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№ 場所 屋号 連絡先 商材 販売場所
逸品
根拠 商品説明

1 函館市 橋本食品 0138-49-8801 生珍味 髙島屋 3 塩辛、いくらに代表される魚卵など
2 札幌市 TKSタングロン (０１１)８９３-２３３８タングロン 軒先マルシェ 2 日本で唯一の昆布エキス酵素飲料水
3 函館市 医食同源 0138-40-6275　　松前漬け手作りセットミニ樽 軒先マルシェ 4 松前漬けの素詰め合わせ
4 函館市 ひろめ堂 ひじきふりかけ 軒先マルシェ 3 ひじきでつくったふりかけ
5 函館市 ひろめ堂 昆布たっぷりのだしパック 軒先マルシェ 4 天然真昆布をつかった出汁パック
6 函館市 三海幸 0138-31-7101 パリポリ焼き昆布 軒先マルシェ 4 天然真昆布を乾燥させた珍味
7 七飯町 福田農園 0138-65-5522 王様のしいたけ粉末 軒先マルシェ 4 原木無農薬栽培シイタケを使用した逸品
8 函館市 望月茶飴本舗 054-254-8088 がごめ昆布羊かん 軒先マルシェ 3 潮の香りほのかなごごめ昆布羊羹
9 函館市 医食同源 0138-40-6275　　がごめ昆布おかず手作りセット 軒先マルシェ 3 がごめ昆布を使った美味しい手作りセット
10 函館市 梶原昆布店 0138-83-2428 松前漬けの素 軒先マルシェ 3 干しするめと昆布を松前漬用に刻んだ詰め合わせ
11 厚沢部町 田村食品 0139-66-2056 甘吹雪 軒先マルシェ 3 トウモロコシや米を原料にしたポン菓子
12 函館市 梶原昆布店 おさしみ昆布 軒先マルシェ 3 若い函館産真昆布を食べやすいお刺身昆布
13 函館市 梶原昆布店 松前漬の素タレのみ 軒先マルシェ 4 松前漬けが作れるタレ
14 真狩村 三野農園 カラー人参（紫・黄・橙） 軒先マルシェ 1 甘味がたっぷりのニンジン
15 真狩村 三野農園 紅芯大根 軒先マルシェ 1 中が赤い３種の酵素が揃うダイコン
16 真狩村 三野農園 青大根 軒先マルシェ 1 ビタミン大根などとも呼ばれる小ぶりで青い大根
17 真狩村 三野農園 紅しぐれ大根 軒先マルシェ 1 色合い綺麗で付け合わせにも活躍

18 八戸市 カネナカ　中村行漁業部 0178-27-2324 トバ 髙島屋 3 鮭を使用した製品
19 八戸市 アルパジョン 0178-20-5822 洋菓子 髙島屋 2 心へ語り続けたい 青森の自然と心のお菓子
20 五所川原市 トーサム しじみラーメン 軒先マルシェ 3 十三湖ヤマトシジミの旨みが調和したこだわりの逸品
21 五所川原市 トーサム レトルトしじみ 軒先マルシェ 3 十三湖ヤマトシジミの旨みが調和したこだわりの逸品
22 青森市 夏堀農園 干しリンゴ・リンゴティー 軒先マルシェ 2 無肥料低農薬りんごを活かした逸品
23 青森市 夏堀農園 リンゴジュース 軒先マルシェ 2 無肥料低農薬りんごを活かした逸品
24 青森市 あおもりカシス 017-734-2297 手造り黒房すぐりジャム 軒先マルシェ 2 酸味と独特な風味、無添加で安心安全

25 一関市 佐々木製菓 0191-25-3333 南部せんべい 髙島屋 4 独自の製法で焼き上げた南部せんべい

26 郡山市 柏屋 024（956）5511 薄皮まんじゅう 髙島屋 4 上品でなめらか、口どけのよさとさらっとした甘味
27 福島市 鈴木養蜂場 024 546 7289 蜂蜜 髙島屋 3 ミツバチと共に90年のはちみつ専門店の蜂蜜
28 福島市 ももがある ももふる 軒先マルシェ 2 地元で採れた桃を加工したももふる
29 福島市 ももがある ほんのりピーチ 軒先マルシェ 2 福島産の桃をさっぱりとした甘酢漬け
30 福島市 ももがある いかにんじん 軒先マルシェ 2 するめいかとにんじんを醤油とお酒で漬けたもの
31 福島市 ももがある ゆず巻だいこん 軒先マルシェ 2 ゆずと大根の風味が絶妙な美味しさ

32 東根市 やまがた鳳凰倶楽部 ラフランス・りんご 髙島屋 1 発祥の地で結集した3農園による団体
33 米沢市 米沢紀伊国屋 0238(23)2260 米沢牛 髙島屋 1 米沢市上杉神社北参道口の米沢牛の専門店
34 東根市 天旬 0237-53-0603 甘海老押し寿司 髙島屋 3 日本海でとれた日戻り漁の新鮮な甘海老
35 東根市 味の梅ばち 0237-48-1001 米沢牛弁当 髙島屋 3 やわらかな食感と旨みがぎっちり詰まったお肉

36 仙台市 阿部蒲鉾店 0120-33-5541 かまぼこ 髙島屋 3 じわっとうまみの笹かま
37 古川市 とうふ処　粟野 0120-48-1028 豆腐 髙島屋 1 水と素材と釜にこだわり真心を込めて作った豆腐

38 新潟市 小針水産 025-231-6923 鮭、干物 髙島屋 1 地域に密着した「小針のかに屋さん」

39 長野市 小川の庄 026-269-3760 おやき 髙島屋 3 自社内や契約農家による農作物生産
40 長野市 山故郷 026-234-8030 蕎麦 髙島屋 3 戸隠伝統の全ての手作業にこだわり

41 黒部市 大辻や 0765-52-1800 鱒寿し 髙島屋 3 厳選された素材だけを使用した名産ますの寿し
42 富山市 魚甚 0764-79-2577 しろえびてんぷら 髙島屋 3 富山湾の宝石とよばれる「白えび」
43 黒部市 ボッサファーム シャインマスカット 軒先マルシェ 1 皮ごと食べられ、糖度も17～20度と高い
44 黒部市 ボッサファーム 黄玉 軒先マルシェ 1 他の品種よりとても高く、ジャスミンに似た香り
45 黒部市 ボッサファーム ぶどうジャム 軒先マルシェ 2 マスカットベリーAを皮ごと使ったジャム
46 黒部市 ボッサファーム 干しぶどう 軒先マルシェ 2 甘さ控えめの大粒レーズン
47 南砺市 日の出屋製菓 0763-52-3011　しろえび小判 軒先マルシェ 3 一口で食べやすい小判型のおせんべい
48 氷見市 越田商店 氷見ぶりジャーキー　プレーン 軒先マルシェ 2 富山湾の王者氷見ぶりを使用した製品
49 氷見市 越田商店 氷見ぶりジャーキー　ペッパー 軒先マルシェ 2 富山湾の王者氷見ぶりを使用した製品
50 氷見市 越田商店 氷見ぶりジャーキー　ディル 軒先マルシェ 2 富山湾の王者氷見ぶりを使用した製品
51 氷見市 勘右衛門 母母座 0766-73-7205 ブリ最中 軒先マルシェ 3 ほのかに甘い上品な和菓子
52 氷見市 高岡屋本舗 手延氷見糸うどん 軒先マルシェ 4 細めんながら、もっちりとした食感
53 氷見市 高岡屋本舗 手延氷見糸うどん　細麺 軒先マルシェ 4 細めんながら、もっちりとした食感
54 氷見市 柿太水産 0766-74-0025 糠いわし 軒先マルシェ 3 脂がのったいわしを塩漬けし秘伝の糠床で熟成
55 氷見市 越中氷見屋 0766-50-8340 ホタルイカ素干し 軒先マルシェ 4 富山湾で揚がったホタルイカをそのまま素干し
56 氷見市 よしだや 0766-72-0508 よしだやカレー 軒先マルシェ 3 氷見産の煮干しを使ったカレー
57 氷見市 たなか 0747-26-3131 氷見牛たなかのカレー 軒先マルシェ 3 A5等級の氷見牛を使った本格的な味わい
58 氷見市 ぎんなん餅本舗おがや 0766-74-3000 おがやぎんなん餅 軒先マルシェ 3 歯ざわりは優しくほのかな甘味とギンナンの香り
59 南砺市 道の駅福光 里芋 軒先マルシェ 1 一度食べたらやみつきになる福野の里芋
60 南砺市 道の駅福光 マコモタケ 軒先マルシェ 1 加熱した方が甘味や香りが増す
61 南砺市 道の駅福光 十割そば 軒先マルシェ 1 本物志向に贈るそば粉100%

62 石川市 金澤玉寿司 076-221-2644 寿司 髙島屋 3 旬を逃さず新鮮な素材のうま味を活かした料理
63 七尾市 高農園 ラディッシュ 軒先マルシェ 1 栄養豊富な有機野菜を生産
64 七尾市 高農園 アイシクル 軒先マルシェ 1 栄養豊富な有機野菜を生産
65 七尾市 高農園 フレンチ 軒先マルシェ 1 栄養豊富な有機野菜を生産
66 七尾市 高農園 とうやジャガイモ 軒先マルシェ 1 栄養豊富な有機野菜を生産

67 高崎市 永井農園 027-371-3684 梅干 髙島屋 2
自家栽培原料を使用し、保存料や合成着色料は一切使用しない
こだわりの製造加工

68 高崎市 fukucafe bagel　de　obento　「ベーグルでお弁当」 軒先マルシェ 2 小麦粉のもつ甘みと天然酵母の独特な風味と香り
69 高崎市 fukucafe ベーグル 軒先マルシェ 2 小麦粉のもつ甘みと天然酵母の独特な風味と香り

70 那須塩原市 南ヶ丘牧場 0287-76-2150 ソフトクリーム 髙島屋 3 濃厚でクリーミーな味わい
71 宇都宮市 みんみん 0120-62-3030 餃子 髙島屋 3 市民が食べている安くて美味しい庶民の味
72 宇都宮市 宇都宮餃子館 028-614-3131 餃子 髙島屋 3 市民が食べている安くて美味しい庶民の味

73 桜川市 長島ブルーベリー園 ブルーベリージュース（720ml） 軒先マルシェ 2 熟練された手によって栽培されたブルーベリー
74 桜川市 長島ブルーベリー園 ブルーベリージュース（250ml） 軒先マルシェ 2 熟練された手によって栽培されたブルーベリー

75 草加市 山香煎餅本舗 手焼職人（天日） 軒先マルシェ 2 天日干しの生地をベテラン職人がこんがり焼いた
76 草加市 山香煎餅本舗 こわれ煎餅 軒先マルシェ 2 備長炭で焼き上げるこだわりの草加せんべい
77 草加市 山香煎餅本舗 チョコレート煎餅 軒先マルシェ 2 お煎餅を包み込んだ一口サイズ
78 草加市 山香煎餅本舗 おこげ 軒先マルシェ 2 季節のおこげ
79 秩父市 農工チャレンジショップ ゆず胡椒 軒先マルシェ 2 香り高い柚子＆青唐辛子の辛さで大人気
80 秩父市 農工チャレンジショップ みそ田楽セット 軒先マルシェ 2 手軽に食べられるみそ田楽セット
81 秩父市 農工チャレンジショップ しゃくし菜ご飯の素 軒先マルシェ 3 秩父で育ったごはんの友
82 秩父市 農工チャレンジショップ しゃくし菜油炒め 軒先マルシェ 3 秩父市で有名なしゃくし菜のお漬物を炒めたもの
83 秩父市 農工チャレンジショップ 黒米 軒先マルシェ 3 豊富すぎる栄養効果の黒米
84 秩父市 農工チャレンジショップ 菌床シイタケ 軒先マルシェ 1 香り、歯ごたえの良い「菌床しいたけ」
85 春日部市 パティスリー　コンコルド 048-754-8815 コルネ そごう大宮 2 三角形の紙を巻き上げて作るお手製の絞り袋
86 さいたま市・北区 ラ・リーヴ 048-651-6579 みつとしロール そごう大宮 2 生クリームをはちみつを使用したふわふわの生地
87 久喜市 ドゥーブルシェフ 0480-24-3001 栗とさつまいものｷｬﾗﾒﾙﾌﾞﾘｭﾚ そごう大宮 2 マロンの濃厚な甘さとキャラメルのほろ苦さが抜群
88 東松山市 夢菓子工房ププリエ 0493-23-7565 アンヴィ そごう大宮 2 フランボワーズの中にいちじくのジュレとバラのムース
89 さいたま市・大宮区 パティスリーエム 048-667-1700  黒糖クッキーシュー そごう大宮 2 ふわっと黒糖香るザクザクのクッキーシュー
90 さいたま市・大宮区 プレゼンス 048-788-3339 大宮シフォン そごう大宮 2 羅漢果100％健康志向の方にもおすすめ
91 さいたま市・中央区 二木屋 048-825-4777 プレーン濃厚杏仁 そごう大宮 2  とろ～りとした口当たり、濃厚で深みのあるコク
92 さいたま市・浦和区 ﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷ専門店　くみぱうんど 050-1300- パウンドケーキ そごう大宮 2 地元埼玉産小麦や卵、北海道産のおいしいバター
93 さいたま市・大宮区 リストランテ オガワ 048-783-3324 神亀酒粕アイス そごう大宮 2 埼玉老舗銘醸蔵『神亀酒造』のコラボレーション
94 さいたま市・浦和区 ｼｽﾀｰｽﾞﾏｰｸｽｹｰｷｱﾝﾄﾞﾊﾟｲｶﾝﾊﾟﾆｰ 070-2190-9900  りんごパイ そごう大宮 2 ぎっしりとリンゴの旨味が凝縮されたアップルパイ
95 さいたま市・浦和区 ﾃｨﾗﾐｽ専門店　アークイラ 048-678-5984 ティラミス そごう大宮 2 なめらかな口溶けと繊細な甘さ
96 さいたま市・中央区 カフェベーカリーアルデ 048-607-3100 あん食パン そごう大宮 2 あんことホイップの組み合わせは抜群
97 さいたま市・北区 石窯パン工房アンジェラ 048-793-6570 パン そごう大宮 3 石窯で焼く天然酵母のパン
98 さいたま市・岩槻区 プラ・デ・ジュール・サカシタ 048-797-5026  天然酵母パン・ランチＢＯＸ　 そごう大宮 2 お家でもお手頃価格のフレンチ
99 川口市 十勝たちばな 048-225-0147 どらやき そごう大宮 3 昭和27年創業、埼玉銘菓

＜発掘された東日本の逸品一覧＞
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100 さいたま市・浦和区 彩の国ブランドフォーラム 048-834-5030 うなぎ煎餅 そごう大宮 2 米菓子に鰻のエキスを加え　タレには正田醤油
101 さいたま市・中央区 善収庵　大こくや 048-856-0007 彩の薔薇 そごう大宮 2 旧与野市民の花、バラの形をかたどった焼菓子
102 秩父市 慈眼 薬師あめ そごう大宮 3 目にご利益のあるあめ薬師
103 上尾市 彩菓庵おおき 048-725-2040 芋ようかん そごう大宮 3 最高級のさつまいものみを使用
104 さいたま市・見沼区 パティスリー　クレアエスト 048-872-6340 プチフロマージュ そごう大宮 2 段落したプチご褒美に
105 さいたま市・浦和区 パティスリー　ポルトボヌール 048-711-8875  シュークリーム そごう大宮 2 濃厚なカスタードとマッチして美味しい
106 さいたま市・大宮区 プリン工房檸檬堂 080-3020-9732  檸檬堂プリン そごう大宮 2 綺麗なレモン色の装いとカラメルの輝き
107 飯能市 大里屋本店 042-972-3600 飯能銘菓　四里餅 そごう大宮 3 小判の形状をした大福
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さいたま市メディカル
エンジニアリング講座

受講者募集中
（募集期間：11月22日まで）

参加費無料
谷下 一夫 一般社団法人日本医工ものづくコモンズ 常任理事
柏野 聡彦 一般社団法人日本医工ものづくコモンズ 専務理事主催 さいたま市

さいたま市では、昨年度に引き続き、医療機器ビジネスの中核を担う人材を育成する

ため、「さいたま市メディカルエンジニアリング講座」を開講します。

臨床現場で活躍する医師と医療機器メーカー（製販企業）による連携講義、臨床機関

での実習など実践的なカリキュラムとなっています。

昨年度の講座では、「とても満足 ４９．８％」「満足 ４２．４％」（各講義平均）と大変

好評でした。また、医療従事者、医療機器メーカー、他の受講者とのネットワークづくり

の場としても有用です。是非、本講座にご参加ください。

第1回 平成28年11月29日（火）18時～20時30分
会場 大宮ソニックシティ 803会議室（さいたま市大宮区桜木町1‐7‐5）

「開講・オリエンテーション」

“医工連携の概論”
一般社団法人日本医工ものづくりコモンズ 常任理事 谷下 一夫氏

“これからの医工連携 ～臨床・製販・ものづくり～”
一般社団法人日本医工ものづくりコモンズ 専務理事 柏野 聡彦氏

「受講生自己紹介」

第2回
平成28年12月12日（月） 18時15分～20時30分
会場 新都心ビジネス交流プラザ４階Ａ会議室 （さいたま市中央区上落合2-3-2）

“脳神経外科の病態と手術手技、医療機器の機能・構造”を学ぶ
臨床機関 さいたま市立病院 脳神経外科 部長 小嶋 篤浩氏
医療機器メーカー 株式会社フジタ医科器械 市場開拓部 田中 祥五氏

“分析装置の種類、機能・構造”を学ぶ
臨床機関 日本医科大学 武蔵小杉病院 病理診断科 臨床教授 北山 康彦氏
医療機器メーカー 株式会社常光 医療機器・診断薬事業本部 営業サービス部

学術マーケティング課 課長 薬袋 博信氏

本講座は連続講座です。次頁もご参照ください。

プログラム

さいたま市
ＰＲキャラクター
つなが竜ヌゥ

埼玉県のマスコット
コバトン

医療       埼玉      
埼玉県先端産業創造プロジェクト さいたま医療ものづくり都市構想

（プログラムマネージャー）

第3回
平成29年1月16日（月） 18時15分～20時30分 （会場：新都心ビジネス交流プラザ4階C会議室）
“歯周病科の病態と治療方法、医療機器の機能・構造”を学ぶ
臨床機関 昭和大学歯学部 主任教授・科長 山本 松男氏
医療機器メーカー 株式会社ミクロン 開発部 宮原 哲也氏

参考３



受講申込書を平成28年11月15日（火）17時までに メールでお送りください。

平成28年11月22日（火）17時まで延長しました。

（定員） 20名程度

（受講申込書） http://www.city.saitama.jp/005/002/001/p050676.html

（お申込先） メール entry@j‐ikou.com

プログラム（続き）

第8回
平成29年3月15日（水） 18時15分～19時30分 （会場：新都心ビジネス交流プラザ4階B会議室）
“耳鼻咽喉科の病態と治療方法、医療機器の機能・構造”を学ぶ
臨床機関 埼玉県立小児医療センター 耳鼻咽喉科 科長兼部長 浅沼 聡氏
医療機器メーカー 永島医科器械株式会社

第4回

第5回

第7回

平成29年2月28日（火） 18時15分～20時30分（会場：新都心ビジネス交流プラザ4階D会議室）
“医療機器の治験”を学ぶ

山梨大学大学院総合研究所融合研究臨床応用推進センター 特任教授 望月 修一氏
“今期の講座の振り返りと今後の展開”（ディスカッション）
モデレーター 一般社団法人日本医工ものづくコモンズ 常任理事 谷下 一夫氏

一般社団法人日本医工ものづくコモンズ 専務理事 柏野 聡彦氏

■ 連続講座となっておりますので、単発又は部分的な受講はご遠慮願います。
■ さいたま市外の企業の方もお申込みいただけますが、申込み多数の場合は、市内に事業所が
ある企業、医療イノベーション埼玉ネットワーク会員企業を優先させていただきます。

■ 同じ会社からのお申込みが複数の場合、応募状況によって人数を絞らせていただきます。

お申込方法

さいたま市 商工観光部 産業展開推進課

担当：麻生、松本

TEL：048-829-1371

お問い合わせ先

共催 医療イノベーション埼玉ネットワーク
（事務局：埼玉県、さいたま市、埼玉県産業振興公社、さいたま市産業創造財団）

注意事項

株式会社日本医工研究所 【事業委託会社】

担当：師田（もろた）、石田

TEL：03-5615-9700 （平日 9時-18時）

平成29年3月8日（水） 18時00分～20時30分 （会場：埼玉県立小児医療センター）
【実習】 ①院内見学 ②医工連携ミニ展示会

第6回

平成29年3月1日（水） 18時15分～20時30分 （会場：新都心ビジネス交流プラザ4階B会議室）
“生体情報を計測する医療機器の機能・構造”を学ぶ
臨床機関 埼玉医科大学総合医療センター 総合周産期母子医療センター

新生児集中ケア認定看護師 石井 玉起氏
医療機器メーカー 日本光電工業株式会社 営業本部病院営業統括部ハイケア営業部

営業推進課 畑野 由香氏

平成29年2月21日（火） 18時15分～20時30分 （会場：大宮ソニックシティ６０１会議室）
“リハビリテーションの種類・内容、対象病態、リハビリ機器の機能・構造”を学ぶ （仮）
臨床機関 医療法人永生会地域リハビリテーション支援事業推進室副センター長 石濱 裕規氏
医療機器メーカー オットーボック・ジャパン株式会社 仲内 信行氏 ／ 八幡 済彦氏

WHILL株式会社 営業・マーケティング部 久保田 洋介氏



参考４




