
［即売商品］［即売商品］
◆新米あきたこまち ◆古代米

◆漬物 ◆銘菓 ◆岩魚ずし ◆はちみつ

◆味噌・たれ ◆地酒 ◆民・工芸品

◆きりたんぽや稲庭うどんなど

秋田の名産品多数

相模鉄道［二俣川駅構内特設会場］相模鉄道［二俣川駅構内特設会場］

12○木13○金14○土11月11月

14日のみ午後6:00まで14日のみ午後6:00まで ※この催事は全て消費税込みの「総額表示」となっております。※この催事は全て消費税込みの「総額表示」となっております。

秋田駒ヶ岳
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午前10：00～午後7：00午前10：00～午後7：00

1,000円以
上

お買上げの
方に

田沢湖の宿
泊券等の

賞品が当た
る!

お得な抽選会お得な抽選会 第11回 仙北市観光・物産展田沢湖・角館・西木



黒沢屋
各日先着15名様 800円にて販売

「もち米2kg入」
1,000円のところ

農家工房 小田島
各日先着10名様 800円にて販売

「あきたこまち2kg入・たつこもち米2kg入」
各1,000円のところ

養蜂 黒澤屋
各日先着10名様 2,000円にて販売

「アカシアハチミツ500g」
2,300円のところ

秋田内陸縦貫鉄道㈱
各日該当商品がある限り

50円引き
300円引き

「バターもち」

または
「馬肉シチュー」

ルーシーカンパニー
各日先着20名様 クッキープレゼント

1,000円以上お買い上げのお客様に

川魚の茶屋
各日先着10名様「骨酒用いわな」を進呈

2,000円以上お買い上げのお客様に

進呈
夢創倶楽部

各日先着30名様
「あきたこまち
（150g）」を

お買い物されたお客様に

進呈
ぺんしょん孫兵衛
各日お客様全員

「減農薬、減化学
肥料栽培米」を

2,000円以上お買い上げのお客様に

100円割引
さかい屋

各日お客様全員

1,000円以上お買い上げのお客様に

進呈
工房 北の仲間たち
各日先着10名様 「ふくろうの

どろめんこ」1コ

2,000円以上お買い上げのお客様に

進呈
スローフードこのみ
各日先着10名様 「バターもち」

（3ヶ/1パック）を

1,000円以上お買い上げのお客様に

大人気の漬物の素
「寒こうじ(200g)」を進呈

（株）安藤醸造
各日先着100名様

3,000円以上お買い上げのお客様に

粗品進呈
漬物久太郎

各日先着20名様

1,000円以上お買い上げのお客様に

和食 三吉
各日先着10名様

1,000円以上お買い上げのお客様に

粗品進呈

粗品進呈
百年や

各日先着20名様

1,000円以上お買い上げのお客様に

1,800円にて販売中村屋
各日先着10名様

「特栽米あきたこまち5kg入」
2,000円のところ

400円にて販売「もち米1kg入」
500円のところ

400円にて販売
忠右衛門ファーム
各日先着20名様

「もち米1kg入」
500円のところ

粗品進呈
1,000円以上お買い上げのお客様に秋田の物産

各日先着30名様

粗品進呈
（株）アルク
各日先着20名様

1,000円以上お買い上げのお客様に

ご来場の際、本券を提示してください（切り取り不要）ご来場の際、本券を提示してください（切り取り不要）

利用有効期間 2015年11月12日～14日
数に限りがあります。各店の特典内容をよくご確認ください。開
催期間中(11/12～14)ご利用いただけますが、1クーポン1
回のご利用となります。
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工房北の仲間たち
心をこめて作った手づくりの縁起物です。
幸運を招く土鈴をぜひおひとつどうぞ！来年は「猿」年です。
唐草祝い猿
豆唐草猿
太閤宝珠持ち猿
豆十二支セット
招猫各種

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,700円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,200円

・・・・・・・・・・1,800円
・・・・・・・・・・・14,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,300円～

お問い合わせ

仙北市の観光と
物産展

〈田沢湖・角館・西木〉

忠右衛門ファーム

あきたこまち（5kg）

特別栽培米あきたこまち（3kg）

あきたこまち（3kg）

もち米（きぬのはだ）（2kg）

ゆめおばこ（3kg）

みちのくの小京都・角館で、奥羽山系の水と
牛の堆肥をたっぷり使った減農薬のお米です。

・・・・・・・・・・・1,800円
・・1,200円

・・・・・・・・・・・・1,000円
・・・・・・・1,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・900円

中村屋

自然乾燥あきたこまち（5kg）

自然乾燥あきたこまち（2kg）

特別栽培米あきたこまち（5kg）

もち米（たつこもち）（1kg）

山の芋（200～500g）

食と農を考え、自然と共生したお米です。
・・・2,500円
・・・1,000円
2,000円

・・・・・・・・・・・500円
・・・・200～500円

黒沢屋

あきたこまち（5kg）

特別栽培米あきたこまち（5kg）

もち米（2kg）

まめ類（200g）

サトイモ（500g）

田んぼには、山から流れ出る沢水！土には、
粉炭を入れて！おいしいお米を作っています。

・・・・・・・・・・・・1,800円
2,200円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・300円

夢創倶楽部

あきたこまち（5kg）

あきたこまち（2kg）

あきたこまち（玄米）（2kg）

サトイモ（500g）

豆類（200g）

まるごと美味しい秋田。
今年もいい仕事をしています。

・・・・・・・・・・・2,000円
・・・・・・・・・・・・・・800円

・・・・・・・・700円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200円
百年や

黒豆大福
辰子姫最中
白いたいやき（粒あん）

昔なつかしい味をお届けします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250円

・・・・・・・・・・・150円

わらび（1束）

みずの実味付（100g）

黒にんにく（1パック）

バターもち（25g）

みずの実味付は、田沢湖特産でたいへん貴重な品物です。
つるつるねばねばの食感、一度ためしてみて下さい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・450円
・・・・・・・・・・・・500円
・・・・・・・・・・・・・500円

・・・・・・・・・・・・・・・・・100円

スローフードこのみ

仙北市角館から北秋田市鷹巣まで走るローカル鉄道が、
車内販売で人気の品、沿線の特産品をお届けします。

500円
600円

・・・500円
1,300円
1,000円

秋田内陸縦貫鉄道㈱

バターもちの元祖「もちもち三角」（1パック）

西明寺栗使用「栗の渋皮煮」（1パック）

阿仁伏影産の「りんご」（1袋）

内陸線の「プレミアム馬肉シチュー」（1人前）

駅名由来の「チーズ饅頭笑内」（1箱）

養蜂 黒澤屋
奥羽山脈の懐に抱かれた山の恵み、手を
加えず自然のままのハチミツを届けます。

アカシアハチミツ（500g）

アカシアハチミツ（180g）

百花蜜（500g）

百花蜜（180g）

日本ミツバチハチミツ（100g）

・・・2,300円
・・・・1,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・900円

1,200円

（株）アルク
仙北産の小麦粉を使用、コシのある麺に
比内地鶏のスープをあわせたラーメンです。
武家屋敷かりんとう（10本入）

神代カレーおかき
比内地鶏ラーメン（2食入）

こわれおかき
甘酒（200㎖）

・・・550円
・・・・・・・・・・・・・280円

・・・・・・420円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280円

（株）安藤醸造

家伝つぶみそ（1kg）

特上つぶみそ（1kg）

しろだし（1ℓ）

寒こうじ（350g）

生きりたんぽ（3本入）

創業嘉永六年。味噌・醤油・漬物、伝統の味を是非
ご賞味下さい。皆様のご来場、心よりお待ちしております。

・・・・・・・・・・1,404円
・・・・・・・・・・・・・・810円

・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・378円

・・・・・・・・・・・・432円

川魚の茶屋

わらび（1束）

スープ付きりたんぽ（3～4人前）

鯉の甘煮（2切入）

田沢湖サーモンジャーキー（1パック）

いわな炭火焼（1尾）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400円
1,080円

・・・・・・・・・・・・・・・・860円
540円

・・・・・・・・・・・・・・400円

自家養殖の活きのいいイワナ商品と春に採った山奥のワラビ。
今年は沢山持って行きますので楽しみにして下さい。

お得なクーポン券お得なクーポン券

初出店

角館のケーキとパンのお店です。シュトーレンは
山の楽市限定のオリジナルレシピです。ぜひご賞味ください。

・・・500円
・・・・・・・・600円

・・・850円
・・・・・・・・・・・850円

・・・・・・・・・・・・・・600円

ルーシーカンパニー

秋田の恵のシュトーレン（1本）

アップルケーキ（1パック）

秋田のおつまみラスク（5袋入）

角館の桜ラスク（5袋入）

マロンケーキ（1本）

初出店

農家工房小田島
酒好きおやじが丹精込めた、減農薬の野菜、
お米をお届けいたします。

2,200円
1,000円
100円

300～400円
・・・・・・250円

特別栽培米あきたこまち（5kg）
特別栽培米あきたこまち（2kg）
特別栽培米あきたこまち1合升山盛（1合升）
切り餅 各種
笹もち（2個入）

1日20個限定
1日20個限定

ぺんしょん孫兵衛

行者菜味噌・醤油（100g）

古代米（450g）

黒にんにく（100g）

おつまみ野菜（185g）

トマトピューレー（300g）

田沢湖の風土に適した米や野菜たち、沢山の恵みを得て
育み、安心できる美味しいものだけをお届けします。

・・・・・・600円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800円

・・・・・・・・・・・・1,000円
・・・・・・・・・・・・600円
・・・・・・・・900円

漬物久太郎

いぶりがっこ（1本入）

ビール漬（2本入）

みずのこぶ漬（100g）

ぶどう漬（1本入）

たまり漬（130g）

・・・・・・・・・・・・650円
・・・・・・・・・・・・・・・・・430円

・・・・・・・・・・・・430円
・・・・・・・・・・・・・・・・・540円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・430円

イデばっちゃのお漬物。昔ながらの手作り自然食品です。

さかい屋

秋田県産 サン富士（4～6ヶ入）

秋田県産 ラ ・フランス（4～6ヶ入）

秋田県産 あきた紅あかり（5kg）

秋田県産 サン富士（5kg）

角館の駅前に佇む店から秋田の秋の味覚のくだものを沢山ご用
意しました。ネットでは買えない希少な商品をぜひこの機会に！

・・・・・500円
500円
4,000円

・・・・・・3,000円

和食 三吉

ばっけみそ（ふきのとう）（130g）

はたはた寿司（250g）

はたはた南蛮漬け（250g）

レモンみそ（130g）

にんにくラー油みそ（130g）

和食一筋40年。ガンコオヤジの板前魂と秋田の大自然が生
んだ食材のコラボ！秋田の知恵と伝統の逸品をご賞味あれ。

・・・500円
・・・・・・・・・1,080円

・・・・1,080円
・・・・・・・・・・・・・・・・500円

・・・・・500円

秋田の物産

もろこし（1袋）

稲庭うどん（600g）

きりたんぽ（5本入）

角館納豆つとなっとう（1本）

今年も秋田のうまい物をおとどけいたします。
角館納豆をおたのしみに！

6,700円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・350円

・・・・・・・・・・・・1,000円
・・・・・・・・・・・・・・・550円

・・・・200円

きりたんぽ山の芋なべセット4人用
（発送専用）

日本酒各種、取り揃えております。


