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「キューポラのある街」でも有名な鋳物工
場にみられる特殊煙突（キューポラ）を型ど
り川口市の花（鉄砲ユリ）を浮き出した最
中です。

キューポラ最中
１個 150円 / 10個入り1,600円(税込)

村田屋
西川口6-8-33048-252-1739

市場から取り寄せている魚で毎日作ってい
るので新鮮です。おでんの具材は勿論、素材
本来の旨味を最大限に生かした自慢の逸品
をご賞味ください。

さつまあげ
5枚150g 300円(税別)

港屋かまぼこ店
本町3-2-7-103048-225-1802

せんべいの表面に川口市の花
「鉄砲ゆり」のロゴマークを表示。
発売以来４０年以上経ちますが
昔ながらの素朴で懐かしいせんべいです。

鉄砲ゆりせんべい
1個19g 75円 / ８枚入り ６００円(税別)

天狗煎餅 有限会社
末広3-2-8048-222-6623

アンズ、ホワイトチョコを練り込んだ
白あんと、ブランデーに漬けこんだ
レーズンの白あんの２種類の味が楽
しめます。第23回全国菓子博覧会大臣賞受賞。

国産小豆と高級栗を使った本格最中。皮は、
昔ながらの製法で、パリンとした食感がたま
らないと評判です。白あんと小豆あんの２種
類。第20回全国菓子博名誉金賞受賞。

銘菓 樹里庵 焼菓子
1個58g 130円(税別)

つくし
芝5307-1

銘菓 芝のゆり
1個58g 130円(税別)

048-267-1724
有明
芝4-1-12048-266-7529

紅楼夢研究家の伊藤漱平氏が
晩年を過ごした川口市。健康
素材を使用した栄養バランスと、独特のパリ
パリ感の新感覚おせんべいです。

熟成させることでアルコール分と水が馴染み
まろやかな酒となります。また純米酒は比較
的料理（肴）に合わせやすいと言われておりま
す。常温・ぬる燗などお楽しみいただけます。

紅楼夢
1個150g 700円 / 1箱2袋入り 1,500円(税別)

ウッドストック・ジャパン
戸塚境町19-8

御成道川口特別純米酒
1本720㎖ 1,200円(税別)

048-294-6319
有限会社 丸高 寿屋酒店

飯塚1-2-10048-252-3248

オカランは豆乳とおからから生まれた体に優
しいお菓子です。大豆を主原料に材料を厳選
しました。グルテンフリーで栄養価が高く、糖
質制限している方にも。無添加のお菓子です。

南平地区にあった地名“十二月田（し
わすだ）”その地名の由来をモチーフ
にこんがりきつね色に焼きあげまし
た。かわいいイラストが目印です。

Ocalan（オカラン）
1個 200円(税込) /１箱５個入りもあります

株式会社 Ocalan
栄町3-13-5

十二月田きつねのどら焼
1個75g 100円 / 1箱10個入り 1,200円(税込)

し わ す だ

050-3757-9349
和菓子 増廼家(ますのや)

朝日1-24-7048-223-8986

北海道大納言をじっくりと炊き上げたあんを
ふんだんに使用し羽二重餅をはさみ、口あた
り良くすっきりとした甘さに仕上げたもなか
です。

原材料に厳選したうるち米ともち米を使用し
ております。ソフトな口当たりで、醤油味の素
朴な美味しさを皆様にお届けします。

三志もなか
1個70～75g 150円 / 1箱10個入り 1,700円(税込)

赤城家
川口市南鳩ヶ谷7-26-22

煎餅・あられセット
10枚入り    　　　　各１袋 １，９５０円(税別)あげあられ

いりあられ

048-281-6486
有限会社 高京園

西新井宿1185048-296-3892

徳川将軍家と深いつながりのある錫杖寺か
らの特別な依頼を受けて作った葵の紋入りの
薯蕷まんじゅうです。風味豊かな山芋の香り
が際立つ逸品です。

Ｖ.Ｓ.Ｏ.Ｐのブランデーを焼きたてのパウンド
ケーキにふんだんにしみ込ませて仕上げた
贅沢なケーキです。冷蔵庫で冷やしてもおい
しくお召し上がりいただけます。

御成道まんじゅう
1個 160円 / 1箱６個入り １，１００円(税込)

中ばし
桜町2-5-16

ブランデーケーキ
1本430g  1,500円(税別)

048-282-1425
株式会社デイジイ

弥平2-9-17048-227-6061

安行に自生する川口市の天然記念物「一輪
草」。地元の方が大切に保護している一輪草
をクッキーにしました。控えめで上品な甘さ
のクッキーとの詰め合わせギフトです。

川口鋳物の焼型で焼き上げたベー
ゴマ原寸大のクッキー。県産小麦と
米粉でさっくりした食感が特徴です。
みそ味は川口御成道味噌を使用しています。

一輪草クッキーセット ベーゴマクッキー（　　）ぷれーん
ごま、みそ

１箱8袋 1,900円(税込)

すいーつばたけ
安行1132

1箱3袋（12個）入 1,200円(税込)

048-298-0428
晴れ晴れ

北園町12-20-101048-269-8288

国産の豚肉、玉葱にこだわった
メンチカツの中に川口市観光物産
協会推奨品の「あまい梅」を練り
こんだメンチカツは、今まで味わったことの
ない味です。

昭和2年から2代に渡り焼き続けたか
すてら。カロリー控えめで上品な甘さ、
ふっくらとした焼きあげです。第22回
全国菓子大博覧会菓子博大賞を受賞。

前川メンチ あまい梅
1個110g 150円(税込)

前川中央商店会
前川3-25-7

寳月かすてら
1斤600g 1,300円(税込)

048-261-1225
寳月堂
川口4-11-6048-251-5079

当店の煮豚は大変珍しい皮付きの
バラ肉を、３日間かけて煮込み仕上
げたコラーゲン豊富な一品です。

厳選した完熟の紀州「南高梅」
を、有効成分を損なうことなく
低塩にてつけ込みました。程
よい酸っぱさと甘さの調和のとれた梅です。

　　　　　　　　　

煮豚
1個1,000g 3,780円(税込)

株式会社 倉広 （豚珍館）
戸塚東1-2-21

あまい梅
1パック200g 980円(税別)

048-297-0071
株式会社 五十和

前川3-25-7048-261-1225

国産無添加、無農薬の桑葉で作られた安心、
安全の飲みやすい桑パウダーの健康茶です。
生活の質を高め健やかな毎日が送れる成分
が含まれています。

●地場産業である植木・花など特産農業の
花・実・葉を使用。

●上尾市産の牛乳を使用。

桑の粉
1袋100g 1,600円(税別)

有限会社 マルベリー
芝下3-9-22

樹里安アイス（　　　　）
1個90g 270円(税込)

048-262-5630
（公財）川口緑化センター

安行領家844-2048-296-4021

オイスターとかつおの旨みのある酸味を抑え
た甘口の専用ソースです。色つきがよく香辛
料の風味が程よいソースです。
彩の国優良ブランド品認定。

焼きうどんソース
1ℓボトル 700円(税込)

鳩ヶ谷商工会
鳩ヶ谷本町2-1-1048-281-5555

昔から川口は鋳物の街として有名でした。
その鋳物をイメージして、微粉末の竹炭を加
えた黒い色のフランクフルトソーセージです。

香り高くコクのある味わいの長期熟成の麦味
噌です。原料は県産大豆と国産大麦を使用。関
東の麦味噌は辛口の仕上がりが特徴です。お味
噌汁や日々の味噌料理に是非ご利用ください。

たたらフランク
1袋50g×4本入り ４９０円(税別)

東京ウインナー 株式会社
安行領根岸2889

川口御成道味噌(麦)
1個400g 480円(税別)

048-281-4111
株式会社 アライ

本町4-1-8 川口センタービル1Ｆ048-227-0711

川口特産の伝統野菜「ぼうふう」を使用した
地ビール。手造りならではのまるみのあるコ
クと果実系のさわやかな香り。そのままでも、
料理と合わせてお楽しみいただけます。

水、加熱なしでお召し上がり頂けます。米油で
揚げていますが独自の製造方法であっさりし
ております。１袋で501Cal。スープ等入れると
お茶漬、リゾット風、雑炊等にもできます。

川口エール ぼうふう
1本310㎖ 440円(税込)

白鳥屋酒店
本町4-5-26-101

救命ライス（　　　）
1個100g ３８０円(税別)

048-222-2801
サン印向山食品 株式会社

上青木西3-4-18048-264-2511

「香り」の良い静岡茶を昔ながらの埼玉さや
ま仕上げの加工法で作り上げました。
関東地方の方々の味覚に合う、味わい深い
独特のお茶です。

芳醇な香りとさわやかな苦みのマエストロ珈
琲21袋と甘い香りとマイルドな風味の有機
栽培珈琲21袋の詰合せ。自社川口有機ＪＡＳ
認定焙煎工場製造の商品です。

香楽銘茶「玉の香り」
1袋100g 1,000円（税別）

お茶の香楽園本店
栄町3-12-2

ドリップバッグ詰合せBGB
1個8g 78円 / 1箱42個入り3,000円(税別)

048-251-6334
タカノ珈琲 株式会社

中青木2-3-40048-252-7582

《御成切り》江戸幕府の年中行事として将軍
から臣下に与えられた縁起餅を再現。
《川口の渡し》将軍が日光社参で荒川を渡る
際の川口宿の渡船場の呼び名。

川口銘菓
詰合せ御成切り 川口の渡し

福家
辻767-8048-283-0298

しお、カレー、うめ味

鳩ヶ谷
ご当地グルメ

安行寒桜
柚子・山椒

芝のシンボルマーク「ふくみちゃ
ん」をかたどったお菓子。上品な
甘さのくるみあんと、カボチャあ
んの２つの味が楽しめます。
第24回全菓博栄誉大賞受賞

銘菓ふくみちゃん
1個５０ｇ 110円（税込）

川口芝菓子製造組合
芝5307-1048-267-1724

北海道産大納言と手亡豆を使用
し、柔らかくしっとりとしたお母さ
んをイメージしたお菓子。
松竹映画『母べえ』のタイアップ
から始まり、１０年以上親しまれています。

母べえ
1個42ｇ 140円 / 5個入り 750円(税別)

株式会社 十勝たちばな
0120-974-001 朝日1-10-1

1,100円(税別)1箱「御成切り」「 川口の渡し」各4個入り

川口市マスコット
「きゅぽらん」




