
〈1本〉

〈個包装〉

お問い合せ

主な販売店

お問い合せ

主な販売店

お問い合せ

主な販売店

しそ乙女

りょうぜん町地酒造り推進協議会
〒960-0801 伊達市霊山町掛田字新町14
TEL024-586-1366

〈箱入り〉 1,410円［税込］

　霊山町産の紫蘇、コシヒカリ米、霊山湧
水の里から湧き出る水を使い減圧蒸留
方式によって蒸留した香り深い焼酎です。

霊山町酒小売店

〈720ml〉　希望小売価格 1,300円（税込）

伊達なもものぶらんでぃケーキ

昭栄堂菓子店
〒960-0701 伊達市梁川町五十沢字寺前57-7
TEL024-577-1388　FAX024-577-1388
http://www.momodora.jp

1,700円［税込］

　ほのかなももの
香りと、ブランデー
の風味がほど良く
マッチした、こくの
あるケーキに仕上
げました。

昭栄堂菓子店・コスモス直売所
りょうぜん紅彩館・伊達市観光案内所

希望小売価格 1,574円（税別）

150円［税込］
希望小売価格     139円（税別）

政宗と愛姫

梁川まゆの会
〒960-0704 伊達市梁川町舟生字原田73-1
TEL024-577-6221　FAX024-577-6221

1,000円［税込］

　伊達の梁川お蚕どころと小唄にも歌
われた蚕都梁川の繭玉で伊達市ゆかり
の「政宗と愛姫」を創作しました。

伊達市観光案内所

希望小売価格 926円（税別）

お問い合せ

主な販売店

無事かえる・福うさぎ

梁川まゆの会
〒960-0704 伊達市梁川町舟生字原田73-1
TEL024-577-6221　FAX024-577-6221

500円［税込］

　一家だんらんを願い繭玉で創作マ
スコット「無事かえる・福うさぎ」を作
りました。

伊達市観光案内所

希望小売価格 463円（税別）

お問い合せ

主な販売店

黄金桃サイダー

100円［税込］

　珍しい黄金桃の果汁を使用した
ジュースご賞味下さい！

みらい百彩館んめ～べ

〈200g〉　希望小売価格 93円（税別）

賞味期限：365日

お問い合せ

主な販売店

桃の恵み

みらい百彩館 んめ～べ
〒960-0412 伊達市雪車町19
TEL024-551-2223　FAX024-584-3335
http://ja-f-mirai.or.jp/

みらい百彩館 んめ～べ
〒960-0412 伊達市雪車町19
TEL024-551-2223　FAX024-584-3335
http://ja-f-mirai.or.jp/

賞味期限：365日
125円［税込］

　果汁100％の「もも」本来の味を
どうぞご賞味ください！

みらい百彩館んめ～べ

〈190g〉　希望小売価格 115円（税別）

お問い合せ

主な販売店

お問い合せ

主な販売店

お問い合せ

主な販売店

阿武隈の紅葉漬

福島紅葉漬株式会社
〒960-0729 伊達市梁川町希望ヶ丘10
TEL0120-02-0658　FAX024-577-2546
http://abukumakouyou.jp/

賞味期限：30日

　阿武隈川流域の伝承発酵食品で鮭
を糀で熟成発酵させ、旨味を引き出した
鮭の身はご飯にお酒によく合います。

地元鮮魚店・量販店・百貨店
駅売店

よくばり漬

森藤食品工業株式会社
〒960-0811 福島市大波字星の宮32
TEL024-586-2345　FAX024-586-1613
http://ryozenzuke.jp/

賞味期限：120日
〈箱入り〉1,132円［税込］

　7種の食材をあっさり甘めに漬け込ん
だ至高のお漬物。食材がおりなすハーモ
ニーは、この商品だけの味わいです。

各直営店5店舗
ヨークベニマル 他

〈600g 箱入り〉希望小売価格 1,048円（税別）

2,160円［税込］
希望小売価格 2,000円（税別）

1,620円［税込］
希望小売価格 1,500円（税別）

1,080円［税込］
希望小売価格 1,000円（税別）

540円［税込］
希望小売価格 500円

〈400g〉〈300g〉

〈200g〉〈100g〉 （税別）

まわたの背中ベスト

有限会社関根商店
〒960-0627 伊達市保原町四丁目7
TEL024-576-2607　FAX024-576-2612
http://www3.ocn.ne.jp/~mawataya/

8,800円［税込］

　真綿ふとんで背中を包み込まれているよ
うな暖かさは蒸れを感じさせません。140gと
軽いので背広の下に来ても着膨れしません。

コラッセふくしま
伊達市観光案内所

希望小売価格 8,148円（税別）

お問い合せ

主な販売店

お問い合せ

主な販売店

お問い合せ

主な販売店

阿武隈の紅葉漬 紅鮭

福島紅葉漬株式会社
〒960-0729 伊達市梁川町希望ヶ丘10
TEL0120-02-0658　FAX024-577-2546
http://abukumakouyou.jp/

賞味期限：30日

　伝統の紅葉漬に鮮やかな身の紅鮭を
使い糀との色合いがさながら紅葉の季
節を思わせる彩り豊かな一品です。

地元鮮魚店・量販店・百貨店
駅売店

福島県産エゴマ入 とうちゃん漬

森藤食品工業株式会社
〒960-0811 福島市大波字星の宮32
TEL024-586-2345　FAX024-586-1613
http://ryozenzuke.jp/

賞味期限：120日

　ニンニクをピリリと効かせた、クセの強
い商品。一度食べれば病み付きになるこ
と受け合いの人気№1商品。

各直営店5店舗
ヨークベニマル 他

486円［税込］
希望小売価格 450円（税別）

259円［税込］
希望小売価格 240円（税別）

2,160円［税込］
希望小売価格 2,000円（税別）

1,620円［税込］
希望小売価格 1,500円（税別）

1,080円［税込］
希望小売価格 1,000円（税別）

648円［税込］
希望小売価格 600円（税別）

〈170g〉〈100g〉

〈300g〉〈230g〉

〈150g〉〈90g〉

背負いまわた

有限会社関根商店
〒960-0627 伊達市保原町四丁目7
TEL024-576-2607　FAX024-576-2612
http://www3.ocn.ne.jp/~mawataya/

1,300円［税込］

　やさしく、ほんわりと暖かい、軽い、柔
らかい、蒸れない真綿は気持ちをリラッ
クスさせてくれる自然の防寒素材です。

コラッセふくしま
伊達市観光案内所

希望小売価格 1,204円（税別）
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〒960-0671  福島県伊達市保原町字東野崎45-9

TEL 024-529-7779
営業時間／10：00～18：00

〒960-0671  福島県伊達市保原町字東野崎45-9

TEL 024-529-7779
営業時間／10：00～18：00

～ 伊達市の特産品 ～

伊達市観光
みやげ品認証

～ ご 紹 介 ～
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一般社団法人

Date City tourism Bussan Exchange Association
伊達市観光物産交流協会

一般社団法人

Date City tourism Bussan Exchange Association
伊達市観光物産交流協会



梁川美術館

霊山の紅葉

やながわ希望の森公園

梁川城跡

　伊達市内の選りすぐりの産品を市内・県内はもとより全国
に向けてPRするための認証制度です。
　認証された品は「伊達市観光みやげ品」として専用パ
ンフレットへの記載、認証シール貼付け、認証プレート掲示、
ホームページでの紹介・PRし販売促進、販路拡大を図ります。

伊達市観光みやげ品認証とは？

伊達市観光みやげ品認証一覧

認証マーク

お問い合せ

主な販売店

お問い合せ

主な販売店

お問い合せ

主な販売店

みちのく霊山（純米酒）

りょうぜん町地酒造り推進協議会
〒960-0801 伊達市霊山町掛田字新町14
TEL024-586-1366

賞味期限：12ヶ月
〈箱入り〉 2,470円［税込］

　霊山町のコシヒカ
リ米と湧水の里から
湧き出る水を使い低
温発酵で仕込んだ
贅沢なお酒です。お
楽しみ下さい。

霊山町酒小売店

希望小売価格 2,370円（税込）
希望小売価格 1,270円（税込）

〈1.8l〉

〈720ml〉

酒井ぶどう園ブドウジュース

酒井ぶどう園
〒960-0702 伊達市梁川町東大枝北町66-3
TEL024-577-0697　FAX024-577-7388

賞味期限：12ヶ月
1,280円［税込］

　ぶどう作り40年。生きた土からこだわった
ぶどう農家が作る絶品のぶどうジュース。
　他県からの注文も殺到しています。

コスモス直売所
んめ～べ直売所

〈500ml〉　希望小売価格 1,185円（税別）

伊達の宝言ストラップ

工房 ゆあさ
〒960-0908 伊達市月舘町御代田字川原71-1
TEL024-571-1005　FAX024-571-1005
http://www16.plala.or.jp/ko-yuasa/

324円［税込］

　伊達地方の方言には、先人の力強さを
感じます。この豊言を宝言として伝えてい
きたいものです。手描き品です！

つきだて花工房・りょうぜん紅彩館
産業伝承館・伊達市観光案内所

希望小売価格 300円（税別）

1.8l

お問い合せ

主な販売店

お問い合せ

主な販売店

お問い合せ

主な販売店

伊達鶏ソフトカルパス

伊達物産株式会社
〒960-0707 伊達市梁川町字南町谷川13
TEL024-577-3112　FAX024-577-5163
http://www.datetori-club.com/

賞味期限：4ヶ月
540円［税込］

　やわらかな食感、ライトな味わい。おや
つやビールのお供に相性抜群。

ふくしまおいしい大賞オンラインショップ
コラッセふくしま・伊達市観光案内所 他

〈90g〉　希望小売価格 500円（税別）

黒胡麻ごぼう

山吉青果食品株式会社
〒960-0502 伊達市箱崎上川原41
TEL024-584-2261　FAX024-584-2281
http://satomaruku-n.co.jp/

賞味期限：3ヶ月
216円［税込］

　国産ごぼうを黒胡麻ベースとしたピリ
辛タレで仕上げ、絶妙な風味、味、食感を
ご賞味いただける一品です。

伊達駅なかプラザ直売所・こらんしょ市場・あぐりマート
ヨークベニマル保原店・伊達市観光案内所 他

〈150g〉　希望小売価格 200円（税別）

ドライフルーツ 果物の贈り物（りんご）

伊達の野菜倶楽部株式会社
〒960-0708 伊達市梁川町東塩野川48
TEL024-577-0222　FAX024-577-2559
http://www.dateyasai.com/

賞味期限：180日
350円［税込］

　香り、味が凝縮されてますので、そのまま食
べても美味しいです。パンやクッキー、熱いお湯
を注いでアップルティもお楽しみいただけます。

みらい百彩館 んめ～べ
伊達市観光案内所

〈55g〉　希望小売価格 324円（税別）

お問い合せ

主な販売店

お問い合せ

主な販売店

お問い合せ

主な販売店

伊達鶏（にんにく味噌・麻婆）辛味 

伊達物産株式会社
〒960-0707 伊達市梁川町字南町谷川13
TEL024-577-3112　FAX024-577-5163
http://www.datetori-club.com/

賞味期限：180日
各 540円［税込］

　伊達鶏を使用した「大人の食べる調
味料」ご飯のお供や麺類・豆腐のトッピ
ングにおすすめです。

ふくしまおいしい大賞オンラインショップ
伊達市観光案内所 他

〈200g〉　希望小売価格   　500円（税別）

なつはぜふるーてぃー

山吉青果食品株式会社
〒960-0502 伊達市箱崎上川原41
TEL024-584-2261　FAX024-584-2281
http://satomaruku-n.co.jp/

賞味期限：1年
170円［税込］

　なつはぜがブルーベリーの2～6倍のアントシア
ニン等のポリフェノール含有量が高いのに注目し
今回飲みやすい、蒟蒻ゼリーとして仕上げました。

伊達市観光案内所・こらんしょ市場
あぐりマート・伊達駅なかプラザ直売所 他

〈130g〉　希望小売価格 157円（税別）

ドライフルーツ 果物の贈り物（いちじく）

伊達の野菜倶楽部株式会社
〒960-0708 伊達市梁川町東塩野川48
TEL024-577-0222　FAX024-577-2559
http://www.dateyasai.com/

賞味期限：180日
350円［税込］

　自社栽培です。そのまま口の中でじっ
くり味わってください。ヨーグルトと一緒
でもおいしく召し上がれます。

みらい百彩館 んめ～べ
伊達市観光案内所

〈55g〉　希望小売価格 324円（税別）

お問い合せ

主な販売店

お問い合せ

主な販売店

ぶどうの玉羊羹

酒井ぶどう園
〒960-0702 伊達市梁川町東大枝北町66-3
TEL024-577-0697　FAX024-577-7388

賞味期限：70日
650円［税込］

　大粒のぶどうのような玉羊羹。爪楊枝で刺
したりして表面のゴム皮に傷をつけると、つる
りと皮がむけて中身の羊羹が食べられます。

コスモス直売所
んめ～べ直売所

〈5個〉　希望小売価格 602円（税別）

甘ざけ
いちご甘ざけ

有限会社ヤマキ醸造
〒960-0801 伊達市霊山町掛田字町田37-1
TEL024-586-1085　FAX024-586-1085

賞味期限：3ヶ月
432円［税込］

（甘ざけ）　糀以外は何も入っていません。糀のく
せをなくし、粒を半融けにすることでフルーティな
食感に仕上げました。

（いちご甘ざけ）　いちごの香りが極立ちます。
完熟いちごの甘みとほのかな酸味を甘ざけの風
味と共にお届けします。こちらは生のいちごを使
用しているため季節限定商品となります。

〈320g〉　希望小売価格 400円（税別）

賞味期限：2ヶ月
540円［税込］

〈320g〉　希望小売価格 500円（税別）

お問い合せ

主な販売店

まるごと若桃ゼリー

あぶくま食品株式会社
〒960-0627 伊達市保原町四丁目14番地
TEL024-575-2271　FAX024-576-4329
http://www.abukumafoods.co.jp

1,620円［税込］

　福島県産あかつき桃の若桃をまるごと
ゼリーで仕上げました。

コラッセふくしま・伊達市観光案内所
みらい百彩館んめ～べ

〈12個入〉　希望小売価格 1,500円（税別）

賞味期限：6ヶ月

黒胡麻ごぼう
伊達鶏ソフトカルパス
ドライフルーツ 果物の贈り物（りんご）
なつはぜふるーてぃー
伊達鶏（にんにく味噌・麻婆）辛味
ドライフルーツ 果物の贈り物（いちじく）
まるごと若桃ゼリー
ぶどうの玉羊羹
甘ざけ
いちご甘ざけ
酒井ぶどう園ブドウジュース
みちのく霊山（純米酒）
伊達の宝言ストラップ
政宗と愛姫
しそ乙女
伊達なもものぶらんでぃケーキ
福島県産エゴマ入 とうちゃん漬
阿武隈の紅葉漬 紅鮭

背負いまわた
よくばり漬
阿武隈の紅葉漬
まわたの背中ベスト
無事かえる・福うさぎ
桃の恵み
黄金桃サイダー
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山吉青果食品株式会社

伊達物産株式会社

伊達の野菜倶楽部株式会社

山吉青果食品株式会社

伊達物産株式会社

伊達の野菜倶楽部株式会社

あぶくま食品株式会社

酒井ぶどう園

有限会社ヤマキ醸造

有限会社ヤマキ醸造

酒井ぶどう園

りょうぜん町地酒造り推進協議会

工房 ゆあさ

梁川まゆの会

りょうぜん町地酒造り推進協議会

昭栄堂菓子店

森藤食品工業株式会社

福島紅葉漬株式会社

有限会社関根商店

森藤食品工業株式会社

福島紅葉漬株式会社

有限会社関根商店

梁川まゆの会

みらい百彩館 んめ～べ

みらい百彩館 んめ～べ

18
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平成29年3月現在の情報です うすい百貨店（郡山）
中常商店（福島）


