喜んでいただける
おいしいお菓子作り39

津で生まれた銘菓「地上の星」
津観音名物「津の俵牛」（牛皮入り最中）
創業の味「お赤飯」
郷土銘菓「伊勢平氏」（チョコ最中）
津の花 咲く咲くサブレ「人の心は花」
津銘菓 相傳 「塩羊羹」

〒514-0027 津市大門24-1
TEL059-228-4897

津

地上の星

千寿
「元祖」天むすのお店

35

昭和３０年代初頭に千寿で誕生した天む
す。当店は「元祖」天むすの店として、その
味を守り続けています。

〒514-0027 津市大門9-7
TEL059-228-6798
http://gansotenmusu.com/

津

めいふつ 
天むす 

仏蘭西菓子 ルフラン
話題性のある
お菓子作りの店33

全国菓子大博覧会で金賞を受賞した自慢
のマカロンです。カラフルでいろいろな
フレーバーが楽しめます。

〒514-0033 津市丸之内34-21（裁判所前）
TEL059-226-4371
http://leflan.mie1.net/

津

マカロン

（株）東洋軒
受け継がれた伝統の味

41

１ヶ月以上、手間ひまかけてつくる伝統
のブラックカレーは、創業明治 22 年の
東洋軒が誇る自慢の逸品です。

〒514-0033 津市丸之内29-17
TEL059-225-2882
http://www.touyouken.co.jp/

津

ブラック
カレー

つみきプラザ
憩いのひと時を 作り立ての
フルーツ＆野菜ジュースで34

特選珈琲、フレッシュなジュース、パンケー
キセット、三重大カレーセット（サラダつ
き）、伊勢うどん、どれもリーズナブルで大好
評、季節限定ジュースもお見逃しなく！！

〒514-0027 津市大門7-15 津センターパレス1F
TEL059-213-3430

津

ケーキセット
ゴーヤオレンジ
バナブルーベリー

（有）とらや本家
四季おりおりの
和菓子がいっぱい45

ふわふわ求肥に白あんと大粒のいちごが
ドーン !! 絶妙な味のハーモニーをお試し
ください。11 月から 5 月までの期間限
定販売となりますが、その他いろいろな
大福がございます。ご賞味ください。

〒514-0027 津市大門5-8
TEL059-228-4802

津

いちご
大福

（有）割烹 茂波
地場産応援  緑提灯の店

37

伊勢湾で捕れた鮮魚をお値打ちにお召し
上がりいただけます。地酒も多数ござい
ます。是非ともお立ち寄りくださいませ。

〒514-0027 津市大門23-12
TEL059-227-0620
http://www.1957tsu-monami.com/

津

新鮮な
お魚料理

（有）はし家
香ばしい香りと伝統のタレ

46

うなぎ約１本分を使い、おさしみ、カバ焼
き、う巻にうざく デザート付き。
お値打ちなちょっと欲張りな定食です。

〒514-0027 津市大門4-10
TEL059-228-4925
http://www.anotsu.net/hashiya/

津

うなぎ定食
うなぎ丼

昔ながらの石臼造り

48

昔ながらのこだわり。石臼造りで最高の
素材を丁寧に練り込んだ職人技の一品で
す。中でも半ぺいは全国農林水産祭にお
いて最優秀賞を頂いた自慢の商品です。

〒514-0016 津市乙部12-26
TEL059-228-3743
http://www.kanemasa-tsu.jp/

津政商店
かまぼこ
半ぺい
揚げ天ぷら

安濃津ばき本舗
大谷はきもの店

はき心地第一のぞうり

42

伝統の伊勢木綿を鼻緒に、日本の心「畳」
の感触を活かしたぞうりです。
この品は室内ばきにも最適です。

〒514-0033 津市丸之内28-41
TEL059-228-2398
http://anotsubaki.free.makeshop.jp/

津

足やすめ
安濃津ばき

御菓子司 清観堂
老舗菓子屋の伝統の味

43

ニッキを加味した焼き菓子です。
安濃津まんじゅう、なぎさまち芋タルト
もお土産に是非どうぞ。

〒514-0028 津市東丸之内20-1
TEL059-227-6388

津

不老柿

（有）今甚
造りつづけて百有余年

47

創業明治２０年。素材の新鮮さと手作り
の味にこだわり、皆様に愛される商品づ
くりにつとめてまいります。

〒514-0028 津市東丸之内31-7
TEL059-228-5849

津

伊勢
はんぺい

ミフジ（株）
臼井織布と
ミフジのコラボ44

三重県指定伝統工芸品 伊勢木綿を使っ
た文具・雑貨を全力で開発・販売中。ペ
ンケース・名刺入れ・文箱・ブックカバー・
ファイルカバー等

〒514-0028 津市東丸之内5-8
TEL059-226-2662
http://www.kami-mifuji.com/

津

伊勢木綿製
文房具・雑貨

（株）まつぜんフードサービス
全国L-1グランプリ優勝の味

52

2008 年秋の津まつりで津ぎょうざの市
販を始めて、スタートした店です。通販や
来店も多くなっており、新しい松阪牛入
や海老マヨ味も好評です。

〒514-0015 津市寿町4-6
TEL059-226-4545
http://www.tsugyoza.com/

津

津ぎょうざ

ラーメンいたろう
津で津ぎょうざを
食べるなら！！49

多くのメディアに取り上げて頂いた当店の
津ぎょうざはラーメンスープをねり込み
ジューシー！　県外からも来客多し！！

〒514-0033 津市丸之内4-20
TEL059-223-1600
http://itarou2.mie1.net/

津

津ぎょうざ

（名）賀来商店
なすび型の優美なうちわ

50

江戸時代後期、津・藤堂藩士により考案
され、将軍家へも献上されたなすび型の
優美なうちわで、後世に残していきたい
逸品です。

〒514-0838 津市岩田19-15
TEL059-225-3357

津

茄子団扇
なすびうちわ

菓子の館とね
上品なお茶のお供にどうぞ

51

吟味された田辺産の大粒梅を使用し、羊
羹に加えた白餡で包みました。皇室をは
じめ、団体、会社の方々より好評を得てい
ます。

〒514-0831 津市本町26-20
TEL059-226-4343
http://www.tonekashikan.co.jp/

津

不老銘菓
梅干

林口工業（株）
木の素朴感を活かした逸品

54

ナチュラルな木の素材感を生かしたシン
プルな経木すだれは和洋さまざまな空間
にマッチします。

〒514-0801 津市船頭町津興3456
TEL059-226-3333
http://www.shyzip.com/

津

経木
すだれ

銘菓創庵 新月
四季を彩る創作和菓子

55

上質なホワイトチョコレートで餡を包み込
んだ、一口サイズのお菓子になります。
創業以来、新月の代表銘菓で、お茶の間にご
進物に幅広くご好評をいただいております。

〒514-0831 津市本町6-8
TEL059-227-8846 
http://shingetsu.mie1.net/

津

銘菓
「月下美人」

パティスリー ラ・パルム・ドール
究極の冷凍ロール

56

和三盆糖特宝笠（高級小麦粉）、厳選され
た素材で作ったロール生地と上質な生ク
リームのマリアージュ。冷凍便での発送
も承っております。

〒514-0832 津市南中央22-16 メゾンタキノビル1F
TEL059-229-7890
http://palmedor.net/pc/

津

ロール
グラッセ

Ｔ２の菓子工房
津のチョコレート菓子
といえばここ!58

りんごをじっくりと蜂蜜に漬け込み、美味し
さを含ませ、まろやかなミルクチョコレート
をかけてりんごのチョコレートの完成です。

〒514-0803 津市柳山津興384-2
TEL059-213-1777
http://t2-studio.co.jp/

津

りんごの
チョコ
レート

（株）トーチ
国産厳選素材!
完全無添加!57

青森県産にんにくと三重県産卵黄だけで
作ったにんにく卵黄は、他社製品に比べ、
純成分が約7倍 !

〒514-0803 津市柳山津興363-57
TEL059-223-7339
http://www.torch-co.com/

津

朝倉家秘伝の
にんにく卵黄

タタミ・インテリアのイトウ
安心・安全 健康たたみ

59

残留農薬ゼロの畳表を熊本より直送。完
熟しているい草で作った当店の畳は丈夫
で長持ちし使う程に美しい光沢が出て来
ます。畳を愛している畳屋です。畳のこ
と、何でもご相談ください。

〒514-0805 津市下弁財町3106
TEL059-225-6402
http://www.igusa-ya.com/

津

健康たたみ・
い草のリース

山二造酢（株）
美味しいde酢!

60

昔ながらの静置発酵で、ゆっくり、じっく
り時間をかけて造るお酢は深みのあるま
ろやかな美味しさです。またカラダ想い
の飲む酢等は、色々な味をお楽しみいた
だけます。

〒514-0811 津市阿漕町津興2476
TEL059-225-2321
http://www.yamani-vinegar.com/

津

高級酢
くろず
デーツ酢

美里農産物加工組合
自然いっぱい、
味わいいっぱい70

自然いっぱい、味わいいっぱい美里町の
特産品。丹精込めて作られた自然食品だ
から、一度食べたら忘れられない美味し
さです。

〒514-2112 津市美里町北長野４
TEL059-279-2035

美里

美里みそ
梅ジャム
たけのこ

黒にんにく

（株）辻岡醸造
「横綱」の名にふさわしい逸品

73

厳選された国産大豆と米、天然のニガリ
入り塩と電子処理したイオン水を使用し
て仕込まれたお味噌を長期醸造したのが
横綱みそです。

〒514-1138 津市戸木町2022
TEL059-255-2201
http://www.tsujiokajozo.jp/

久居

横綱味噌
醤油

（株）スギタ
使い易くて丈夫！

77

使い易くて丈夫な作業手袋「リューロン」
と、すべり止め効果抜群の「100線手袋」
があります。

〒514-1136 津市久居東鷹跡町267
TEL059-255-2016

久居

リューロン
100線
手袋

丸栄食品（株）
素材にこだわり
丹精込めた逸品74

青山高原ハムは上質の豚肉を素材に
1985 年以来美味しさを守り続けており
ます。皆様に自信をもっておすすめいた
します。

〒514-1118 津市久居新町2739-5
TEL059-256-1121
http://www.maruei-foods.co.jp/

久居

ロースハム
ベーコン
焼豚

（株）あぐりネット三重中央
自然の恵みを
そのままお届け！75

雲出川の清流と、粘土質の土壌でつくら
れた良質の「一志米」を、今づき（つきた
て）でお届けします。農産物直売所も好評
です。

〒514-1118 津市久居新町1083-1
TEL059-256-8141 
http://agurimie.sakura.ne.jp/

久居

一志米
こしひかり

ハンバーグ・Broccoli
こだわりもやしと
絶品ハンバーグ！78

肉汁溢れるハンバーグとこだわりもやし
は人気です。てりやきハンバーグは当店
自慢の1品！！一度ご賞味ください。

〒514-1136 津市久居東鷹跡町1-6
TEL059-255-1335

久居

てりやき
ハンバーグ

新木屋菓子舗
久居の銘菓としての誇り

79

「昔を偲ぶ」という意味を込めて銘菓「野
辺乃里」と名付けました。抹茶の香りが醸
しだす優美さをお楽しみください。

〒514-1135 津市久居本町1387
TEL059-255-2527 

久居

野辺乃里
の べ のさと

は　  き　  も     の   くら    すず   とも

下駄・草履・雪駄・花緒
職人の店80

その昔、伊勢国久居
の城下は奈良・初瀬
街道からのおかげ参
り十万人余の人々で
賑ったとの記録に因
み、粋な「勢下駄」を
作りました！鎌倉彫
桐下駄・花緒は伊勢
木綿他各種・男女Ｍ
Ｌあり。

〒514-1121 津市久居ニノ町1833-4
TEL059-255-5671
http://plaza.rakuten.co.jp/suzutomo/

久居

伊勢国
勢下駄
いきおいげた

八起もの蔵 鈴友

酒まんの開進堂
こだわりの酒まん

81

〒514-1118 津市久居新町873-2
TEL059-255-2751

久居

酒まん

もっちりとし
た皮には地酒
を、味の要であ
る餡には北海
小豆を使用し、
又、夏季限定で
口どけのよい
冷やし酒まん
も販売してい
ます。（P有）

（株）油正
美し国の旨い酒・
みそ・しょうゆ82

風土の恵みを大切にして、個性豊かで味
わいのある商品を造っております。

〒514-1135 津市久居本町1583
TEL059-255-2007
http://www.abusyou-hatsuhi.co.jp/

久居

日本酒
みそ
しょうゆ

ホッカイヤ
香良洲の名物といえば

83

たがね餅をそのまま使った「たがねみた
らし」は香良洲町名物として皆様より好
評をいただいております。是非ご賞味く
ださい。

〒514-0315 津市香良洲町1170-5
TEL059-292-3107

香良洲

たがね
みたらし

メイユール モマン
甘さ1/2
でも美味しいスイーツ84

アルコールを使わないスイーツ。お子様の
好きなイラストなどをデコレーションに。

〒515-2501 津市一志町庄村428-7
TEL059-295-1101

一志

イラスト
生デコレーション

（株）おやつカンパニー
みんなが知ってる
定番お菓子!85

今や定番の「ベビースターラーメン」をは
じめ「遊びゴコロ」いっぱいのたのしいお
やつを皆様にお届けします。

〒515-2592 津市一志町田尻420
TEL059-293-2233
www.oyatsu.co.jp/

一志

ベビー
スター
ラーメン

豆腐と
餃子

味付けのり
焼きのり

原木生椎茸
原木乾燥椎茸

生・乾
しいたけ

むかい がわ

源泉お肌
しっとり

ボディーソープ、
化粧品等

しょうゆ
みそ

かぶせ茶
特上煎茶
煎茶

白山名物
こぶゆ
もなか

杵つき
よもぎ餅

美杉茶

美杉茶

原木、生
乾燥しいたけ

うなぎ
弁当

銘菓
美杉もなか

美杉
ふるさと
料理

山椒みそ
ゆずみそ
季節料理
手作り弁当

火の谷ビール
飲み比べ
セット

味噌ごんぼ
野草茶
佃煮

田舎
こんにゃく

美杉みそ
しょうゆ
うすくち

東屋
ようかん

美杉茶

ちゃちゃ
最中

美杉茶

湯元 榊原舘71

お伊勢さん湯ごりの地 榊原温泉。
清少納言の枕草子にも詠われた名湯「七
栗の湯（榊原温泉）」。その源泉をふんだん
に用いたオリジナル商品です。

〒514-1251 津市榊原町5970
TEL059-252-0206
http://www.yumoto-sakaki.co.jp/

久居

化粧品
スキンケア商品
お酒類

美人の湯 　原温泉の源泉を
使ったオリジナル商品

示

半熟カステラ・唐がらしの
入ったクッキーもございます

サンカドー38

江戸時代、伊勢の国（三重県津市）にあった藤堂藩の家老の日記が残っ
ており、そこに書かれていたカステヒラというお菓子を再現しまし
た。当時は白砂糖もなかなか手に入らなかったようで、砂糖きびを
絞っただけの砂糖を使い焼いておりますので、少し黒っぽい色になり
ますが、素朴な味のカステラです。江戸時代の味をお楽しみください。

〒514-0027 津市大門23-1
TEL059-226-4884
http://zdaimon.com/sp-sankado.php/

津

江戸時代の
カステヒラ

ケーキショップボンマルシェ
県指定の地域資源
　原の古代米使用76

榊原温泉女将の会「糸さくら」推奨。
・榊原の古代米ロール（通年）もちもちの食感
・糸さくらロール（春限定）桜あんが上品な春の味
・青山高原風ロール（夏限定）蜂蜜レモンあんが
  爽やかな夏の味

〒514-1118 津市久居新町1091-3
TEL059-256-3366

久居

榊原の
古代米
ロール

示

たけや（有）
高田本山参拝のお土産に

14

十勝の最高級小豆を使用し、秘伝の炊き
方で仕上げました。高田本山専修寺参拝
のお土産に是非どうぞ。

〒514-0114 津市一身田町2769 
TEL059-232-2056

津

たけや
まんじゅう


