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	 社団法人さいたま観光国際協会では、当協会が平成２５年４月１日から２年間「さいた

ま推奨土産品」として推奨する土産品５２点と、その中からさらにお勧めする「金賞」土

産品６点を選定しました。	 

	 「さいたま推奨土産品」とは、郷土色豊かなもの、名称、意匠及び材料がさいたま市に

因む要素を有するもの等の基準により、土産品の品質向上や販路の拡大を図ることなどを

目的に、当協会が２年毎に推薦しているものです。	 

	 また「金賞」土産品とは、推奨土産品の中から、特に優れていると思われる土産品を、

さいたま観光国際協会会長賞（一般的にわかり易くするため「金賞」と表記）として選定

する制度です。	 

	 去る２月３日（日）にさいたま市宇宙劇場集会室で開催した品評会において、公募の選

定員５４名による試食・試飲などの審査を経て、投票により６点を選定しました。	 

	 なお、今回は推奨品を食品部門（３８品目）、飲料部門（５品目）、工芸品部門（９品目）

の３つに分け、それぞれの部門から金賞を選出しています。	 

	 

記	 
	 

１	 推奨期間	 

	 平成２５年	 ４月	 １日（月）から平成２７年	 ３月３１日（火）まで	 

２	 推奨品数	 

	 ５２品目	 

	 	 ・食品部門	 	 ３８品目（うち金賞品４点）	 

	 	 ・飲料部門	 	 	 ５品目（うち金賞品１点）	 

	 	 ・工芸品部門	 	 ９品目（うち金賞品１点）	 

	 

４月１日から「さいたま推奨土産品」が新しくなります！	 

記	 者	 発	 表	 資	 料（２４-０６２）	 

平成２５年	 ３月２８日（木）	 

<本状に関する問合せ先> 
 
観光事業担当	 	 	 秋本、鈴木	 

TEL：048-647-8339	 FAX：048-647-0126	 
	 

広報宣伝事業担当	 安藤・遊馬（あすま）	 

TEL：048-647-8338	 FAX：048-647-0116	 

E-MAIL：koho@stib.jp	 

URL：http://www.stib.jp	 

Twitter：@SaitamaTIB	 
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３	 金賞土産品	 

	 （１）食品部門	 

◆かやの木ロール	 

	 

種	 別：洋菓子	 

内	 容：１本	 １，３５０円	 

製造元：（有）イケダベーカリー	 さいたま市中央区下落合1018	 

備	 考：国指定の天然記念物である与野の大かやが由来のロールケーキ	 

	 	 	 	 連続６回金賞受賞	 

◆彩果の宝石	 

	 

種	 別：洋菓子	 

内	 容：２７個入り	 １，０５０円	 

製造元：（株）トミゼンフーヅ	 さいたま市南区辻5-3-27	 

備	 考：豊潤な香りとフルーツの風味を持つ３８種類のお菓子	 

	 	 	 	 ３回目の金賞受賞	 

◆シンケンアスピック（ハムと野菜のゼリーよせ）	 

	 

種	 別：食品	 

内	 容：２００ｇ	 １，０００円	 

製造元：（有）上総屋	 さいたま市見沼区大和田町1-996-8	 

備	 考：ドイツ語で「シンケン」はハム、「アスピック」はゼリーの野菜よせ	 

	 	 	 	 ２回連続、２回目の金賞受賞	 

◆テーベール（抹茶ケーキ）	 

	 

種	 別：洋菓子	 

内	 容：６号	 ３，１５０円	 

製造元：（株）ベーカーハウス	 さいたま市中央区本町西2-6-6	 

備	 考：与野公園の新緑をイメージした、口溶けの良い焼き菓子	 

	 	 	 	 ４回連続、４回目の金賞受賞	 

	 （２）飲料部門	 

◆狭山茶「中山道宿場銘茶	 大宮宿・浦和宿」	 

	 

種	 別：日本茶	 

内	 容：８５ｇ×２缶	 ３，１５０円	 

製造元：（株）信濃屋	 さいたま市北区吉野町1-384	 

備	 考：渋みの少ない、甘みのある、口当たり良い飲み口が特徴のお茶	 

	 	 	 	 ３回目の金賞受賞	 

	 （３）工芸品部門	 

◆彩のくに	 彩春雛	 

	 

種	 別：民芸品	 

内	 容：人形２体、飾台、屏風、立札	 ３，８００円	 

製造元：（株）鈴木人形	 さいたま市岩槻区本町3-5-16	 

備	 考：全行程を同店で行なっている手作りの雛人形	 

	 	 	 	 初の金賞受賞	 
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４	 推奨土産品	 

	 （１）食品部門	 

種	 別	 品目、価格など	 製造元	 備	 考	 

和菓子	 
うらわサッカーの街	 

	 8個入	 ¥1,350	 
花月庵	 つくば	 緑区原山3-18-15	 

	 

和菓子	 
黒とら	 

	 10個入	 1,575	 
（有）藤宮製菓	 岩槻区西町3-2-16	 ※初推奨品	 

和菓子	 
さいたま盆栽みどり山	 

	 5個入	 ¥600	 
和生菓子	 豆の木	 北区日進町2-810	 

	 

和菓子	 
彩の薔薇	 

	 10個入	 \1,350	 
善収庵	 大こくや	 中央区本町東2-17-2	 

	 

和菓子	 
天狗羊羹	 

	 160g	 \380	 
岩戸屋	 岩槻区大戸1738	 

	 

和菓子	 
献上銘菓	 時乃鐘最中	 

	 12個入	 ¥2,247	 
（有）時乃鐘田中屋	 岩槻区本町3-16-10	 	 

和菓子	 
白鷺宝詰合せ12コ入	 

	 12 個入	 \1,250	 
（株）浦和花見	 浦和区高砂1-6-10	 	 

和菓子	 
氷川焼きだんご	 

	 5本入	 ¥330	 
氷川だんご屋	 大宮区高鼻町2-130	 

	 

和菓子	 
福々まんじゅう	 

	 3個入	 ¥400	 
御菓子司	 福泉	 緑区原山1-27-25	 

	 

和菓子	 
文蔵芋詰め合せ	 

	 6個入	 ¥900	 
御菓子司	 青柳	 南区文蔵2-10-9	 

	 

和菓子	 
紅赤ぷりん	 

	 5個入	 \1,100	 
（有）足立屋	 浦和区仲町3-13-12	 ※初推奨品	 

和菓子	 
岩槻名菓	 本丸太鼓	 

	 10個入	 \2,200	 
磯崎家宗庵	 岩槻区本丸2-17-17	 	 

和菓子	 
招きうさぎ	 

	 ６個入	 ¥630	 
松月堂	 浦和区本太2-8-16	 

	 

和菓子	 
まめな盆栽	 

	 5枚入	 \399 円	 
（有）Ｅ−スタヂオ	 中央区下落合5-10-5	 ※初推奨品	 

和菓子	 
大宮名菓	 むさしの道中	 

	 15枚入	 \2,197	 
和菓子司	 あたらし	 大宮区上小町1031	 

	 

和菓子	 
竜眼とうさぎ餅最中	 

	 6個入	 ¥950	 
菓子処	 加藤製菓	 浦和区東高砂町6-20	 

	 

洋菓子	 
うさぎサブレ	 

	 30枚入	 \2,260	 

（有）洋菓子パーラ

ーセキモト	 
浦和区高砂2-3-18	 

	 

洋菓子	 
うらわの実	 

	 10個入	 \2,100	 

パティスリー	 いい

天気	 
南区白幡3-13-2	 
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洋菓子	 
岩槻サブレ	 おいひーな	 

	 12枚入	 ¥1,200	 
サンドール洋菓子店	 岩槻区西町5-4-25	 

	 

洋菓子	 
カステラ	 

	 1斤(約 500g)	 ￥1,050	 
カステラ	 文	 岩槻区東岩槻3−5−3	 

	 

洋菓子	 
チーズケーキのラスク	 

	 6個入	 ￥1,050	 

（有）ダンテプロゲ

ット	 
浦和区元町1−31−15	 ※初推奨品	 

煎	 餅	 
江戸前煎餅	 

	 14枚入	 ¥1,100	 
（有）渡辺煎餅	 浦和区前地2-7-17	 

	 

煎	 餅	 
さいた米せんべい	 

	 10枚入	 \600	 
鎌田米菓	 浦和区上木崎2−10−13	 ※初推奨品	 

煎	 餅	 
手焼きせんべい	 彩の月	 

	 30枚入	 ¥2,100	 
中田せんべい	 浦和区本太3-14-7	 

	 

煎	 餅	 
新米せんべい詰め合せ	 

	 32枚入	 ¥2,380	 
錦せんべい本舗	 西区土屋106-3	 

	 

煎	 餅	 
石炭あられ	 

40g×2袋	 ¥630	 
（株）金時米菓	 越谷市新川町2-298	 

	 

煎	 餅	 
彩の国だるませんべい	 

	 20枚入	 ￥1,575	 
（株）七越製菓	 中央区上峰2-3-9	 	 

煎	 餅	 
陣屋	 ねぎみそ煎餅	 

12枚入	 ￥1,050	 
（株）片岡食品	 大宮区三橋4−798	 

	 

煎	 餅	 
ねぎ味噌せんべい	 丸	 

5枚入	 ￥420	 
（有）長谷川広商店	 岩槻区本町4-7-17	 ※初推奨品	 

煎	 餅	 
氷川餅	 

20枚入	 \1,050	 
（株）喜多山製菓	 西区内野本郷445-4	 ※初推奨品	 

食	 品	 
頑固者ラー油	 

	 130g	 \640	 

（有）ケンズカンパ

ニー	 
北区日進町2-1052-2	 

	 

食	 品	 
岩槻城下町名物	 牛肉しぐれ煮	 

	 170g	 \2,100	 
（有）まつもと	 岩槻区本町3-8-15	 

	 

食	 品	 
酒井の奈良漬	 

	 630g	 \2,100	 

（株）酒井甚四郎商

店	 
浦和区仲町2-4-23	 

	 

食	 品	 
三色三味	 

	 3種類(50g)×4パック	 \980	 
松葉納豆鶴の子本舗	 北区東大成町1-657-6	 	 
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	 （２）飲料部門	 

地	 酒	 
麗和の酒	 うらら	 

	 720ml	 ¥1,435	 
内木酒造（株）	 桜区西堀6-13-15	 	 

地	 酒	 
大手門	 大吟醸	 

	 720ml	 ¥1,732	 
鈴木酒造（株）	 岩槻区本町4-8-24	 

	 

地	 酒	 
特別本醸造	 金紋	 世界鷹	 

	 720ml	 ¥890	 
（株）小山本家酒造	 西区大字指扇1798	 

	 

地	 酒	 
清酒	 九重桜	 大吟醸	 平成ひろば	 

	 720ml	 ¥2,546	 
大瀧酒造(株)	 見沼区膝子663	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 （３）工芸品部門	 

民芸品	 
願かけヌゥだるま	 

	 高さ13.5cm	 \1,000	 
（有）岩槻整型	 岩槻区末田2258	 ※初推奨品	 

民芸品	 
さいたま観光エコタンブラー	 

	 300ml	 ¥850	 

（社）さいたま観光国際

協会	 
大宮区錦町682-2	 	 

民芸品	 
ヌゥぐるみ	 

	 高さ約25cm	 \2,000	 
（株）アルコグランデ	 浦和区岸町4-9-9	 

	 

民芸品	 
ヌゥの首まくら	 

	 約 160g	 ¥2,100	 

彩の国ブランドフォ

ーラム（株）	 
浦和区領家7-17-10	 ※初推奨品	 

民芸品	 
スマホ	 ファンシーストラップ	 

	 約 10g	 \1,200	 

（株）ファンシーフ

ラワー工房	 
岩槻区本町2-1-27	 	 

民芸品	 
エイ革	 名刺入れ	 

	 幅 10.5cm×縦7.5cm	 ¥4,900	 
（株）アズマン	 大宮区大成町3-352	 ※初推奨品	 

民芸品	 
盆栽小鉢もみじ	 

	 約9cm×7cm×9cm	 ￥2,730	 
（有）岡半	 緑区太田窪3−2−8	 

	 

民芸品	 
夢うさぎ（座り）ペア	 

	 人形 2体	 ￥1,575	 
（株）東玉	 岩槻区本町3-2-32	 ※初推奨品	 

	 


