
山口県アンテナショップ

おいでませ山口館

1月17日（火）～21日（土）平成29年

10:30～19:00　※21日（土）は16:00まで

東京都中央区日本橋二丁目３番4号　日本橋プラザビル1階
電話 03-3231-1863　http://www.oidemase-t. jp/
◎JR東京駅 八重洲北口から徒歩4分
◎東京メトロ銀座線・東西線、都営浅草線「日本橋駅」B3出口徒歩2分

日時

場所

公益財団法人 周南地域地場産業振興センター、周南市地産地消推進協議会、周南市
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おいでませ山口館

※掲載写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

周南地域ならではの「旨い！」をお届けします！

地元で人気のスイーツ登場！
プリンやケーキ等の洋菓子から大福や羊羹等の和菓子まで、
周南地域で人気のスイーツが勢揃い！

アンジュの恋したプティング
黄身が白い卵を使用したチーズプ
リンです。山口県立熊毛北高等学
校とのコラボ商品です。

フェアご来場の方へ

ご来場特典
各日先着
20名様

「周南地域の特産品」
プレゼント

周南地域の名品から定番商品まで、地元のおいしさを多数揃えました！

※商品を1,000円以上お買い上げの方に限ります。
1月17日（火）～21日（土）1月17日（火）～21日（土）
※商品を1,000円以上お買い上げの方に限ります。

スピードくじで
「周南特産品」を
当てよう！

各日先着
100名様

水産
コーナー

鹿野ファーム
国産豚肉を使った手作りハム
や素材にこだわった加工品を
多数販売！

瀬戸内海と山々に囲まれた周南地域。
この地の恵みから生まれた
“うまいっちゃ特産品”をご紹介します！

周南、下松、
光、田布施

Shunan Area Gourmet Fair

第３回

1,000円～2,500円
◎冷凍品 ※数量限定商品です。

（
税
込
）

とらふぐ刺身を
特別価格で
ご提供します。
限定
販売

精肉

加工品
野菜
コーナー

生50%無濾過原酒
純米大吟醸 毛利

1本（720ml）　1,728円

純米酒大賞金賞を受賞した
周南の老舗酒蔵が登場!

（株）山縣本店 限定販売

生60%無濾過原酒
純米 毛利

1本（720ml）　1,317円

純米酒大賞2016年純米大吟醸酒部門金賞受賞

純米酒大賞2016年純米酒部門金賞受賞

19日（木）のみ 10:30～16:00

「しゅうニャン
トートバッグ」
プレゼント

ご来場
特典

同 時 開 催

周南のお酒の試飲や
お肉の試食が大集合！平成28年度山口県特産品振興奨励賞

がんね栗大福がんね栗大福

使っちょらん
クッキー
使っちょらん
クッキー

卵・乳製品・小麦粉・大豆を
使用していません。
卵・乳製品・小麦粉・大豆を
使用していません。

先着500名様

場所：日本橋プラザビル1階 南広場場所：日本橋プラザビル1階 南広場



がんね栗大福

Shunan Area Gourmet Fair

きもとに起因する香り、味わいが個性
豊かで、旨みとふくらみのある酸味が熱
燗にも対応する腰の強さが特徴です。

きもと純米カネナカ

周南地域の銘酒が勢揃い！

瀬戸内海と山々に囲まれた周南地域。
この地の恵みから生まれた“うまいっちゃ特産品”をご紹介します！

山口県産の「西都の雫」を使用し、オ
ンザロックに最適な超辛口の日本酒
です。食事との相性は抜群です。

閼伽坏
金分銅酒造（株）（株）中島屋酒造場

（あかつき）

新鮮な蒸し栗餡を、ほうえい堂独特のもちも
ちとした大福生地で丁寧に包み込みました。

（有）ほうえい堂

周
南

下
松

他にも周南地域の
美食が勢揃い！

モモハム切り落とし、粗挽きポークウインナー、ほそびきウインナー、つるしベーコン、ロングボロニア、荒挽きポークフランク、豚ロース味噌漬、鹿野高原和牛カレー、鹿野高原和牛ハヤシ、
鹿野コリコリ軟骨カレー、豚ロースとんかつ、豚ヒレ一口かつ、ミネストローネ、オニオンスープ、まふくタタキ、はもフライ（瀬戸内海産）、牡蠣甘露煮、周防灘産真だこの唐揚げ、
まふく唐揚げ（ブツ切り）、ふくめしの素、殻付き牡蠣グラタン（4個）、殻付きホタテグラタン（3個）、かに甲羅グラタン（3個）、かえりミックス、このわた、このこ、ばちこ、周南産自然薯、
のんたそばがき、のんたそば粉、わさびドレッシング、わさび塩、のんたそばかりんとう、わさび大根漬、須金のフルーツジャム（ぶどう・梨）、ほうえい堂外郎、いちじく外郎、いちじくパウンドケーキ、
くるまき（ブルーベリー）、くるまき（ブルーベリージャム）、ブラウニー、ホワイトブラウニー、抹茶ホワイトブラウニー、果実ジュレ（いちじく）、五年貯蔵梅のかほり、花もり、芋むすめ、純米毛利公、
しぼりたて純米吟醸かほり、斗瓶採り 超特選大吟醸毛利公、芋焼酎要助◎上記掲載以外にも商品を取り揃えております。

※天候や在庫状況によっては掲載している商品をご用意出来ない場合があります。あらかじめご了承ください。

4個入　594円

チーズベイクド

１個 160円より １個 160円より

しゅうなんラスク
地元産の乾燥果実と地元パン屋のラス
クを融合した贅沢なラスクです。

（一財） 周南観光コンベンション協会

いちじく外郎・いちじく羊羹
田布施産いちじくを生地に使ったやさ
しい味わいの羊羹と外郎です。

（協）田布施地域交流館

1本　各130円

（株）カン喜

10粒・20粒　各1,200円

牡蠣フライ
旬の時期の牡蠣を使用しています。衣にも
こだわりサックリ美味しく召し上がれます。 あたまとしっぽを取り除いて、生臭さを無く

して、ふんわりとした食感に仕上げました。

ほどよい粘土質の赤土が、香り高く食感のよい上質
でホクホクな風味の根物野菜を生み出しています。

徳山ふくセンター（株）

ぶちうまいっちゃ牛骨下松ラーメン
下松の人気ラーメン。自家製麺と、自社製造の牛骨スー
プにこだわった、下松エリアを代表するラーメンです。

（有）武居製麺

2食入　470円

周南ラーメン
地元の麺屋と山口県立徳山商工高等学校の生徒との
コラボより生まれた、太麺×豚骨醤油ラーメンです。

スタンド製麺（有）

2食入　600円

手作りいちじくジャム
地元農家の主婦グループが心を込めて作
った田布施町特産のいちじくジャムです。

（協）田布施地域交流館

1本（150g）　550円

鹿野産白大豆
山口県独自の認証制度である「エコ50」の認証を受けた白大
豆です。平成24年度には農林水産大臣賞を受賞しました。

米検査で１等を得た米のみ出荷しています。1 袋（300g）　160円

焼肉のたれ（甘口・中辛・濃口）
柔らかい香りと甘さが特徴の「来巻ニ
ンニク」を使用した焼肉のたれです。

下松市農業公園

1本（300ml）　400円

夜市産さといも
夜市の赤土で育った柔らかくてホク
ホクした食感の里芋です。

夜市園芸組合

1袋　350円

小梅
光市産の小梅です。お弁当にも最適な大きさで
す。「光いっぱいの母の味」をご賞味ください。

光市生活改善実行グループ連絡協議会

1袋（180g）　700円

わさび新芽漬
冬期間12月～2月に収穫されたわさび
の新芽（ガニ芽）を醤油漬にしました。

鹿野高齢者生産活動センター

1本（140g）　1,280円

アイコの雫
高糖度フルーツトマトアイコを完熟させ、
そのまま搾った贅沢ジュースです。

神協産業（株）

1本（500g）　2,800円

ふくッケ
ほぐしたふくの身やふくの白子を贅沢に
使った食べ応えのある人気のコロッケです。

1箱（4個入）　850円 1袋　300円

1本（720ml）1,543円

ソレーネ周南

周
南

須金梨ワイン
周南市須金地区は、ぶどうや梨の生産が
盛んな地区です。須金の梨を原料にした
やや甘めで後味さわやかな白ワインです。

1本（720ml）1,800円

徳山巨峰ワインシュガーネ
サッポロワイン

周
南

巨峰特有のフルーティーな香りが
特徴的な、非常に飲みやすいロゼ
ワインです。

1本（720ml）2,110円1本（720ml）1,393円

田布施町特産のいちじくを使用
した、果肉特有の甘さとさわやか
な飲み口のワインです。

田布施いちじくわいん
（協）田布施地域交流館

田
布
施

1本（720ml）1,420円

周
南

チーズチーズチーズ

夜市産ごぼう

1 袋　400円

夜市園芸組合

あかもぐふりかけ 1袋 （80g）　380円
はしとりいりこ  1袋（30g）　325円

（株）友松商店

いりこ・かえりいりこ
無添加・減塩製法で仕上げたいりこです。
そのままでもおいしくいただけます。

周南のチーズにこだわった名店。チー
ズを使ったオトナスイーツです。

（有）マルエ水産

十割のんたそば
そばづくりの気候に適している鹿野地区。栽培、製粉、麺
づくりまで自社で行い、そば粉と自然薯で作っています。

（株）かの高原開発

1袋　780円

下松にんにくせんべい
にんにくがほんのりと香り、口の中で
とろりと溶けるまろやかさです。

（一財）下松市笠戸島開発センター【国民宿舎大城】

（一財）下松市笠戸島開発センター【国民宿舎大城】

小（8枚入）　270円

ミニヨン手作り工房カワムラ

ふわふわチーズタルト
山口県産のりんごを甘く煮て、ふわ
ふわチーズに混ぜ込みました。

1 個　1,800円

鹿野産ひとめぼれ
1袋（2kg）　1,030円

鹿野産こしひかり
1袋（2kg）　1,080円

鹿野アグリ鹿野アグリ

にんにく味噌
下松来巻ニンニクを使用したご飯や
お野菜によく合うお味噌です。

1本（100g）　500円

試飲もあります。～周南のお酒をききくらべ～

クルマエビ
宅配販売
周南の海で水揚げされた、採
れたてで活きのいいクルマ
エビの宅配受付を行います。

純米大吟醸原田

純米吟醸原田

特別純米酒

（株）はつもみぢ はつもみぢは全量純米酒の酒蔵で
す。純米酒ならではのおいしさを皆
様にお届けしたいと考え、全量を純
米酒にしております。山口産米100
%使用、いつでも新酒の味を楽しん
でいただきたいという想いで四季
醸造をしております。

1本（720ml）2,808円

1本（720ml）1,728円

1本（720ml）1,296円
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