
質が良い刺繍ハンカチ！
プレゼントにも最適

全8色 各600円（税込） 1個 540円（税込）
（販売期間は5～11月頃）

ポキのミニタオル
手軽なおみやげに！
配色にこだわったタオル

袋入り 各650円（税込）

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

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・パッケージ等は変更されることがあります。URL : http://taka-1.mall.mitaka.ne.jp/

35品 キウイピスタージュ
キウイの果肉をナッツの女王
ピスタチオでサンドしました

540円（税込）

シェ・リュイ三鷹店　
☎0422-50-5506
販売場所: I

シェ・リュイ三鷹店　
☎0422-50-5506
販売場所: I

ヴェール
三鷹の自然をイメージした
仏語で「緑色」を表すヴェール

540円（税込）

キウイフィナンシェ
三鷹キウイを使用した地域で
長く愛された焼き菓子を継承

160円（税込）

TOKYO たまものスイーツ　
☎0422-90-5808
販売場所:　　他J

みたかのたまごかすてら
三鷹地卵×レヴェ　
無添加のこだわりコラボレーション

1個 220円（税込）
6個詰合せ 1,460円（税込）

菓子厨房 レヴェ
☎0422-41-7500
販売場所: K

みたか唐揚げ
三鷹産タマネギをふんだん使用
唐揚げグランプリ金賞受賞！

みたかチキン南蛮
三鷹産卵を使って揚げた逸品　
唐揚げグランプリ金賞受賞！

1枚 350円（税込）

鶏笑 三鷹店　
☎0422-45-7755
販売場所: L

鶏笑 三鷹店　
☎0422-45-7755
販売場所: L

いぐさ野菜パイ
三鷹卵といぐさ野菜をパイに！
ヘアゴム＆いぐさコースター付

セット 750円（税込）
パイ単品 150円（税込）

茶房ふれーず　
☎0422-48-4471
関口十一畳店
☎0422-43-7247
販売場所: M

たかじょうくんの
抹茶クッキー
外国人向け三鷹市PRキャラが
和でもてなすクッキーです

150円（税込）

社会福祉法人むうぷ むうぷ舎中原
☎0422-49-3583
販売場所: A E

鷹の爪ごぼう煮いなり
徳川将軍、鷹狩りの地にちなんだ
三鷹店限定いなり 

1個 172円（税込）

豆狸（まめだ）　
☎0422-50-5200
販売場所: N

元祖 太宰マップ
太宰を訪ねる散策に欠かせない
便利なマップ

1部410円（税込）

三鷹の森サイダー
さわやかなサイダーは
三鷹の自然をイメージ

三鷹三拍子弁当
三鷹の特産ブロッコリー、
阿波すだち鶏、季節のおこわ

798円（税込）

おこわ米八
☎0422-50-2271
販売場所: O

海鮮丼 丸喜
☎0422-70-0405
販売場所: P

ローストビーフ丼
（三鷹スペシャル）
三鷹産はちみつと卵を使用した
柔らかジューシーな本格味！

972円（税込）

スマイル＆Ｉ♡MITAKA
クッキーセット
地域愛に溢れた三鷹のお土産に
手づくりのニコちゃんクッキー！

594円（税込）

セサビー　
☎0422-50-3021
販売場所: Q

三鷹スモーク
野川へ吹きおろす三鷹・大沢で
作られた本格スモーク

セット        1,000円（税込）
単品100g    200円（税込）～

東京三鷹カレー
たっぷりの三鷹産野菜、
キウイワインと馬肉入りカレー

1箱 550円（税込）
2箱 1,000円（税込）

株式会社リアライズ
☎0422-32-2185
販売場所:　　他T

みたかの森ロール
緑豊かな三鷹の森をイメージした
ロールケーキ

1切れ 426円（税込）
1本 2,052円（税込）

太宰人形焼
太宰治が生きた三鷹で
太宰をかたどった人形焼を

1箱6個入り 750円（税込）

社会福祉法人はなゆめ 
わたしたちのいえ かごめかごめ　
☎0422-24-0533
販売場所:　　他E

DAZAI COFFEE
太宰治の生きた時代に
想いをはせるコーヒー

200グラム（豆 粉）1,000円（税込）
）込税（円051個1  ーヒーコプッリド

珈琲 松井商店　
☎0422-47-2303
販売場所:　  他A

Pokiピンバッジ
バッグや帽子につけて楽しめる
ピンバッジ

500円（税込）

株式会社まちづくり三鷹　
☎0422-40-9669
販売場所:　　         他A B D

みたかdeひとナスの
思い出そば
三鷹の自家栽培夏野菜たっぷり　
蕎麦鑑定士の夏限定メニュー♪

950 円（税込）（販売期間は6月～9月頃）
お土産用 1,050円（税込）

三鷹市役所前 増田屋　
☎0422-43-8525
販売場所: S

太宰ロゴ入りクッキー
贈答用にぴったりの
化粧箱入り手作りクッキー

1箱（9枚入り）     500円（税込）
1箱（18枚入り）1,000円（税込）

社会福祉法人むうぷ むうぷ舎中原
☎0422-49-3583
販売場所:　　　　　　　 A B C E F

東京セブレ
三鷹産キウイを使った
低力ロリーの焼き菓子

1箱（8枚入り） 750円（税込）

有限会社そーほっと　
☎0422-70-3705
販売場所:      他A

極上末喜どらやき・
井の頭どらやき
職人が3日かけて作る
最高級の絶品どら焼き

極上末喜どら焼き 250円（税込）
井の頭どらやき 180円（税込）

井の頭和菓子処 末廣屋喜一郎
☎0422-43-5030
販売場所:　　    他A B

三鷹キウイワイン
毎年1万本を出荷する
歴史30年の名産ワイン

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（全て税込）

武蔵野酒販協同組合　
☎042-384-0050
販売場所:　   他H

Ⓒ2001スタジオジブリⒸ2001スタジオジブリ

Ⓒ2001スタジオジブリⒸ2001スタジオジブリ

Ⓒ2001スタジオジブリⒸ2001スタジオジブリ

みたかラスク
行列のできるパン店が作る
季節感たっぷりのラスク

1袋 270円（税込）

ムーちゃんコロッケ
じゃがいもの甘みが◎！
ホクホクの限定コロッケ

）売販トンベイ（）込税（円001 個1
）売販舗店（）込税（円952 トッセ個2

ＪＡ東京むさし
三鷹地区青壮年部／三鷹緑化センター
☎0422-48-7482
販売場所: H

冷製キウイ
そばがきぜんざい
新感覚のそばスイーツは
つるんとしたキウイ風味

1個 270円（税込）

井の頭公園
＊まるごとガイドブック
ディープな井の頭公園なら
この1冊におまかせ

1冊1,512円（税込）

絵はがき 
三鷹からのメッセージ
10枚の写真で見る
三鷹市の名所・風景

10枚セット 600円（税込）

公益財団法人 三鷹市スポーツと文化財団
☎0422-47-9100
販売場所:          他A C

三鷹産野菜を使った
旬菜ドレッシング
野菜に野菜をかける感覚の
旬野菜ドレッシング

各590円（税込）

カムラッド三鷹店　
☎0422-41-9449
販売場所:       　    他A B H

太宰治コースター
まるでミニ畳！ 
天然素材の和コースター

各400円（税込）

社会福祉法人はなゆめ 
ワークセンターゆめ
☎0422-48-8843
販売場所:              他A C E

関口十一畳店　
☎0422-43-7247
販売場所:          他A C

ふとんの太田
☎0422-43-4326
販売場所:          他A D JA東京むさし三鷹緑化センター

☎0422-48-7482
販売場所:     H

三鷹産
キウイフルーツジャム
市内産キウイを使用した
自然派ジャム

トーホーベーカリー
☎0422-43-6311
販売場所:          他A G

1本 190円（税込）

太宰治 
刺繍タオルハンカチ

4個 310円（税込）

社会福祉法人にじの会　
☎0422-39-2411
販売場所: R

G

フランス菓子 ル・リス　
☎0422-70-5002
販売場所:

トーホーベーカリー
☎0422-43-6311
販売場所:　　　 他A B

季寄せ 蕎麦 柏や
☎0422-48-2349
販売場所: F

株式会社文伸／ぶんしん出版
☎0422-60-2211
販売場所:       　　 他  A B D

株式会社文伸／ぶんしん出版
☎0422-60-2211
販売場所:       A B C D

みたか観光案内所 
三鷹市下連雀3-24-3-101 ☎0422-40-5525
NEWDAYS三鷹店
三鷹市下連雀3-46-1 アトレヴィ三鷹改札外3F
☎0422-59-1038
太宰治文学サロン
三鷹市下連雀3-16-14 グランジャルダン三鷹1F
☎0422-26-9150
㈱まちづくり三鷹
三鷹市下連雀3-38-4 三鷹産業プラザ2F
☎0422-40-9669
星と風のカフェ
三鷹市下連雀3-8-13 ☎0422-44-2255
季寄せ 蕎麦 柏や
三鷹市下連雀3-35-1 三鷹コラル4F
☎0422-48-2349
フランス菓子 ル・リス
三鷹市下連雀1-9-16 KENTビル１F
☎0422-70-5002

みたかのおみやげ認定35品の主な販売場所
JA東京むさし三鷹緑化センター 
三鷹市新川6-30-22  ☎0422-48-7482 
シェ・リュイ 三鷹店　
三鷹市下連雀3-46-1 アトレヴィ三鷹改札内3F
☎0422-50-5506
TOKYOたまものスイーツ　
三鷹市下連雀9-5-1 泰成マンション1F19号
☎0422-90-5808
菓子厨房 レヴェ　
三鷹市下連雀3-37-28  ☎0422-41-7500
鶏笑 三鷹店　
三鷹市下連雀3-13-8  ☎0422-45-7755
茶房ふれーず　
三鷹市上連雀2-3-5  ☎0422-48-4471
豆狸（まめだ）　
三鷹市下連雀3-46-1 
アトレヴィ三鷹改札外3F
☎0422-50-5200

おこわ米八  三鷹店
三鷹市下連雀3-46-1
アトレヴィ三鷹改札内3F
☎0422-50-2271
海鮮丼  丸喜　
三鷹市下連雀3-37-41（三平ストア隣）
☎0422-70-0405
セサビー 三鷹店　
三鷹市下連雀3-46-1 
アトレヴィ三鷹改札内4F
☎0422-50-3021
大沢ハーモニー　
三鷹市大沢1-1-43 ☎0422-26-8621
三鷹市役所前　増田屋
三鷹市下連雀9-11-8
☎0422-43-8525
セブン-イレブン 三鷹むらさき橋通り店
三鷹市下連雀7-3-4
☎0422-44-7030
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