
    

    

    

    

①伊豆の国市 

 吉田５６３ 

②0558-76-2524 
http://www.izuyamato 

    .com/index.html 

③食物繊維が豊富な
寒天と丹那の牛乳を
使用した牛乳寒天を
製造・販売 

 事業所名 ①所在地 

②連絡先 

③取扱商品など 

㈲つず美湯元園２ 

山ト食品㈱１ 
販売

あり 

販売

あり 

①伊豆の国市 

 中873-4  
＜韮山南小学校の通り＞ 
②055-949-3931 
③反射炉大砲ロール 
 スポンジに食用竹炭
が入っており、芯に小
豆が入り、クリームは
チーズクリームで巻い
てあります。  

販売

あり 

①伊豆の国市 

 田京271-33 
＜市役所大仁支所近く＞ 

②0558-76-4518 
http://www.aoarashi.com/ 

③天野柿シリーズ 
 伊豆の国産の天野柿
のおいしさをギュッと
詰めた逸品です。プリ
ン・アイスクリーム・
ジャムなど。  

①伊豆の国市 

 中272-1 
＜韮山反射炉横＞ 
②055-949-1208 
http://www.kuraya- 
   narusawa.co.jp/ 

③自家湧水を使って自

社工場にて製造した反
射炉ビア（定番3種・季
節限定）・水出し自家
製茶ティーバッグの試
飲（緑茶・ほうじ茶）  

㈱蔵屋鳴沢３ 

 青あらし 

㈱LAPIS-LAZURI
４ 

販売

あり 

販売

あり 

Jun-sunberryfarm 
ｼﾞｭﾝ＊ｻﾝﾍﾞﾘｰﾌｧｰﾑ ５ ①伊豆の国市 

 原木869-2 
②055-949-1385 
 090-5608-3969 
http://www.jun- 
  sunberryfarm.com/ 
      index.html 

③紅ほっぺ 
 安全でおいしい『紅
ほっぺ』を大切に育て
全国の皆様へ  

㈲浜松屋製麺所 ５ ①伊豆の国市 

 北江間1399-2 

＜R414沿いデイリー 

      エース裏＞ 
②055-947-0570 
http://www.hamamen.com/ 

③オリジナル乾麺 
 歴麺・萌麺等のキャラ
クター物の他、独自の商
品が作れます。 
個人の方大歓迎。 

  

㈲みずぐち ５ ①伊豆の国市 

 長岡647-1 
＜さかなやアネックス
ホテル茜近く＞ 

②055-948-0779 
③北海道産トヨマサ

リを主原料にして、
まろやかで上品な甘
さの高級豆腐。豆乳
スイーツもあります!!  

  ㈱だるま ６ ①伊豆の国市 

 古奈77 
②055-948-0818 
 http://daruma0818. 
      web.fc2.com/ 

③万枚漬 
 伊豆産にこだわり 
 手づくりの漬物。 

  太巻 
  だるま名物豪華太巻 
 き。素材それぞれへの 
 味付け、食感にこだ  

 わった料亭の味。 

  一海丸 
販売

あり 

７ ①伊豆の国市 

 富士見865-1 
②055-948-0427 

③うずわみそ 
 内浦の海で獲れた
ソーダカツオで作った
味 噌。青 じ そ、ピ リ
辛、青唐辛子の3種類の
ラインナップ。 

 ㈲増島農園 

販売

あり 

８ ①伊豆の国市 

 原木932 
②055-949-4655 
http://
www.masujimanouen.com/ 

③特製きのこ 

 農家直伝のレシピで
作った白あわび茸・
コプリーヌ・たもぎ
茸・なやぎのこ等の
栽培、販売。 

ぽてと ９ ①伊豆の国市 

 南條444-13 
＜千歳橋近く＞ 

②080-1597-3039 

③厚焼玉子 
 獲れたて地鶏の玉子焼 

 オムナイスボウル 
 伊豆の国市商工会特産
品開発委員会考案の新メ
ニュー是非お召し上がり
下さい。 

㈱豪匠 10 ①伊豆の国市 

 田京152-1 
＜しまむら横＞ 

②0558-76-1333 

③伊豆塩 

  ローストビーフ 
 伊豆の塩を使用し、牛
肉の旨味をグッと引き出
しました。 

 伊豆の焼豚 
醤油・蜂蜜・塩・清酒等
の調味料は全て伊豆産。 

ミカドバーベキュー 11 ①伊豆の国市 

 御門66-12 
＜セブンイレブン 
      御門店横＞ 
②090-1988-7022 

③みかんソース 

  まったりっち 
 自家栽培したみかん
と砂糖のみを使った、
からだにやさしいフ
ルーツソースです。 

ブース 
No. 

写真など 

2013年 10月27日 
アピタ大仁店北側駐車場 
9：30～14：00 

日 

販売

あり 

販売

あり 

①伊豆の国市 

 南條96 
＜ミニストップ 
     南條店近く＞ 

②055-940-0622 
③反射ロール 
（ロールケーキ） 
韮山反射炉をイメー
ジしたロールケーキ
です。 

㈲アルファ食品12 

販売

あり 



    

    

    

    

①伊豆の国市 

 長岡630 

②055-947-1071 

③ねこのひげ 

 三大薬草クミスク

チンを使った健康

茶。ダイエットやメ

タボリックに最適。 

①伊豆の国市 

 小坂615 
＜大仁より大門橋西交差
点を左折＞ 

②055-947-3022 
http://www.m-s-house.jp/ 

③宮大工の技術を活か

し、住宅設計と同時に

住宅に調和した家具を

あわせて提案するトー

タルコーディネート事

業の展開 

㈲伊豆第一建設14 

①伊豆の国市 

 長岡1148-1 
＜順天堂大病院近く＞ 

②055-948-1230 
http://www. 
  yadohanabusa.com/ 

③しっとりモチモチ

した食感が「皮まで
おいしい!!」温泉ま
んじゅうの展示 

㈱はなぶさ17 

Ｍ’s ＨＯＵＳＥ17 

販売

あり 

㈲ダンケ15 

販売

あり 

①伊豆の国市 

 三福637  

②0558-76-8777 

③赤いじゃがいもパン 

 パン祖のパンセット 

 全国高校生 

 パンコンテスト作品 

 ドイツパン 

土屋建材㈱ 18 ①伊豆の国市 

 吉田120-1 
＜ドコモショップ大仁横＞ 

②0558-76-1329 
http://tsuchiya-kenzai.co.jp/ 

③通水スリットによ

り桝の雨水浸透機能
を高めた『TK型雨天
浸透側溝』の開発・
販売 

㈲伊豆プラ 18 ①伊豆の国市 

 戸沢257-1 
＜長岡ICを三津方面へ＞ 
②055-947-0891 
http://izupura.net/ 
     index.html 

③画家の販促用メモ

リーカードケースの
製造販売と 
オリジナルブランド 
『Laposh』の展開  

㈲山昭木材 19 ①伊豆の国市 

 奈古谷1105-1 
＜駒の湯源泉荘近く＞ 

②055-949-4280 
http://yamashoumoku 
  zai.web.fc2.com/ 

③炭化木材の紹介。

低価値国産木材に熱
処理技術を施した建
材の製造・販売  

㈲一庭 19 ①伊豆の国市 

 中1613-56 
＜伊豆にらやまカン
トリークラブ近く＞ 

②055-944-2371 
③間伐材を活用し
た農業用土地改良
材（木炭）の製造 

スタンプラリー 
      受付所 20 特産品コーナー 

（赤色テント） 

経営革新コーナー 
（青色テント） 

それぞれひとつずつ
スタンプを集めて抽
選に挑戦しよう!!豪華
賞品多数用意♪スタ
ンプラリーの台紙は
本部テントで配布し
ています。 

㈲長岡生コンクリート 21 ①伊豆の国市 

 長岡781 
＜慈広会記念病院前＞ 

②055-947-0049 
http://www.nr-mix.co.jp/ 

③・戻りコンクリート再

利用システム（IWAシステ
ム） 
・透水性コンクリート
（ドライウェイ・ドライ
テック） 
・コ ン ク リ ー ト 壁 リ
ニューアル(NRリペア) 

オデオコーポ 
 レーション 

22 ①伊豆の国市 

 小坂267-1 
＜伊豆の国パノラマ 
    パーク近く＞ 

②055-948-9381 
http://www.juicer.jp/ 

③ 低 速 圧 縮 絞 り

ジューサーで作った
ジ ュ ー ス の 試 飲 と
ジューサーの販売 

伊豆の国市商工会 
地域モデル事業 

23 ①伊豆の国市 

 四日町290 
＜伊賀ショッピング 
    センター近く＞ 
②055-949-3090 
http://www.izunokuni.org/ 

③韮山反射炉をイ
メージした 
『反射炉ドック』
や『反射炉うどん』

の試食、販売 

①伊豆の国市 

 三福901 

＜三福交差点を亀石 

   峠方面左手＞ 

②0558-76-1288 

③田中山産の自社栽

培の獲れたて新鮮野

菜。 

土屋建設㈱13 
販売

あり 

千歳木材21 ①伊豆の国市 

 北江間21-2  
＜JA伊豆の国江間近く＞ 

②055-974-2969 
③蓮の花などの仏教に

関連する図柄を彫刻し
た国産材の板塔婆を開
発・販売していくこと
でご供養を親しみやす
いものとする。 

㈲マエダ美化16 ①伊豆の国市 

 四日町441-2  

②055-949-3779 

http://maedabika.jp/ 

③鶏舎内での鶏糞の堆肥

化により、高品質堆肥が

生産されると同時に鶏糞

の悪臭を 低減し、鶏・

人・周囲の環境を改善す

るシステムを開発。 悪

臭や害虫に苦慮する養鶏

業者に対してこのシステ

ムの導入を支援する。 

販売

あり 

建築無料相談24 ①通常開催場所 
 アピタ大仁店  
  ケンタッキー前 
②055-949-3090 
③伊豆の国市商工
会 の 役 員 が、新
築、リフォーム、
庭の手入れ等住ま
いの事なら何でも
相談に乗ります。 

反射炉ドック 


