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❶武蔵野ジオサブレ
☎0422-38-9727

スーパープレミアム認定商品 洋菓子・和菓子
❶ 武蔵野ジオサブレ

「武蔵野ジオサブレ」
は発酵バターにライ麦粉と
ブルターニュ・ゲランドの塩を加えることで、サ
クッと香ばしいサブレに。地元の名所の俯瞰図
が刻印され、ラベルには詳しい説明文も。写真は
「境浄水場」
「武蔵野中央公園」
「七井橋通り」
。ほ
かに
「井の頭池」
なども。１枚270円

パティスリーA.K Labo
武蔵野中央エリア

武蔵野市中町3-28-11
10:00～18:00 水・木曜定休
http://aklabo.com

❷井の頭煎餅

❸ 武蔵乃國
お米のかすていら

井桁の形が特徴的な
「井の頭煎餅」
は明治38 年
から昭和32年まで、小美濃煎餅店で販売されて
いたもの。そのお煎餅を平成16年に地元の方々
のアイデアで復刻。香ばしい手焼きの醤油味。
1枚162円

（ムーバスパッケージ）

特別な製法で 微粉末にした
国内産の米粉を使用。バター
を加えることで、しっとりしな
がらフワッと軽い口溶けを実
現。北海道産の牛乳、希少な
「日光金乃卵」
など、安心な素材
を厳選した逸品。1箱983円
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「見て楽しい、食べておいしい。1枚で2度楽しめるお菓子です」
（オーナーシェフ・庄司あかねさん）

❷井の頭煎餅

※最新情報は店舗ホームページにてご確認ください

東急百貨店吉祥寺店
吉祥寺エリア

☎0422-21-5202

武蔵野市吉祥寺本町2-3-1 地下1階
10:30～19:00 （※）
1/1のみ休み
https://www.tokyu-dept.co.jp/kichijouji/
「吉祥寺土産として幅広い層のお客様に愛されています」
（地下1F 諸国銘菓売り場・髙島宗人さん）

❸武蔵乃國 お米のかすていら（ムーバスパッケージ）
☎0422-54-5139

エスプリ・ドゥ・パリ
武蔵野中央エリア

武蔵野市中町3-5-12 フォーレスト１F
10:00～19:00 無休
http://www.espritdeparis.jp/
「細長い形がぴったりでムーバスとのコラボが実現しました」
（オーナーシェフ・鈴木俊行さん）

❹初恋レモン

パティスリーティアレ
武蔵野中央エリア
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☎0422-51-2804

武蔵野市緑町1-4-10
10:30～19:00 木曜定休
https://tiare-ak.com/
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「レモンの爽やかな酸味と甘味のバランスが美味しいと、お客
様に好評をいただいております」
（社長・海道昭彦さん）

NEW!

❺ハーモナカR
（ハモナカ）

【取扱店】吉祥寺虎屋 ダイヤ街アルファ店
吉祥寺エリア

☎0422-22-2083

武蔵野市吉祥寺本町1-2-7
10:00～19:00 水曜定休
【企画・開発】リードエンジニアリング

☎0422-40-6611

「“ 吉祥寺の名物を作ろう”と、吉祥寺虎屋さんと共同開発しま
した」
（リードエンジニアリング代表取締役・中山健一さん）
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❻コーヒー大福
☎0422-22-6026

紅梅堂

6
7

4

❹ 初恋レモン

ホワイトチョコレートを練り込 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して
います。甘酸っぱい初恋のような「キュン」とする
さっぱりした味わい。夏は冷やすと美味しくいただ
けておすすめです。期間限定6月〜9月末。216円
※ころくや武蔵境店、アンテナショップ麦わら帽子、JA東京む
さし新鮮館では通年販売
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❺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

「吉祥寺の名物になるものを」
とハモニカ横丁を
ヒントに特注した、可愛いハーモニカ型のもな
か。控えめな甘さで、個包装を開けると白餡に加
えたレモン汁と紅茶の風味が広がる、和洋融合
イメージの新感覚和菓子。6個972円

❻ コーヒー大福

和洋の要素を取り入れて20
年前から続く人気商品。コー
ヒーエキスを加えた 餅皮に
コーヒー入り白餡、生クリーム
の３層仕立て。程よい甘さと
香ばしい香りで、お茶にもコー
ヒーにもよく合う。1個172円

❼ レーズンサンド

1980年創業の
「レモンドロッ
プ」の看板商品。手焼きにし
た香ばしいサブレに、フレッ
シュバタ−10 0％のクリーム
とレーズンをたっぷりとサン
ド。ラム酒の香りが上品な大
人の味。8個入り2500円

吉祥寺エリア

武蔵野市吉祥寺北町2-2-12
8:00～19:00 無休
http://shop.koubaidou.com/
「洋菓子と和菓子のハーモニーで幅広い方に人気です」
（紅梅堂・大平健二さん）

❼レーズンサンド

レモンドロップ吉祥寺本店
吉祥寺エリア

☎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
https://www.lemondrop.jp
「クッキーからはみ出すほどのバタークリームが人気の秘密です」
（店長・渡辺恵美さん）
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スーパープレミアム認定商品 惣菜

❽チョリソーチーズフランク

ケーニッヒ吉祥寺店

☎0422-49-4186

❿ 金箔入り吉祥寺辣油

吉祥寺エリア

【取扱店】ころくや武蔵境店 他

武蔵境とんがらし使用

❽チョリソーチーズフランク

厳選した国産豚肉にチーズをたっぷりブレンド。
武蔵境とんがらしの独特の辛さと風味の豊かさ
がアクセントとなり、バランスの良い味わいを実
現。
１本600円、ホットドック850円

❾ メイプルメロンパン

メイプルシロップとバターをブレンドした自家製
メイプルバターをたっぷりと生地に包んで焼き上
げているので、一口ごとにシロップがジュワッと
広がる。家で温めると焼きたてと同じ美味しさが
よみがえる。1個200円

吉祥寺MATSUHIROは20年目を迎える、美味し
いと評判の中国料理店。地元の
「境のとんがらし」
など20 種類の香辛料と調味料をブレンドした辣
油は芳醇なコクと旨味、キレのある辛さの逸品。
45g735円
（左）、90g1296円
（右）

武蔵野市南町1-17-1
11:00～19:30 無休
https://wurst-koenig.tokyo/

☎0422-38-5222
武蔵境エリア

武蔵野市境南町2-1-35 nonowa
武蔵境EAST
10:00 ～21:00
（土・日曜、
祝日～20:00)、
1/1休み

【販売元】武蔵野市観光機構

☎0422-23-5900

https://musashino-kanko.com/

「武蔵野産の唐辛子は香り・味・辛さ
が特徴的で、出合ったとたんにソー
セージにしたいと思いました」
（ケー
ニッヒオーナー・島崎智融さん）

❾メイプルメロンパン

ボンジュール・ボン
イトーヨーカドー武蔵境店

☎0422-30-8844
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⓫武蔵野地粉うどん
（乾麺）

【取扱店】ころくや武蔵境店

武蔵境エリア

「武蔵野商工会議所が中心となり、地
元の農家などの協力で武蔵野市の食
文化を復活させました」
（武蔵野商工
会議所名誉会頭・稲垣英夫さん）

⓬境のとんがらし

武蔵野市境南町 2-2-20 イトー （一味唐辛子）
ヨーカドー武蔵境店 東館１F
【取扱店】ハイナン焼きショーロンポー
10:00～21:00
☎0422-37-0539
不定休
（イトーヨーカドーに準じる）
武蔵境エリア
https://bonjourbon.com
武蔵野市境 2-3-1
11:00～21:00 木曜定休
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【取扱店】ころくや武蔵境店

☎0422-38-5222
武蔵境エリア

「発売から17年のロングセラー。
“ボン
ジュール・ボンのメロンパン”として知
名度も上がってきました」
（店長・桃井
直也さん）

❿金箔入り吉祥寺辣油

【取扱店】ころくや武蔵境店

13
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⓫ 武蔵野地粉うどん（乾麺）

【取扱店】ころくや武蔵境店

小麦の生産が多かった武蔵野のうどん文化を伝
承するために新たに誕生。武蔵野市産の小麦を
使用していて、強いコシの歯応えと小麦の旨味が
魅力。1袋2食入り330円
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☎0422-20-5855

⓬ 境のとんがらし（一味唐辛子）

さつま揚げ専門店が7年ほど前に考案。チーズ、
ホタテ、エビ、イカの定番に夏はアジ、秋はサー
モンなども登場。レンジでチンしてからトースター
で温めるのがおすすめ。エビ・ホタテ各248 円、
チーズ・イカ各183円

☎0422-31-8825

https://www.musasisakai.jp/

武蔵境エリア

【販売元】吉祥寺MATSUHIRO

⓭吉祥寺揚げ
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【販売元】武蔵境活性化委員会

☎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～20:00)、1/1休み
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武蔵野市境南町2-1-35 nonowa
武蔵境EAST
10:00～21:00
(土・日曜、祝日～20:00) 1/1休み

武蔵野市吉祥寺北町1-5-16 吉祥
寺HMビル
13:00～18:00
（問い合わせ受付時
間）不定休 完全予約制
（８人から）
https://www.creem a .jp/c/
matsuhiro

ハイナン焼きショーロンポー ころくや武蔵境店

⓭吉祥寺揚げ
塚田水産

☎0422-22-4829
吉祥寺エリア

武蔵野市吉祥寺本町1-1-8
10:00 ～18:30
（夏季は～18:00）
1/1～3休み
http://www.tsukada-satsuma.com/

【取扱店】ハイナン焼きショーロンポー ころくや武蔵境店

5月の植え付けから10月の収穫、2月のヘタ取りま
で地元の子供が参加する、まさに武蔵野市民が
作り上げる特産品。開封したときの香りは絶品！
1袋 216円（10g）

「辣油は豊潤な香りが特徴で、味噌汁
など日本料理にも合います」
（吉祥寺
MATSUHIROオーナーシェフ・松本
宏直さん
（右）
、マネージャー・松本
三津子さん
（左）
ご夫婦）

「職人の伝統の技で作り上げました。
保存料なども不使用なので、安心し
てお召し上がりください」
（三代目・
塚田亮さん）
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スーパープレミアム認定商品 雑貨

選りすぐりの商品がずらりと並ぶ、
むさしのプレミアムコーナーが充実した2店をご紹介！
ころくや武蔵境店
☎0422-38-5222

⓯手染め手ぬぐい「象「ス
」 ワンボート」

⓮キンシオ UTme！
（ユーティーミー）

【取 扱店】SEASONS
（シーズン）

７階の
「UTme!」
コーナーでは吉祥寺を拠点に活躍する
イラストレーターのキン・シオタニさんによる文字イラ
ストのオリジナルTシャツが、その場で最短10分で作れ
ます。大人1990円、子供1500円
⓮キンシオUTme！
ユニクロ吉祥寺店

☎0422-28-0160
吉祥寺エリア

武蔵野市吉祥寺本町 2-2-17
（吉祥寺中道通り入口）
10:00～20:00 1/1休み

「全国のユニクロの中でも当店にご来店いただくことでしか作れない、
世界で1枚のTシャツです。選べるスタンプは36種類。定番の半袖・
長袖 Tシャツ、スウェットプルパーカの他にトートバックも人気です」
（ユニクロ吉祥寺店・飯島桂代さん）

アンテナショップ麦わら帽子
☎0422-29-0331

⓯手染め手ぬぐい「象」
「スワンボート」

【取扱店】SEASONS（シーズン）

☎0422-27-2874
吉祥寺エリア

武蔵野市吉祥寺本町1-27-3
11:30～19:00 火・水曜定休
https://seasons12.jp/

【製造・販売元】手染め手ぬぐい屋 ともぞう本舗

☎090-6345-4723 HP: https://tomozohonpo.com

「それぞれに一つだけいる違う絵柄など、武蔵野をテーマにした手染め手ぬぐい
の趣深い世界を楽しんでください。干支手ぬぐいもぜひ。土・日曜、祝日の
13:00〜17:00は中道通りから入った脇道に店舗を出店します
（詳細はHP）」
（ともぞう本舗・ともぞうさん）

「むー観 」で
認定商品が
確認できます

武 蔵 野 商工会 館 １ 階の
「武蔵野市観光機構
（むー
観 ）」で は「 む さ し の プ
レミアム PR コーナー」
を 設 置 。販 売 は あ り ま
せんが、スーパープレミ
アム認 定 商 品 が展 示 さ
れ て いて 、商 品 を 確 認
することができます。

武蔵野市吉祥寺本町 1-10-7
武 蔵野 商工会 館1階
☎0️
422 23 5900
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「わぁ、かわいい！」
と思わず口に出てしまいそう。デザ
インから仕上げまで一人で行う、ともぞう本舗が吉祥寺
のシンボル「ゾウのはな子」
「井の頭池のスワンボート」
を染め抜いた手ぬぐいを。1枚1375円

2014年のスタートから「むさしのプレミアム」商
品の扱いをいち早く始めているのが、JR武蔵境
駅改札前の「ころくや武蔵境店」。むさしのプレ
ミアムの認知度が上がるのにつれて売り上げも

武蔵野市の友好都市である長野県安曇野市、
富山県南砺市など9市町村の産品と武蔵野市の

右肩上がりで伸びていて、今では洋菓子、和菓
子、惣菜を中心に18事業者まで扱いが広がっ
ている。単品で買えるのはもちろん、こちらオリ
ジナルの詰め合わせが買えるのが嬉しい。
「年末年始やお盆などには2000円を中心にお
みやげギフトが“そんなに売れるの!? ”というくら
い出ます」
（店長・近藤正純さん）。もちろんバラ
で選んで箱代を払えば、好きな組み合わせでギ
フトを作ることもできる。パティスリーウルソン、
マイスタームラカミといった、駅から少し離れた
名店の人気商品が駅前で買える利便性もリピー
ターが多い理由。塚田水産のさつま揚げが水曜
日に入荷するなど曜日によって楽しみがあるの
も、
つい通ってしまう魅力になっている。
武蔵野市境南町2-1-35 nonowa武蔵境EAST
10:00～21:00（土・日曜、
祝日～20:00）1/1休み
商品や農産物が並ぶアンテナショップ。2018年
のリニューアルを機に「むさしのプレミアムコー
ナー」を設置。売り上げも好調で2021年12月現
在、取り扱いは8事業者にまで拡大中。中でも
駅からは少し距離がある紅梅堂、パティスリー
ティアレといった超人気店の品揃えが、新商品や
シーズンごとの商品まで含めて充実しているの
は、吉祥寺エリアのむさしのプレミアムファンに
はありがたい。
「今後はお酒の扱いも増やしていければと思っ
ています」
（営業統括マネージャー・渡辺真秀さ
ん）。武蔵野市産の野菜も扱っていて、新鮮な採
れたて大根などが安く並ぶのもうれしい。
武蔵野市吉祥寺本町2-33-1 10:30～18:30 年末
年始を除き無休

\ 人気商品をご紹介！ /
ころくや武蔵境店では
洋菓子・和菓子のラ
インナップが充実。オ
リジナルの詰め合わ
せの洋菓子ギフトセッ
トが1000 円、2000
円、2600円と用意さ
れていて、武蔵野のお
みやげとして人気です。

人気店の洋菓子・和
菓子と並んで人気な
のが「魔法の吉祥寺
ふりかけ」。テレビで
紹介されたことで注
目が集まり、欠品して
いることも多い。見つ
けたら即買いがおす
すめです。
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❶吉祥寺カヌレ

むさしのプレミアム 洋菓子・和菓子
NEW!

NEW!

Bella Donna（ベラドンナ）

☎0422-54-9212
武蔵野中央エリア

武蔵野市緑町1-5-23
（グリーンパーク商店街内）
12:00～21:00
（LO20:00）
（お菓子がな
くなり次第終了） 日曜、祝日、月末土曜
定休
（イベント時臨時休業あり）
belladonna_gateaux
（インスタグラム）
※確実に購入するには予約がベター

NEW!

❷発酵バターカステラ
（15個入り）

発酵バター専門店 HANERU（ハネル）
吉祥寺本店

☎0422-24-8110
吉祥寺エリア

武蔵野市吉祥寺南町2-1-25
キラリナ京王吉祥寺2F
10:00～21:00 1/1休み
休みは施設に準じる
haneru_1119 (インスタグラム）

❷発酵バターカステラ（15 個入り）

❶吉祥寺カヌレ

卵黄にラム酒とフランス・ゲランドの塩を使い2日前から
仕込みが始まり、2時間ほどじっくりと時間をかけて焼き
上げた、フランス・ボルドー地方の伝統菓子。濃い焼き
色の中は柔らかく卵黄の風味としっとり食感を味わえる。
おすすめの食べ方は焼き立てをそのまま、冷蔵庫で冷
やして、オーブントースターで温めてなどお好みで。ぜひ
カットしてお召し上がりください。350円

フランス産の高級発酵バターを贅沢に使用した、薫り高
いバターカステラ。見た目はベビーカステラですが封を開
けた瞬間のバターの香りは格別です。濃厚しっとりバター
を感じる究極のバタースイーツで、老若男女を問わず支持
されているのも納得。翌日にトースターで軽く温めても味
わい深い美味しさです。500円

❸天使のわすれもの

❸天使のわすれもの

パティスリーティアレ

しっとりふんわり、甘さ控えめな焼きドーナツ。バニラ・イチゴの
定番に加えて、季節によってレモンドーナツなどフレーバーが変
わった商品が登場するのも魅力です。ハロウィンやクリスマスに
はかわいい袋に入ったり、5個入りはかわいい天使の絵のオリジ
ナル箱に入れてもらえたり、
プレゼントにもぴったり。194円

❻吉虎どら焼き

1947 年創業の老舗の和菓子
店。素材を生かした昔ながらの
製法で作っています。餡は粒が
大きく自然な甘さの能登大納言
小豆を使用。どら焼きの皮には
隠し味にしょうゆを入れて、しっ
とりと和風 味に仕上げていま
す。216円

☎0422-51-2804
武蔵野中央エリア

武蔵野市緑町1-4 -10
10:30～19:00 木曜定休
https://ti a re-a k .co m /

❹吉祥寺はんじゅくちーず
❺吉祥寺窯焼バーム(5個入り)
エスプリ・ドゥ・パリ

☎0422-54-5139
武蔵野中央エリア

武蔵野市中町3-5-12 フォーレスト1階
10:00 ～19:00 無休
https://www.espritdeparis.jp/

❻吉虎どら焼き

吉祥寺虎屋 ダイヤ街アルファ店

☎0422-22-2083
吉祥寺エリア

武蔵野市吉祥寺本町1-2-7
10:00～19:00 水曜定休

❼むさしの残月焼

【取扱店】ころくや武蔵境店

☎0422-38-5222
武蔵境エリア

武蔵野市境南町2-1-35
nonowa武蔵境EAST
10:00～21:00
（土・日曜、祝日～20:00)、1/1休み

❹吉祥寺はんじゅくちーず

クリームチーズとリコッタチーズに北海道産の牛乳、
希少な卵・日光金乃卵、国産ノーワックスマイヤーレモ
ンをあわせた半熟チーズケーキ。創業 30 周年を記念
し、新たな吉祥寺の手土産になるお菓子として開発しま
した。216円
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❺吉祥寺窯焼バーム（５個入り）

ローマッセベースの生地を平焼きで幾層にも重ね焼き
上げた、しっとりと風味豊かなバームクーヘン。鹿児島
県国分酒造の芋焼酎「フラミンゴオレンジ」
のほのかな
風味が隠し味。個包装になっているので、お土産にも
ピッタリ。1458円

【販売元】吉祥寺亀屋萬年堂

❼むさしの残月焼【取扱店】ころくや武蔵境店

自家製のこしあんを、ほんのり生姜味のもっちりしたどら焼き
の生地で包みました。武蔵野の四季折々の焼印もお楽しみく
ださい。創業明治 38 年。茶室の和菓子だけを制作しており、
日曜限定で販売も行なっております。183円

☎0422-22-6466

武蔵野市吉祥寺東町1-25-14
10:00～17:00
※店頭販売は日曜
（お菓子がなくなり次第終了）
平日は予約のみ販売
http://kameyamannendo.sun.
bindcloud.jp/
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むさしのプレミアム 惣菜
❽発酵バター入り
ニチジュウコンビーフ

【取扱店】ころくや武蔵境店

武蔵境駅近くにある日本獣医
生命科学大学の食品科学科の
学生たちが商品開発したヘル
シーなコンビーフ。北海道のブラ
ンド赤身牛肉「キタウシリ」
を使
用し、芳醇な香りの発酵バター
を加えました。パンや料理のア
クセントに。799円

⓬りんごみつ

【取扱店】ころくや武蔵境店

⓭季節のマーマレード

他

りんごを丸ごとじっくりと茹で、漉し、砂糖を加えて煮つ
めたジュレジャムという種類のジャムです。通常のりんご
ジャムの1/3の量しかできません。
りんごのおいしさが
ギュッとつまっています。450円(50ｇ)

【取扱店】吉祥寺 千恵蔵さん

他

柑橘の皮の香りを楽しむジャムです。
すだちや柚子、
みか
ん、
レモンなど、季節ごとに色々な味わいのマーマレード
を煮ています。
やわらかめの食べやすいマーマレードが多
いです。400円
（50g）

NEW!
⓮吉祥寺 Hop Sausage

吉祥寺市内の農場で収穫された
ホップを粗 挽きソーセージにバ
ランスよくちりばめました。
アロマ
ホップの一種である香り高いカス
ケードホップのほのかな苦味が味
のアクセントになっています。
こん
がり焼いていただけば、同じホップ
由来のビールのお供にぴったりの
逸品です。825円

❾玄関食堂のおすそわけ

武蔵野の著名人たちが集まる玄
関食堂。
「お家で玄関食堂の味を
食べたい」、そんな声で誕生しま
した。かけるだけ、漬けるだけで
いつもの料理がグレードアップす
る醤油・エスニック・きのこ・味噌
の4種類の万能調味料です。単品
600円、
３個入り1500円

❽発酵バター入り
ニチジュウコンビーフ

【取扱店】ころくや武蔵境店

☎0422-38-5222

⓫チェッターヒン

（ミャンマーチキンカレー濃厚辛口）
【取扱店】㊇先手家・UNITED NATURE
吉祥寺パルコ店

❿野菜を主役にしたカレー

JA東京むさし
（武蔵野、三鷹、小平、
小金井、国分寺）の農家が生産した
新鮮野菜（じゃがいも・にんじん・玉
ねぎ・ナス・ほうれん草・トマト）を使
用したレトルトカレーです。パッケー
ジに武蔵野市の地図を掲載。540円
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吉祥寺生まれ吉祥寺育ちのミャ
ンマー料理研究家・保芦ヒロスケ
さんが３年の歳月をかけて完成
させた本格ミャンマー式チキンカ
レー。
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
上げました。保存料、化学調味料
不使用。993円

武蔵境エリア

武蔵野市境南町2-1-35
nonowa武蔵境EAST
10:00～21:00
（土・日曜、
祝日～20:00）1/1休み
【販売元】
日本獣医生命科学大学
https://www.nvlu.ac.jp

❾玄関食堂のおすそわけ
玄関食堂

☎0422-53-8429
武蔵野中央エリア

武蔵野市中町2-28-9
18:00～23:00 土・日曜、
祝日休み
https://genkan-shokudo.
webnode.jp

❿野菜を主役にしたカレー
JA東京むさし
（武蔵野新鮮館）

☎0422-54-7150
武蔵野中央エリア

武蔵野市西久保1-18-10
10:00～16:00 3月、9月の最
終日平日、
年末年始を除き無休

⓫チェッターヒン
（ミャンマーチキンカレー濃厚辛口）
【取扱店】㊇先手家・UNITED NATURE
吉祥寺パルコ店
※最新情報は店舗ホームページにてご確認ください

☎0422-27-1080
吉祥寺エリア

武蔵野市吉祥寺本町1-5-1
10:00～20:00
【販売元】HIRO TOKYO

☎0422-45-5535

https://shop.hirosuke-curry.com/

⓬りんごみつ

【取扱店】ころくや武蔵境店

☎0422-38-5222
武蔵境エリア

武蔵野市境南町2-1-35
nonowa武蔵境EAST
10:00～21:00
(土・日曜、
祝日～20:00) 1/1休み
【販売元】
Miジャム
https://mijam.base.shop/

⓮吉祥寺
Hop Sausage

ケーニッヒ吉祥寺店

☎0422-49-4186
吉祥寺エリア

武蔵野市吉祥寺南町
1-17-1
11:00～19:30 無休
https://wurst-koenig.
tokyo/

⓭季節のマーマレード

【取扱店】吉祥寺 千恵蔵さん

☎050-3527-4447
吉祥寺エリア

武蔵野市吉祥寺本町2-33-5
平井ビル１F
11:00～19:00 1/1～3休み
【販売元】
Miジャム
https://mijam.base.shop/
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むさしのプレミアム 雑貨
⓲ラクで便利な 5WAY
コアルーニューマルシェ

⓯むさしの花バッグ
（フヨウ）

1本のベルトで5WAYに掛け
方を変えられるコアルーバッ
グの定番。やわらかい素材で
ポケットが使いやすく、色も3
色ございます。中道通りの本
店で人気ナンバーワン商品。
ママバッグとしても人気です。
1万2980円

武蔵野市民の花の一つで
ある芙蓉の花モチーフの
バッグ制作キット。手作り
趣味でおうち時間を有効
に使えるだけでなく、制
作後はお買い物にもぴっ
たりです。販売だけでな
く洋裁教室で作り方をお
教えすることも可能です。
3300円

⓳ラクで便利な 5WAY
コアルーリブレックス

1本のベルトで5WAYに掛け
方を変えられるコアルーバッ
グの新定番。ユニセックスデ
ザインでシンプル。ポケット
も使いやすいカジュアルスタ
イル。老若男女に幅広く人気
で、父・母の日や敬老の日の
プレゼントにもオススメ。
1万2980円

⓰あんず美人ますく

【取扱店】吉祥寺東急 REI ホテル

4つの有効保湿成分（あんず核油・スクワラン・カミツレ花エキ
ス・アロエベラエキス）に加え、ヒアルロン酸、ハト麦種子エキ
ス、プラセンタなどを贅沢に配合した、こだわりの美容フェイス
マスクです。翌日の肌の潤いが違います。1枚396円
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⓱ snapband
（スナップバンド）進化系おりがみ

スナップボタンをパチパチと留めていくと誰で
も簡単に立体造形が作れます。楽しく遊びな
がら空間認識能力を養え、指先を鍛える知育
玩具です。第14回キッズデザイン賞を受賞、お
店では教室も。パッケージがバッグ型なので、
お土産にもぴったり。1セット2200円（20本）

⓯むさしの花バッグ
（フヨウ）
couture coton
（クチュール コトン）

☎090-4366-1275
吉祥寺エリア

武蔵野市吉祥寺北町
https://ameblo.jp/
couture-coton

⓰あんず美人ますく

【取扱店】吉祥寺東急REIホテル
4階フロント

☎0422-47- 0109
吉祥寺エリア

武蔵野市吉祥寺南町1-6-3
9:00～18:00 無休
【販売元】ココロ化粧品

☎0422-90-1171

https://kokoro-cosmetics.co.jp/

⓱snapband
（スナップバンド）
進化系おりがみ

シゲ・ハセガワ・デザイン

☎090-2742-8383
吉祥寺エリア

武蔵野市吉祥寺本町4-13-15
中央マンション202
9:00～17:00 土・日曜、
祝日定休
https://snapbuttonproject.
tokyo/snapband

⓲ラクで便利な5WAY
コアルーニューマルシェ
⓳ラクで便利な5WAY
コアルーリブレックス
コアルーバッグ＆吉祥寺

☎0422-27-6328
吉祥寺エリア

武蔵野市吉祥寺本町2-34-12 2F
10:00 ～18:00 火曜、祝日定休、
年末年始休み
https://coaroo.co.jp
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むさしのプレミアム 飲料
⓴パンにあうスペシャルティコーヒー

安心して美味しく飲んでいただけるようにこだわ
りを持って作っている、吉祥寺のスペシャルティ
コーヒー豆専門店。小麦の甘さを引き立てるブレ
ンドを追求。
コーヒーだ
NEW!
けでも楽しめますが、パ
ンと合わせるとより楽し
めます。900円（100g）
※生豆の生産地の気候・
情勢により、価格が変動
する場合がございます

NEW!

NEW!

㉕武蔵野ビールパック
（吉祥寺エール・関前エール・
武蔵境エール）

㉑武蔵野ブレンド
ハーブティー

【取扱店】高架下３坪のビール醸造所
26K ブルワリー

ネトルの優しい香り、
ペパーミン
トの爽快感、
レモンバームの爽
やかな香りを配合した、初めて
の人にも飲みやすいオリジナル
ブレンドハーブティーです。緑豊
かで爽やかな吉祥寺をイメージ
して作りました。夏はアイスで、
冬はホットで心と体に元気を与
えてくれます。1350円
（30g）

武蔵野市産の生のホップを使用し
た、貴重なクラフトビール。柑橘系
アロマが特徴的なカスケード種と
国産種である信州早生種の2種
類を使用。ホップを収穫後すぐに
冷凍することで苦味を際立たせ、
渋みを抑えています。
エールモルト
とピルスナーモルトをブレンドす
ることで、程よいボディ感を実現し
たペールエールです。各750円

㉓亀祥手造り生貯蔵酒

丹沢の伏流水を使った、
すっきりとし
た旨口。
ラベルは「亀」に因んだ甲羅
模様をモチーフに。井の頭弁財天の
弁天のお使いは亀だともいわれ、亀
は長寿の象徴、
甲羅模様は縁起物の
ため、祝いごとのお土産としてオスス
メ。
１本429円
（300ml）要冷蔵

㉒シュガーレース®︎すみれティーセット

シュガークラフトアーティスト・元宝塚歌劇団花
組、
みずき愛さんが開発した商標登録、特許取得
のティーアート。武蔵野市の花・ハナミズキのデ
ザイン入り。砂糖（1枚2g）
として使用、
もしくはお
茶の表面に浮かべて楽しめます。
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

むさしのプレミアム とは…

むさしのプレミアムとは、
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です。
武蔵野市観光機構が中心となり、
有識者等による
一次審査・市民審査員による二次審査を経て、
現在25商品が登録されています。

㉔亀祥本醸造生貯蔵酒

芳 香 爽やかでさらりとした口当た
りの飲みやすい生貯蔵酒。濃醇で、
やや辛口タイプのお酒です。ラベル
は風情がある井の頭公園をモチー
フにしているので、武蔵野のお土産
としてもぴったりです。
１本550円
（300ml）要冷蔵

むさしのプレミアム認定までの流れ
候補商品
を募集

一次審査
武蔵野市、商工会議
所 、専 門 家による書
類審査

⓴パンにあうスペシャルティコーヒー

㉒シュガーレース®︎すみれティーセット

☎0422-27-8196

☎080-4156-2056

雨の木なコーヒー 吉祥寺本店
吉祥寺エリア

武蔵野市吉祥寺本町3-21-10 LaVie吉祥寺1F
平日 8:00～16:00、土・日曜、祝日 10:30～
16:30 不定休
（公式インスタグラムでお知らせ）
https://amenokinacoffee.square.site

武蔵野中央エリア

武蔵野市吉祥寺北町3-9-2
13:00～17:00 火・金曜のみ営業
https://foliumfloris.com/

㉑武蔵野ブレンドハーブティー

㉓亀祥手造り生貯蔵酒
㉔亀祥本醸造生貯蔵酒

☎0422-27-2046

☎0422-51-3931

Happy Time Healing Beauty
吉祥寺エリア

吉祥寺本町2-31-2-402
10:30～20:00
（ショップのみ利用も要予約。
ご予約最終受付18:00）
火曜定休
（事前応相談）
https://www.happy-hb.com
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Folium Floris TAKARAZUKA

亀屋矢崎商店

武蔵野中央エリア

武蔵野市中町2-24-18
9:00～21:00 1/1～5休み
http://www.kameya.jp/

㉕武蔵野ビールパック
（吉祥寺エール・
関前エール・
武蔵境エール）

【取扱店】高架下３坪のビール醸造所
26Ｋブルワリー

☎0422-38-5500
武蔵境エリア

武蔵野市境南町3-2-13 ond 内
10:00～21:00 水曜定休
【販売元】株式会社スイベルアンドノット

☎ 0422-38-5175

武蔵野市境南町2-7-21
https://26kbrewery.base.shop
※HPより通販で販売

二次審査

最終審査

公 募 市 民 審 査員に

一次・二次審査結果を

た審査

して応募商品を審査

よる、試 食 等を通し

認定
・
登録

踏まえて、試食等を通

スーパープレミアム とは…

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」です。現在15商品が登録されています。

スーパープレミアム認定までの流れ
プレミアム
認定商品
として
3年間登録

スーパー
プレミアムに
エントリー

審査会

特別審査員が
試食等を通して
審査

認定
・
登録
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1

一挙にご紹介！今までの認定商品たち

厚焼き けやきりーふ

※ジャンル別、50音順で横に並んでいます

6

7

8

エスプリ・ドゥ・パリ

☎0422-54-5139

9

3

4

洋菓子

３年間のプレミアム認定期間が終了した第1回
（2014年）
から第7回
（2020年）
」
までの
「むさしのプレミアム」
認定商品
（販売中止の商品を除く）
をご紹介！
5

2

10

あなたとともに…ムーバス
（タイヤの焼きドーナツ5個入）
パティスリーウルソン

☎0422-51-0030

コキーユ

自家製YAMANAKAプリン

☎0422-51-2804

☎0422-27-2275

パティスリーティアレ

12

11

CAFÉ ZENON & ZENON SAKABA

13

和菓子
生チョコサンド

パティスリーティアレ

☎0422-51-2804

14

パウンドケーキ
（プレーン）

ハッピージョージタウンチーズケーキ

BON BON KICHIJOJI

マルキーズショコラ

むさしのに咲くバラ

ラスク
（チョコ）

☎0422-54-5127

☎0422-27-1728

☎0422-54-9212

☎0422-52-7828

☎0422-54-9212

☎0422-54-5127

パールブーケ

15

KINGDOM CAFE PROPHECY

16

Bella Donna

17

やさい食堂七福
（武蔵野福祉作業所）

18

Bella Donna

19

カフェ生どら

パールブーケ

20

紅梅堂

☎0422-22-6026

21

かりんとう饅頭

紅梅堂

☎0422-22-6026

22

惣菜
吉あん

吉祥寺くる〜ん

吉祥吉日 きんつば

吉祥吉日 どら焼き

すいーとぽてと

武蔵乃國 お米のかすていら

☎0422-22-3285

☎0422-22-2083

☎0422-21-5202

☎0422-21-5202

☎0422-22-6026

☎0422-54-5139

平澤製餡所

23

吉祥寺虎屋

24

東急百貨店吉祥寺店

25

東急百貨店吉祥寺店

26

紅梅堂

27

エスプリ・ドゥ・パリ

28

武蔵野とんがらしかりんとう
武蔵境活性化委員会

☎0422-37-0539

（ハイナン焼きショーロンポー）

29

武蔵野夫人

粗挽きレバーパテ（レバーヴルスト）

☎0422-22-2083

☎0422-49-4186

吉祥寺虎屋

30

境のとんがらし入り

おいしいムーちゃん餃子

さつま揚げ詰め合わせ

☎0422-54-7150

☎0422-22-4829

JA東京むさし
（武蔵野新鮮館）

塚田水産

33

ドイツの腸詰めソーセージ

マイスタームラカミ

☎0422-32-3166

34

飲料
アイスコーヒー

井乃頭 純米吟醸

☎0422-37-1612

☎0422-22-3392

自家焙煎珈琲 andante

41

いちごのイヤホンジャック

井の鉢

☎0120-237-888

☎0422-23-0928

リップデコジャパンインク
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42

笹隈造園

大阪屋酒店

43

吉祥寺ビンゴ
株式会社みくに

☎0422-40-2215

（リベスト吉祥寺南口店）

生餃子・焼き餃子

みんみん

☎0422-22-5015

35

「花織
（かおり）
「美禄の森」
」
〜蜂蜜から作ったお酒〜
吉祥寺蜂蜜ミードプロジェクト

☎0422-21-1020

（三浦屋コピス吉祥寺店）

44

吉祥折り鶴ピアス

リップデコジャパンインク

☎0120-237-888

ビーフジャーキー

フライシュケーゼ3種セット

☎0422-32-3166

☎0422-32-3166

マイスタームラカミ

36

マイスタームラカミ

37

魔法の吉祥寺ふりかけ
吉祥寺MATSUHIRO

☎0422-38-5222

（ころくや武蔵境店）

38

武蔵野うど

JA東京むさし
（武蔵野新鮮館）

☎0422-54-7150

ケーニッヒ吉祥寺店

31

32

武蔵野地粉うどん
（冷凍）
武蔵野商工会議所

☎0422-54-7150

（JA東京むさし 武蔵野新鮮館）

39

ロースハム

マイスタームラカミ

☎0422-32-3166

40

雑貨
Café Arabian
〜カフェ アラビアン〜
自家焙煎珈琲andante

☎0422-37-1612

45

ナチュラルピュアソープ
華美 Hana-bi・あんず美人石鹸
ココロ化粧品

☎0422-47-0109

（吉祥寺東急REIホテル）

千寿 武蔵野

武蔵野酒販協同組合

☎0422-51-3705

（マルゴ商店）

46

美バイザー
和クリエイト

☎0422-56-1972

煎茶 井の頭

ほうじ茶

☎0422-21-4188

☎0422-21-4188

山利屋

47

むさしの樹木フィギュア
ミニBONSAI

リップデコジャパンインク

☎0422-40-2261

（産経学園吉祥寺校）

山利屋

安否確認ボタン（G&B’s ANPI）
青木一誠

☎0422-55-5575

（セブンイレブン武蔵野中央店）

48

武蔵野だんご耳かき

リップデコジャパンインク

☎0120-237-888
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