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加東を贈る
おみやげ

播州銘菓
昇り鮎
1個　139 円
賞味期限：6日 / 常温保存

加東市名所闘竜灘の鮎にちなんで作った調布生地で牛皮を
包んだ和菓子です。幅広い年齢層の方に喜ばれています。

菓匠 高田屋　加東市上滝野 2084　TEL：0795-48-5385
【定休日】火曜日　【営業時間】9:00 ～18:00

15
Poudre
1本 700 ㎖　815 円
賞味期限：120日 / 常温保存

16

神戸 SELECTION7 選定商品。第1回五つ星ひょうご選定
商品。甘くておしゃれな米の妖精Poudre。米と麹から生まれた
麹スイーツで、原料は米のみです。糖類無添加、アルコール 0％。

神結酒造㈱　加東市下滝野474　TEL：0795-48-3011
【定休日】4月～10月 : 土・日曜日　11月～ 3月 :日曜日
【営業時間】8:00 ～17:00　【HP】http://www.kamimusubi.co.jp/top.htm

加東市産
コシヒカリ
1袋 5 ㎏　2,547 円

17
加東市産
山田錦の地酒
詰め合わせ
1本 750 ㎖（1～3 本）　2,000 円～

18

加東市特産の酒米「山田錦」で醸された地酒「加東」「東条泉」
「東条わい～ん」「純米甘酒」「どぶろく」などを詰め合わせして、
この地の味だけを皆さんにお届けしています。

井乃屋　加東市新定 347-3　TEL：0795-46-0127
【定休日】月曜日　【営業時間】9:00 ～19:00
【HP】http://www.inoya.net/

加東市産コシヒカリはこうせつ・たなか（東条地域）の圃場で
100％生産された特別栽培米になります。土づくり、苗づくり、
刈取り、乾燥、精米までの全ての工程をこうせつ・たなかが
管理し、美味しいお米に仕上げています。

㈱こうせつ・たなか　加東市天神194　TEL：0795-47-0033
【定休日】5日・15日・25日　【営業時間】9:00 ～19:00
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事務局：滝野にぎわいプラザ内　〒679-0221 兵庫県加東市河高 4028
TEL.0795-48-0995　FAX.0795-20-6070　www.kato-kanko.jp

加東市役所加東市役所
加東市民病院加東市民病院

加東警察署加東警察署
社総合庁舎社総合庁舎

制作協力：加東市商工会 2019 年 3月発行

※価格は全て税抜きです。

滝野社 IC

中国自動車道



藤野 焼豚
100gあたり300 円
消費期限：5日 / 冷蔵保存

厳選国産豚肉を自家製の
たれにつけ込みロースター
でじっくり焼き上げています。

㈱藤野精肉店　加東市社759　TEL：0795-42-0077
【定休日】月曜日　【営業時間】9:00 ～ 20:00

家族・友人へ贈るもよし。加東の旅の思い出に自分へ贈るもよし。
多くの人に愛される加東の「おみやげ」をご紹介いたします。

白元とろろ昆布
1袋 45ｇ　343 円
賞味期限：120日 / 常温保存

ふんわり絹の食感。
専門店の味をお楽しみください。

広畑昆布店
加東市社 601　TEL：0795-42-4056
【定休日】第 2日曜日、21日　【営業時間】9:00 ～19:00

1

果実甘酒 もも
1本 390ｇ　850 円
賞味期限：90日 / 冷蔵保存

あたためてほっこりと、冷やして
さっぱり、炭酸で割っても美味
しい新感覚のフルーツ甘酒。
やしろの桃をたっぷり使用した
アルコール0％の発酵食品です。
お子様にもどうぞ。

古跡農園　加東市山国 2013-167　TEL：0795-42-1069
【定休日】不定休　【営業時間】10:00 ～18:00
【HP】http://www.koseki-peachfarm.com/
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13

米最中
みのり
1個 38g　148 円
■箱入り 10 個入り 1,630 円
　　　　 15 個入り 2,380 円
　　　　 20 個入り 3,139 円
賞味期限：7日 / 冷所・暗所保管

酒米「山田錦（社地域発祥）」をモデルにした最中です。丹波産
小豆と金沢手焼き最中種が産み出すハーモニーをぜひ味わって
みてください。

播州菓匠 大長堂　加東市沢部 613-14　TEL：0795-42-0181
【定休日】木曜日　【営業時間】9:00 ～18:00

8

11 12

ヴェネチアーナ
1個 560g　1,400 円
消費期限：15日 /25℃以下で保存

9 10

共進牧場のジャージー牛乳と、北海道産純生クリームを使用
しコク深い味に仕上げました。バニラビーンズもたっぷり入って
超濃厚な味わいです。

㈱ナポレオン　加東市上中 65-1　TEL：0795-42-3434
【定休日】なし　【営業時間】8:00 ～19:00

ナポレオンの
プレミアム
プリン
1個 75ｇ　210 円
消費期限：4日 / 冷蔵保存

3

【定休日】火曜日　【営業時間】9:00 ～18:30
【HP】http://dorayaki-suenaga.sblo.jp/

ふんわり生地の中は良質の北海道小豆に刻み栗を入れしっと
りと炊き上げたつぶ餡。その味わいはふと心をなごませる
美味しさです。

社菓庵 末永　加東市社1050-1　TEL：0795-42-1800
【定休日】火曜日　【営業時間】9:00 ～18:30
【HP】http://dorayaki-suenaga.sblo.jp/

どら焼
1個 80ｇ　140 円
消費期限：3日～ 5日 /
　　　　　15℃以下で保存

5

2

播州
百日鶏弁当
1個 300ｇ　850 円
賞味期限：3日 / 冷蔵保存

4

播州百日鶏を一日味噌漬けにし、香ばしく焼き上げました。マヨ
ネーズ・煮詰め（しょう油タレ）粗切りにしたガリと大葉でとても
バランスのとれた味に仕上がっております。
※おみやげ用には大葉が入っておりません。

やしろの和がや　加東市社 30-1　TEL：0795-42-3558
【定休日】日曜日・祝日　【営業時間】昼の部11:00 ～15:00　夜の部 予約のみ
【HP】https://kenji.co.jp/

オリーブ和紅茶
1包（2g）8 個入り　500 円
賞味期限：90日 / 常温保存

6

オリーブの葉を使用した、
口当たりの良い紅茶になっております。ぜひご賞味ください。

特定非営利活動法人 地球のなかま　加東市山国 2032-14　TEL：0795-38-7888
【定休日】土・日曜日・祝日　【営業時間】9:00 ～16:00
【HP】https://chikyunonakama.jimdo.com

イタリアのヴェネチア地方
の高級発酵菓子です。
オレンジの風味が程良く
しっとりとした生地です。

アイガー社本店　加東市社1211-1　TEL：0795-42-8824
【定休日】月曜日　【営業時間】7:30 ～19:30

生キャラメルのような味わい。牛乳、生クリーム、砂糖を102～103
℃で8時間煮詰めました。自然な風味をご賞味ください。
Brillante　加東市平木 535　TEL：0795-40-9020
【定休日】月曜日　【営業時間】10:00 ～18:00（1・2月は12:00 ～17:00）
【HP】http://www.brillante-ltd.com/

しな蜜
1本 300ｇ　1,230 円
賞味期限：2年 / 常温保存

古来より栄養ある食品として
利用され、薬用効果もあり
ます。蜜源植物によりいろ
いろな「はちみつ」があります。

河合養蜂園　加東市平木 200　TEL：0795-45-0017
【定休日】火・水曜日　【営業時間】9:00 ～17:00
【HP】https://www.kawai-land.com/

14
伝の助うどん
麺 200ｇ×2 食（麺つゆ付） 482 円
麺 200ｇ×4食（麺つゆ付） 954 円
賞味期限：120日 / 常温保存

加東市特産の酒米山田錦をブレンドし、本場讃岐の有名店「手
打ち十段・うどんバカ一代」の店主が手掛けたうどんです。もっ
ちりとした触感をご賞味ください。

（一社）加東市観光協会　加東市河高 4028　TEL：0795-48-0995
【定休日】水曜日　【営業時間】8:30 ～17:15　【HP】http://www.kato-kanko.jp/

※価格は全て税抜きです。

鮎もなか
1個 45ｇ1個　112 円
賞味期限：7日 / 常温保存
ご進物用の化粧箱入もご用意しております

闘竜灘の若鮎をイメージした
最中皮に北海道小豆を独自製
法にて自然な甘さに仕上げた
粒餡をたっぷり詰めました。

御菓子司 博進堂
加東市上滝野 833-6　TEL：0795-48-2528
【定休日】水曜日・第 3火曜日　【営業時間】9:00 ～18:00
【HP】https://ameblo.jp/hakushindou

加東市こだわりグルメコンテスト入賞。社高校 生活科学科の生徒
が考案した加東市特産の茶葉がさわやかに香るうどんです。

遠藤コンス㈱　加東市上滝野 857　TEL：0795-48-3205
【定休日】水・日曜日　【営業時間】6:00 ～14:00

爽やか
三草茶うどん
麺 200g×3 食（めんつゆ付） 463 円
賞味期限：180日 / 冷凍保存
保冷箱料金は別途必要

乳を主原料
とする食品
（ミルクジャム）
・1本 85g（小）　750 円　・1本 180g（大）　1,250 円
賞味期限：180日 / 常温保存


