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1 HERB BUTTER（ハーブバター）

4～生食用こんにゃく～さしみ薄造り

10 愛宕最中

2 絹突きところてん 梅
3 絹突きところてん 胡麻風味

8 塩あんびん

9 いがまんじゅう

■住 久喜市上清久967-4
■営 11:00～15:00
　 17:00～21:00
■☎ 0480－22－6492
■休 火曜日・第1月曜日
　 (祭日に当たる際は営業)

■住 久喜市本町2-13-27
■営 9:00～17:00

■☎ 0480－21－0507
■休 日曜日・祝祭日

■住 久喜市久喜中央１-15-23
■営 9:00～17:30

■☎ 0480－22－4876
■休 月曜日

イタリア式食堂　ブラン

（有）折原コンニャク店

愛宕茶屋

HERB BUTTERHERB BUTTER（ハーブバター）HERB BUTTER（ハーブバター）

1個 420円

1個 162円

自家農園で育てた無農薬の生ハーブ（ローズマリー、タイム、
パセリ等）を入れており、とても香りがよい風味豊かなバ
ターです。フランスパンなどと一緒にどうぞ！

さわやかな胡麻香る
甘みのあるタレ
なめらかな新しい
のどごし

（彩の国優良ブランド品　特許庁登録）

（彩の国優良ブランド品）

細くなめらかな「絹糸」のようなところてんです

専門店の「技」お造りのような匠の薄造りです

「練り梅」と「甘タレ」が
生み出す甘ズっぱい
ハーモニー

埼玉県東部地方で昔、砂糖が
貴重とされていた時代に、塩
で味付けしたあんこを入れた
餅が餅菓子としてたべられて
いました。そのころから変わ
らぬ製法で味の伝承として親
しまれている餅菓子です。お
好みにより、砂糖をつけて食
べたり、餅が固くなれば焼い
て醤油や砂糖醤油で召し上がるなど、様々な食べ方で親し
まれている餅菓子です。近年ＴＶで、埼玉県の変わった食
べ物として取り上げられ話題になりました。

うす～く切りていねいに
並べた特産品
しっかり食感♪酢みそや
しょうゆも良くからみます

北海道産の小豆を使
用。愛情をかけて丁
寧に仕上げたまろや
かな甘みのあんこを
最中種にたっぷり入
れました。昔ながら
の風味のある最中種
には愛宕神社の紋が
入っています。

埼玉県北東部地方は古くから穀
倉地帯であり、五穀豊穣を祈念
する夏祭りや厄払い、お祝いの
時などに振舞われ親しまれてき
た地元伝承の和菓子です。現在
では、埼玉県の郷土料理100選
に選ばれており、埼玉県の特産
品として知名度が高くなってい
ます。

専門店の「技」お造りのような匠の薄造りです

うす～く切りていねいに

しっかり食感♪酢みそや
しょうゆも良くからみます

1個 267円

1個 120円

箱入り30枚 
602円

袋詰め30枚 
510円 1個 200円

120

1個 220円

■住 久喜市久喜中央4-9-51
（吉羽庵）

■営 10:00～20:00
■☎ 0480－23－0008
■休 無休

甲子米菓

久喜市提燈祭りの提灯をモチーフにした、六種
類の味付け（醤油、胡麻、えび、青のり、抹茶、白砂糖）で、国内産
のお米を使用した一口サイズの食べやすいおせんべいです。パッケー
ジも提燈山車をイメージされており、お土産として親しまれています。

5 提灯祭りせんべい

6 純米吟醸 久 喜　1.8ℓ

7 純米吟醸 久 喜　720㎖

■住 久喜市久喜中央2-9-27
■営 8:00～17:00
■☎ 0480－21－2301
■休 日曜日・祝日・月曜日
　 不定休

寒梅酒造㈱

1本（1.8ℓ） 3,000円　（720㎖） 1,500円　

地元久喜産の酒造米「さけ
武蔵」を使用し、ラベルに
は久喜の提燈祭りを題材に
したオリジナルの日本画を
使用している、とことん久
喜にこだわった日本酒です。
まろやかな口当たりと、ふ
くらみのあるフルーティー
な香りが特長です。
（埼玉県のふるさと認証食
品）

1個 162円

久喜市商工会推奨特産品久 喜 区地
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11 塩あんびん

12 提燈最中

■住 久喜市久喜中央3-9-62
■営 9:30～19:30

■☎ 0480－21－0009
■休 日曜日

田中屋菓子店

1個 200円

砂糖を全く使用せず、
塩だけで練り上げた小
豆あんを独自の製法で
つくっています。餡の
周りにはやわらかな杵
突き餅で包み込んでお
り、素朴で懐かしい味
わいが楽しめます。

久喜提燈祭りにちなんだ土産品と
して開発されました。最中の皮と
餡を別々にパッケージすることで
食べる時に出来たての最中の皮の
パリパリ感とあずきの風味を味わ
えます。

1個 160円

13 厚味手焼

1718 天日干し堅揚げ餅
　　　　　　　　塩＆醤油

14 久喜クッキー

15 花味饅頭

16 いなり寿司

20 カレー南蛮せん

21 チーズ黒胡椒せん

22トマトバジルせん

19 薪あげ（たきぎあげ）

■住 久喜市太田袋437
■営 8:00～18:00
■☎ 0480‒21－0975
■休 日曜日

■住 久喜市北青柳1337－1
■営 10:00～18:00

■☎ 0480－23－1652
■休 第２・第４日曜日・祝日

■住 久喜市久喜東３-１-７
■営 9:00～20:00
■☎ 0480－53－7346
■休   月曜日　祝日の場合、
　  翌日火曜日

■住 久喜市久喜東２-27-15
■営 9:00～18:00

■☎ 0480‒21-9320
■休 月曜日

三笠米菓本舗

高砂製菓㈱

パティスリー　アソルティ

伊勢家菓子舗

厚味手焼

薪あげ（たきぎあげ）

久喜クッキー久喜クッキー

1枚 100円

10枚入 450円

1個 120円

1個 80円
大判の煎餅をしっかりと手焼きしています。厚味で風味が
あり、おいしくいただけます。

生地を天日干し乾
燥していますの
で、お餅の旨味に
違いが出ます。硬
い食感が、「通好
み」の一品となっ
ています。

スパイスの効いたカレーにそばつゆを加え、お
そば屋さんのカレー味に仕上げました。
本格的なタレを造り、しっかりと味付けをし
ています。

カマンベールチーズの優しい味と、パンチの効
いた黒胡麻が絶妙の一品です。

トマトの酸味を活かした新しい米菓。
ワインが欲しくなる大人のせんべいです。

「手揚げ」の技で、真直ぐに反らない形で揚げること
は、弊社独自の職人技です。やや堅めに仕上げること
で、米のおいしさがさらに引き出されています。

久喜市の地名【kuki】と同じ韻をふんだ「クッキー」を久喜の名
産に…という声から生まれた商品です。ココナッツ、アーモ
ンドバニラ、アーモンドチョコ、ごま、レーズンの５種類の
味をお楽しみ下さい。※詰め合わせもご用意しております。

饅頭の皮に佃芋を入れる
ことにより、上品な味に
なります。薯蕷の皮と桜
色のもち米、こし餡、塩
漬の桜の花を組み合わせ、
手間のかかった逸品です。

秘伝のタレに一晩漬け込
んだ油揚げにコシヒカリ
100％のご飯を詰めまし
た。

　　　　　　　　塩＆醤油

1袋 429円

1袋 258円

1袋 286円

1袋 220円1袋 429円

本カタログの価格は税抜表示となっております。
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菖蒲地区

久喜地区

鷲宮地区

栗橋地区

26 どんぐりブレンド

28 久喜膳

27 しあわせブレンド

■住 久喜市青葉4-1-20
■営 10:00～19:00
■☎ 0480－23－1418

■休  月曜日・火曜日
　(祝日の場合は営業）

自家焙煎珈琲屋どんぐり

㈱きのえね、森乃家、ブラン、弁天

中深煎りのコロンビア、グアテ
マラ、コスタリカの豆をバラン
スよくブレンド。さっぱりまろ
やかどんぐり人気№１ブレンド
です。

九品のおかずの「九」と「久」
を掛けた、農商工の地産地消を
コンセプトとした一品。
町おこしを考えて作られ、パッ
ケージには提燈祭りの写真が使
われています。

1個 1,220円（要予約）

中煎りのブラジルの豆をベース
にエルサルバトルとインドネシ
アの豆をブレンド。のどごし爽
やかやさしい酸味。しあわせた
っぷりのブレンドが楽しめます。

23 来久ちゃんサブレ

25 ちょうちんサブレ

24 梨のブランデーケーキ

■住 久喜市本町6-12-20
■営 9:30～20:00
■☎ 0480－21－8222
■休 不定休

㈱きのえね
■住 久喜市久喜東4-20-21
■営 11:00～14:00（L.O.）
17:00～21:30（L.O.）

■☎ 0480－22－3501
■休 水･不定休

イタリア式食堂 ブラン
■住 久喜市上清久967-4
■営 11:00～15:00
（L.O. 14：45）
17:00～21:00
（L.O. 20：45）

■☎ 0480－22－6492
■休 火曜日　第１月曜日

料亭 森乃家
■住 久喜市六万部1032-1
■営 11:00～14:00
17:00～21:30

■☎ 0480－21－4980 
■休  毎週水曜日（祝祭日の場
合次の日の木曜日）

弁天
■住 久喜市上早見150
■営 11:00～14:30
17:00～20:00　
※夜は要予約

■☎ 0480－22－0240
■休 月曜日

ケーキの店　モニカ

久喜製菓組合

久喜市のゆるキャラ「来
久ちゃん」をモチーフ

にお子様からお年寄りまで愛されるお菓子になりたいと開発
を致しました。１枚１枚手作りで四季を問わずに販売してい
ます。「ちょうちんサブレ」の姉妹品としてご堪能ください。

久喜市の伝統まつり「天
王様」では、夜 600 個
の提灯を付けた山車が
市内を巡行し、その姿
は関東一といわれてい
ます。その祭りの名を
頂き提灯の形にして焼
き上げました。

久喜特産「豊水梨」を
丹念に煮詰めて果汁を
濃縮してバターケーキ
の生地に練り込み焼き
上げました。香りに洋
梨のお酒（ブランデー並みの度数）を塗り、冷蔵庫で 2週
間ほど熟成して販売致します。しっとりとしてフルーティー
な風味のケーキです。冷蔵庫で日持ちしますので、お酒が
苦手な方は、暫く保存しますとよりまろやかな風味に変わ
ります。薄くスライスしてお召し上がり下さい。

23 来久ちゃんサブレ23 来久ちゃんサブレ23 来久ちゃんサブレ

1枚 100円
10枚入 1,100円

1枚 100円
10枚 1,100円

1カット 140円
10個入 1,500円

　  化粧箱
1本入 1,550円

豆・粉の場合　　　　
100ｇ500円

ドリップパックの場合
５袋入り450円

豆・粉の場合　　　　
100ｇ500円

ドリップパックの場合
５袋入り450円

■久喜市商工会 本所
　〒346-0003　久喜市久喜中央4-7-20
　TEL 0480－21－1154

　　　　 和菓子萩乃、ケーキの店モニカ、田中屋菓子店、
愛宕茶屋、風月堂、菓子工房ドゥーブルシェフ、
アソルティ、久喜ベーカリー

取扱店
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1 厚焼玉子

2 玉コンニャクの和風煮

3 手羽先焼餃子

4 中仙道宿  生うどん

5 中仙道宿  乱切り

6 中仙道宿  よもぎうどん

7 ラベンダーポプリサシェ

10 菖蒲特産品  幸水梨ジャム

8 ラベンダー染スカーフ

■住 久喜市菖蒲町小林227
■営 9:00～18:00

■☎ 0480－85－8282
■休 水曜日　第1・第3木曜日

■住 久喜市菖蒲町新堀2547
■営 9:00～17:00

■☎ 0480－85－0130
■休 日曜日

■住 久喜市菖蒲町菖蒲160
■営 9:00～19:00

■☎ 0480－85－0323
■休 月曜日

■住 久喜市菖蒲町菖蒲254
■営 8:30～19:00
■☎ 0480－85－0140
■休 日曜日

■住 久喜市菖蒲町菖蒲193
■営 8:30～17:30

■☎ 0480－85－0311
■休 土曜日・日曜日・祝日

味覚の店　恭屋

田中製麺㈱

インテリアはせがわ

ファションハウスかとう

菖蒲特産品販売所よもぎうどん

■

1個 550円

1袋（150ｇ×2人前）
 204円

1袋（120ｇ×2人前）
 204円

1袋（130ｇ×2人前）
 204円

ミニサシェ 350円
エレガントポプリ680円

ドライフラワー付サシェ800円
ラベンダーサシェ1,200円
トライアングルサシェ500円

シルク（60㎝ ×60㎝ ） 1,800円
シルク（30㎝ ×130㎝ ） 2,800円
シルク（50㎝ ×150㎝ ） 3,800円

1個 370円

自家製の厚焼き玉子、自家
製だしを使用し自然の味（天
然のだし使用）

国産材料玉コンニャクを自然
のだしでじっくりと煮たも
の。

国産鶏の手羽先のピリ辛の餃
子具材を詰めて口を閉じて
オーブンで焼く。

手もみ仕立てのなめらかで粘弾性のあるコシの強い麺。
埼玉県物産観光協会認定の優良ブランド品

自然からのメッセージ。やさしい
色合いを心をこめて染めあげまし
た。おしゃれのスパイスに、お部
屋のインテリアにお楽しみ下さ
い。（埼玉県彩の国優良ブランド
認定品）

ラベンダーの香りは心を癒し、安
眠効果もあり、やすらかな眠りが
得られます。玄関、車の中など飾っ
て頂くとさわやかな香りとインテ
リアとして楽しんで頂けます。

恵まれた自然環境のもとで
じっくり時間と手間をかけて
栽培された幸水梨のジャムで
す。もぎたて果実の爽やかな
風味をお楽しみください。

1パック 370円

5本入りパック 500円

眠効果もあり、やすらかな眠りが

菖蒲地区

久喜地区

鷲宮地区

栗橋地区

9 ラベンダーサシェ
1個

 380円
550円
1,000円

■久喜市商工会 菖蒲支所
　〒346-0106
　久喜市菖蒲町菖蒲193
　TEL 0480－85－0311

本カタログの価格は税抜表示となっております。

久喜市商工会推奨特産品地 区菖 蒲
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11 ミルクラスク

13 塩あんびん

14 ラベンダーまんじゅう

1 八坂の栗っ子

4 栗（くりはしマドレーヌ）

2 きんもくせいサブレ

■住 久喜市菖蒲町三箇352
■営 9:00～19:00
■☎ 0480－85－5331
■休 水曜日

■住  久喜市菖蒲町柴山枝郷
2520－4

■営 9:00～18:00
■☎ 0480－85－1021
■休 月曜日

■住 久喜市栗橋北２-４-12
■営 10:00～18:00
■☎ 0480－52－0157
■休 月曜日

■住 久喜市栗橋中央1-8-37
■営 [月～土] 9:00～20:00
 [日・祝] 9:00～19:00
■☎ 0480－52－3383
■休 不定休

株式会社フォンテ

阿良川屋

柴山　うちだや

㈲宝来屋

パリジェンヌ洋菓子店

㈲志ほや

久喜市栗橋中央1-8-37
[月～土] 9:00～20:00
 [日・祝] 9:00～19:00

1個 163円

1個 250円

1個 172円

1個 120円

本日中にお召し上がりにならない場合は、冷蔵か冷凍し後
日、焼いて醤油や砂糖醤油などでお召し上がり下さい。『お
すすめの食べ方です』ほんのり塩味が美味！　塩大福とは
違い砂糖は一切入っていません。

旧菖蒲町のブルーフェスティバルの特産品として誕生して
20年。あんにしそを使用した夏用のおまんじゅう。

八坂神社の名にちなんで名
づけた焼饅頭で、丹波栗を
まるごと一粒入れたバター
風味の上品な味わいです。

栗風味の白あんを絞って
きつね色になるまで焼き
上げたお菓子です。（中
に入っている栗は渋皮栗
を使用しています）

3 栗橋宿

■住 久喜市栗橋東2-1-11
■営 平日　8:00～18:00  
祝日　8:00～15:00

■☎ 0480－52－0041㈹
0480－52－0108（店舗直通）

■休 日曜日

2枚1組 112円

1個 130円

キンモクセイの香りのす
るバター風味とココア風
味の2種類あります。お
土産、贈答品として最適
です。

こし餡入りの洋風菓子で
宿場町の特長である提灯
を包装袋に印刷してあり
ます。お土産、贈答品に
最適です。

12 ヤーコンスナック

■住 久喜市菖蒲町三箇450－24
■営 9:00～17:00 
■☎ 0480－85－5770
■休 土曜日・日曜日・祝日

ヤーコンスナック

4枚入り×2袋 200円

1袋 200円

低価格の為、お子様からご年配の
方まで幅広くご支持頂いておりま
す。特にパン関連のロングライフ
商材としてパンコーナーでのチャ
ンスロス防止商品として活用され
ております。

サクサクとした軽い食感にあっさ
りうす塩の味付けで、お子様から
大人までお楽しみいただけます。
農産部直売所での販売も好評です。

久喜市商工会推奨特産品栗 橋 地 区
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DIC158s

30×64mm

DIC182s

30×64mm

20×43mm
DIC213ｓ

20×43mm
DIC119ｓ

特産品シール　データ

5 つむぎうどん（乾麺）

10 栗橋かんばん娘「彩」赤ワイン
8 純米酒　みなみ

■住 久喜市栗橋中央1-17-1 ■営 10:00～17:30 ■☎ 0480－52－5001 ■休 日曜・祝日

6 つむぎ冷麦（乾麺）

7 絹のけーき（幸水梨）

つむぎや（土田物産直営店）

㈲井上酒店

1本 730円

各 120円

大正元年、製粉工場として創業したつむぎや。100年以上
良質な小麦粉の目利きにこだわってきた粉屋です。地元の
埼玉県産小麦を100％使用したロングセラー商品。色はう
っすらとしたアメ色、地粉独特のお餅のようなモチモチ感
が特長です。

粉屋のお菓子。地元の
幸水梨を使用しました。
口どけしっとり絹のよ
うになめらかな食感で
す。

11  栗橋かんばん娘「栞」日本酒

12 栗橋かんばん娘「円」リキュール
9 みなみの梅酒

■住 久喜市栗橋東2-7-27
■営 9:00～18:00

■☎ 0480－52－0317
■休 月曜日

1本 510円

町おこし事業にて、栗橋や当店のファンとなって下さった
お客様たちが参画し、企画・開発・プロデュースしたお客
様参画型商品です。埼玉県の県花でもある「サクラソウ」
をキャラクターの髪飾りに使用。

久喜市商工会栗橋支所の地域おこし
事業として展開中の「栗橋みなみ事
業」その、地域おこし商品として開
発し、当店のみで販売しているオリ
ジナル。パイオニア的役割を果たし
ている商品です。 町おこし事業にて、栗橋や当店のファンとなって

下さったお客様たちが参画し、企画・開発・プロ
デュースしたお客様参画型商品です。栗橋の静御
前伝説に由来の「サクラ」をキャラクターの髪飾
りに使用。

町おこし事業にて、栗橋や当店のファンとなって下さっ
たお客様たちが参画し、企画・開発・プロデュースした
お客様参画型商品です。久喜市の市花である「コスモ
ス」をキャラクターの髪飾りに使用。

久喜市商工会栗橋支所の地域おこ
し事業として展開中の「栗橋みな
み事業」その、地域おこし商品と
して開発した商品で、当店のみで
販売しているオリジナル。原料と
なる梅は、近隣のお客様と共に摘
んだ梅を使用している。

純米酒　みなみ
月曜日

町おこし事業にて、栗橋や当店のファンとなって下さった
お客様たちが参画し、企画・開発・プロデュースしたお客

11  

12 

をキャラクターの髪飾りに使用。

1本 1,528円

1本 1,621円

1本 1,459円

菖蒲地区

久喜地区

鷲宮地区

栗橋地区

■久喜市商工会 栗橋支所
　〒349-1123　久喜市間鎌256-1
　TEL 0480－52－1559

1本 1,834円

本カタログの価格は税抜表示となっております。

久喜市商工会推奨特産品シール
久喜市商工会推奨特産品として認定された商品につきましては、左記の
「推奨特産品シール」を商品に付すことができます。
シールは久喜をイメージしたデザインで、大サイズ（赤・青）小サイズ
（オレンジ・緑）の４種類があります。
久喜ブランドとして、今後も広くアピールして参ります！

Check!
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1わしのみやの杜　ラーメン

4 かぐらばやし

10 生クリーム大福

2 大酉せんべい
3 大酉せん詰め合わせ

8 千貫焼せんべい

9 味噌せんべい

6 鷲宮の酒　大（1800㎖）

■住 久喜市西大輪4-9-6
■営 9:00～18:00

■☎ 0480－58－0635
■休 日曜日・祭日

■住 久喜市鷲宮2-10-15
■営 8:00～18:00
■☎ 0480－58－0067
■休 月曜日

■住 久喜市八甫912
■営 9:00～18:00

■☎ 0480－58－0210
■休 日曜日

7 鷲宮の酒　小（720㎖）

わしのみやの杜

矢納製菓㈱

白雪米菓工場

島田菓子舗

春日部小売酒販組合　鷲宮支部

1箱 1,000円 1箱 1,500円

1本（1800㎖）  2,287円
1本（720㎖）  1,149円

鷲宮神社より大酉の名の使
用を許された商品です。
かた焼煎餅1枚包装24枚入
り。

かた焼煎餅（大酉せんべい入）
包装、海苔はり、七味唐辛子、
ザラメ、砂糖かけの全部で28
枚詰め合わせです。

千貫焼の名前のいわれは、関東
最古の大社であり、お酉様の本
社でもある鷲宮神社にある「千
貫みこし」からあやかった。昔
ながらのなつかしい味。

鷲宮のこしひかりと同じ栽培協定で
育てた地元産米を使用。
米（国産）・米こうじ（国産米）・精
米歩合60%、アルコール度数15～
16%。火入れ後、低温タンクで約８
ヶ月間長期熟成させ、日本酒度プラ
ス6度のまろやかなお酒に仕上げま
した。
あらゆる料理に合い、また"香り高く
舌触りが良い”と女性にも人気です。

鷲宮神社催馬楽神楽の優雅な舞を
イメージした煎餅。
国内産うるち米を使用し、うす焼
に仕上げ醤油、ザラメ、砂糖かけ、
胡麻、海苔はり、精米焼の詰め合
わせです。

北海道産小豆と上質な生クリームを使用した大福で、白（そ
のままの味）、抹茶（生地に抹茶を混ぜたもの。中あんはこ
しあん）、コーヒー（生地にコーヒーを混ぜたもの。中あん
はこしあん）の３種類。要冷蔵。

県内産の味噌を使用した味噌
せんべい。今年３月に開発さ
れた新商品。味噌は県内製造
の味噌を使用している。

かぐらばやし
鷲宮神社催馬楽神楽の優雅な舞を

国内産うるち米を使用し、うす焼
に仕上げ醤油、ザラメ、砂糖かけ、
胡麻、海苔はり、精米焼の詰め合

 生クリーム大福

1箱 1,000円

1個 84円

千貫焼せんべい
最古の大社であり、お酉様の本

1袋（8枚） 400円

久喜市商工会推奨特産品

■住 久喜市葛梅3-1-25
■営 9:30～20:00

■☎ 0480－59－6233
■休 不定休

洋菓子倶楽部エーデルワイス

7色のマドレーヌを虹に例え
て（7種類の味）。もちもち、
しっとりした食感が特徴。

■■休■不定休

5 久喜の虹色マドレーヌ

■住 久喜市上内2166
■営 9:00～16:00
■☎ 0480－58－2321
■休 土曜日・日曜日・祝日

つるつるとのどごしのよい
ちぢれ麺。スープは塩味３
+みそ味２入り。常温保存
で便利。お土産にどうぞ。

1箱5食入　1,000円

菖蒲地区

久喜地区

鷲宮地区
栗橋地区

1袋（7枚） 500円

■久喜市商工会
   鷲宮支所
　〒340-0217　久喜市鷲宮4-8-8
　TEL 0480－58－1202

本カタログの価格は税抜表示となっております。

昔ながらのマドレーヌ 139円
シェルマドレーヌ 93円

1セット 852円

鷲 宮 地 区




