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［スイーツ］　

能登で50年以上お菓子を創り続け、サツマイモ
のお菓子やワッフルがご好評をいただいていま
す。新商品開発も精力的に行っており、近年は
海外でのワッフル販売も好調です。
〒928-0325　石川県鳳珠郡能登町神和住ア部40
TEL 0768-76-0031　FAX 0768-76-0067
Email : meika@angel.ocn.ne.jp
URL : http://iwaffle.jp/

株式会社 いわずみ

能登の爽やかな味覚に、心と体が温まるワッフル

能登はちみつアップルジンジャー
バジル能登塩レモン
能登はちみつアップルジンジャー 1個 240円(税込)
バジル能登塩レモン 1個 220円(税込)
常温30日

能登の食材をふんだんに使ったワッフルです。能登のはちみつに、たっ
ぷりのジンジャーを加え、蜜漬けリンゴの甘味と酸味で仕上げた「能登
はちみつアップルジンジャー」と、バジルとレモンの爽やかな風味に、能
登塩のアクセントを加えた「バジル能登塩レモン」。スイーツとしてはもち
ろん、食事にもおすすめです。

いわずみ
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［スイーツ］　

甘納豆をはじめとする各商品は保存料や着色料
などを使用せず、素材の良さを活かして製造して
います。地元の食材の美味しさをスイーツを通じ
て発信していきたいと考えています。
〒921-8031　石川県金沢市野町2-24-11
TEL 076-282-7000　FAX 076-282-7001
Email : ka@polka.plala.or.jp
URL : http://kawamura.luna.weblife.me/

株式会社 甘納豆かわむら

甘納豆かわむら　金沢　にし茶屋街

フランスと石川の食材のマリアージュを楽しむ羊羹

YOKAN
①フランボワーズ羊羹と能登オリーブ羊羹
②レモン羊羹と加賀紅茶羊羹
③国造ゆず羊羹と青りんご羊羹
④フランスいちご羊羹と奥能登揚げ浜塩羊羹
65g 1本 270円(税込)
1ヵ月　常温(25℃以下で保存)　開封後は翌日まで

1本の羊羹において、フランスと石川県の食材による2つの層を組み合わ
せ、4種の商品で2つずつの味を楽しめます。パッケージに付属した糸を
使って、好みの大きさに切り分けながら食べることもできます。すべて無
香料・無着色で製造して、それぞれの食材が持つ素朴な味わいを活かし
ています。



創業以来130年、昔からの金沢の文化風習や歳
時記を大切にしたお菓子に加え、地元の素材や
新しい洋の素材を取り入れた創作菓子の製造に
も力を入れています。
〒920-0855　石川県金沢市武蔵町13-17
TEL 076-221-0336　FAX 076-221-0431
Email : kasi5480@oregano.ocn.ne.jp
URL : https://www.koshiyamakanseido.jp/

株式会社 越
こ し や ま し ょ う て ん

山商店（越山甘清堂）

越山甘清堂　金城巻　和菓子体験

03
［スイーツ］

餡をチョコで包んだ、丸くてかわいい和風トリュフ

加
か が ほ う じ ゅ

賀宝珠
6個入 1,188円(税込)
常温30日

フワッとしてしっとりの特製の餡をホワイトチョコレートでコーティングし
た、丸くてかわいい和風トリュフです。餡は小豆、五郎島金時、抹茶の3種
類を用意し、口の中に広がる素材の風味とチョコの甘さのハーモニーを味
わえます。トリュフの上にはそれぞれ金箔や銀箔、干菓子をあしらって、金
沢の伝統と新しさを融合させました。見た目も楽しめるお菓子です。



昭和6年、七尾市一本杉通りで創業。能登の海藻
や海産物による手作りの商品開発・販売にこだわ
り、自然健康食品の豊富なラインナップがお客様
に支持されています。
〒926-0806　石川県七尾市一本杉町100
TEL 0767-53-0589　FAX 0767-53-3899
Email : shirai@giga.ocn.ne.jp
URL : http://konbuya-shirai.com/index.html/

株式会社 しら井

わかめの形そのまま、3つの食感を味わうスナック

能登の食べる海藻図鑑
10g×2袋、15g×1袋入 1,620円（税込）
常温120日

世界農業遺産にも認定された「能登の海女漁」で採れた天然若布（わか
め）を使用し、「葉」「茎」「めかぶ」の3種類に分けて作ったヘルシーな
スナック菓子です。特殊な製法で乾燥させることで、若布の形や風味を
そのまま活かしました。ほんのりとした甘さに加えて、種類ごとに異なる
食感の面白さも楽しめます。

04
［スイーツ］

しら井
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［スイーツ］

昭和6年、七尾市一本杉通りで創業。能登の海
藻や海産物による手作りの商品開発・販売にこ
だわり、自然健康食品の豊富なラインナップが
お客様に支持されています。
〒926-0806　石川県七尾市一本杉町100
TEL 0767-53-0589　FAX 0767-53-3899
Email : shirai@giga.ocn.ne.jp
URL : http://konbuya-shirai.com/index.html/

株式会社 しら井

スーパー海藻の健康効果を美味しく手軽に

海の森キャラメル（味噌味・酒粕味・昆布味）

各種75g（約15粒） 325円（税込）/各種3個入り 1,190円（税込）
常温120日

栄養素を多く含み、「スーパー海藻」と呼ばれるアカモクは、発酵食品と
一緒に食べると、花粉症改善、生活習慣病予防、抗がん作用、免疫力
アップなどの健康効果があるとされます。そんな七尾湾産の天然アカモ
クを気軽に食べられるように、能登の味噌や酒粕を加えたソフトキャラ
メルを作りました。やわらかな食感でクセになる味です。

しら井
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［スイーツ］

石川県出身で世界的に活躍するパティシエ・辻口
博啓のもと、地元天然素材を活かしたオリジナル
スイーツを製造・販売。「能登素材」満載のこだ
わり抜いた逸品を手掛けています。
〒929-0327　石川県河北郡津幡町庄ヌ39-1
TEL 076-255-0111　FAX 076-255-1136
Email : musee-keiri@kagaya.co.jp
URL : http://le-musee-de-h.jp/

ル ミュゼ ドゥ アッシュ（株式会社 レグレット）

石川の食材で「雪吊り」を表現した名物スイーツ

Y
ユ キ ズ リ

UKIZURI
10本入り 125g 1,080円(税込)
常温28日

世界的パティシエ・辻口博啓が、生まれ故郷である石川をモチーフにし
た創作菓子です。北陸の冬の風物詩「雪吊り」の縄に見立てたパイには、
地元の卵、牛乳をふんだんに使い、軽い食感を生むために米粉を使用し
ました。仕上げに能登の梅酒を使用したシュガーを塗り、縄に雪が積も
る情景をお菓子で表現しています。

辻口 博啓
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［スイーツ］　

能登半島の内浦にあり、日本有数のイカ漁港であ
る小木港で水揚げされる「能登小木いか」の加工
品を専門に製造。能登の味を多くの人に届けるた
め、日々商品づくりに励んでいます。
〒927-0553　石川県鳳珠郡能登町小木18-55
TEL 0768-74-0055　FAX 0768-74-0089
Email : wahei55@ca2.luckynet.jp
URL : http://ogiika.co.jp/

株式会社 和平商店

能登いか　船凍いか　小木港いか

能登小木港の船凍いかの風味を活かした手作り煎餅

能登いか煎餅
5枚入 540円(税込)　10枚入 1,080円(税込)
常温90日

小木のイカをふんだんに使い、スルメの香りがただよう手作り煎餅です。
小木の生イカと干したスルメの2種類を素材として、焼き方は2度焼きに
こだわっています。一次焼きは分厚い鉄板ではさみ焼く煎餅焼機で、生
地にイカの旨味をぎゅっと閉じ込め、二次焼きはオーブンで焼き上げ、豊
かな風味と食べごたえのある食感を出しています。
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［スイーツ］　

食と農のつながりをテーマに、地元の伝承料理や
農産加工に携わる女性たちで結成しました。「ご
はんば~が」や「とろ~り焼」など、地元食材によ
る手作り食品を開発しています。
〒929-0113　石川県能美市大成町リ40
TEL 0761-55-1104　FAX 0761-55-1332
Email : y.nakada-ng@neagarimachi.is-ja.jp

根上屋（JA根上 加工部会）

「加賀丸いも」をまるごと使ったかわいいお菓子

かわいいもん!!
8コ入 2,484円(税込)　
常温60日

能美市特産の「加賀丸いも」の栄養分を余すことなく味わってもらうた
めに、皮の部分まで捨てずに使ってつくったスイーツが「かわいいも
ん!!」です。皮が柔らかいため、舌ざわりも滑らかに仕上がりました。「加
賀丸いも」のまるごとの風味が活かされ、まろやかでしっとりとした上品
な甘さが魅力の焼き菓子です。
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［スイーツ］　

昭和9年の創業以来、代名詞として親しまれる銘
品「きんつば」をはじめ、伝統の味と製法を守り
ながら、全国の皆さまから愛されるお菓子を作り
続けています。
〒920-0842　石川県金沢市元町2丁目4番8号
TEL 076-252-4888　FAX 076-252-1239
Email : info@kintuba.co.jp
URL : http://www.kintuba.co.jp/

株式会社 中田屋

きんつば中田屋

加賀れんこんの食感を活かした上品なお菓子

蓮
は す ね

根しぐれ
5個入 1,080円（税込）
3日間（お買い上げ日含む）

加賀野菜のひとつ 「加賀れんこん」は、またの名を花嫁レンコンとも呼
ばれ、取り扱いが大変デリケートな食材です。そんな加賀れんこんを新
鮮なうちに荒く刻んで餡に混ぜ、シャキシャキした食感を最大限に活か
した羊羹に仕上げました。上品な小豆餡のそぼろで包んで、やさしい甘さ
を楽しめるお菓子となっています。



天明6（1786）年の創業以来、自社田で栽培した
独自の酒米（長生米）で酒造りをしています。仕
込み水は自社の地下水（硬水）と霊水「清水」の
湧水（軟水）の2種類を使い分けています。
〒929-0326　石川県河北郡津幡町清水イ122
TEL 076-289-2028　FAX 076-289-4606
Email : info@choseimai.co.jp
URL : http://www.choseimai.co.jp/

株式会社 久世酒造店

長生舞　久世酒造

酒粕と天然塩が食材の味を豊かに引き出す

ぬり漬けの素
215g 307円(税込)
常温10ヶ月

大吟醸酒など数種類の熟成させた酒粕を能登の天然塩とブレンドした
もので、酒造りに携わる蔵人たちの間で昔から伝わっていたまかない食
を、試行錯誤を繰り返して商品化しました。野菜や魚、肉などに塗って、
一晩置いておくだけで、素材の美味しさを引き出してくれます。添加物や
香料などは一切使用していない自然派食品です。

10
［調味料］
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［調味料］

平成6年に七尾市でカフェ「J,Road」を開業。地
元食材を使用したメニューを提供しています。自
社製ジャムは、地元のサービスエリアや道の駅、
ネット通販でも購入できます。
〒926-0014　石川県七尾市矢田町21号鉄砲山3番地6
TEL 0767-53-7858　FAX 0767-53-6677
Email : jk1foods.gp@gmail.com
URL : https://www.j-road.net/

ジェーケーワンフーヅ株式会社

金時草のジャム　金糸瓜のジャム

石川の食材の奥深い味と食感を楽しめるジャム

金時草のジャム/金
き ん し う り

糸瓜のジャム
金時草のジャム・金糸瓜のジャム 各100g 778円(税込)
にんじんのジャム・さつまいものジャム・赤皮かぼちゃのジャム 各130g 670円(税込)
常温　商品毎に記載

加賀野菜・能登野菜と石川の果物による「野菜&果物コラボレーション
ジャム」です。「金時草のジャム」は石川県産金時草の風味と能登産ブ
ルーベリーのコク、「金糸瓜のジャム」は能登産金糸瓜のシャキシャキ感
と国産リンゴの自然な甘さが楽しめます。甘さを抑え、食品添加物を使
わず、素材そのものの味を感じられる商品です。
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［調味料］

地元食材にこだわったとり味噌鍋などを提供す
る食事処です。自社製味噌やおかずの商品化を
進めており、今後は鶏もも肉の焼き鳥風やふぐの
味噌漬けなどのレトルト化を考えています。
〒926-0817　石川県七尾市藤橋町末21番地
TEL 0767-52-4848　FAX 0767-52-4848
Email : E-mail@notoya.bornsite.com
URL : https://notoya.bornsite.com/

みそ料理 のとや

みそ料理　のとや　七尾

料理の美味しさを引き上げる能登の素材の天然味噌

野菜の煮込み料理みそ
200ｇ 421円(税込)
常温96日

七尾市の店舗で調味料として使用している自家製の特製味噌を商品化し
ました。揚げ浜塩田の塩や海洋深層水など能登産の天然由来の素材が
原材料で、完成した天然味噌をさらに発酵させて、まろやかな風味を実
現しています。「ぼんじり炒め」や「ぶた肉と野菜」など、この味噌で調理
したおかずもパック商品化しています。
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［調味料］

料理の味を押し上げる「魔法のワンスプーン」

美酒のだし プレミアム
300ml 1,080円(税込)
高温多湿を避け冷暗所（20℃以下）で保存。開封後は冷蔵保管の上、お早めにご使用下さい。

自蔵の日本酒を煮切り、その旨味を凝縮して生み出しただしです。料理だ
しとしてはもちろん、調味料としても幅広く活用できます。料理に日本酒
の旨味と甘味を加える「魔法のワンスプーン」として、使用者好みの味を
プロデュースします。鍋用の大瓶タイプや冬季限定の「美酒鍋セット」も
幅広い層から支持されています。

明治9年創業。銘柄「夢醸」は、白山水系伏流水
の良質な井戸水に、同じ水系の田で栽培する酒
造好適米「五百万石」を使用。伝統の仕込み技
を駆使し、たった二人で醸す小さな酒蔵です。
〒923-1205　石川県能美市宮竹町イ74
TEL 0761-51-3333　FAX 0761-51-5355
Email : shop@mujou.co.jp
URL : http://www.mujou.co.jp/

株式会社 宮本酒造店

宮本酒造店
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［調味料］

「発酵食美人®メーカー」を目指し、糀のチカラ
でしあわせを届けます。毎日の食事に活きた酵
素を摂り入れる「一汁一菜に一糀」のライフスタ
イルを広めていきます。
〒920-0331　石川県金沢市大野町4丁目イ170番地
TEL 076-268-1248　FAX 076-268-1242
Email : info@yamato-soysauce-miso.co.jp
URL : https://www.yamato-soysauce-miso.co.jp/

株式会社 ヤマト醤油味噌

ヤマト醤油味噌　ひしほ　玄米甘酒　糀

酵素のチカラが活きている糀の万能調味料

YAMATO・塩糀 120g
1本 486円（税込）
常温9ヶ月　開封後は要冷蔵

発酵食の専門家である「味噌屋」がつくる糀として、食材の旨みを引き
出す酵素のチカラを活かしました。米糀と塩を合わせて、丁寧な熟成を
経てつくり上げた塩糀です。食材の10%量を目安に魚や肉、野菜などを
漬け込んで美味しくしたり、塩の代わりに料理に味付けしたり、多彩な
用途でお使いください。
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［調味料］

明治33年創業の老舗で、白山市で唯一、自家製
の熟成もろみを使った伝統的な製法で醤油を製
造。白山伏流水で仕込んだ絶品の味とこだわり
の商品作りで、お客様に喜ばれています。
〒924-0843　石川県白山市安吉町78
TEL 076-275-0908　FAX 076-275-8181
Email : shop@4c1.jp
URL : http://www.4c1.jp/

吉市醤油店

吉市醤油店

「東蛮醤」≠豆板醤。国産食材から生まれた辛味調味料

和風東蛮醤「太
た い こ う ら く

古楽」
120ml 842円(税込)
常温　二年間の賞味 

石川県で生産される日本固有の唐辛子「剣崎ナンバ」を原材料に、天然
の国産丸大豆から造った醤油のもろみ、米糀、酒粕などで長期熟成して
発酵させ、芳醇な辛さが特徴のオリジナル調味料を完成させました。料
理に直接かけたり、炒め物などに加えたり、幅広い範囲の調理や味付け
に活用できます。
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［調味料］

歌舞伎「勧進帳」の舞台として知られる安宅の関
のそばで、4代続く老舗料亭です。伝統の器に盛
られた新鮮な近海の幸をご用意し、心づくしのお
もてなしでお迎えいたします。
〒923-0003　石川県小松市安宅町ワ-30
TEL 0761-24-3800　FAX 0761-24-3804
URL : http://www.matsu-ya.jp/

株式会社 まつ家

白山で育った天然の猪肉を贅沢に使った肉味噌

白
は く さ ん ぼ た ん み そ

山牡丹味噌
150g 1,080円（税込）
常温2カ月

霊峰白山の豊かな自然が育てた野生のイノシシの肉を原料に、柔らかな
甘味がたっぷりの「加賀白ねぎ」と、天然熟成した「加賀味噌」を練り込
んで作り上げた肉味噌です。小松市で捕獲される猪や鹿の食肉利用に取
り組む「こまつ地美絵」にも参加する料亭まつ家が、伝統和食で培った
職人の技を駆使し、丹精込めて焚きあげました。

まつ家
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［調味料/飲料］　

能登島・志賀・穴水など合計約60haの農地で、
キャベツやリンゴ、ブドウなどを栽培。能登産の
素材を使ったジャムやドレッシング、ペーストなど
を自社工場で加工・製造しています。
〒926-0835　石川県七尾市西三階町10号4-1
TEL 0767-54-0831　FAX 0767-52-2571
URL : http://sugiyofarm.jp/　

株式会社 スギヨファーム

「完熟ぶどう（ぶどう果汁飲料）」は自社農園産のブドウを使用し、ス
トレートでは飲めないほどの糖度の高さを調整して、すっきり飲みやす
い味わいに仕上げました。「能登ジャム」も同じく自社農園産のブドウ
を原料に、自社工場で製造しています。希少糖シロップを加え、素材の
味を生かした優しい甘さが特長です。

能登の自社農園産ブドウの優しい甘さを楽しめる

完熟ぶどう（ぶどう果汁飲料）
( スチューベン/ ロザリオビアンコ )

能登ジャム
(スチューベン/ロザリオビアンコ)
完熟ぶどう(スチューベン/ロザリオビアンコ) 200ml 各300円（税込）
能登ジャム(スチューベン/ロザリオビアンコ) 150g 各500円（税込）
完熟ぶどう：常温で製造日より10ヵ月　能登ジャム：常温で製造日より1年

スギヨファーム



果物狩りが1年中可能なフルーツのテーマパーク
です。果物の生産、販売、加工品販売などを行っ
ており、農園の新鮮な果物を「見て」「触れて」
「味わって」楽しむことができます。
〒922-0563　石川県加賀市豊町イ59-1
TEL 0761-72-1800　FAX 0761-72-7151
Email : info@furulan.com
URL : http://furulan.com/

有限会社 三共農園(施設名:加賀フルーツランド)

加賀　観光　フルーツ狩り　加賀フルーツランド

18
［飲料］

旬の果物を丸ごと搾った濃厚仕立て

加賀フルーツランドオリジナルジュース
500ml 1,080円(税込)
直射日光を避け、冷暗所で保存　製造から18か月　

自社農園で栽培したブドウやリンゴをはじめ、旬の季節を迎えて、最も
美味しく仕上がった状態の加賀産の果物のみを原料に使用しています。
完熟した果実を丸ごと搾るなど製造方法にもこだわることで、フルーツ
本来の美味しさを引き出しました。濃厚に凝縮された味わいが自慢の果
汁100%ジュースです。
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［飲料］　

地域に根差しながら、「コーヒーのある暮らし」
を提案する企業です。自家焙煎のコーヒー豆を中
心に、コーヒーに関連する商品やスイーツなどを
製造販売しております。
〒921-8052　石川県金沢市保古3-51
TEL 076-240-4151　FAX 076-240-4152
Email : hiro@krf.co.jp
URL : http://www.caravanserai.co.jp/

キャラバンサライ株式会社

能登海洋深層水で抽出した最高級アイスコーヒー

天然ミネラルアイスコーヒー無糖1L
1L 777円（税込）
常温180日

有機コーヒー豆と能登海洋深層水が出会って生まれた「天然ミネラルア
イス」は、ネルドリップ方式で丁寧に抽出することで雑味をなくし、コー
ヒー本来のまろやかで豊かな風味をしっかりと醸しています。豆にこだわ
り、製法にこだわり、水にもこだわって、最高品質を追求したアイスコー
ヒーです。

キャラバンサライ
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［飲料］

コーヒー焙煎業から、喫茶、ホテル、レストラン
などへと営業分野を拡大。コーヒーの製造から
販売にいたるまで、バラエティに富んだ商品構
成で新しいライフステージを提供しています。
〒920-0364　石川県金沢市松島1丁目35番地
TEL 076-261-1234　FAX 076-249-9926
Email : nakayabu@dartcoffee.co.jp
URL : http://www.dartcoffee.co.jp/

ダートコーヒー株式会社

コーヒーからほのかに金沢の日本酒の香り

金澤美人珈琲 醸
か も し

540円（税込）（2袋入り、金箔トッピング付き）
常温360日

金沢の酒蔵・福光屋とのコラボで、特殊製法（特許出願中）により、香り
や味は保ちつつ、日本酒の吟醸香だけを付加したドリップバックタイプ
のコーヒーです。トッピングで金箔を浮かべてリッチな香りが楽しめま
す。パッケージには金沢の風景、商品説明には金沢弁を使用し、新しい
金沢珈琲のスタイルを提案。お土産品に最適です。

ダートコーヒー

21
［飲料］

明治9年創業。銘柄「夢醸」は、白山水系伏流水
の良質な井戸水に、同じ水系の田で栽培する酒
造好適米「五百万石」を使用。伝統の仕込み技
を駆使し、たった二人で醸す小さな酒蔵です。
〒923-1205　石川県能美市宮竹町イ74
TEL 0761-51-3333　FAX 0761-51-5355
Email : shop@mujou.co.jp
URL : http://www.mujou.co.jp/

株式会社 宮本酒造店

宮本酒造店

石川県初の地元特産品で造った芋焼酎

本格加賀丸いも焼酎【のみよし】
720ml 3,086円(税込)
常温

石川県の酒蔵で初めて芋焼酎製造免許を取得し、『加賀丸いも』（山の
芋）を原料として造りました。甘く包み込む香りと深く優しく広がる味わ
いが特徴で、幅広い層からの支持と関心を集める焼酎です。原酒や金箔
入り、熟成商品、九谷焼干支ボトルなど、多彩な商品ラインナップを用意
しています。
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［飲料］

わくわく手づくりファーム川北　金沢百万石ビール

川北町の基幹産業である「農業」と「商業」を融
合し、新しい地場産業を生み出すために設立。近
年はホップの栽培も開始し、「All JAPAN」での
地ビールづくりを目指しています。
〒923-1277　石川県能美郡川北町字橘新ロ49-1
TEL 076-278-7272　FAX 076-278-7271
Email : wkwk@angel.ocn.ne.jp
URL : http://wkwkfarm.com/

農業法人有限会社 わくわく手づくりファーム川北

県内産の麦芽から醸造。金沢生まれの雅な地ビール

金沢百万石ビール
（ペールエール、コシヒカリエール、ダークエール）

350ml 390円(税込) 　
常温180日

自社栽培の大麦を使って麦芽から製造したクラフトビールです。「6次産
業化整備事業」の認可を受け、高ギャバ製法麦芽を使用して醸造しまし
た。原料には地元で転作作物として広く栽培されている六条大麦を使用
しています。白山の清らかな伏流水と県内産大麦によるホップの心地よ
い苦みとスッキリした飲み口を楽しめます。

23
［総菜］

能登半島の内浦にあり、日本有数のイカ漁港であ
る小木港で水揚げされる「能登小木いか」の加工
品を専門に製造。能登の味を多くの人に届けるた
め、日々商品づくりに励んでいます。
〒927－0553　石川県鳳珠郡能登町小木18-55
TEL 0768-74-0055　FAX 0768-74-0089
Email : wahei55@ca2.luckynet.jp
URL : http://ogiika.co.jp/

株式会社 和平商店

能登いか　船凍いか　小木港いか

冷風乾燥で油ハネしない能登小木港産のイカの天ぷら素材

一夜干しイカ天
5枚入 ※業務用に開発された商品の為、一般小売価格はございません
冷凍180日

能登の海洋深層水で軽く塩味を加え、皮をつけたまま一夜干しにした、
天ぷら素材の冷凍イカです。解凍後にお好みの大きさに切って天ぷら粉
をつけ、油でさっと揚げて食べます。冷風乾燥しているため、揚げる際に
ほとんど油ハネしないのが特長です。イカの旨味が集中している皮まで
まるごと味わえる、新しい天ぷら素材を提案しています。
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［総菜］
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［総菜］

なまこや　このわた　くちこ　能登珍味

日本の食の伝統を受け継ぐ地に生まれた喜びと
誇りを胸に、このわた、干くちこなど、奈良時代か
ら能登に伝わるナマコの珍味を提供します。新し
いナマコ商品の開発にも挑戦しています。
〒926-0178　石川県七尾市石崎町香島1丁目22番地
TEL 0120-33-7058（フリーダイヤル）　FAX 0767-62-2235
Email : support@namakoya.com
URL : http://www.namakoya.com/

有限会社 大
お お ね お と ま つ

根音松商店

体に優しいお粥でナマコの滋養をしっかり摂取

能登産なまこのお粥
能登産なまこのお粥(白粥・中島菜)各250g 各540円（税込）
常温180日

ナマコの滋養成分であるビタミンB群やビタミンE、カルシウム・鉄・鉛な
どのミネラルを手軽に摂取できるレトルト粥です。柔らかく戻した干しナ
マコを具材に、天然のうす塩で味付けしました。ナマコは中国の漢方医
学では慢性肝炎や動脈硬化の予防、補腎強壮などに効果があるとされ、
特に中高年や病気療養中の方におすすめです。
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［総菜］

原料はすべて石川県産大豆にこだわり、地産地
消の豆腐造りを目指しています。金沢の伝統食
「ひろず」をはじめ、各種惣菜も取り扱って、地元
ならではの味を追求しています。
〒920-0356　石川県金沢市専光寺町二-71-1
TEL 076-266-1201　FAX 076-266-1202
Email : info@kanazawatofu.co.jp
URL : http://www.kanazawatofu.co.jp/

株式会社 金沢豆冨

金沢ひろず

金沢の味「ひろず」と「じぶ煮」のコラボ食品

金澤じぶ煮ひろず
1個 648円
冷蔵30日

金沢独特の食品である「ひろず」の中に、こちらも金沢の郷土料理である
「じぶ煮」を詰め込んだ商品です。「ひろず」は石川県産の豆腐生地に
加賀丸いもをつなぎに使い、「じぶ煮」にはすだれ麩や生麩、能登椎茸
など地元特産の具材を用いて、金沢の味覚同士をコラボレーションさせ
ました。温めるだけですぐに食べられます。
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［総菜］

地元有志との食のイベント屋台活動「チーム能登
喰いしん坊」からのアイデアを商品化。「能登ぶ
どう葉茶」「能登牡蠣のブラックカレー」など、ホ
ンモノの商品作りにこだわっています。
〒927-0027　石川県鳳珠郡穴水町川島ワ32-1
TEL 0768-52-8686　FAX 0768-52-0204
Email : taishoshotai@yahoo.co.jp
URL :https://www.isico.or.jp/site/fund-story/catalog-create.html

有限会社 クリエイト

能登牡蠣　チャウダー　クリエイト

屋台で好評の能登産食材のスープをレトルト化

能
の と か き

登牡蠣チャウダー
250g 864円（税込）業務用もあります　
常温保存　製造後2年間

能登牡蠣を能登ワインのシャルドネでワイン蒸しにして、揚げ浜塩田の
天然塩とイカのいしりを隠し味に、具だくさんのスープ「能登牡蠣チャウ
ダー」に仕上げました。イベントの屋台で提供しているレシピをレトルト
商品で再現し、野菜のほどよい硬さや本格的なスープの製法も追求して
います。量もたっぷり250グラムをご用意しました。



能登地域を中心とした日本海の能登の“おいし
い”を全国にお届けする鮮魚仲卸・水産加工会社
です。能登の海と自然からの新鮮な恵みを、心を
込めてお客様へお届けしてまいります。
〒926-0006　石川県七尾市太田町111-25
TEL 0767-53-0055　FAX 0767-52-7226
URL : https://www.sugisyo.co.jp/

す
す ぎ し ょ う す い さ ん

ぎ省水産株式会社

能登ふぐたたき

27
［総菜］　

天然フグの美味しさを封じ込めた炙りたたき

天然能登ふぐ炙りたたき
4,860円（税込）（送料別）
●能登ふぐ(柵 500g)×1パック(ごまふぐ、又はまふぐ使用) 原産地:石川県
●能登ポン酢(200ml)×1本  
ふぐ/冷凍90日、解凍後 冷蔵4日間　能登ポン酢/1ヶ月

新鮮なうちに加工（有毒部位を除去）した天然フグ（ゴマフグ、マフグ）
の身を、炙ってから冷水に漬けて引き締め、美味しさを封じ込めてありま
す。お好みに合わせてスライスし、こだわりの能登ポン酢などでお召し上
がりください。天然フグのしっかりとした歯ごたえ、淡白な中にも天然も
のならではの甘みを感じる一品です。
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［総菜］

「かに風味かまぼこ」を開発したパイオニアとし
て、海外市場でも成果を挙げ、中でも「ロイヤル
カリブ」は、寿司ネタとして中国や東南アジア市
場でも人気を集めています。
〒926-0835　石川県七尾市西三階町10号4-1
TEL 0767-57-0087　FAX 0767-52-2571
Email : baoquan@sugiyo.co.jp
URL : http://www.sugiyo.co.jp/

株式会社 スギヨ

かにかま

鍋の具材が寿司ネタに。中国で好評の海外向けカニカマ

火鍋用「カニカマ」
海外輸出用の為、1kg/袋 950円（税抜）
-18℃以下、365日間

アジア市場向けの商品として、火鍋をはじめとする鍋料理の具材として使え
るカニカマを開発しました。煮込みに耐える身の大きさや厚さ、風味を追求
すると同時に、歯ごたえなどの食感にもこだわりました。すると、この食感が
中国において、炙り寿司のネタとして思わぬ人気を集めるようになり、現在は
主に「寿司ネタ専用カニカマ」として現地の消費者に親しまれています。
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［総菜］

「古き良き味を伝えて」をモットーに水産物加工
品を製造・販売。特に、しめさばやサーモンなど
の魚を、レモンやトマト、ゆずなどと一緒に糀漬け
にした商品を多く製造しております。
〒924-0007　石川県白山市倉部町200番地
TEL 076-275-5931　FAX 076-275-6114
Email : info@zenifukuya.com
URL : http://zenifukuya.com/

株式会社 錢
ぜ に ふ く や

福屋

ゼニフクヤ　いかまんま

金沢カレーが詰まったスパイシーないかめし

金沢カレーいかまんま（甘口、辛口）
1個入 864円(税込)
常温90日

能登産スルメイカの中に、加賀産の米とともに金沢カレーのルーを詰め
込んで、自家製の醤油タレで煮たスパイシーないかめしです。イカの身と
コクのあるスパイシーなご飯を甘辛の醤油ダレが包み込み、大人から子
供まで楽しめる味になりました。マイルドな甘口とチリソースが効いた辛
口の2種類の商品があります。
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［総菜］

羽咋市で唯一の精肉店としてソーセージ工房「の
まま」を設け、ソーセージやハム、ベーコン、ス
モークチキンなどを製造・販売。商品を詰め合わ
せたギフトセットも販売しております。
〒925-0033　石川県羽咋市川原町テ27-3
TEL 0767-22-0029　FAX 0767-22-8429
Email : naotta@hotmail.co.jp
URL : http://nomama.shop/

有限会社 牛
ぎゅうかつ

勝

のまま　能登　牛勝

能登の食材を味わう季節限定の野菜入りソーセージ

能登金時ソーセージ（秋限定）

能登トマトソーセージ（夏限定）

1袋（130g入り） 各500円

肉屋ならではの目利きと丁寧な肉処理によって、石川県産の「能登豚」と
珠洲の塩に、能登野菜を混ぜ込んだオリジナルのソーセージを開発しま
した。「能登トマトソーセージ」はミニトマトを一度乾燥させて、旨みと酸
味を凝縮。「能登金時ソーセージ」はほっこりとした優しい甘さで、おや
つ感覚で食べられます。
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［珍味］

「魅力ある複合的な地域づくり」をコンセプト
に、自然体験を中心とした事業活動に取り組ん
でいます。自社農園のブドウなど、能登の厳選
食材を用いた商品を心を込めてお届けします。
〒927-0223　石川県鳳珠郡穴水町字鹿波ハ1-1
TEL 0768-56-1522　FAX 0768-56-2523
Email : info@okurusky.jp
URL : http://www.okurusky.jp/

株式会社 OkuruSky（オクルスカイ）

HITOTSU　ひとつ　OkuruSky　オクルスカイ

能登の食材とイタリアの食文化の幸福な出会い

HITOTSUのフィグログ
100g 1,242円（税込）
常温365日　※夏季のみ冷蔵保存することをおすすめします。

無花果（イチジク）、プルーン、レーズン、胡桃を練り混ぜて作るイタリア
の伝統料理・フィグログ。「能登の美味しい」を詰め込んだ食品ブランド
「HITOTSU」では、自社農園産ブドウのレーズンや石川県産の無花果、
国産の蜂蜜などを練り込んだフィグログを完成させました。冬季には
シャルドネの葉で包んで限定販売します。
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［珍味］

能登で100年以上続く鮮魚店です。地元の食卓
で親しまれる魚から味に自信の高級魚まで幅広
く取り扱っています。朝どれの魚を下処理した鮮
魚セットは、全国に発送しています。
〒927-0433　石川県鳳珠郡能登町宇出津ト字5-1
TEL 0768-62-0078　FAX 0768-62-3533
Email : sakanant@hb.tp1.jp
URL : http://shitahira.com/ss/

株式会社 したひら

したひら　能登　鮮魚　通販

能登のスルメイカを丸ごと漬け込んだ西京漬け

いか極
き わ め づ け

漬
1袋（1ぱい入） 790円 (税込)
冷凍（−18℃以下）90日

日本でも有数の水揚げ場である小木港のスルメイカを西京漬けにしまし
た。金沢市大野地区の白味噌に、煮切った純米酒、みりん、いしりを加え
た特製の味噌床を用いて、ゲソをつけたまま、じっくり漬け込んでいま
す。冷めたあとも身が柔らかく、ほどよい甘みがあり、子どもからお年寄
りまで幅広い年齢層に好まれる味です。
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［珍味］

明治37（1904）年の創業時より、現在の「能登
牛」を取り扱う精肉店を経営。食肉を中心に、加
工や卸、小売を行っています。レストラン「てらお
か風舎」も経営しています。
〒925-0447　石川県羽咋郡志賀町富来領家町イ-30
TEL 0767-42-2829　FAX 0767-42-1225
Email : info@notogyu.com
URL : https://www.notogyu.com/

寺岡畜産株式会社

てらおかの肉　てらおか風舎

噛むほどに味わえる能登豚の旨みと甘み

能
の と ぶ た あ る ふ ぁ

登豚αのめぐみジャーキー
1袋（28g） 540円
常温180日

自然豊かな能登の里山で育てられ、生活習慣病の予防に効果があると
されるα-リノレン酸を多く含んだ機能性豚肉「能登豚αのめぐみ」を原
材料に、昔ながらの製法で、肉をスライスし、乾燥して仕上げたポーク
ジャーキーです。噛むほどにあふれだす肉の旨みと甘みを味わいなが
ら、ジャーキーの懐かしい食感を楽しめます。



明治33年創業の老舗で、白山市で唯一、自家製
の熟成もろみを使った伝統的な製法で醤油を製
造。白山伏流水で仕込んだ絶品の味とこだわり
の商品作りで、お客様に喜ばれています。
〒924-0843　石川県白山市安吉町78
TEL 076-275-0908　FAX 076-275-8181
Email : shop@4c1.jp
URL : http://www.4c1.jp/

吉市醤油店

吉市醤油店

34　　
［珍味］

石川が世界に誇る「ふぐの子」をさらに美味しく

「ふぐの子」醸
か も

し漬
30g 1,100円(税込)
常温365日

フグの卵巣を2年以上塩漬けと糠漬けにして毒を消し去る石川県特産の
「ふぐの子糠漬け」。この漬物を国産の原材料（醤油もろみ､みりん､酒
粕､酒米ぬか､てんさい糖蜜､みりん粕）による独自の「醸し漬け」でさら
に漬け込んで、「ふぐの子」の濃厚な味をより一層美味しく引き立てた発
酵食品です。



明治33年創業の老舗で、白山市で唯一、自家製
の熟成もろみを使った伝統的な製法で醤油を製
造。白山伏流水で仕込んだ絶品の味とこだわり
の商品作りで、お客様に喜ばれています。
〒924-0843　石川県白山市安吉町78
TEL 076-275-0908　FAX 076-275-8181
Email : shop@4c1.jp
URL : http://www.4c1.jp/

吉市醤油店

吉市醤油店
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［珍味］

独自の発酵製法で「能登ふぐ」の味を広げる

「能登ふぐ」醸
か も

し漬
40g 800円(税込)
要冷　半年

「醸し漬け」は、天然の国産丸大豆から自社で長期熟成して造った醤油
のもろみに、国産の各種発酵食品を加えて漬け床を造り、その漬け床を
低温にして酵素を活性化させる独自の発酵製法です。この商品では「能
登ふぐ」の身のスライスを醸し漬けにして、ご飯のお供や酒の肴にぴった
りの濃厚な風味に仕上げました。
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［コスメ・健康］　

健康食品や栄養補助食品の開発、販売を行って
います。能登の海洋ミネラル（深層水）を使用し
た食品として、サプリメントやレトルトカレーなど
を企画・開発し、商品化しております。
〒923-0004　石川県小松市長崎町2-107
TEL 0761-24-3933　FAX 0761-24-3928
Email : takeshima@atlasnet.jp
URL : http://kanazawa-honpo.com/item/atlas17/

株式会社 アトラス

塩ファイト

海洋深層水の塩分で、かしこく正しく水分補給

塩ファイトPLUSサプリ
18g（300mg×60粒入） 1,800円（税別）
製造日より2年　高温多湿を避け、冷暗所で保存

能登町小木沖の海洋深層水由来の塩を使用している「塩ファイトPLUS
サプリ」は、適量の塩分とコエンザイムQ10、ビタミン群などを配合する
ことによって、発汗時の水分と栄養分の補給を助け、体の疲労を和らげ
るサプリメントです。毎日を健康に乗り切るための必須アイテムとして、
携帯に便利なパウチタイプで提供しています。
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［コスメ・健康］　

皮膚科医と薬剤師のチームで、皮膚トラブルの
患者さんに安心して使っていただける安全な石
けんを作っています。症 状に合 わせた目的別
で、正しいスキンケアを知るための石けんです。
〒929-0206　石川県白山市鹿島平11-60（なかでクリニック併設）
TEL 076-278-6070　FAX 076-278-6070
Email : info@esther-soap.jp
URL : http://www.esther-soap.jp/

有限会社 エステル　せっけん工房エステル

せっけん工房エステル

皮膚科医と薬剤師が手掛けた肌と自然に優しい石けん

メディカルデルマ石けん
各 2,700円（税込）

皮膚科医がプロデュースし、薬剤師が調合した薬草エキスを配合して、
加熱しないコールドプロセス製法で4~6週間じっくり熟成した薬草石け
んです。タイプごとに、アンチエイジング、キズの回復、美白、肌荒れ改
善、体臭を抑えるなどの効果があります。添加物は一切使っておらず、皮
膚の弱い人や敏感な人も安心して使用できます。
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［コスメ・健康］　

なまこ　なまこ美人

日本の食の伝統を受け継ぐ地に生まれた喜びと
誇りを胸に、このわた、干くちこなど、奈良時代か
ら能登に伝わるナマコの珍味を提供します。新し
いナマコ商品の開発にも挑戦しています。
〒926-0178　石川県七尾市石崎町香島1丁目22番地
TEL 0120-33-7058（フリーダイヤル）　FAX 0767-62-2235
Email : support@namakoya.com
URL : http://www.namakoya.com/

有限会社 大
お お ね お と ま つ

根音松商店・なまこや

ナマコと能登の原料の天然成分でしっとり洗える

化粧石鹼　なまこ美人
80g 1,900円（税込）　32g 850円（税込） 

能登産のナマコに含まれる豊富なコラーゲン、毛穴の汚れを落とす珪藻
土、和倉温泉の源泉水など、能登由来の原料から手づくりした化粧石鹼
です。長期熟成のコールドプロセス製法により、しっとりとした洗い上が
りと高い保湿効果を実現しました。無香料のナチュラルベージュ、ミント
の香りのマリンブルーの2タイプを用意しています。



文政6（1823）年創業。人と自然がともに酒を
醸す蔵であり続けるために、より丁寧な酒造り
を心掛けています。自然界の乳酸菌を活かした
「山廃仕込」には定評があります。
〒924-0823　石川県白山市坊丸町60-1
TEL 076-275-1165　FAX 076-275-1866
Email : shata@tengumai.co.jp
URL : http://tengumai.co.jp/

株式会社 車
し ゃ た し ゅ ぞ う

多酒造

車多酒造　天狗舞　shu re

39
［コスメ・健康］　

体の内外から素肌をうるおす「肌専用日本酒」

shu re 特別純米
shu re 美容保湿クリーム
shu re特別純米 300ml 1,620円
shu re美容保湿クリーム 30g 6,480円
製造年月から1年以内 ※開封後は冷蔵庫

日本酒由来の天然保湿成分α-EGを多く含んだ純米酒と保湿クリームを
開発しました。純米酒は山廃仕込みにより、奥行きと深みを感じる個性
豊かな味わい。保湿クリームは天然由来100%の美容成分が溶け込み、
みずみずしくなめらかな手触り。体の内側と外側から、肌へうるおいを与
え、ハリのある素肌へ導きます。



気軽に続けられる「美用食」を石川の食材で開発

① 糀の甘酒
② 無水調理で美的栄養価ををギュッと密封
　  酒かすカレー（発芽大豆とトマト）
③ 楽しい昆布シリーズ ※全7種

①300ml 1,404円（税込） 500ml 1,620円（税込） 常温・製造日より8ヶ月
②150g 810円（税込）　常温・製造日より1年半　
③各種4~15g 518円（税込）　冷暗所・製造日より6ヶ月

40
［コスメ・健康］　

金沢発祥の老舗金箔屋から生まれた和コスメ
ブランド「まかないこすめ」を展開。新たに石川
県産の素材にこだわった食品部門「私にだって
続けられる美用食」シリーズを手掛ける。
〒162-0822　東京都新宿区下宮比町1-4　飯田橋御幸ビル6F
TEL 03-3235-7661　FAX 03-3235-7662
Email : info@kinpakuya.com
URL : https://makanaicosmetics.co.jp/

株式会社 ディーフィット／まかないこすめ

まかないこすめ　絶妙レシピのハンドクリーム　

「美しくなるために用いられる食べ物」として、美容ではなく「美用食」
として展開する食品シリーズ。「食べたら美しくなりそうなものを気軽
に。」のコンセプトで、石川県産の食材を使い、美味、手軽、適価、栄
養、保存の5つの条件を満たす食品を開発しました。からだの中からもキ
レイを提案します。
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［コスメ・健康］　

金沢発祥の老舗金箔屋から生まれた和コスメ
ブランド「まかないこすめ」を展開。「金箔屋生
まれ」として、科学的検証に裏付けされた金箔
入りコスメの開発に成功しました。
〒162-0822　東京都新宿区下宮比町1-4　飯田橋御幸ビル6F
TEL 03-3235-7661　FAX 03-3235-7662
Email : info@kinpakuya.com
URL : https://makanaicosmetics.co.jp/

株式会社 ディーフィット／まかないこすめ

まかないこすめ　GOLDAYS　和コスメ

金の効果を実証。飾りではなく機能する金箔化粧品

まかないこすめ GOLDAYS
① 金箔ジェルスプラッシュ（化粧水）
② 金箔チャージセラム（美容液）

①100ml 12,960円(税込)　②30ml 10,800円(税込)

業界で初めて肌に対する金箔の効果・効能を検証しました。金箔を入れ
ることで、肌のハリや弾力の元となるコラーゲン・エラスチン・ヒアルロン
酸といった成分を作り出す「線維芽細胞」が増殖することを実証。金箔
主体のスキンケア商品シリーズ“GOLDAYS（ゴールデイズ）”によって、
年齢を重ねた肌の悩みの解決に貢献します。
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［コスメ・健康］　

自然界に存在する有効成分を独自の技術で抽出
し、天然由来成分の大いなる可能性を研究、開
発、検査、製造。自然のチカラを原料化、処方開
発、製品化して世の中に提供しております。
〒923-1211　石川県能美市旭台2丁目5番地1
TEL 0761-52-7777　FAX 0761-51-6166
Email : tmc-info@towako-cosme.net
URL : http://towako-cosme.net /

T
ト ワ コ ウ

OWAKOメディカルコスメティック株式会社

ラヴィージョ

能登の赤ワインから生まれたオーガニック基礎化粧品

ラヴィージョ 基礎化粧品
クレンジング 150ml 5,616円/フェイスウォッシング 200ml 5,940円
ローションスプレー 150ml  7,776円/クリーム 30g 10,260円
エッセンスF 30ml 11,880円
トライアルセット 1,998円（クレンジング15ml、フェイスウォッシング20ml、
ローション20ml、クリーム30g） ※すべて税込価格

化粧品原料と化粧品の開発のプロがこだわって創りあげたオーガニック基礎
化粧品として、「プレミアム石川ブランド」に認定されました。原料は美容と
健康への効果が注目されている能登産赤ワインの酵母から開発し、自社オリ
ジナルの原料だからこそ、全アイテムに配合できました。年齢を重ねた肌のケ
アに酵母のチカラで働きかけます。
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［コスメ・健康］　

昨今の入浴剤へのさまざまなニーズに対応して、
幅広い世代が安心して使用でき、環境に負担を
かけない商品を研究・開発しています。企業向け
のオリジナル入浴剤も企画・製造します。
〒924-0028　石川県白山市相川新町655番地1
TEL 076-275-5141　FAX 076-275-5179
Email : f-takue@h-kasei.co.jp
URL : http://www.h-kasei.co.jp/

北
ほ く り く か せ い

陸化成株式会社

北陸化成　入浴剤　バスポート

お風呂場から石川を旅する「バスポート」

入浴用化粧料 湯けむり浪漫
金沢・白山・能登

①金沢・白山・能登 3包セット 40g×3包 650円
②金沢 40g 250円
③白山 ④能登 各40g 200円 ※全て税抜

石川県の3地域を代表する素材を配合した入浴用化粧料シリーズです。
「金沢」は美肌成分の金沢箔、「白山」はうるおい成分の加賀菊酒、
「能登」はひきしめ成分の能登の塩が入っています。3包セットのパッ
ケージはキャリーバッグを模したデザインで、家庭での入浴から石川の
旅へと誘う「バスポート」をイメージしています。
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［観光］

昇龍道　ドラゴンルート

石川県を中心に、富山県、岐阜県、愛知県の企業
21社で構成。観光事業者の実務型広域連携のモ
デルとして注目され、海外だけでなく、国内に向
けた誘客の取り組みも開始しています。
〒926-0174　石川県七尾市奥原町3-29-2（和倉温泉 多田屋内）
TEL 0767-62-3434　FAX 0767-62-2135
Email : kuni1829@yahoo.co.jp
URL : https://www.dragonroute.net/

昇龍道ドラゴンルート推進協議会

海外からのバイカーが能登半島を目指す旅行ルート

昇龍道バイクツアー
能登半島を世界へ発信
日本国内の旅行商品　お1人30万円~
5泊6日、6泊7日　

能登半島を頭として、中部圏の南北を縦断するルートを縁起の良い昇龍に
見立てて「昇龍道」と名付け、地域の観光資源を取り込んだインバウンド
向け旅行商品として展開。台湾を中心にハーレーダビットソンのオーナー
へ売り込んだところ、3年半で3,000人以上のバイカーが訪れ、日本での春
と秋のツーリングの定番商品となりました。
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sakefanworld

ものづくりのまち・金沢で生まれ育って100年余
り、時代ごとに先端技術を取り込んだ印刷物を手
がけてきました。これからもお客様の大切な商品
の顔づくりをお手伝いします。
〒923-1261　石川県能美郡川北町土室か16番地1
TEL 076-277-3188　FAX 076-277-9188
Email : info@sakefan.net
URL : http://sakefanworld.info/ja/

高桑美術印刷株式会社

全国の酒蔵と世界の日本酒ファンをつなぐ情報アプリ

sakefanWorld（サケファンワールド）

【初期情報登録費】1蔵 30,000円
【運営管理費】1年 50,000円

海外での日本酒ファン拡大のため、日本酒と酒蔵の情報を多言語で発信
するスマートフォンアプリとWEBサイトです。日本語を理解できない外国
人でも、お酒のラベルをアプリで読み込めば、自分の分かる言葉で情報
を得られます。多様な言語で情報発信することで、世界中の日本酒ファ
ンや日本酒販売に関わる人々に正しい情報を届けます。









発行　公益財団法人石川県産業創出支援機構(IS ICO)
制作　高桑美術印刷株式会社

じわもんセレクト  Vol.3 食品・観光②　
　いしかわ産業化資源活用推進ファンド（活性化ファンド）から生まれたモノ･コト

じわもんセレクト
 jiwamonselect

商品に関するお問い合わせ
①商品の販売・取り扱いをご希望の方は、掲載企業に直接ご連絡ください。

②掲載企業へのお問い合わせの際、「じわもんセレクトを見た」と前置きして
　お話しいただくとスムーズなやり取りができます。

③取引条件については、掲載企業に直接ご相談ください。

④商品名や価格（税込上代）は、平成30年12月時点での情報を記載しています。
　すでに変更になっている場合があるかもしれませんので、最新の情報に関しては
　掲載企業にご確認ください。

インスタグラム版  じわもんセレクト
インスタグラムでも掲載商品を随時発信しています。
みなさまからのフォローをお待ちしています。
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