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では四季折々の観光スポットやイベント情報が

充実。りんご生産量日本一、りんご王国「あおもり」

ならではの各種りんごジュースはあおもり北彩館
のイチオシです。

千代田区富士見23‐ 11

09:00～ 19100

012β lのみ 固03-3237-8371

いわて銀河プラザ

豊かな自然で

育ったおいし
い食品や心の

こもった工芸

品 な ど、約
1,800種類の

商品はどれも

魅力いっぱい。盛岡冷麺 南部せんべいや南部

鉄器などが人気です。また、健康食品として注目

される雑穀も豊富に取り揃えています。

◎攀手県
宮城ふるさとプラザ

「官城県のい
いものココに

あります」とい

う思いが込め
られた、愛称
「ココみや剖

で親しまれる宮城ふるさとプラザ。牛たんや宮城米、

ずんだもちなど、宮城自慢の味をJ甲意している

ほか、民工芸品の展示jII売 や観光情報のご案

内も行っています。

蜻富滅嬢

有楽 町に秋

田があります。

秋田の四季を

お伝えします。

稲庭饂飩 き

りたんぽ 比

内地鶏ヽヽ ぶりがっこ諸越 ハタハタなど秋田が

誇る、おなじみの特産物が勢揃い。春は、山莱。

夏には、果物 野菜。秋は、きのこ。冬、伝統野菜。

秋田の旬を「秋田ふるさと館」でお求めください。

聰

騨

中央区銀座5‐ 151南海東京ビルlF
01030～ 19Ю O(月 末は17Ю Oまで)

0年末年始 壺0335248282

豊島区東池袋1‐2‐2 東池ビルlF・ 2F
011100～ 20:00

0年末年始 固03-5956‐ 3511

千代田区有楽町2101東京交通会館lF

010Ю O～ 19Ю 0

0年末年始 固0332142670

群馬観光物産プラザ

尾瀬 谷川岳

をはじめとする

県 内各観光

地のパンフレッ

トは、いつでも

ラt]`美き。 まンセJ旱ユキヨよ、

水上、伊香保、四万などの温泉地や県内観光地
のことなら、観光情報はもちろんのこと、宿の予約

まで可能。群馬県の観光 物産の窓口としてお気

軽にご利用ください。※物販は行っていません

群馬県① 長野県東京観光情報センター

有楽町駅前の

交通会館2Fに

あり、県内各市

町村発行の観

光パンフレット、イ
ベント情報等を

取り揃えています。春の訪れを歓喜するように咲く花、高

原の涼風に戯泌 瑞々 しい緑、錦繍を描く紅葉、息を呑む

美しさで聟える自銀の山々 など、四季折々 の信州の魅力

をご紹介。また信州の特産品約30品日もJ甲意しています

長野県⑪ 静岡祭東京観光案内所

日本一の富士山

3,776mと 日本一

深い海駿河湾

2,500mを 有し、

温暖な気候と新

鮮な農産物 魚

介類に恵まれた静岡県。県内各地区の観光パン

フレットやイベント情報をご提供しています。お茶、

カテキン飴、おOζン缶のミニ販売コーナーもあります。

2月いっぱい、雛のつるしかざりを販売いたします。

滸吻懇◎

中央区日本橋3412 日動八重洲ビル3F
0830～ 1730
0土。日・祝・年末年始 目0332314836

千代田区有楽町2101東京交通会館2F
0930～ 18Ю 0

0年末年始 麗033214‐ 5651

千代田区有楽町2101東京交通会館BlF
Θ930～ 18Ю0

0土・日・祝。年末年始 団0332134831 1

⑮

お店です。駅弁で有名な「ます寿司」は、日替わりで18銘

柄をJ甲意。ホタルイカやシロエビの珍味をはじめ、通もう
なる地酒や昔なつかしいお菓子まで盛りだくさん。もちろ
ん観光情報も案内しているので、お気軽にお越しください。

千代田区有楽町2-10‐ 1東京交通会館Bl F

010Ю O～ 19ЮO(日・祝は18Ю Oまで)④年末年始
回 [観光]03-3231‐ 5032[物産]03‐32131244

加賀・能登 ,金沢江戸本店

石川県ならで

はの地 酒 や

菓子、珍味から、

加 賀友禅や

金箔工芸など

の工芸品、旬
の観光情報ま

Q加賀 能登

金沢3地域の個性と魅力がたっぷり詰まったお

店です。ぜひお越しください。

石夕|‡ 県● ふくも`lt」 青山291

南青山にある

「ふくい南青

山291Jは、ま

さに福井のセ

レクトショップ。

おしゃれな街

にふさわしい

外観と落ち着いた店内が自慢です。福井の句
の味や地酒、伝統工芸品をゆったりとお選びい

ただけます。お気軽にお立ち寄りください。

福井曝◎ 鰊
lllk睾曝
オリベスタイル(飛騨・美濃物産観光センター)

食品、生活雑

貨、工芸品、

家具などの地

域の産品をス

タイリッシュに
:翻■■田罐橿腱|■■■まとめた、ライ

フスタイル提案型ショップです。店内には岐阜の

お茶とお菓子を楽しめる茶房も。交通アクセスも

抜群 (地下鉄日比谷線 大江戸線六本木脚 番

出口直結)、 六本木ヒルズヘ徒歩5分。

千代田区有楽町1‐ 5‐2東宝ツインタワービルlF

01030～ 1980
0年末年始 国03‐ 3500‐ 3883

港区南青山5441
01lЮ O～ 19Ю 0

①年末年始 固0357780291

港区六本木61‐ 24ラ ピロス六本木2F

eloЮ o～ 19Ю o

O年末年始 饉03‐57715223

磯

コーナーもあり、広島の旬の味覚力湛能できる『歓枠亭』もオススメ。

渋谷区代 木々221新宿サザンテラス
[特産品販売]01lЮ O～ 21 ЮO(日・祝は2030まで)C田 /1

目03-5354-3206[レ ストラン歓粋亭]01100～1500

(日・祝は16ЮOまで)17Ю O～2230(日・祝は21 ЮOま で)

01た～3置0353337538

[観光情報コーナー]011100～ 21110(日・祝は2030ま で)

01月 面03‐53338550

当館には、ふく、

ウニ、くじら、

かまぼこや外

貞F(う いろう)

など、おいしい

山口が勢揃い。

400年 の歴史をもつ萩焼、かわいい大内人形、

美しい萩ガラスなどの工芸品も揃っています。ま

た、県内市町村の観光パンフレット等も用意し、

観光のご案内も行っております。

⑭    …
番りl:曖媛せとうち旬彩館

灘 讃岐うどんや鯛めし

など力汽軽に味わえ、

香ガ|のしょりゆ豆やダ

シ醤油、オリープ製品、

愛媛のじゃこ天やタル

ト、みかん製品などの特産品や伝統工芸品が充実。両県の

嘘 技、そして新鮮な情報を新橋にまるごと直送しています。

⑪ 香チ薔‡県・釉媛鶴 瘍 颯巡県
とくしま藍あいプラザ

徳島でしか手

に入らない特

産品が入手可

能。すだち、竹

ちくわ、フィッ

シュカツ、鳴門

わかめなど、誰もが納得の商品が盛りだくさん。

また、手に取れば気持ちも和む、豊かな風合い

の藍染製品やしじら織などの工芸品にも出会え

ます。(各入荷時期はお問合せください。)

港区新橋21910新橋マリンビル1・ 2F

[lF特産品ショップ]010Ю O～ 20Ю00年始
国03-3574-7792[2F郷 土せとうち料理かおりひ
め]01lЮ O～23Ю00年始置03-5537-2684

[2F観光交流コーナー]010Ю O～ la30

0年末年始 園03-3574-2028

中央区日本橋23‐4日本橋プラザビルlF

010Ю O～ 19Ю 0

0日・祝。年末年始 轟03‐ 3231‐ 1863

港区虎ノ門1-22‐ 1徳島県虎ノ門ビル2F
eloЮ o～ 18Ю 0

⑥土。日・祝。年末年始 画0335026910

饉 富嘔桑 Ω 朧鼈島県 曲 沖縄県
―

無 やざき錮KONN層

村のイベントや観光レジャー情報など新鮮な宮

崎がいっぱいです。食品600種以上、ttL酎 地ビ
ール 清酒等は180種以上。充実のラインナップ

に圧倒されること間違いなし。

―
かごしま鑢

では、そばつゆで食べる「黒豚しゃぶJが大人気。3階は、薩摩
焼や薩摩切子なロス統と技が生きる工芸品の展示販売フロア。
食事からお土産まで薩摩の国̀鹿児島"をご堪能ください。

千代田区有楽町164千代田ビルlF～3F

01F[食品]10Ю O～ 20ЮO(上・日・祝日1900まで
[観光案内]10Ю O～ 18Ю0 2F[レストラン]1100～
2230(日・祝日2130まで)3F[工芸品]10110～ 18Ю 0

0年末年始 団03-35069177

― 鐵 したシヨツプ

新鮮野菜から泡

盛古酒まで、なんと

都瀾点以上を展開。

1階はお客様との
コミュ_ケーション

で賑わい活気あ

ふれる沖縄のマチグァー(市場)を、そして地下l階は琉球の文

化をゆったり見る、聞く、体験する空間を、それぞれのフロアー

で演出しています。,中縄出身のアーティストのインストアライブや

イベント情報なあご案内しております。い、wwashlla colp)

渋谷区代 木々221新宿サザンテラス
01l ЮO～21Ю0

012/31～ 1/2、 3/1、 9/1轟 0353337764

中央区銀座139実 業之日本社銀座ビルlF・ Bl F

01030～ 20Ю 0

0年末年始 覇033535‐ 6991


