今年も決定！ 武蔵野市の
“公式おみやげ”
2020年版

「むさしのプレミアム・むさしのスーパープレミアム」一挙紹介！
「むさしのプレミアム」
は、武蔵野市を代表する、魅力あ
る“おみやげ品”として2014年に誕生した地域ブランド。
今年は新たに14商品が仲間入り、合計39商品に。また、3
年の認定期間が終了したプレミアム商品を対象に2017年

から新設された究極のおみやげ品
「むさしのスーパープレ
ミアム」
は、15商品が登録されています。それらを一挙に
紹介します。一覧できる小冊子も1月下旬発行予定。
「武蔵
野市観光機構」
「吉祥寺まち案内所」
などで配布されます。

武蔵野市観光機構 ☎0422-23-5900

TOKYO MUSASHI
NO

9:00～18:00

むさし のプ

2020

※表示価格は税込み（一部例外あり）
※電話番号は認定事業者または、取扱店のものです

今年の
市民審査会の
ようす
「武蔵野のおみや
げ」として
選ばれた54商品を
紹介！
マップ・販売店情
報付き

スーパープレミアム認定商品

スナップボタンをパチ
パチと留めていくとロ
ケットなどが作れます。
知育玩具にぴったり。1
セット2200円
（20本）
。

●コアルーバッグ＆吉祥寺
☎0422-27-6328

●シゲ・ハセガワ・デザイン
☎090-2742-8383

BON BON
–
KICHIJOJI

武蔵野市とルーマニア・ブ
ラショフ市の友好ワイン。
赤1本2310円、白1本1870
円。

金属製ボタンの裏に、
名前、住所、電話番号
をシールに書いて貼
るボタン。
1個480円。

●サンモット
取扱店／アンテナショップ麦わら帽子
☎0422-29-0331

●青木一誠
取扱店／セブンイレ
ブン武蔵野中央店 ☎0422-55-5575

UVカットの大きなツバ
とスカーフが、顔全体、
首回りまでを紫外線か
ら守ります。3900円
●和クリエイト
取扱店／京和み
☎0422-53-0753

むさしの桜 からころ猫

吉祥寺 de
Photo WEDDING

Cafe Arabian

～カフェアラビアン～
閉店してしまった吉
祥寺の自家焙煎コー
ヒーの 草 分け 店
「も
か」
の味を再現。1袋
750円
（100g）
。
●自家焙煎の店アンダンテ
☎0422-37-1612

吉祥寺バッジ

吉祥寺の街の日常を背
景にしたウエディング
の前撮りサービス。撮
影経費、アルバム製作
費込み20万7900円。

中央線やゾウのはな
子など吉祥寺らしいモ
チーフをデザインした
バッジ。1個330円

●吉祥寺 de WEDDING
☎050-5242-3094

●P＆M
☎0422-24-9017

むさしの桜 箸置き

雑貨

美バイザー

●武蔵境活性化委員会
取扱店／ハイナン焼き
ショーロンポー ☎0422-37-0539

雑貨

●ともぞう本舗
取扱店／ SEASONS ☎0422-27-2874

安否確認ボタン
（G＆B's ANPI）

●峰の雪酒造場
取扱店／三浦屋コピス吉祥寺店
☎0422-21-1020

境のとんがらし（一味唐辛子）

武蔵境で栽培した唐
辛 子。 色 鮮 や か で、
辛みが強いのが特徴。
1袋200円
（10g入り）
。

飲料

「吉祥寺」は角字を道
に見立てたデザイン。
「ハーモニカ横丁」は
提灯と横丁をイメー
ジ。各1375円。

●マイスタームラカミ
☎0422-32-3166

ハチミツと水、酵母を発酵
させたお酒。左:花織1540
円
（180ml）
、 右:美 禄 の 森
3300円
（520ml）
。

マルキーズ ショコラ

●やさい食堂七福
（武蔵野福祉作業所） ☎0422-52-7828

～蜂蜜から作ったお酒～

雑貨

手染め手ぬぐい
「吉祥寺」
「ハーモニカ横丁」

上質の和牛をじっく
り燻製し、ドイツ製
の香辛料を使用した
ビ ーフジャーキー。
1パック1200円。

「花織」
「美禄の森」

雑貨

紅茶専門店のこだわり
ギフト。人気の紅茶と
ハーブティーの20袋
入り。缶はアフターユ
ースも。1箱2860円。

ブラショフと武蔵野
の友好ワインParks

ビーフジャーキー

●JA東京むさし
（武蔵野新鮮館）
☎0422-54-7150

飲料

Tea Lovers缶

食べる旨みそ吉祥寺辣油

JA東京むさしの農家
が生産した野菜
（キャ
ベツ）
を使用した冷凍
餃子です。399円。

NEW

小麦を一切使わない
グルテンフリーのケ
ーキ。たっぷりのメ
レンゲで焼き上げて
います。1個350円。

惣菜

●平澤製餡所
☎0422-22-3285

おいしいムーちゃん餃子

洋菓子

●紅梅堂
☎0422-22-6026

snapband
（スナップ
バンド）
進化系おりがみ

1本のベルトで5WAY
に変身するショルダー
ベルト
（全8種類）
。手
持ちのバッグにも使用
できます。5500円。

惣菜

●紅梅堂
☎0422-22-6026

NEW

雑貨

コアルーストラップ
「アルファ」

洋菓子

北海道小豆のみを使
用した豆本来の風味
が特徴。こし餡とつ
ぶ餡、季節の商品も
あり。1個400円。

●カレ ル チャペック
紅茶店 吉祥寺本店 ☎0422-23-0488

8個入り2500円

雑貨

生地と餡に沖縄産の
黒糖を使用。ビタミ
ンEが 多く含まれ て
いる米油で揚げてい
ます。1個119円。

雑貨

1個175円

吉あん

雑貨

●☎0422-22-9681
武蔵野市吉祥寺本町1-2-8、
レモンビル1階
10:30～21:30、無休

NEW

初恋レモン

コーヒー風味のどら
やき生地に、コーヒ
ー餡とたっぷりの生
クリームをはさみま
した。1個216円。

惣菜

●☎0422-23-8275
武蔵野市吉祥寺本町1-7-7
8:30～21:00
1/1・2休み

あんず美人ますく

●ココロ化粧品
取扱店／吉祥寺東急REIホテル
☎0422-47-0109

和菓子

一枚一枚丹念に香ばしく焼
き上げたクッキーに、ラム酒
に漬け込んだレーズンとフレ
ッシュバター使用のクリーム
サンド。1980年の創業当時
から続く伝統の味です。

かりんとう饅頭

●吉祥寺MATSUHIRO
取扱店／ころくや武蔵
境店 ☎0422-38-5222

最終審査

認定・登録

●Bella Donna
☎0422-54-9212

雑貨

表面のクッキー生地のサ
クサク感と、中から溢れ出る
メープルバターの濃厚な甘
みが特徴のメロンパン。1日
500個以上売り上げる人気
商品。

認定・登録

●パティスリー ティアレ
☎0422-51-2804

スーパープレミアム
認定の
「金箔入り吉祥
寺辣油」
を使った万能
調味料。680円。

二次審査
公募市民審査員による、
試食等を通した審査

一次・二次審査結果を踏まえて、
試食等を通して応募商品を審査

あんずの核の成分を使用した
美容フェイスマスク。4つの有
効保湿成分に、ヒアルロン酸
などを贅沢に配合。1枚396円。

洋菓子

レモンドロップ吉祥寺本店

2018年認定

NEW

●パティスリー ウルソン
☎0422-51-0030

●塚田水産
☎0422-22-4829

レーズンサンド

くまちゃんのおやつ

雑貨

ボンジュール・ボン 吉祥寺店

2018年認定

飲料

メイプルメロンパン

審査会

●エスプリ・ドゥ・パリ
☎0422-54-5139

さつま揚げ詰め合わせ

武蔵野市、商工会議所、
専門家による書類審査

特別審査員が試食等を
通して審査

きなこ・白ゴマなど8種類
の味が楽しめるクッキー。
バター不使用でサクッと
軽い食感が特徴。Sサイズ
200円。

カフェ生どら

一次審査

スーパープレミアムに
エントリー

ホワイトチョコレート
を練りこんだしっとり
生地をレモンが香る
チョコレートでコーテ
ィング。1個205円。

昭和20年の創業。当
時と変 わらない 手
作りさつま揚げの詰
め 合 わ せ で す。1箱
1080円。

1枚250円

候補商品を募集

コクと甘みのある御
養卵をたっぷりと使
用。店名のクマの形
をしたかわいいマド
レーヌ。1個140円。

飲料

1箱951円

プレミアム認定商品として
3年間登録

ホワイトチョコと国産
米粉にフルーツなど
のパウダーを合わせ
て焼き上げたチョコレ
ート菓子。1枚324円。

惣菜

●取扱店／ころくや武蔵境店
☎0422-38-5222
武蔵野市境南町2-1-35、nonowa
武蔵境EAST
10:00～21:00
（土・日曜、祝日
は20:00まで）
、1/1休み
1袋2食入り330円

●☎0422-38-9727
武蔵野市中町3-28-11
10:00～19:00
水・木曜休み

NEW

●RISU-Zirushi
取扱店／HATTIFNATTの雑貨屋さん ☎0422-26-9110

CA・LA・RI・
（カラリ）

むさしのプレミアム
認定までの流れ

●亀屋矢崎商店
☎0422-51-3931

●Folium Floris
TAKARAZUKA ☎080-4156-2056

雑貨

市内農家、JA、小学校な
どの協力を得て育てられた武
蔵野市内産小麦を配合。本
格的な武蔵野地粉うどんが、
家庭で楽しめます。

●☎0422-54-5139
武蔵野市中町3-5-12、
フォーレスト１階
10:00～19:30、無休

アニマルパスケース

亀祥
本醸造生貯蔵酒

機構

スーパープレミアム
認定までの流れ

濃醇で、やや辛口タイプ
のお酒。ラベルは井の頭
公園をモチーフにしてい
ます。要冷蔵、1本550円
（300ml）
。

簡単に取り外しのでき
るストラップ付きのパ
スケース。井の頭自然
文化園のリスをイメー
ジした商品も。
1980円。

飲料

武蔵野商工会議所

「井の頭池」
「境浄水場」
「武
蔵野中央公園」など武蔵野市
内の地理的名所が描かれたサ
ブレ。上質な素材で丁寧に作
られたおいしさも人気です。

洋菓子

2017年認定

パティスリー A.K Labo

国産の米粉、特選卵とは
ちみつなどを配合し焼き上げ
たお米のカステラ。通常のハ
ーフサイズのカステラを、
「ム
ーバス」とのコラボパッケー
ジに入れました。

洋菓子

惣菜

武蔵野地粉うどん（乾麺）

2018年認定

NEW

元宝塚歌劇団花組みず
き愛さんが開発したティ
ーアート。シュガーレー
ス3枚、すみれティーバ
ッグ3包み入り2200円。

惣菜

ウインナー 2本540円から、ジャンボフランク1188円

武蔵野ジオサブレ

NEW

NEW

●日本獣医生命科学大学
取扱店／ころくや武蔵境店 ☎0422-38-5222

●亀屋矢崎商店
☎0422-51-3931

和菓子

エスプリ・ドゥ・パリ

武蔵境産の
「とんがらし」
を
スパイスに、チーズを加えて
仕上げた、粗挽きタイプのソ
ーセージ。豚肉を塩漬け熟成
して使用。

2018年認定

亀祥
手造り生貯蔵酒

発酵バター入り
ニチジュウコンビーフ

武蔵野市観光

ム 公式サイ

2020年版
「むさしのプレミアム」
小冊子。1月下旬から配布予定

食品科学科の学生が開
発。北海道の赤身牛肉
「キタウシリ」
に、芳醇
な香りの発酵バターを
加えました。760円。

すっきりとした旨口で、ラ
ベルは縁起の良い
「亀」
をモ
チーフにしています。要冷
蔵、1本429円
（300ml）
。

洋菓子

2017年認定

武蔵乃國 お米のかすていら（ムーバスパッケージ）

NEW

雑貨

ケーニッヒ 吉祥寺店

ハーモナカⓇ（ハモナカ）

●取扱店／吉祥寺虎屋 ダイヤ街
アルファ店
☎0422-22-2083
武蔵野市吉祥寺本町1-2-7
9:30～19:00、水曜定休
6個972円

洋菓子

2017年認定

洋菓子

惣菜

武蔵境とんがらしチョリソーチーズフランク

1個172円

シュガーレースⓇ
すみれティーセット

NEW

●HIRO TOKYO
取扱店／Cafe Montana
☎0422-21-0208

●玄関食堂
☎0422-53-8429

野菜を主役にしたカレー

チェッターヒン（ミャンマー
チキンカレー 濃厚辛口）

ピーナッツオイルやスパイス
をふんだんに使って辛口に仕
上げた、本格ミャンマー式チ
キンカレー。1パック994円。

●JA東京むさし
（武蔵野新鮮館）
☎0422-54-7150

吉祥寺の名所「ハーモニカ
横丁」
にちなんだ、ハーモニカ
型の最中。白餡にレモンと紅
茶の香り付けをした特製餡が
和と洋の融合を楽しめます。

●取扱店／ SEASONS
☎0422-27-2874
武蔵野市吉祥寺本町1-27-3
月･火 曜11:30～19:00
（ 木･金 は
20:00まで、土･日曜11:00から）
第1火・水曜休み
1枚1375枚

いつもの料理がグレ
ードアップする万能
調味料。醤油、エス
ニック、きのこ、み
その4種
（1個600円）
。

和菓子

●取扱店／ころくや武蔵境店
☎0422-38-5222
武蔵野市境南町2-1-35、nonowa
武蔵境EAST
10:00～21:00
（土・日曜、祝日
は20:00まで）
、1/1休み
1個680円

NEW

地元農家が生産した新鮮野
菜を使用したレトルトカレー。
パッケージに武蔵野市の地図
を掲載。1パック540円。

リードエンジニアリング

デザインから仕上げまで一
人で製作している手染め手ぬ
ぐい。井の頭自然文化園にい
た
「象のはな子」
や井の頭池の
「スワンボート」
をデザイン。

●吉祥寺MATSUHIRO
取扱店／ころくや武蔵境店 ☎0422-38-5222

洋菓子

武蔵野市境産の「境のとん
がらし」を含め、数十種類も
の香辛料を独自の製法でブレ
ンドしたふりかけ。ご飯には
もちろん、薬味にもぴったり。

●吉祥寺虎屋
ダイヤ街アルファ店 ☎0422-22-2083

玄関食堂のおすそわけ

一般社団法人
むさしのプレミア

http://musashin ト
o-premium.com

NEW

●エスプリ・ドゥ・パリ
☎0422-54-5139

飲料

2017年認定

手染め手ぬぐい屋ともぞう本舗

吉祥寺MATSUHIRO

●☎0422-49-4186
武蔵野市吉祥寺南町1-17-1
10:30～20:00、無休

手染め手ぬぐい「スワンボート」
「象」

●☎0422-22-6026
武蔵野市吉祥寺北町2-2-12
8:00～19:00、無休

洋菓子

2018年認定

コーヒー味の餅皮の中に、
コーヒー入りの白あんと上質
の生クリームという三層仕立
て。コーヒーや紅茶との相性
もバッチリ。冷凍で販売して
います。

●取扱店／ころくや武蔵境店
☎0422-38-5222
武蔵野市境南町2-1-35、nonowa
武蔵境EAST 10:00～21:00
（土・
日曜、祝日は20:00まで）
、1/1休み 左／ 45g735円、右／ 90g1296円

雑貨

惣菜

境のとんがらし入り 魔法の吉祥寺ふりかけ

2017年認定

紅梅堂

武蔵野市境産唐辛子「境の
とんがらし」を含め、20種類
もの香辛料と調味料をブレン
ドし、コクと旨味、キレのあ
る辛さを追求した辣油。金箔
入りで華やかさもプラス。

大人1990円、子ども1500円
（税別）

コーヒー大福

具だくさん吉祥寺辣油

スーパープレミアム
認定
「金箔入り吉祥
寺辣油」
をベースにし
た、具だくさんの食
べる辣油。
1個735円。

惣菜

2017年認定

NEW

あんは能登大納言あ
ずきを使用、皮には隠
し味にしょうゆを入れ
た、しっとり和風味の
どら焼き。1個216円。

飲料

金箔入り吉祥寺辣油
吉祥寺MATSUHIRO

吉祥寺を拠点に活躍す
るイラストレーター、キ
ン・シオタニさんが描き
おろした人文字イラスト
を使って作るオリジナル
Ｔシャツ。
●☎0422-28-0160
武蔵野市吉祥寺本町2-2-17
（吉祥寺中道通り入口）
10:00～21:00 無休

1本230円

吉虎どら焼き

鹿児島県国分酒造の芋
焼酎
「フラミンゴオレン
ジ」
の風味が隠し味。し
っとり風味豊かな仕上
がり。5個入り1404円。

惣菜

ユニクロ 吉祥寺店

●☎0422-22-4829
武蔵野市吉祥寺本町1-1-8
9:30～18:30
（夏季は18:00まで）
1/1～3休み
エビ・ホタテ各226円、チーズ・イカ各162円

和菓子

2018年認定

惣菜

雑貨

キンシオＵTme!（ゆーてぃーみー）

魚のすり身に、チーズ、ホ
タテ、エビ、イカの具材を混
ぜてフライに。同店自慢の商
品。パン粉の衣をつけている
から、サクサク食感も楽しめ
ます。

NEW

惣菜

１枚121円
（しょうゆ味）

塚田水産

吉祥寺窯焼バーム
（5個入り）

惣菜

●☎0422-21-9817
武蔵野市吉祥寺本町2-4-14
10:30～19:00、無休

2017年認定

惣菜

外はサックリ、中はふ
んわりのダックワーズ生
地に玄米クリームをサン
ド。ねこのての形に仕上
げた見た目もキュートで
す。

吉祥寺揚げ

※NEWは新規認定商品
※洋菓子、和菓子、惣菜、飲料、雑貨の部門別に商品名の50音順で並んでいます
和菓子

吉祥寺第一ホテル パティスリー・アンフィニ

「井の頭」
の地名にちなんで
作られていた、井桁の形の名
物煎餅の復刻版。東急百貨
店吉祥寺店30周年を記念し
て、同店のみで2004年から
販売。
●☎0422-21-5202
武蔵野市吉祥寺本町2-3-1、
地下1階で販売
10:00～20:00、1/1のみ休み

2018年認定

洋菓子

東急百貨店 吉祥寺店

いろねこのて

惣菜

2017年認定

洋菓子

和菓子

井の頭煎餅

プレミアム認定商品

※商品名の50音順に並んでいます

レミアム

おみやげ手帳

むさしの樹木フィギュア
ミニBONSAI

てのひらで転がすと
福を呼ぶかのように
コロコロと鳴る空色
と萌黄色2色の置き
物。1個770円。

桜の花柄
（ピンク、水
色の2種類）の福袋に
のった招き猫がポイ
ント。1個880円。

小さく、水やりをしなく
てもOK。日本土産とし
て外国人旅行客も持ち
帰れます。1個3300円。

●福雪 取扱店／銀座
夏野アトレ吉祥寺店 ☎0422-22-2024

●福雪 取扱店／銀座
夏野アトレ吉祥寺店 ☎0422-22-2024

●リップデコジャパン
取扱店／産経学園吉祥
寺校 ☎0422-40-2261

