2015.8.18 発表

世界にも通用する究極のお土産 ―「新しい東北」の挑戦―
《一次審査通過商品》
NO

地域

商品名

応募会社名 ／ 製造会社名
※製造会社は応募会社と異なる場合にのみ記載

電話番号（問合せ先）

1

青森県 熟成じょっぱり黒にんにく

有限会社ケイエス青果

2

青森県 コレクション・天然色塩

有限会社下北半島ネットワーク機構

0172-58-2521
0175-23-2168

3

青森県 神々の林檎 （皇室献上品）農薬不使用りんごジュース

合同会社まっかなほんと

090-6455-0037

4

青森県 りんごのヴェール

合同会社ナチュール青森

017-765-1857

5

青森県 八戸鯖・水煮缶詰 缶内熟成1年セット

株式会社味の加久の屋

0178-34-2444

6

青森県 ソフトりんご ふじ

株式会社はとや製菓

017-738-3500

7

青森県 AOMORI CIDRE apple soda -non alcohol-

株式会社JR東日本青森商業開発

017-752-1890

8

秋田県 乳酸菌甘酒詰合せ

白神手づくり工房有限会社

0185-54-5405
018-862-6232

9

秋田県 なまはげのおくりもの

お菓子のにこり

10

秋田県 いぶりがっこ缶

こまち食品工業株式会社

0185-83-2740

11

秋田県 青豆のドラジェ

株式会社あきた食彩プロデュース

018-836-4931

12

秋田県 ふくら

有限会社藤倉食品

0182-32-0792

13

秋田県 西明寺栗 純栗グラッセ

有限会社いちご プチフレーズ

0187-54-1997

14

秋田県 ぶりこんふぃ

有限会社三浦米太郎商店

0184-35-3609

15

秋田県 本場大館きりたんぽ玉手箱

秋田活性化株式会社

018-883-5101

16

秋田県 西明寺栗の生あんもろこし

株式会社ゆう幸

018-827-5636

17

秋田県 善兵衛栗（西明寺栗）渋皮煮

株式会社ゆう幸

018-827-5636

18

秋田県 マヨビーンズ

有限会社ナチュラルファーマーズ

0186-57-8382

19

秋田県 ハタハタキャビア

株式会社鈴木水産

0120-022-170

20

秋田県 ハタハタオイル漬け

株式会社鈴木水産

0120-022-170

21

秋田県 天然真鯛のからすみ

三和商事株式会社

0185-27-8288
0186-59-4546

22

秋田県 秋田比内地鶏 ぴるないブロックハム２本セット（杉箱入り）

株式会社あきた六次会 ／ 有限会社一関ミート

23

山形県 香梅鈴

クオリティ合同会社 ／ ゆざ食彩工房

0235-35-1160

24

山形県 山形名物 いも煮

有限会社アサイ

0237-24-1057

25

山形県 プレミアム ラ・フランスジュース

株式会社産直あぐり

0235-57-3300

26

山形県 雪結晶パスタ〜つや姫発芽米

有限会社玉谷製麺所

0237-74-2817

27

山形県 雪結晶パスタ〜赤米入り

有限会社玉谷製麺所

0237-74-2817

28

山形県 山形代表 詰合せ7缶セット

山形食品株式会社

0120-474-595

29

山形県 お米の地酒かすてら

カム コミュニケーションズ株式会社

0234-28-8333

30

山形県 だだちゃ豆おこわ

株式会社佐徳

0235-24-1180

31

山形県 プチジェリチェリー

株式会社サエグサファクトリー

0237-85-7393

32

山形県 わさび海苔

合同会社大蔵わさび

0233-75-2359

33

山形県 フルーツカレンダー さくらんぼ佐藤錦のソース

ロッケン フルーツ プロジェクト ／ 有限会社たかやし
ろファーム

090-1063-3618

34

山形県 シルクだんご

株式会社HAPPYGATE ／ 株式会社アーバン

0235-33-8227

35

岩手県 宮古鮭縄文漬

マルヤマ山根商店

0193-63-1456

36

岩手県 昆布〆味噌仕込みはらこ（筋子）

マルヤマ山根商店

0193-63-1456

37

岩手県 まるごとあわび大福

有限会社中村家

0193-22-0629

38

岩手県 Amulet of the Sun ‐ 太陽の生レーズン／一房

佐藤ぶどう園（S.A.V）

0198-23-5298

39

岩手県 Blessings of the Moon

佐藤ぶどう園（S.A.V）

0198-23-5298

40

岩手県 短角牛ビーフジャーキー

有限会社田村牧場 ／ 有限会社宮内ハム

080-1661-3730

41

岩手県 短角牛の贅沢コロッケ

久慈市役所山形総合支所産業建設課 ／ 有限会社総
合農舎山形村

42

岩手県 伝承田むらの梅

株式会社松栄堂

43

岩手県 黄金海宝漬

有限会社中村家

0193-22-0629

44

岩手県 老舗の味つゆ

佐々長醸造株式会社

0198-42-2311

45

岩手県 幻の自根きゅうりピクルス

農業法人有限会社満福農園 ／ 株式会社八木澤商店

080-8213-9426

46

岩手県 イエローアイコトマトジュース

農業法人有限会社満福農園 ／ （農）宮守川上流生産
組合

080-8213-9426

47

岩手県 黄金甘藷

有限会社ムカエあぐりらんど

080-5740-0701

48

岩手県 元祖いかせんべい 箱入28枚

有限会社すがた

0193-71-2205

49

岩手県 サフラン入り マタギの蜂蜜

マタギ倶楽部

090-7077-0390

50

岩手県 鮭冷燻・スライス

南部鮭加工研究会

0193-62-6287

51

岩手県 鮭冷燻・ケズリ

南部鮭加工研究会

0193-62-6287

52

岩手県 ひとめぼれカステラ

株式会社千秋堂

019-647-1188

53

岩手県 まるきのめかぶ丼（めかぶ丼）

有限会社まるき水産

0193-82-5511

54

岩手県 三陸山田 漁師の生ふりかけ

有限会社まるき水産

0193-82-5511

55

岩手県 あやこにひとめぼれ

株式会社千秋堂

019-647-1188

56

岩手県 平泉黄金バウム

株式会社ブルージュ

0198-22-3500

−1−

0194-75-2929
（有限会社総合農舎山形村）
0120-23-5008

NO

地域

商品名

応募会社名 ／ 製造会社名
※製造会社は応募会社と異なる場合にのみ記載

電話番号（問合せ先）

岩手県 プレミアム山ぶどうジュース「アメジストのしずく・フレッシュテイスト」

株式会社ａｇ−ｐｅｏｐｌｅ（アグ・ピーポー） ／ 株式会社
佐幸本店

090-5599-6817

58

岩手県 プレミアム山ぶどうジュース「アメジストのしずく・リッチテイスト」

株式会社ａｇ−ｐｅｏｐｌｅ（アグ・ピーポー） ／ 株式会社
佐幸本店

090-5599-6817

59

岩手県 北三陸ファクトリー＋鳥越地区の竹細工

株式会社ひろの屋

0194-65-2408

60

岩手県 国産サバのオリーブオイル漬け Cava缶 ギフト箱入6缶セット

岩手県産株式会社

019-638-8161

61

岩手県 宝鮎のたまごのオリーブオイル漬

日本海洋資源開発株式会社 ／ 有限会社タイコウ

019-606-4052

62

岩手県 つぼみ さんさん

株式会社京屋染物店

0191-23-5161

63

岩手県 山田のおみごと（甘じょうゆ味）

三陸味処 三五十

0193-82-3510

宮城県 MISOLT （ミソルト）

有限会社今野醸造 ／ 味噌製造：今野醸造 粉末加工
会社：㈱おむすびころりん本舗

0229-63-4004

65

宮城県 バジルを練り込んだ薫りたつ温麺

はたけなか製麺株式会社

0224-25-0111

66

宮城県 八葉塩幸ー塩辛四種詰合せー

株式会社八葉水産

0226-22-6230

67

宮城県 金のさんま

株式会社斉吉商店

0226-22-0669

57

64

68

宮城県 宮城のいちご飴

有限会社蔵王の昔飴本舗

0224-53-1136

69

宮城県 ひとくち珍味「燻製かき」

株式会社ヤマウチ

0226-46-4976

70

宮城県 帆ッ伊達な炙り

株式会社ヤマウチ

0226-46-4976

71

宮城県 さきほや

有限会社マルキチ阿部商店

0225-53-2505

72

宮城県 気仙沼完熟牡蠣のオイスターソース

株式会社石渡商店

0226-22-1893

73

宮城県 果熟氷 いち氷

株式会社燦燦園 ／ 株式会社モリプレゼンス

0223-37-0659

74

宮城県 金華の宝 牡蠣帆立の潮煮熟成炙りセット

末永海産株式会社

0225-24-1519

75

宮城県 金華さば燻製

本田水産株式会社

0225-24-2171

76

宮城県 ほや燻製オリーブオイル漬け

本田水産株式会社

0225-24-2171

77

宮城県 伊達の旨塩白石温麺

合資会社佐藤清治製麺

0224-26-2659

78

宮城県 納豆ヌードルと納豆パスタのセット

有限会社大永商店 ／ 有限会社大永商店、マルコー
食品株式会社

0224-83-2034

79

宮城県 仙大豆ソイパスタ

仙台農業協同組合 ／ 株式会社エヌ・ディー・シー

80

宮城県 ラグジャリアストマトジュース 「スカーレット・ティアーズ」

株式会社ａｇ−ｐｅｏｐｌｅ（アグ・ピーポー） ／ 有限会社
マルセンファーム

090-5599-6817

81

宮城県 金華さば味噌煮

株式会社木の屋石巻水産

0120-05-1237

82

宮城県 漢方和牛 牛まぶし

一般社団法人東経連ビジネスセンター ／ 株式会社ダ
イチ

022-388-7318
（たなばたけ高砂店）

0228-22-3110
（株式会社ダイチ）

83

宮城県 エンドー餅店 づんだ餅

有限会社エンドー餅店

84

宮城県 牡蠣六味詰合せ

水月堂物産株式会社

85

福島県 ブルーベリー物語(R) ブルーベリーバニラアイスクリーム １２個入 株式会社アイテック

86

福島県 酒塩

株式会社テクニカルスタッフ

87

福島県 こだわりの一品 伊達鶏 削りぶし

伊達物産株式会社 ／ 伊達物産やまとフーズ株式会
社

024-577-3111

88

福島県 会津みしらずあんぽ柿

オ−チャ−ド斉藤株式会社

0242-26-0170

89

福島県 金目鯛の漁師煮詰合せ

株式会社おのざき ／ 有限会社小野塚食品興業社

0246-23-4174

90

福島県 唐人凧

株式会社会津葵

0242-26-5555

91

福島県 会津ソース（中濃）

株式会社大印

0242-59-1751

92

福島県 日葵

株式会社会津葵

0242-26-5555

93

福島県 餅なおし

有機果菜食品

0242-54-2128

94

福島県 香木実

株式会社長門屋本店

0242-27-1358

95

福島県 米と糀だけの甘酒 6本入り

武藤合名会社

090-5350-2664

96

福島県 水さやか

株式会社白亜館

0242-27-0898

97

福島県 鰊山椒漬

株式会社会津二丸屋

0242-28-1208

98

福島県 家伝ゆべし 山塩あん入り

株式会社かんの屋

0247-62-5676

99

福島県 起き上がり最中

株式会社長門屋本店

0242-27-1358

100

福島県 会津こづゆ

農楽堂グループ会津たらちね

0242-28-7718

101

福島県 薯蕷饅頭

有限会社熊野屋

0242-27-1686

102

福島県 生マカロン

株式会社亀饅

0248-73-2751

103

福島県 和三盆糖シュガーマドラー

株式会社長門屋本店

0242-27-1358

104

福島県 四年仕込み 文治衛門醤油

有限会社ヤマブン味噌醤油醸造元

0246-26-2015

105

福島県 国産無添加ドライフルーツ「七果」

株式会社ワタスイ

0248-76-2038

106

福島県 会津の飴さま

平出油屋

0242-27-0545

107

福島県 黒米甘酒

福福堂

0247-78-3847

108

福島県 べこの乳発 会津の雪（無糖）

会津中央乳業株式会社

0242-83-2324

109

福島県 牛肉十割 奥会津雪堀ロールキャベツ（桐箱入り）

有限会社河内屋商店

0241-42-2215

110

福島県 「彩果蜜」IRODORI

一般社団法人東経連ビジネスセンター ／ 有限会社ハ
ニー松本

111

福島県 自家製フルーツサングリアの素 福島もも

株式会社ＧＮＳ

112

福島県 矢大臣うどん

㈱宇佐見興産 ／ 野沢精米製麺所

−2−

022-223-9512
0225-97-5225
024-937-0970
0242-25-4141
（会津ブランド館）

0242-27-2131
（有限会社ハニー松本）
0243-62-2201
0246-84-2410/0246-84-2915

