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富士山の見える市！埼玉県富士見市 
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～富士見市のいいね！満載～ 
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■A1 特別栽培米こしひかり 

 埼玉県の特別栽培農産物（農薬の使用を基準の 
 ５割以上削減したもの）の認証を受けた富士見市産 
 のお米（コシヒカリ）です。新米をお届けします。 

 容量：５ｋｇ×１袋 
 発送時期：９月～１２月 
 提供：富士見有機生産者集団 
     富士見特栽米研究会 

■A2 無添加ふじみ育ち味噌 

 富士見市産のお米と埼玉県産の大豆を１００％ 
 使用し、じっくりと熟成させた塩分控えめの手づくり 
 味噌です。きゅうり味噌や味噌にぎりなど、調理なし 
 でも美味しくいただけます。 
 埼玉県の「ふるさと認証食品」です。 
 容量：７００ｇ×３パック 
  （赤味噌１パック・甘口味噌２パック） 
 発送時期：９月～５月 
 提供：（株）手づくり村 
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      ■A3 純米吟醸酒 縄文海進 

 
富士見市産の新米を使用した純米吟醸酒です。 
銘柄の「縄文海進」は、国指定史跡「水子貝塚」で 
縄文前期に始まった温暖化により海水が富士見市 
付近まで浸水したことにちなんで名付けられました。 
         さっぱりとした味わいが特徴のお酒で、 
         富士見市内の酒販組合加盟店で 
         のみ販売されている幻の地酒です。 
 

         容量：７２０ｍｌ×２本 
          発送時期：１２月下旬頃 
          提供：縄文海進販売店の会加盟店舗 
               （三ツ木屋） 

富士見市の命の田んぼから「いただきます」 

じょうもんかいしん 
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■A6 富士見市産の苺 

富士見市産の苺で、果肉がやわらかく酸味の少
ない「章姫(あきひめ)」や香りが高く甘みと酸味の
バランスがよい「紅ほっぺ」、果肉が大粒で果汁
たっぷりジューシーな「とちおとめ」などを生産時期
に応じて完熟出荷でお届けします。 
※収穫状況により、品種や内容量が変わります。 
 
容量：約９００ｇ 
発送時期：１月～２月頃 
提供：富士見市内苺栽培農家 

■A4 富士見市産の梨 

酸味が少なく甘くてシャキシャキとした食感の「幸水」と
さっぱりとした甘さで果肉のやわらかい「豊水」を生産 
時期に応じてお届けします。富士見市産の大人気の 
梨です。疲労回復・高血圧予防にも効果があります。 
※品種は発送時期により異なります。 

※ご希望の品を生産時期に合わせてお送りするため 
    お届けまでにお時間をいただく場合がございます。 
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富士見市産のとびきり新鮮な果物をあなたへ 

【容量】ジャム１５０ｇ×４個 
     （赤２個・緑２個） 
発送時期：通年 
提供：新井トマトファーム 

容量：約３ｋｇ 
発送時期：８月上旬～９月上旬 
提供：富士見梨出荷組合加盟農家 

 

 限定数量に達したため 
 受付を終了しました。 
 ありがとうございました。                      

 

 限定数量に達したため  
 受付を終了しました。 
 ありがとうございました。                      

■A5 トマトのジャム 
富士見市産のトマトの素材を活かし、少量の砂糖
とレモンだけで煮詰めた本格派のジャムです。トマト
のおいしさが凝縮されたジャムは、パンやヨーグルト
と相性抜群です。 

※赤は完熟トマトを使用した「完熟トマトジャム」、緑は熟していない緑のトマトで作ったフルーティな「グリーンジャム」です。 
※「グリーンジャム」は生産数が多くないため、発送時期によっては赤の「完熟トマトジャム４個」でお届けする場合があります。 
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■A7 ふじみサブレー 
サクサクとした食感とたっぷりアーモンドが 
魅力のサブレーです。晴れた日に富士見市
からよく見える富士山の形をモチーフにした
「ふじみサブレー」をお届けします。 
 

        容量：１箱（１６枚入り） 
        発送時期：通年 
        提供：ふれあい菓匠 むさし野 
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遠く見る富士山に思いを馳せる銘菓をお届け 

■A８ ふじみ銘菓詰合せ① 
富士山をモチーフにした「ふじみサブレー」、 
富士見市のマスコットキャラクターふわっぴーのクッキー
「ふわっぴーといっしょ」、栗鹿の子をゼリーで包んだ 
「ふじみの舞」、青梅をゼリーで包んだ「ふじみの恋人達」 
といった富士見市にちなんだ銘菓の詰合わせです。 
 

 容量：１箱（１３個入り） 
 【内訳】 ふじみサブレー４枚 
      ふわっぴーといっしょ４枚 
      ふじみの舞３個、ふじみの恋人達２個                     

 発送時期：通年 
 提供：ふれあい菓匠むさし野                             
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■A9 八海山（普通酒） 

銘酒「八海山」のスタンダード。 
清酒ながら精米歩合６０％とお米を 
丹念に磨き仕込まれ、すっきりとキレ 
のよい淡麗辛口の飲みやすい 
日本酒です。 
 
容量：１升瓶（１８００ｍｌ）×1本 
発送時期：通年 
提供：（株）豊平大久保酒店                           
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■A10 九頭龍（大吟醸） 

熟成にも着目し造り上げた大吟醸酒「九頭龍」。 
繊細で上品な酒質を保ちながら、 
絶妙な燗上がりをする日本酒です。 
冷や～常温～お燗と温度帯を選ばない 
やわらかな口当たりが特徴です。 
 

容量：７２０ｍｌ×１本          

【限定１２本】 
提供：（株）豊平大久保酒店                           

富士山の見える市から人気の銘酒をお届け 

Ａ９・Ａ１０                  

 

 限定数量に達したため 
 受付を終了しました。 
 ありがとうございました。                      
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■A11 生クリームどらやきセット 
あずき味・抹茶味・イチゴ味の生クリームどらやき
のセットです。独自の冷凍加工技術を用いて 
商品化しました。冷凍便でお届けしますので、 
冷たいデザートとしても美味しくいただけます。                             

   容量：１箱（１０個入り） 
   【内訳】 あずき味４個 
        抹茶味２個 
        イチゴ味４個                      

発送時期：通年 
提供：御菓子処 梅の家                             

■ A12 ふじみ名物大福セット 

お店の看板商品「珈琲大福」をはじめ、イチゴ、抹茶、 
ブルーベリー、あんず、キャラメルマキアートの大福セットです。 
冷凍便でお届けしますので、そのままアイス大福としても美味しく 
いただけます。 

涼やかな甘味でちょっと贅沢なティータイムを 

容量：１箱（１２個入り） 
【内訳】珈琲大福２個 
     イチゴ大福２個 
     抹茶大福２個 
     ブルーベリー大福２個 
     あんず大福２個 
     ｷｬﾗﾒﾙﾏｷｱｰﾄ珈琲大福２個 
発送時期：通年 
提供：御菓子処 梅の家 
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容量：１箱（１０個入り） 
【内訳】 ふじみ小町３個 
     ふじみ音頭４個 
     銘菓栗3個     

発送時期：通年 
提供：御菓子処 梅の家                             

■A13 ふじみ銘菓詰合せ② 

やわらかな梅の甘露煮を桃山生地で包んだ
「ふじみ小町」、白餡の中にスイートチョコを 
きざんで焼き上げた「ふじみ音頭」、渋皮栗を
白餡で包んだ「銘菓栗」といった創作和菓子
を詰合せにしました。                             

容量：１箱（１２個入り） 
【内訳】銘菓栗４個 
     お芋４個 
     ふじみ小町２個 
     桃の恵２個   

発送時期：通年 
提供：御菓子処 梅の家                             

■A14 ふじみ銘菓詰合せ③ 

 渋皮栗を白餡で包んだ「銘菓栗」、さつま芋 
 （紅あずま）の餡子を包んだ「お芋」、やわらかな 
 梅の甘露煮を桃山生地で包んだ 「ふじみ小町」、 
 桃を白餡で包み、バター風味の皮で焼き上げた 
 「桃の恵」といった創作和菓子を詰合せにしました。                         

思わず笑顔がこぼれる創作和菓子をお届け 

Ａ１３・Ａ１４・Ａ１５                  

■A15 縁起物 「熊手」 

縁起物の熊手は、運を「かっ込む」、 
福を「はき込む」といって商売繁盛・ 
開運招福を願ったものです。新年の 
更なる招福を願って正月の縁起物 
として飾られます。 
 

容量：熊手１飾り 
 縦約４０㎝×横約２０㎝ 
※手づくり品のため大きさに若干 
  の違いがある場合があります。                     
 

発送時期：１０月～１月 
提供：島村人形店                             

ご希望の名前や名称など
２０文字まで、札にお入れ
してお届けします。申請書
にご記入ください。 
 



 

                               

                            

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■A16 ふじみの縄文どら焼 
    バラエティーセット 

縄文模様のソフトなカステラ生地に十勝産小豆
餡と特製バタークリーム・モカ珈琲クリーム・抹茶
クリームが絶妙にサンドされたオリジナルどらやき
です。 
 

容量：１箱（１０個入り） 
【内訳】 特製バタークリーム４個 
     モカ珈琲クリーム３個 
     抹茶クリーム３個    

発送時期：通年 
提供：（有）御菓子司 千草        

■A17 ふじみの縄文どら焼と 
    ぷるるんとまとセット 

 特製バタークリームと十勝産小豆餡の 
 どらやき、素材の甘さを活かしたトマトの 
 スイーツ（ぷるるんとまと）をセットにして 
 お届けします。 
 

 容量：１箱（９個入り） 
 【内訳】 ふじみの縄文どらやき５個 
      （特製バタークリーム） 
      ぷるるんとまと４個 
 発送時期：通年 
 提供：（有）御菓子司 千草                             
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国指定史跡 水子貝塚公園 

富士見市の歴史薫る銘菓をお届け 

Ａ１６・Ａ１７                  



 

                               

                            

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■A18 ぷるるんとまと詰合せ 

「ぷるるんとまと」は地元産の新鮮トマトで
作ったプレミアムスイーツです。フルーツの 
ようなトマトと希少な富士見市産はちみつ
との魅惑のコラボレーションです。素材の
甘さを活かした新食感スイーツをお届けし
ます。 
 

容量：１箱（９個入り）                      

発送時期：通年 
提供：（有）御菓子司 千草                
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■A19 ３種のゼリー詰合せ 

ブルーベリー、青梅のゼリーと 
ぷるるんとまとの詰合せです。 
素材のうまみとぷるぷるとした新食感を 
お楽しみください。 
 
容量：１箱（９個入り） 
【内訳】 ブルーベリー３個 
     青梅３個 
     ぷるるんとまと３個 
                

発送時期：５月～１０月頃 
提供：（有）御菓子司 千草                

富士見市産の新鮮トマトとはちみつのスイーツ 

Ａ１８・Ａ１９                  
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■A21  
特製豆腐と豆乳スイーツ詰合せ 

ざるに盛られた濃厚な味わいのざる豆腐や、
しっとりとやわらかく仕上げた手揚げ豆腐・ 
生揚げ豆腐のほか、絶品の豆乳スイーツの 
贅沢なセットです。 
 

容量：１箱（８個入り） 
【特 製 豆 腐】 ざる豆腐１個 
          手揚げ豆腐２個 
          生揚げ豆腐１個 
【豆乳スイーツ】豆腐と豆乳のレアチーズ１個 
          カスタード豆乳プリン１個 
          豆乳チーズケーキ２個 
 

発送時期：通年  提供：（有）島田食品                             

■A20 豆乳スイーツバラエティーセット 

有機農法で育てた国産の大豆を使用して、ありのま
まの素材の旨味を贅沢に味わえるスイーツをセットに 
してお届けします。レアチーズやプリンなど、バラエ
ティーに富んだ豆乳スイーツをぜひご堪能ください。                          

富士見市発～絶品豆乳スイーツはいかが 

埼玉県旧跡 難波田城公園 

Ａ２０・Ａ２１                  

容量：１箱（１０個入り） 
【内訳】 有機豆乳使用ぷりん１個 
     豆乳ようかん抹茶アズキ１個 
     豆腐と豆乳のレアチーズ１個 
     いちごの豆乳ババロア１個 
     有機豆腐使用ぷりん(白ごま)１個 
     黒ゴマ豆乳プリン１個 
     カスタード豆乳プリン２個 
     豆乳チーズケーキ２個  

発送時期：通年  提供：（有）島田食品                             



 

                               

                            

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■A22 ウォーキングソックス（２足組） 

左右それぞれの足の形に合わせた立体設計の 
Ｒ×Ｌ(アールエル)ソックス・ウォーキング用の２足 
組をお届けします。クッション性とフィット性が高く、 
優しい履き心地で、ウォーキングだけでなくランニン
グや普段履きにもおすすめの逸品です。 
 【色とサイズ】 ①グレッシュピンクＸＳ・Ｓ・Ｍ 
  ②ブラックＳ・Ｍ・Ｌ ③チャコールＳ・Ｍ・Ｌ 
  （ＸＳ２０～２２㎝・Ｓ２２～２４㎝・Ｍ２４～２６㎝・ 
   Ｌ２６～２８㎝） 

           容量：２足（型番ＴＴＲ-003）                     

           発送時期：通年 
           提供：武田レッグウェアー（株）                             

■A23 ランニングソックス（２足組） 
左右それぞれの足の形に合わせた立体設計の 
Ｒ×Ｌ(アールエル)ソックス・ランニング用の２足組を 
お届けします。５本指タイプ薄地のソックスで、ずれ 
にくい特殊製法、すぐれたフィット感、安定したサポート
性といった本格的なランニングソックスは、多くの 
ランナーに愛用されています。 
【色とサイズ】 ①レッドＳ～Ｌ、②ホワイトＸＳ～ＸＬ 
 ③イエローＳ～Ｌ、④フレッシュブルーＳ～Ｌ 
 ⑤ブラックレッドＸＳ～Ｌ、⑥パープルしましまＳ～Ｌ 
 ⑦ブルーしましまＸＳ～Ｌ、⑧グリーンしましまＸＳ～Ｌ 
 ⑨ブラックＸＳ～ＸＬ 
  （ＸＳ２０～２２㎝・Ｓ２２～２４㎝・Ｍ２４～２６㎝・ 
   Ｌ２６～２８㎝・ＸＬ２８～３０㎝） 
容量：２足（型番ＴＲＲ-１２０Ｇ）                    
発送時期：通年 

提供：武田レッグウェアー（株）         

埼玉県富士見市                  

■A24 ウォーキング・ランニングソックスセット 

左右それぞれの足の形に合わせた立体設計のＲ×Ｌ（アール
エル）ソックス・ウォーキング用及びランニング用のセットをお届け
します。 
 ※色とサイズは上記の■Ａ２２と■Ａ２３からそれぞれ 
   お選びください。 
 
容量：２足（型番ＴＴＲ-003・ＴＲＲ-１２０Ｇ）                       
発送時期：通年 
提供：武田レッグウェアー（株）                             

ふじみヘルシーウォーク 

新春縄文マラソン 

世界の技術を富士見市からあなたの足元へ 

Ａ２２・Ａ２３・Ａ２４                  
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■A25 しんこ餅詰合せ 

富士見市産のうるち米で作ったしんこ餅は、 
そのまま焼いて醤油をかけるだけでも美味しいですし 
おしるこや鍋料理、お雑煮などでも美味しくいただけます。
もちもちとしたその食感はお子様からお年寄りまでみなさ
んに喜ばれています。 
 

容量：１袋１０個入り（約３３０ｇ）×８袋         

発送時期：１２月～ ２月 
提供：しんこもちアライ                         

今後も新しい謝礼品 
を追加していきます 

 のでご期待ください。                 

農家のご主人自慢の逸品を食卓にお届け 

Ａ２５                  



 

                               

                            

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■A３０ 極上・剥き身生牡蠣(むきみなまかき) 

奥松島の牡蠣は、プランクトンの豊富な内湾で栄養
分を吸収させた後に、流れの強い沖合で育てること
で、わずか１年で成育し、身が締まった上質の状態
で水揚げされます。 
濃厚でプリプリした味わいが特徴の奥松島産の極上
牡蠣をぜひご堪能ください。 
 

        内容：剥き身生牡蠣１kg（500ｇ×２袋）                      

        賞味期限：発送日から４日 
        ※クール便（冷蔵）でお届けします。 
        提供：（株）奥松島公社                

埼玉県富士見市                  

■A３１ 奥松島産焼きのり 

東松島市で収穫される海苔は、肉厚
で香りも風味も高く、評判の海苔として
知られています。 
一級品の奥松島産の焼き海苔をぜひ
ご賞味ください。 
 

内容：焼きのり１０帖箱入り 
    （全型１０枚入り×１０袋） 
提供：（株）奥松島公社               

Ａ３０・Ａ３１                  

宮城県東松島市「復興支援品」                  

宮城県東松島市から海の恵を食卓にお届け 

※食べやすい剥き身にして 
 パックでお届けします。 

東松島市マスコット 
キャラクター「イート」 

日本三大渓 嵯峨渓 

 

 受付を終了しました。 
 ありがとうございました。                      



 

                               

                            

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■A３２ 奥松島産の椿油３本セット 

気候温暖な奥松島に咲き誇る椿。その実か
ら手作業で搾った天然の椿油は、添加物な
ど一切入れていません。お肌のお手入れな
どにぜひご使用ください。 
 

内容：奥松島産椿油60ｍｌ×３本                      

提供：（株）奥松島公社                

埼玉県富士見市                  

■A３３ ブルーインパルス 
 パッケージの缶詰２缶セット×２ 

ブルーインパルスの基地の街「東松島市」 
で製造したさばの味噌煮と鯨の大和煮が 
セットになった缶詰商品です。 
 

 内容：さばの味噌煮１７０ｇ×２缶 
     鯨の大和煮 １７０ｇ×２缶 
 

 提供：（株）奥松島公社               

Ａ３２・Ａ３３                  

宮城県東松島市「復興支援品」                  

東松島市復興の輪を富士見市から広げよう 

東松島市キャラクター 
「イート」 

ブルーインパルスのアクロバット飛行 
「バーティカルキューピッド」 

東松島市  富士見市 

平成２４年５月１４日 災害時相互支援協定締結 

富士見市マスコットキャラクター
「ふわっぴー」 

 

 在庫切れのため 
 受付を終了しました。 
 ありがとうございました。                      



 

                               

                            

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■A35 
 ダヤンのミニ絵本フィギュアセット 
（ダヤンのたんじょうび） 
 

人気キャラクターダヤンの手のひらサイズの 
ミニ絵本とフィギュアのセットです。 
お子様にも喜ばれる一品です。 
 

【商品サイズ】 
絵本：約１０．５cm×７．５cm  
フィギュア：３cm程度 
提供：（株）わちふぃーるど  
 
                            

■A34 
 ダヤンのミニ絵本フィギュアセット 
（マージョリーノエルがやってきた)  

 人気キャラクターダヤンの手のひらサイズの 
 ミニ絵本とフィギュアのセットです。 
 お子様にも喜ばれる一品です。 
 

 【商品サイズ】 
 絵本：約１０．５cm×７．５cm  
 フィギュア：３cm程度 
 提供：（株）わちふぃーるど 
 
 

わちふぃーるどの世界を猫のダヤンがご案内 

埼玉県富士見市                  Ａ３４・Ａ３５                  

画像の転載、複写及び無断使用等を禁止します。 



 

                               

                            

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県富士見市                  

今後も新しい謝礼品 
を追加していきます 

 のでご期待ください。 

                 

Ａ３６                  

■A36 彩の国黒豚味噌漬け 約700グラム 

彩の国黒豚は、味わいまろやかで柔らかい肉質が 
特徴の埼玉県内で作られたブランド豚です。美味しさ
の秘密は、旨み成分であるグルタミン酸や糖質の豊富
さにあり！！「本物の黒豚をお客様に届けたい」という
信念のもと養豚農家が丹精込めてつくりあげた彩の国
黒豚を、富士見市の国畜精肉店特製の味噌だれで
漬け込んだ自慢の逸品です。ぜひご賞味ください！ 
 

内容：彩の国黒豚味噌漬け（約１００ｇ×７枚） 
賞味期限：発送日から１０日 
※クール便（冷蔵）でお送りします。 
提供：国畜精肉店（株式会社 小寺商事）                

美味しい彩の国黒豚をあなたの食卓にお届け 

びん沼自然公園 



 

                               

                            

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県富士見市                  Ａ３７・Ａ３８                  

富士見市諏訪地区にある地元の人気店「うどん工房 諏訪」では、確かな食材で、身体に
やさしい極上のうどんを提供しています。人気のメニューをぜひご堪能ください。        

文化の杜公園の藤 

【配送】 冷蔵発送 （北海道・九州・沖縄は発送から翌々日着、それ以外の地域は翌日着となります。）          

旨さを追求した店主こだわりのうどんを食卓へ 

以下は、Ａ３７・Ａ３８共通の内容です。 
【提供】 うどん工房 諏訪 【発送時期】 通年 
【賞味期限】 発送日を含め 4日間 
※賞味期限が短いため、お届け予定日はメール 
  にてご案内いたします。 必ずご確認ください。 

※一食ずつ 
小分けにして 

発送します。          

 

                               

                            

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                            

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                            

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                            

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                            

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                            

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■A3７ 肉うどん４食セット 

「うどん工房 諏訪」の肉うどんは、醤油 
油揚げ・豚肉をはじめ、安全で美味しい 
食材にこだわった逸品です。 
 

肉うどん4食セット 
 （1食の内容） 
・うどん１玉160ｇ 
・つゆ1袋360ｇ 
・肉1袋50ｇ 
・ねぎ1袋30ｇ 
・油揚げ1袋10ｇ           

 

                               

                            

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■A3８ カレーうどん４食セット 

カレーうどんは、出汁とカレースパイスのきいた
とろみのあるカレー汁に、自家製のつるつる 
もちもちのうどんがよくからみ絶品です。 
 

              カレーうどん4食セット 
                  （1食の内容） 
                 ・うどん１玉160ｇ 
                 ・つゆ1袋360ｇ 
                 ・肉1袋50ｇ 
                 ・ねぎ1袋30ｇ          



 

                               

                            

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県富士見市                  

■B1 ふじみ銘菓贅沢詰合せ① 
ホクホクとした食感の栗まんじゅう「ひとつ栗」、
まろやかな黄身餡をしっとりとした皮で包み 
こんだ「ふじみっ子」など、人気の銘菓を 
贅沢に詰合せにしました。 
 

容量：１箱（３２個入り） 
【内訳】どらむすこ２個、栗どら２個 
 ふじみサブレー５枚、ふわっぴーといっしょ３枚 
 ひとつ栗４個、ふじみの小径２個 
 こぶしの郷２個、まろん２個、ふじみっ子５個 
 ふじみの舞２個、ふじみの恋人達３個 
 

発送時期：通年 
提供：ふれあい菓匠むさし野 

■B2 ふじみ銘菓贅沢詰合せ② 
サクサクのクッキーにたっぷりアーモンドと 
キャラメルをあしらった「ふじみ散策」、こし餡 
と栗をこがし粉を使った香ばしい皮で包んだ 
「こぶしの郷」など、人気の銘菓を贅沢に詰
合せにしました。 
容量：１箱（３１個入り） 
【内訳】ふじみ散策５個、ふじみっ子５個 
 みよしのポテト３個、ふわっぴーといっしょ５枚 
 こぶしの郷３個、まろん３個、ふじみの舞２個、 
 ふじみの恋人達２個、ふじみの小径３個 
 

発送時期：通年 
提供：ふれあい菓匠むさし野 

語らいのひとときに富士見市の銘菓をお届け 

Ｂ１・Ｂ２                  



 

                               

                            

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■B3 黒龍 （大吟醸） 

山田錦を５０％の精米歩合で磨きこんだ 
黒龍大吟醸を数量限定でお届けします。 
ふくよかな香り、透明な喉ごし、爽やかな飲み
心地は特別な日に味わいたい逸品です。 
 

内容：１升瓶（１８００ｍｌ）×１本          

【限定６本】 
提供：（株）豊平大久保酒店                           

埼玉県富士見市                  

■B4 八海山２本セット(特別本醸造･普通酒) 

精米歩合５５％の特別本醸造は、冷やで 
よし燗でよしの八海山を代表する銘酒です。 
普通酒とセットで贅沢にお届けします。 
 

内容：【特別本醸造】１升瓶（１８００ｍｌ）×１本 
    【普通酒】１升瓶（１８００ｍｌ）×１本 
発送時期：通年 
提供：（株）豊平大久保酒店                           

びん沼川の夕焼け 

■B5 柳のまな板 

柳の木は、弾力性・耐久性・柔軟性にすぐれ、
軽量で水にも強い木です。一般に柳のまな板
は珍しい逸品ですが、古くから刃物職人に推
奨され、料理人に愛されています。 
 

容量：縦２２０ｍｍ×横４２０ｍｍ×厚さ ３０ｍｍ 
発送時期：通年 
提供：美咲工房 

富士見市から人気の銘酒をお届けします 

Ｂ３・Ｂ４・Ｂ５                  

 

 限定数量に達したため 
 受付を終了しました。 
 ありがとうございました。                      

 

 在庫切れのため 
 受付を終了しました。 
 ありがとうございました。                      



 

                               

                            

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Ｂ７ 東松島ハムの 
    牛タン満腹セット 

牛タンの加工品ラインナップです。 
日替わりで７つの味をお楽しみください。 
 

内容：厚切りペッパー２００ｇ 
    ペッパーチップ１１５ｇ 
    牛タンベーコン風１００ｇ 
    牛タンソーセージ１６０ｇ 
    牛タンウインナーペッパー１２０ｇ 
    牛タンウインナーチョリソー１２０ｇ 
    牛タンつくね串６０ｇ×５本 
賞味期限：冷凍１年 
※クール便（冷凍）でお届けします。                    

提供：（株）奥松島公社                

■Ｂ６ 東松島ハムの 
    牛タンスライスセット 

燻蒸した香りとうまみが絶妙な牛タン 
スライスセットです。 
 

内容：牛タンスモークスライス１００ｇ×２ 
    牛タンペッパースライス１００ｇ×２ 
 賞味期限：冷凍１年 
 ※クール便（冷凍）でお届けします。 
 提供：（株）奥松島公社               

宮城県東松島市「復興支援品」                  

松島四大観 大高森 

松島四大観 大高森の壮観 

Ｂ６・Ｂ７                  埼玉県富士見市                  

東北・宮城の旨味が詰まった逸品をお届け 



 

                               

                            

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県富士見市                  Ｂ８・Ｂ９・Ｂ１０                  

■Ｂ８ ダヤンぬいぐるみＭ 

 人気キャラクターダヤンのぬいぐるみです。 
 愛くるしい目をしたダヤンは、ふわふわ優しい 
 感触です。 
 

  【商品サイズ】２９ｃｍ 
  提供：（株）わちふぃーるど 

■Ｂ９  やわらかチップ＃４ 
 スマホポーチ（黒） 
 

■Ｂ１０ やわらかチップ＃４  
 スマホポーチ（茶） 
 

 人気キャラクターダヤンの牛革でできた 
 スマホポーチです。手触りもなめらかで 
 丈夫なつくりとなっている一品です。 
 

 【商品サイズ】（黒・茶 共通） 
 約１５ｃｍ×９．５ｃｍ 
 提供：（株）わちふぃーるど                   

わちふぃーるどの世界を猫のダヤンがご案内 

画像の転載、複写及び無断使用等を禁止します。 



 

                               

                            

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県富士見市                  

今後も新しい謝礼品 
を追加していきます 

 のでご期待ください。 

                 

Ｂ１１                  

■Ｂ11 彩の国黒豚味噌漬け 約1.5キログラム 

彩の国黒豚は、味わいまろやかで柔らかい肉質が 
特徴の埼玉県内で作られたブランド豚です。美味しさ
の秘密は、旨み成分であるグルタミン酸や糖質の豊富
さにあり！！「本物の黒豚をお客様に届けたい」という
信念のもと養豚農家が丹精込めてつくりあげた彩の国
黒豚を、富士見市の国畜精肉店特製の味噌だれで
漬け込んだ自慢の逸品です。ぜひご賞味ください！ 
 

内容：彩の国黒豚味噌漬け（約１００ｇ×１５枚） 
賞味期限：発送日から１０日 
※クール便（冷蔵）でお送りします。 
提供：国畜精肉店（株式会社 小寺商事）                

美味しい彩の国黒豚をあなたの食卓にお届け 

びん沼自然公園 



 

                               

                            

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島県二本松市「復興支援品」                  

松島四大観 大高森 

B１２                  埼玉県富士見市                  

■Ｂ１２ 二本松の銘酒詰合せ 

手頃な飲みきりサイズの二本松の銘酒４本 
セットと二本松市内で唯一のワイン醸造会社 
より大人気のシードルの詰め合わせです。 
内容：奥の松酒造 吟醸 300ml 1本 
    大七酒造 からくち生酛 300ml 1本 
    檜物屋酒造店 千功成 本醸造 冷酒 300ml 1本 
    人気酒造 人気一 青人気 吟醸 300ml 1本 
    ふくしま農家の夢ワイン アップルシードル 500ml 1本 

賞味期限：製造から１年 
提供：（株）二本松市振興公社 

    （道の駅「安達」智恵子の里）               

二本松市の復興・発展の輪を富士見市から 

二本松の菊人形マスコット
キャラクター「菊松くん」 

二本松市 

富士見市マスコットキャラクター
「ふわっぴー」 

平成２５年１０月２３日 災害時相互支援協定締結 

春の箕輪門（霞ケ城公園） 

富士見市 

福島の蔵元から丹精込めた銘酒をお届け 



 

                               

                            

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島県二本松市「復興支援品」                  

B１３・B１４                  埼玉県富士見市                  

■Ｂ１３ はちみつセット 

二本松市内の養蜂場で季節ごとに丁寧に 
採取したはちみつ３種セットです。味の違いを 
ぜひご堪能ください。 
内容：渡辺養蜂場 赤アカシア 220ｇ 
    渡辺養蜂場 山桜 220g 
    渡辺養蜂場 藤 220g 
賞味期限：製造から１年 
提供：（株）二本松市振興公社 
    （道の駅「安達」智恵子の里）               

■Ｂ１４ まるごと人参ジュース 

二本松市産有機栽培の人参を１００％使用 
した人参ジュースの２０本セットです。すりおろし 
なので、栄養を残さず採取しています。 
 

内容：二本松有機農業研究会  
    まるごと人参ジュース 200ｍｌ×20本 
賞味期限：製造から１年 
提供：（株）二本松市振興公社 
    （道の駅「安達」智恵子の里）               

東北・福島の味覚が詰まった逸品をお届け 

秋の渓谷（湯川渓谷） 



 

                               

                            

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島県二本松市「復興支援品」                  

松島四大観 大高森 

C 1・C 2                  埼玉県富士見市                  

■C1 大七生酛三昧ゴールド 

お燗酒日本一に輝いた「純米生酛」、 
フルーティーな味と香りの「皆伝」、 
日本酒通に大人気の「からくち生酛」の 
３本セットです。 
内容：大七酒造 純米生酛 720ml 1本 
    大七酒造 皆伝 720ml 1本 
    大七酒造 からくち生酛 720ml 1本 
賞味期限：製造から１年 
提供：（株）二本松市振興公社 
    （道の駅「安達」智恵子の里）               

福島県重要無形民俗文化財「二本松の提灯祭り」 

■C２ 大七生酛梅酒＜極上品＞ 

生酛純米大吟醸酒をベースに紀州産南高梅 
４Ｌ以上という特大品で作られた、まさに極上の
梅酒です。ぜひご堪能ください。 
内容：大七酒造 生酛梅酒＜極上品＞  
    720ml 1本 
賞味期限：製造から１年 
提供：（株）二本松市振興公社 
    （道の駅「安達」智恵子の里）               

福島の蔵元から丹精込めた逸品をお届け 



 

                               

                            

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島県二本松市「復興支援品」                  

C ３・D１                  埼玉県富士見市                  

安達太良山の初化粧 

■D1 二本松飲みくらべセット B 
二本松では、４つの蔵元が伝統を守りながら 
日本酒を造り続けています。その４つの蔵を 
代表する商品のセットです。 
内容：檜物屋酒造店 千功成 純米酒 1.8ℓ 1本 
    奥の松酒造 大吟醸（さくらラベル） 1.8ℓ 1本 
    大七酒造 純米生酛 1.8ℓ 1本 
    人気酒造 人気一ゴールド 人気純米大吟醸 1.8ℓ 1本 

賞味期限：製造から１年 
提供：（株）二本松市振興公社 

    （道の駅「安達」智恵子の里）                

伝統ある蔵元の銘酒を贅沢に飲みくらべ 

■C３二本松飲みくらべセット Ａ 
詩人の高村光太郎の代表作「智恵子抄」にも 
詠われた「ほんとうの空」がある二本松では、４つ 
の蔵元が伝統を守りながら日本酒を造り続けて
います｡その４つの蔵を代表する商品のセットです｡ 
内容：檜物屋酒造店 千功成 本醸造千輪咲 720ml 1本 
    奥の松酒造 あだたら吟醸  720ml 1本 
    大七酒造 生酛 二本松城 720ml 1本 
    人気酒造 人気一ゴールド人気  
           純米大吟醸 720ml 1本 

賞味期限：製造から１年 
提供：（株）二本松市振興公社 

    （道の駅「安達」智恵子の里）               



埼玉県富士見市                  

■埼玉県富士見市へのアクセス                             富士見市は埼玉県の南東部、首都30キロ
メートル圏に位置し、市名のとおり美しい富士
山をはるかに望むことができます。  
 東は荒川を隔ててさいたま市に、北は川越
市とふじみ野市に、西は三芳町に、南は志
木市にそれぞれ接しています。                    

 市内を南北に東武東上線が
走っており、みずほ台駅、鶴瀬駅、
ふじみ野駅の3駅が設けられていま
す。                       
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埼玉県富士見市総合政策部政策企画課 
まちづくり寄附担当 

〒354-8511 
埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 
電話番号 049-251-2711 内線234                 

お問い合わせ先                 


