
タ　　カ　　ワ　　ン

みた
かセレクトONE

認 定
TAKA-1

みたかのおみやげ部門

認定商品19品
三鷹の魅力的な商品や市民に知られていない逸品を認定し、広めていくためのプロジェクトです。

「TAKA-1」とは

委員による審査に市民の皆様のご意見も加え、「TAKA-1認定・サ
ポート委員会」が最終審査会において決定しました。認定された商品
には、目印として「TAKA-1」認定シールが添付されています。この
シールが三鷹のブランドの目印として、皆さまから永く愛されるものと
なるよう取り組んでまいります。

「三鷹の魅力的な商品をもっと、広めたい！」そんな
思いから「TAKA-1」がはじまりました。
三鷹の魅力的な商品をTAKA-1として認定し、市
内の関係機関が力をあわせて応援することで三鷹
発地域ブランドの構築と市内産業の活性化を目指
しています。
三鷹にふさわしいおみやげとして19商品が認定
されています。

「TAKA-1」認定品はこうして生まれました

キウイフィナンシェ

お菓子・パンを作って40年の宇尾さん
が作り上げた、しっとりした口あたりの
フィナンシェ。ほのかなキウイの香りと果
肉の食感が特徴の、甘みを抑えた大人
の焼き菓子です。

価 1個160円/1袋480円（3個入り）
1箱850円（5個入り）

•ハーベストオーブン
 ☎0422-72-0866（三鷹市下連雀9-5-1）
•みたか観光案内所（三鷹市下連雀3-24-3-101）

販売場所

価 1箱1000円（18枚入り）/1袋150円（3枚入り）
小箱500円（9枚入り）

製造元：むうぷ舎中原　☎0422-49-3583

太宰ロゴ入りクッキー

障害福祉就労支援事業の一環として、
2006年よりクッキー作りを行っているむ
うぷ舎。手作りの素朴な味わいが人気
です。「太宰ロゴ入りクッキー」は高級感
ある化粧箱入り。

•みたか観光案内所（三鷹市下連雀3-24-3-101）
•太宰治文学サロン（三鷹市下連雀3-16-14）
•星と風のカフェ（三鷹市下連雀3-8-13）
•食茶房むうぷ（三鷹市新川6-9-23）
•むうぷ舎新川（三鷹市新川4-9-5）
•ぽけっと（三鷹市役所売店  三鷹市野崎1-1-1）

販売場所

価 1箱750円（8枚入り）

東京セブレ

せんべいのサクサク感とサブレのやさし
い味わいが同時に楽しめることからセブ
レと命名されたお菓子。
バターや油を使わず、三鷹産キウイジャ
ムを混ぜ込んで焼き上げられます。

•有限会社そーほっと　☎0422-70-3705 
 （三鷹市下連雀3-27-1三鷹市SOHOパイロットオフィス内）
•みたか観光案内所（三鷹市下連雀3-24-3-101）

販売場所

価 10枚セット 600円

絵はがき
三鷹からのメッセージ

三鷹市芸術文化センターや国立天文台、ジブリ
美術館など、三鷹の歴史・自然・文化に触れら
れる写真で作成した絵はがき。市外の人へのお
たよりに使うと喜ばれるという声が多いとか。

•三鷹市芸術文化センター  ☎0422-47-9100（三鷹市上連雀6-12-14）
•みたか井心亭（三鷹市下連雀2-10-48）
•山本有三記念館 （三鷹市下連雀2-12-27）
•太宰治文学サロン（三鷹市下連雀3-16-14）
•みたか観光案内所（三鷹市下連雀3-24-3-101）
•三鷹市美術ギャラリー  （三鷹市下連雀3-35-1 三鷹コラル5F）
•三鷹市公会堂（三鷹市野崎1-1-1）
•市内コミュニティーセンター

販売場所

価 各600円

太宰治
刺繍タオルハンカチ

ミシン刺繍でオリジナル製品を作成している
「ワークセンターゆめ」。太宰ロゴを刺繍したタオ
ルハンカチは、質の良いタオル地を使用している
ので、長く愛用できます。全６色。

•ワークセンターゆめ　☎0422-48-8843（三鷹市下連雀4-15-18）
•まなか〈仏具店〉（三鷹市上連雀4-6-3）
•星と風のカフェ（三鷹市下連雀3-8-13）
•太宰治文学サロン（三鷹市下連雀3-16-14）
•みたか観光案内所（三鷹市下連雀3-24-3-101）
•食茶房むうぷ（三鷹市新川6-9-23）
•ぽけっと（三鷹市役所売店  三鷹市野崎1-1-1）

販売場所

価 にんじんシーザー/トマト＆ジンジャー
和風ほうれん草　　各590円

三鷹産野菜を使った
旬菜ドレッシング

旬ごとに質の良い野菜が穫れる三鷹の
農業に着目し、「にんじんシーザー」「ト
マト＆ジンジャー」「和風ほうれん草」の
3種のドレッシングを開発。野菜の味が
すると好評です。

•カムラッド三鷹店　☎0422-41-9449
 （三鷹市上連雀6-12-14三鷹市芸術文化センターB1F）
•三鷹緑化センター（三鷹市新川6-30-22）

販売場所

価 1袋250円

みたかラスク

100種以上のパンが店内に並び、大勢
のお客さんで賑わうトーホーベーカリー。
まちづくり事業に参加して作ったのが地
元野菜を使用したラスク。使用野菜は季
節毎に変わります。

•トーホーベーカリー  ☎0422-43-6311 
 （三鷹市下連雀1-9-19）
•みたか観光案内所（三鷹市下連雀3-24-3-101）

販売場所

三鷹産
キウイフルーツジャム

キウイワインに続くキウイ加工品をつくろ
うという話から、2007年から販売が始
まったのがこのキウイジャムです。緑化
センター他、JA東京むさし管内直売所
で販売。販売期間は５月～11月。

価 1個　540円

• JA東京むさし三鷹緑化センター
 ☎0422-48-7482 （三鷹市新川6-30-22）

販売元：JA東京むさし三鷹地区青壮年部
☎0422-46-2152

販売場所

販売場所

価 1部410円

元祖太宰マップ

「みたか太宰の会」の全面協力を受け、2008年
に制作したマップ。コンパクトな判型、親しみや
すいイラストが受け、太宰の命日など多くの人が
三鷹を訪れる際に買い求めるそう。

• (株)文伸／ぶんしん出版　☎0422-60-2211
 （三鷹市上連雀1-12-17 三鷹ビジネスパーク２号館）
•みたか観光案内所（三鷹市下連雀3-24-3-101）
• 啓文堂書店（三鷹市下連雀3-35-1 三鷹コラル3F）
• 三鷹の森書店（三鷹市下連雀3-27-8）
• 太宰治文学サロン（三鷹市下連雀3-16-14）
• 上々堂（三鷹市下連雀4-17-5　ウェザーコック三鷹1F）
•フォスフォレッセンス（三鷹市上連雀8-4-1）

太宰治 コースター

畳一筋70年以上、こだわりの畳店がつ
くったいぐさコースターは、和小物好きに
はたまらない１品です。水滴がしみ込ま
ないよう撥水加工をしてあるので、傷み
が少なく長く使えます。

価 1枚 350円

•関口十一畳店　☎0422-43-7247
 （三鷹市上連雀2-2-6）
•太宰治文学サロン（三鷹市下連雀3-16-14）
•みたか観光案内所（三鷹市下連雀3-24-3-101）

販売場所

Pokiストラップ

三鷹の森ジブリ美術館開館を記念して館
主の宮崎駿氏がデザインした三鷹のキャ
ラクター『Poki』。「鷹の子」ってご存知
でしたか？ やわらか素材のストラップ。

価 カラー・モノクロ 各450円

•（株）まちづくり三鷹　☎0422-40-9669
 （三鷹市下連雀3-38-4 三鷹産業プラザ2F）
•みたか観光案内所（三鷹市下連雀3-24-3-101）
•ぽけっと（三鷹市役所売店  三鷹市野崎1-1-1）

販売場所

Ⓒ 2001スタジオジブリ

三鷹の森サイダー

三鷹の森通り東栄会が、商店会ブランド
の商品として企画・販売するさわやかな
サイダー。トーホーベーカリーの他、マ
サキヤ商店、山本米店、みたか観光案内
所等で販売しています。

価 1本　190円

•トーホーベーカリー　☎0422-43-6311
 （三鷹市下連雀1-9-19）
•みたか観光案内所（三鷹市下連雀3-24-3-101）
• ㈲マサキ屋商店
 （三鷹市下連雀1-13-1 パルクシュトラーセ・浅見1F）
•ファミリーマート下連雀店（三鷹市下連雀1-8-15）
• 三州うどん（三鷹市下連雀1-9-21）
• 山本米店（三鷹市下連雀5-9-16）

販売場所

価 １枚 650円 ／ 箱入り 700円

ポキのミニタオル

４色のブロック配色がかわいいミニタオ
ルは、三鷹市内限定販売。Pokiのかわ
いらしさを幅広く知ってもらおうと企画し
た、太田ふとん店のオリジナル商品です。

•ふとんの太田
☎0422-43-4326（三鷹市下連雀1-11-7）
•みたか観光案内所（三鷹市下連雀3-24-3-101）
•（株）まちづくり三鷹
 （三鷹市下連雀3-38-4 三鷹産業プラザ2F）

販売場所

Ⓒ 2001スタジオジブリ

価 1,512円

販売元：（株）文伸/ぶんしん出版

井の頭公園＊まるごとガイドブック

三鷹や吉祥寺のガイドブックは数あれ
ど、井の頭公園だけで１冊というのはこ
の本以外ないのでは！？見所のほか、歴史
やなるほどコラムまで、公園のすべてが
詰まった１冊です。

•（株）文伸/ぶんしん出版　☎0422-60-2211
 （三鷹市上連雀1-12-17 三鷹ビジネスパーク２号館）
•みたか観光案内所（三鷹市下連雀3-24-3-101）
•三鷹市内の主な書店
•食茶房むうぷ（三鷹市新川6-9-23）
•こもれび（井の頭自然文化園内 武蔵野市御殿山1）

販売場所

価 各864円

ポキマグ

宮崎駿氏のデザインによる三鷹市オリ
ジナルキャラクター「Poki」をより多く
の人々に知ってもらいたいという思いか
ら約１０年前に企画したマグカップ。デ
ザインは２種類。

•西野園　☎0422-48-0278
 （三鷹市井の頭2-7-23）
•みたか観光案内所（三鷹市下連雀3-24-3-101）
• ㈱まちづくり三鷹
 （三鷹市下連雀3-38-4 三鷹産業プラザ2F）

販売場所

Ⓒ 2001スタジオジブリ

価 白/ロゼ 1,337円
にごり 1,646円/スパークリング1,028円
スパークリングシャンパン瓶タイプ1,543円

販売元：武蔵野酒販協同組合（天野酒店）
☎0422-43-4818

三鷹キウイワイン 
（白・ロゼ・にごり・スパークリング）

販売開始から27年、三鷹産キウイを使用
したワイン。2012年よりスパークリング
とにごりがラインナップに加わりました。

•三鷹市内32店の酒販店
販売場所

Ⓒ 2001スタジオジブリ

価 極上末喜どら焼き 1個  250円/1箱1,300円
井の頭のどら焼き 1個  180円/1箱   950円

極上末喜どら焼き
井の頭どら焼き

三鷹地鶏の卵と国産小麦粉で焼き上げ
る皮に挟むのは、2日かけて炊く餡。井
の頭のどら焼きには北海道産の大納言、
極上末喜どら焼きには丹波の大納言を
使用。

•末廣屋喜一郎
 ☎0422-43-5030 （三鷹市井の頭3-15-14）
•みたか観光案内所（三鷹市下連雀3-24-3-101）

販売場所

（1箱5個入り）

価 1個 270円

冷製キウイそばがき
ぜんざい

三鷹商工会50周年記念イベントに出品
するために開発したスイーツ。三鷹産
のキウイと更科そば粉で作る新しさが受
け、「ミ鷹シュラングルメコンテスト」で
金賞を受賞しました。

•季寄せ蕎麦 柏や　☎0422-48-2349
 （三鷹市下連雀3-35-1 三鷹コラル４F）

販売場所

価 1個100円（イベント時など）
2個セット 259円（冷凍）

販売元：JA東京むさし三鷹地区青壮年部
☎0422-46-2152

ムーちゃんコロッケ

三鷹産の甘いジャガイモ「キタアカリ」
と、ニンジン・タマネギを100％使った
コロッケ。野菜のしっかりとした味が楽
しめる素朴なコロッケは即完売するほど
の人気です。

販売場所

•JA東京むさし三鷹緑化センター
 （三鷹市新川6-30-22）

販売場所等のお問い合わせは　みたか観光案内所へ　☎0422-40-5525※ 価格・パッケージ等は平成26年7月現在のもので、変更されることがあります。

URL : http://taka-1.mall.mitaka.ne.jp/
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