
　   主　催：一般社団法人 武蔵野市観光機構
後　援：武蔵野商工会議所、武蔵野市商店会連合会、吉祥寺活性化協議会、武蔵境活性化委員会

東京むさし農業協同組合 武蔵野支店、多摩信用金庫 
協　力：武蔵野市、株式会社エフエムむさしの、関東バス株式会社

学校法人古屋学園 二葉栄養専門学校、二葉製菓学校、二葉ファッションアカデミー

多摩地域の魅力を発信する 東京・多摩のおみやげプロジェクト（http://www.tamanoomiyage.jp）は、むさしのプレミアムを応援しています。

申込用紙は武蔵野市観光機構窓口か下記ホームページからもダウンロードできます。

2018年
4月1日～6月30日
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　むさしのプレミアムならびにむさしのスーパー
プレミアムは、この街を代表する魅力的な品々を
おみやげとして広く内外に PRし、武蔵野市発の
地域ブランドの確立と地域活性化を推進するプロ
ジェクトです。

応募・審査は無料！ 
どしどしご応募ください。募

集
期
間

申 込 み
問合せ先

一般社団法人 武蔵野市観光機構（むさしのプレミアム事務局　担当：髙橋・谷口・橋都） 
〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-10-7 商工会館1F　 TEL.0422-23-5900    FAX.0422-23-5901
E-mail info@musashino-premium.com    URL http://musashino-premium.com

詳しくはこちらまで

認定事業者様の声

武蔵野花凜

認定事業者様から”むさしのプレミアム”への期待や要望をコメントいただきました。応募の参考にしてください。

特　典
むさしのプレミアムに認定されると各種特典が付与されます。飛躍のキッカケにして下さい。

観光機構HP内プレミアムサイトに
イベント出店などタイムリーな情報を掲載

全プレミアム商品をカテゴリー別・エリア別に
画像、特長、住所などを紹介

武蔵野桜まつり、吉祥寺駅フェスタなどの
イベント出店

認定の証として認定シールを用意

総会・学会などの参加者への手土産品として
プレミアム商品のアセンブル

プレスリリースによる市民審査会開催、
プレミアム認定品の決定等メディアへの

タイムリーな情報発信

プレミアム商品がonestopで
購入できる店舗出品

※第1回スーパープレミアムに認定されました

プレミアム商品プレゼント企画
などへの対応

Tokyo・Musashino

第5回 むさしのプレミアム
第2回 むさしのスーパープレミアム

街はあなたのいっぴんを待っている！！

武蔵野のおみやげを募集します！

むさしのプレミアムの更なる飛躍を期待しています。
・期待を胸に抱き、相応しい逸品になろうと精進する。
・思いをたばねることで地域がまた強くなる。
プレミアムは、私には前に踏み出す大きな一歩となりました。
一緒に盛り上げていきましょう。

大阪屋酒店

昨年開園100周年を迎えた井の頭恩賜公園。
この地元の貴重な資産である井の頭ブランドを日本酒に冠して
より多くの方に知っていただき、味わってもらう為、プレミアムに応募。
イベント出店機会があれば出来るだけ出店して、お客様とのダイ
レクトなコミュニケーションを通じて「まちの酒屋」の将来像をこれ
からも追い求めていくつもりです。

MATSUHIRO（マツヒロ）

良い商品にはちゃんと理由があります。
武蔵野のおみやげ品としてお墨付きを頂いている商品だという
事をもっと周知すること、徹底されることの期待と共にこれからも
地元武蔵野に根付いた魅力ある商品をもっとお届けしたいと
思います。

COAROO（コアルー）

1本のベルトでかけ方イロイロの魔法のバッグ
“コアルーバッグ”。商品を通じた地域の皆さんとの素敵な出逢い
に感謝です。ここ武蔵野からコアルーバッグのスタンダード化を
目指し、これからの色んなイベントを通じた皆さんとの出逢いを
楽しみにしております。

ギフトニーズに対応した
プレミアム商品の提案

武蔵野市観光機構
ホームページ掲載

武蔵野市内の各種
 イベント・出店機会の提供

市内常設販売店
出品機会の提供

プレミアム認定品
カタログの発行・掲載

スーパー・プレミアム
認定マークの使用

メディアへの公表
およびPR

地域情報誌等
への掲載

※スーパープレミアムは5月1日～6月30日

事業
者の

皆様
へ



問合せ・申込先 一般社団法人武蔵野市観光機構（むさしのプレミアム事務局担当：髙橋・谷口・橋都）
〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-10-7 商工会館１F　TEL.0422-23-5900    FAX.0422-23-5901 
E-mail：info@musashino-premium.com　URL  http://musashino-premium.com

趣旨
武蔵野市を代表する魅力的な商品を武蔵野のおみやげとして広く内外にPRし、武蔵野市発の地域ブランドの確立と地域活性化を
図るため、その目的に相応しい商品を認定する制度です。尚、スーパープレミアムは、設定期間3年が終了した第1回・2回プレミアム
認定商品を対象に地域を代表する至高の逸品として認定する制度です。

むさしのプレミアム応募には
・商品画像データをメールで送付願います。（500KB以上）  e-mail：info@musashino-premium.com
・1商品 1枚で応募願います。

http://musashino-premium.comからも申込書がダウンロードできます

応募方法

認定審査

登録料、
登録期間、
更新手数料

項目

むさしのプレミアム
2018年４月１日～６月３０日

スーパープレミアム
2018年5月１日～６月３０日 認定・登録

9月中旬
７月上旬

審　査　会

一次審査

書類審査

７月中旬～８月中旬
二次審査
一般市民
審査（投票）

8月下旬

最終審査

第5回むさしのプレミアム・第2回むさしのスーパープレミアム 募集のご案内 第5回 むさしのプレミアム ・ 第2回 スーパープレミアム　申し込み書

第5回 むさしのプレミアム 第2回 スーパープレミアム

（ふりがな）
商品名

※商品名はそのまま
認定手帳に掲載され

ますのでご留意
願います。

PRポイント
※武蔵野らしさや

PRポイントを
記入ください

商品説明
※パンフレットなど

添付

事業者

商品情報
※食品については
賞味・消費期限

ならびに保存を記入

取扱販売店

販売価格

事業者名

・保存

・消費期限

・賞味期限

・販売 （　通年　　季節限定　） （　通年　　季節限定　）

（　常温　　冷蔵　　冷凍　） （　常温　　冷蔵　　冷凍　）

店名

税込み

税抜き

住所

窓口担当者

電話・FAX

e-mail

項目 第5回 むさしのプレミアム 第2回 スーパープレミアム
※対象は、2014年（平成26年）第1回、2015年（平成27年）第2回

むさしのプレミアム認定商品❶応募資格
3年の認定期間終了のプレミアム商品取扱い
事業者
❷対象商品
2014年第1回・2015年第2回プレミアム認
定商品
❸提出書類
スーパープレミアム申込書
❹申し込み期間
2018年5月1日～6月30日
❺申込受付
武蔵野市観光機構（プレミアム事務局）へメール
か郵送又は窓口にご持参ください。
❻応募・審査費用
無料

❶応募資格
武蔵野市内で対象商品を製造又は企画、販売（予定を含む）を行う
事業者・団体
❷対象商品　※以下の条件をすべて満たすもの

（1）武蔵野のおみやげにふさわしいもの
※食品部門・食品以外部門　※１事業者３点（商品）まで既認定登録商品と
は別に応募可能です。

（2）持ち帰ることのできるもの
（3）武蔵野市内で販売されているもの
※製造が市外でも、市内店舗で販売されていれば応募可能です。

（4）食品衛生法などの関係法規を遵守していること
❸提出書類
むさしのプレミアム申込書および商品の写真（画像データ500kb以上）※必須
※商品のパンフレット等があれば、補足資料としてご提出ください。

❹申し込み期間　2018年４月１日～６月30日
❺申込受付
一般社団法人武蔵野市観光機構（むさしのプレミアム事務局）へメールか
郵便で送付又は窓口にご持参ください。
❻応募・審査費用　無料

❶スーパープレミアム審査委員会
スーパプレミアム審査特別委員を選任し、審査
します。
❷審査方法
現物審査を行ないます。
❸審査基準
・武蔵野らしさ～地産材料の使用、独自製法
等～がストーリーとして成立している商品で
あること
・店頭演出、催事出店等を含め、プレミアム
の普及・啓蒙に取り組んでいる事実が確認
できること

❶むさしのプレミアム審査委員会（以下審査会）
武蔵野商工会議所、武蔵野市、学校法人古屋学園 二葉栄養専門学校、
二葉製菓学校、二葉ファッションアカデミー、東京むさし農業協同組合、
関東バス株式会社、多摩信用金庫、株式会社エフエムむさしの等に
よる審査会を組織し、むさしのプレミアム認定にふさわしい商品かど
うかを審査します。
❷審査方法

（1）一次審査として、対象商品が応募資格や対象商品の条件を満たして
いるかを審査会で書類審査します。

（2）二次審査として、公募一般市民による審査を実施します。
（3）最終審査として、二次審査の結果を勘案して認定商品を決定します。
※二次・最終審査会において現物審査を行いますので商品提供をお願いします。
詳細につきましては一次審査を通過した応募者にご案内します。

❸審査基準
「地域独自性（武蔵野らしさ）」・「信頼性」・「将来性」などの観点からむさ
しのプレミアム審査基準に基づき審査します。

❶登録料
10,000円/1商品
❷登録有効期間
3年

❶登録料　10,000円/1商品
登録料は特典にかかる経費の一部に充てさせていただきます。

❷登録有効期間　1年
❸更新手数料　5,000円/1商品
※登録有効期間後、更新を希望する場合は、むさしのプレミアム事務局に
更新申込書をご提出いただき、審査会で更新審査いたします。（更新は２回
まで）

発表・
スケジュール

❶発表
応募事業者に通知のほか、2018年9月下旬リビングむさしの掲載タブロイド版、むさしのプレミアムホームページ
で公表

武蔵野らしさ～地産材料の使用、独自製法
等～がストーリーとして成立していること
を具体的にご記入願います。

※スーパープレミアムは二次審査なし
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　   主　催：一般社団法人 武蔵野市観光機構
後　援：武蔵野商工会議所、武蔵野市商店会連合会、吉祥寺活性化協議会、武蔵境活性化委員会

東京むさし農業協同組合 武蔵野支店、多摩信用金庫 
協　力：武蔵野市、株式会社エフエムむさしの、関東バス株式会社

学校法人古屋学園 二葉栄養専門学校、二葉製菓学校、二葉ファッションアカデミー

多摩地域の魅力を発信する 東京・多摩のおみやげプロジェクト（http://www.tamanoomiyage.jp）は、むさしのプレミアムを応援しています。

申込用紙は武蔵野市観光機構窓口か下記ホームページからもダウンロードできます。

2018年
4月1日～6月30日

2018年

http://musashino-premium.com

　むさしのプレミアムならびにむさしのスーパー
プレミアムは、この街を代表する魅力的な品々を
おみやげとして広く内外に PRし、武蔵野市発の
地域ブランドの確立と地域活性化を推進するプロ
ジェクトです。

応募・審査は無料！ 
どしどしご応募ください。募

集
期
間

申 込 み
問合せ先

一般社団法人 武蔵野市観光機構（むさしのプレミアム事務局　担当：髙橋・谷口・橋都） 
〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-10-7 商工会館1F　 TEL.0422-23-5900    FAX.0422-23-5901
E-mail info@musashino-premium.com    URL http://musashino-premium.com

詳しくはこちらまで

認定事業者様の声

武蔵野花凜

認定事業者様から”むさしのプレミアム”への期待や要望をコメントいただきました。応募の参考にしてください。

特　典
むさしのプレミアムに認定されると各種特典が付与されます。飛躍のキッカケにして下さい。

観光機構HP内プレミアムサイトに
イベント出店などタイムリーな情報を掲載

全プレミアム商品をカテゴリー別・エリア別に
画像、特長、住所などを紹介

武蔵野桜まつり、吉祥寺駅フェスタなどの
イベント出店

認定の証として認定シールを用意

総会・学会などの参加者への手土産品として
プレミアム商品のアセンブル

プレスリリースによる市民審査会開催、
プレミアム認定品の決定等メディアへの

タイムリーな情報発信

プレミアム商品がonestopで
購入できる店舗出品

※第1回スーパープレミアムに認定されました

プレミアム商品プレゼント企画
などへの対応

Tokyo・Musashino

第5回 むさしのプレミアム
第2回 むさしのスーパープレミアム

街はあなたのいっぴんを待っている！！

武蔵野のおみやげを募集します！

むさしのプレミアムの更なる飛躍を期待しています。
・期待を胸に抱き、相応しい逸品になろうと精進する。
・思いをたばねることで地域がまた強くなる。
プレミアムは、私には前に踏み出す大きな一歩となりました。
一緒に盛り上げていきましょう。

大阪屋酒店

昨年開園100周年を迎えた井の頭恩賜公園。
この地元の貴重な資産である井の頭ブランドを日本酒に冠して
より多くの方に知っていただき、味わってもらう為、プレミアムに応募。
イベント出店機会があれば出来るだけ出店して、お客様とのダイ
レクトなコミュニケーションを通じて「まちの酒屋」の将来像をこれ
からも追い求めていくつもりです。

MATSUHIRO（マツヒロ）

良い商品にはちゃんと理由があります。
武蔵野のおみやげ品としてお墨付きを頂いている商品だという
事をもっと周知すること、徹底されることの期待と共にこれからも
地元武蔵野に根付いた魅力ある商品をもっとお届けしたいと
思います。

COAROO（コアルー）

1本のベルトでかけ方イロイロの魔法のバッグ
“コアルーバッグ”。商品を通じた地域の皆さんとの素敵な出逢い
に感謝です。ここ武蔵野からコアルーバッグのスタンダード化を
目指し、これからの色んなイベントを通じた皆さんとの出逢いを
楽しみにしております。

ギフトニーズに対応した
プレミアム商品の提案

武蔵野市観光機構
ホームページ掲載

武蔵野市内の各種
 イベント・出店機会の提供

市内常設販売店
出品機会の提供

プレミアム認定品
カタログの発行・掲載

スーパー・プレミアム
認定マークの使用

メディアへの公表
およびPR

地域情報誌等
への掲載

※スーパープレミアムは5月1日～6月30日

事業
者の

皆様
へ


