
都道府県 屋号 商品名 柱番号 実演
メルマガ

クーポン

北海道 佐藤水産 鮭ルイベ漬 C-4

北海道 浜形水産 海鮮弁当 C-4 ● ●

岩手 及川農園 手造り梅干し C-5

岩手 菅原ぶどう園 ぶどうジュース D-3

群馬 芳房堂 栗甘納糖 D-3

埼玉 紅葉屋本店 五家宝 D-6 ●

東京 なかお とらふぐにぎり C-5 ● ●

石川 味の錢福屋 かぶら寿し D-3

山梨 清泉寮 清泉寮ソフトクリーム B-2 ● ●

長野 駒乃屋 五目釜めし C-6 ● ●

三重 赤福 ≪イートインあり≫ 赤福餅 D-7

大阪 たこ焼き発祥のお店 会津屋 元祖たこ焼き D-6 ● ●

島根 ヤマヲ水産 のどぐろ丸干し C-5

島根 出雲日本海 のどぐろ寿司 C-5 ●

愛媛 宇和島 安岡蒲鉾 宇和島じゃこ天 C-6

福岡 かさの家 梅ヶ枝餅 C-6 ●

福岡 博多まるきた 辛子明太子 D-6

長崎 長崎心泉堂 幸せの黄色いカステラ B-2 ●

長崎 岩崎本舗 長崎角煮まんじゅう D-3 ●

鹿児島 宮原園 知覧茶 C-1 ●

沖縄 小浜養蜂場 蜂蜜 B-1

沖縄 千草物産 健康茶 D-6 ●

●天候・交通事情により、販売開始が遅れたり、販売の中止や企画内容を変更する場合がございます。

●混雑時、予告なしに整理券を配布する場合がございます。

●数に限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。

毎日輸送で販売！　全国銘菓コーナー　＜柱番号：C-2＞

通期 ＜1/8㊌ → 21㊋＞

1週目・2週目限定のうまいものは裏面でチェック ▶▶▶

京王百貨店新宿店メールマガジンにご登録いただくと、

うまいもの大会で使えるお得なクーポン18種を配信！

ぜひこの機会にご登録を♪
このマークがお得なクーポン対象店舗です▶

ご登録は

こちらから

[宮城／白松がモナカ本舗] 小型モナカ

[秋田／蕗月堂] あきたのバター餅

[山形／まめや] 富貴豆

[山形／乃し梅本舗 佐藤屋] たまゆら

[福島／かんのや] 家伝ゆべし

[栃木／香雲堂本店] 古印最中

[東京／みずの] 塩大福

[石川／圓八] あんころ餅

[福井／えがわ] 水羊かん

[山梨／桔梗屋] 桔梗信玄生プリン

[長野／新鶴本店] 塩羊羹

[岡山／リノ] もっちりどら焼き

[愛媛／一六本舗] 一六タルト柚子

[大分／菊家] 蜜衛門



都道府県 屋号 商品名 柱番号 実演
メルマガ

クーポン

北海道 今井商店 海鮮弁当 C-6 ●

北海道 海のや 海鮮弁当 B-3 ● ●

北海道 六花亭 マルセイバターサンド B-1※

岩手 肉のふがね 岩手短角和牛弁当やわらか煮 C-7 ● ●

宮城 かまぼこの鐘崎 笹かまぼこ C-5

宮城 菓匠三全 萩の月 C-1※

群馬 ほたかや 焼まんじゅう D-6 ● ●

新潟 本町 鈴木鮮魚店 さけ焼漬け C-3

岐阜 養老軒 ふるーつ大福 B-2

京都 ガスパールザンザン 濃厚チーズケーキ C-1

京都 京菓子 笹屋昌園 本わらび餅 C-4 ●

大阪 551HORAI 豚まん D-4 ●

大阪 いかやきやまげん 卵入りいかやき C-4 ● ●

大阪 道頓堀 今井 きつねうどん D-3

愛媛 青木水産 宇和海ちりめん C-7

愛媛 田那部青果 ちゅうちゅうゼリー B-1

※[六花亭][菓匠三全]は1/15からはC-2で一部販売

都道府県 屋号 商品名 柱番号 実演
メルマガ

クーポン

北海道 鮨処 桐 海鮮弁当 D-5 ● ●

北海道 テイネフーズ 干珍味 D-4 ●

北海道 すし処 雑魚亭 海鮮弁当 B-3 ● ●

北海道 フロマージュの杜 クリームチーズ B-2

北海道 デニルタオ フロマージュデニッシュ B-1 ●

青森 カネショウ りんご酢 D-4 ●

青森 熊谷食品 葉くるみ漬 C-5

青森 武輪水産 鯖昆布〆 D-4

宮城 オサベフーズ さんまバーグ C-5

福島 小池菓子舗 あわまんじゅう D-5 ●

群馬 ジャックザタルトファンタジー 焼きたてトロチータルト C-4 ●

東京 やげん堀七味唐辛子本舗 七味唐辛子 D-3

神奈川 横浜中華街四五六菜館 小篭包 D-5

神奈川 寿司割烹すし将 大江戸にぎり C-6 ●

長野 小川の庄 おやき村 おやき D-6 ● ●

岐阜 あけぼのや みたらしだんご D-4 ●

静岡 杉山フルーツ≪15(水)～17(金)のみ≫※1 フルーツゼリー C-2

静岡 清水製菓 いちご大福 C-1 ●

三重 虎屋ういろ 生ういろ D-5 ●

京都 FLAVOR'S（フレーバーズ） ミルクレープロール C-1

大阪 ハッピーターンズ ハッピーターンズ B-1

大阪 日清MOMOFUKU NOOBLE モモフクヌードル B-1

大阪 阪神名物いか焼き いか焼き C-4 ●

大阪 玉出木村家※2 パン C-2

大阪 わらび屋本舗 とろとろわらび餅 C-2 ●

佐賀 かま笑 剣先いか C-3

佐賀 増田羊羹本舗 小城羊羹 D-4 ●

宮崎 味のくらや からいも団子 C-7 ●

※1[杉山フルーツ]は各日午前9時より1階正面入口にて、お買い上げいただく順番の整理券を配布いたします。

※2[玉出木村家]の販売予定時刻は午前11時30分頃です。

全国各地の懐かしいパンが集合！　ご当地パン特集　＜柱番号：C-2＞

2週目限定 ＜1/15㊌ → 21㊋＞

1週目限定 ＜1/8㊌ → 14㊋＞

[青森／工藤パン] イギリストースト

[岩手／福田パン] あん・バター入りサンド

[大阪／鳴門屋製パン] 東大阪ラグカレー

[高知／ヤマテパン] ぼうしぱん

[熊本／高岡製パン] ネギパン

他
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