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01 ロースハム「星ふる街」

 450g 3,466円（税込）
有限会社 朝日屋
下松市瑞穂町2-19-16
☎0833-41-0448
【営業時間】平　日10：00～18：30（祝・土含む）

日曜日10：00～17：00
【定 休 日】水曜日

国産の最高級豚肉を長時間漬け込み、本場ドイツの技法で丁寧に作り
上げた一品です。

02 荒挽きウィンナー「ゲルダー・レンダラオフ」

 145g 680円（税込）
有限会社 朝日屋
下松市瑞穂町2-19-16
☎0833-41-0448
【営業時間】平　日10：00～18：30（祝・土含む）

日曜日10：00～17：00
【定 休 日】水曜日

新鮮な豚肉だけを使った、ドイツの伝統的な荒挽ウィンナーです。歯ご
たえが良く、若者にも人気の一品です。
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03 ハーブソーセージ

 150g 518円（税込）
有限会社 朝日屋
下松市瑞穂町2-19-16
☎0833-41-0448
【営業時間】平　日10：00～18：30（祝・土含む）

日曜日10：00～17：00
【定 休 日】水曜日

地元の人と共に開発されたソーセージです。ハーブと良質の豚肉が豊か
な香りとコクを奏でます。

04 山口県産ジビエソーセージ

4,752円（税込） 【冷凍】ギフトセット
有限会社 朝日屋
下松市瑞穂町2-19-16
☎0833-41-0448
【営業時間】平　日10：00～18：30（祝・土含む）

日曜日10：00～17：00
【定 休 日】水曜日

山口県産の新鮮な鹿肉と猪肉を使い、なめらかな絹挽きに仕上げたウイン
ナーと、低カロリー、低脂肪で食べやすいソーセージのギフトセットです。

鹿肉絹挽きウィンナー、猪肉絹挽きウィンナー、猪肉荒
挽きウィンナー、鹿肉ソーセージ、猪肉ソーセージ入り
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05 特選山蜜

 500g 2,000円（税込）    600g 2,400円（税込）    1kg 3,800円（税込）
石川ミツバチ園本舗
下松市生野屋4-12-14
☎0833-44-8388
【営業時間】営業時間未定　【定休日】なし

50年以上に亘り高品質のハチミツを提供しています。

06 銘菓 松の実

 6個入り 750円～（税込）
菓舗 松の実
本　　店：下松市東豊井松神町1356-1
 ☎0833-41-0284　【営業時間】9：00～18：00
星プラザ店：下松市中央町21-3 下松タウンセンター 星プラザ内
 ☎0833-45-1117　【営業時間】10：00～20：00
【定休日】本店、星プラザ店ともに星プラザの定休日に準ずる

北海道産の小豆を用いた粒餡と抹茶餡に松の実を加え皮種で包んだ最中
です。 ※遊食 笠戸ひらめとのセットも好評です。
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07 遊食 笠戸ひらめ

 6個入り 750円（税込）
菓舗 松の実
本　　店：下松市東豊井松神町1356-1
 ☎0833-41-0284　【営業時間】9：00～18：00
星プラザ店：下松市中央町21-3 下松タウンセンター 星プラザ内
 ☎0833-45-1117　【営業時間】10：00～20：00
【定休日】本店、星プラザ店ともに星プラザの定休日に準ずる

沖縄産の黒糖を用いて作られた餡に松の実と黒ゴマの風味がアクセント
のお饅頭です。 ※銘菓 松の実とのセットも好評です。

08 松の実くっきー

 袋入 450円～（税込）    箱入 1,200円（税込）    1缶入 2,000円～（税込）
菓舗 松の実
本　　店：下松市東豊井松神町1356-1
 ☎0833-41-0284　【営業時間】9：00～18：00
星プラザ店：下松市中央町21-3 下松タウンセンター 星プラザ内
 ☎0833-45-1117　【営業時間】10：00～20：00
【定休日】本店、星プラザ店ともに星プラザの定休日に準ずる

松の実を使ったチュイルクッキーを和風にアレンジした香ばしいクッキー
です。
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09 松の実三段重

 一重 2,800円（税込）
菓舗 松の実
本　　店：下松市東豊井松神町1356-1
 ☎0833-41-0284　【営業時間】9：00～18：00
星プラザ店：下松市中央町21-3 下松タウンセンター 星プラザ内
 ☎0833-45-1117　【営業時間】10：00～20：00
【定休日】本店、星プラザ店ともに星プラザの定休日に準ずる

銘菓松の実、遊食笠戸ひらめ、松の実くっきーの三段セット。特別な日、
特別な人への贈り物に最適です。

10 旨辛口の酒 閼伽坏

 300ml 650円（税込）    720ml 1,550円（税込）
金分銅酒造 株式会社
下松市大字末武上1202
☎0833-44-8605
【営業時間】9：00～18：30
【定 休 日】日曜日（土曜日・祝日は不定休）

金分銅の深い井戸から出る花岡八幡宮の宮水を使用し、じっくりと醸した
旨辛（+14）の本醸造酒です。

銘菓松の実、遊食笠戸ひらめ、松の実くっきーのセット
※専用袋付き
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11 大吟醸 金分銅

 720ml 3,100円（税込）    1升 6,200円（税込）
金分銅酒造 株式会社
下松市大字末武上1202
☎0833-44-8605
【営業時間】9：00～18：30
【定 休 日】日曜日（土曜日・祝日は不定休）

酒好適米の山田錦を40%以下にけずって低温でじっくり醸した淡麗で
フルーティな最高級のお酒です。

12 純米酒 地酒 幾山河

 300ml 520円（税込）    720ml 1,700円（税込）
金分銅酒造 株式会社
下松市大字末武上1202
☎0833-44-8605
【営業時間】9：00～18：30
【定 休 日】日曜日（土曜日・祝日は不定休）

純米酒としては酸味が強くなく、米の旨みが生きたやや辛口で濃醇な
お酒です。
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13 くだまつ元気ウインナー

 160g 640円（税込）
グルメロード安田
下松市美里町1-2-20
☎0833-45-3511
【営業時間】11：00～18：00　【定休日】水曜日・第3日曜日

パキッと割れた時の食感がウインナーの醍醐味です。地元産の来巻にん
にくを使った風味豊かなウインナーです。

14 燻製チキンジャーキー

 35g 500円（税込）
グルメロード安田
下松市美里町1-2-20
☎0833-45-3511
【営業時間】11：00～18：00　【定休日】水曜日・第3日曜日

新鮮な国産鶏肉を使用し、手作業でオリジナルスパイスに漬込み燻製
しています。ビールのつまみに良く合う、癖になる味です。
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15 にくきゅー時計

 1個 26,000円（税込）
工房松ぼっくり
下松市末武中1046-25
☎090-8711-0558
【営業時間】10：00～18：00　【定休日】不定休

動物の肉球をモチーフにした手作りの木製時計です。

16 大城磯もなか

 1個 150円～（税込）    5個箱入り 900円～（税込）
国民宿舎 大城
下松市笠戸島14-1
☎0833-52-0138
【営業時間】7：00～21：00　【定休日】無休

国民宿舎大城のお土産人気ナンバー1。ホタテ貝を模した皮に餡が
ぎっしりつまったもなか。上品な甘みの餡と薄くてパリッとした皮の
食感が楽しめるもなかです。
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17 大城焼きケーキ

 1箱（6個入り） 972円（税込）
国民宿舎 大城
下松市笠戸島14-1
☎0833-52-0138
【営業時間】7：00～21：00　【定休日】無休

下松市の特産品を使用した「焼きケーキ」シリーズです。シーズンにより
種類は変わりますが、「栗五郎のかぼちゃ」「米川ゆず」「来巻ブルーベリー」
「笠戸島レモン」の4種類があります。

18 厳選ドリップパック 10枚セット

 1セット（10袋入り） 2,100円（税込）
Saï Coffee Roastery（旧オリエンタルコーヒー）
下松市中央町21-3 下松タウンセンター 星プラザ内
☎0833-45-1178
【営業時間】10：00～20：00（LO.19：30）
【定 休 日】星プラザの定休日に準ずる

世界中から集めた香り豊かなスペシャルティコーヒーのドリップパック
の詰め合わせです。
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19 スペシャルティコーヒー 200g×3袋

 200g×3袋（豆のまま） 5,100円（税込）
Saï Coffee Roastery（旧オリエンタルコーヒー）
下松市中央町21-3 下松タウンセンター 星プラザ内
☎0833-45-1178
【営業時間】10：00～20：00（LO.19：30）
【定 休 日】星プラザの定休日に準ずる

農園とダイレクトトレードによって買い付けた、個性豊かなスペシャル
ティコーヒーを200g×3種で詰め合わせました。

20 書Tシャツ

 1枚 3,000円～（税別）
書Café
下松市美里町2丁目5-14
☎0833-48-9395
【営業時間】10：00～17：00
【定 休 日】土曜日・日曜日・祝日（不定休）

Instagram Facebook

お好みの言葉をTシャツにお書きします。部活用Tシャツ、結婚や還暦
などのお祝いにどうぞ。
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21 命名書

 1枚 30,000円～（税別）
書Café
下松市美里町2丁目5-14
☎0833-48-9395
【営業時間】10：00～17：00
【定 休 日】土曜日・日曜日・祝日（不定休）

Instagram Facebook

お子様のお名前を書にし、額入りでお渡しします。出産のお祝いに贈ら
れる方も多いです。

22 紅蘭の中華そば

 並4杯分 3,600円（税込）
中華そば 紅蘭
下松市駅南1-5-10
☎0833-41-0750
【営業時間】10：30～15：00（テイクアウトは17：00まで）
【定 休 日】水曜日・第3木曜日

お店で普段提供しているスープを急速冷凍。お店の味をご自宅で再現でき
ます。
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23 特選 肉厚菌床しいたけ（どんこ）

 1キロ（約26個） 1,880円（税込）
トクリン
山口県下松市大藤谷179
☎0833-53-0220
【営業時間】9：00～16：30　【定休日】不定休 Web Instagram

菌床栽培ながら自然に近い環境にて育てられた椎茸は肉厚で香りも良くぷりぷりとした歯
ごたえが特徴で傘が開く前に収穫をしたいわゆる「どんこ」と呼ばれる生椎茸です。まずは
素焼きでその食感と風味を味わってみてください。しいたけはあらゆる料理と相性抜群
です。軸も可食部分でしいたけの味わいがギュッと詰まっています。是非ご堪能下さい。

24 特選 採れたてそのまま 株ごと舞茸

 約1キロ（3株） 1,580円（税込）
トクリン
山口県下松市大藤谷179
☎0833-53-0220
【営業時間】9：00～16：30　【定休日】不定休 Web Instagram

菌床栽培ながら自然環境に近い栽培方法により香りも高く加熱調理して
もシャキッとした歯ごたえが特徴の舞茸です。天ぷら、お吸い物、炊き込
みご飯など様々な料理に最適なきのこです。採れたてをそのままに株の
状態でお届けします。贈り物に、ご家庭での普段使いに活躍する逸品です。
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25 くるまきパパイヤドレッシング

 1本（200ml） 780円（税込）
農事組合法人21世紀フラワーファーム
下松市大字来巻958
☎0833-57-4855
【営業時間】10：00～17：00　【定休日】木曜日

体に良く食べやすい青パパイヤのドレッシングです。

26 パパイヤ茶

 1袋（茶葉 30g～） 440円～（税込）
農事組合法人21世紀フラワーファーム
下松市大字来巻958
☎0833-57-4855
【営業時間】10：00～17：00　【定休日】木曜日

有機農法で栽培した安心・安全な青パパイヤの葉を焙煎した香ばしく
飲みやすいお茶です。
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27 くるまきシフォンセット

 15cm 1,300円（税込）    20cm 2,300円（税込）
農事組合法人21世紀フラワーファーム
下松市大字来巻958
☎0833-57-4855
【営業時間】10：00～17：00　【定休日】木曜日

自然豊かな環境で栽培された素材の特性を活かし、添加物は使わず、
心を込めて丁寧に焼き上げられた一品です。

28 くるまきジャム

 ブルーベリー（140g） 750円（税込）   パパイヤ、キウイ（140g） 700円（税込）
農事組合法人21世紀フラワーファーム
下松市大字来巻958
☎0833-57-4855
【営業時間】10：00～17：00　【定休日】木曜日

自然豊かな農園で育てた果実をたっぷり使用した贅沢なジャムです。
素材の色がきれいで香りが良いのが特徴です。
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29 かすてらせんべい

 1本（箱なし） 972円（税込）    1本（箱あり） 1,080円（税込）
 2本 2,106円（税込）    3本 3,132円（税込）    5本 5,130円（税込）
有限会社 ほうえい堂
下松市藤光町2-13-16
☎0833-43-5988
【営業時間】9：00～18：00　【定休日】日曜日

そのまま食べるとせんべいで、袋から出して1日程度おけばカステラの
ような食感のお菓子になります。

30 かさどさん

 10個 432円（税込）    20個 972円（税込）    30個 1,404円（税込）

有限会社 ほうえい堂
下松市藤光町2-13-16
☎0833-43-5988
【営業時間】9：00～18：00　【定休日】日曜日

瀬戸内海国立公園に指定されている笠戸島。その笠戸島からの夕日を
イメージして作られたお饅頭です。
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31 ひとつった外郎

 生外郎（1本） 97円～（税込）   外郎（2本） 194円（税込） （箱入り205円（税込））
 4本 410円（税込）   6本 605円（税込）
有限会社 ほうえい堂
下松市藤光町2-13-16
☎0833-43-5988
【営業時間】9：00～18：00　【定休日】日曜日

定番の小豆、抹茶の他、季節ごとに限定の外郎をお楽しみいただけます。

32 オリジナルメッセージ饅頭

 1個 120円（税込）    1箱(10個入） 1,360円（税込）

有限会社 ほうえい堂
下松市藤光町2-13-16
☎0833-43-5988
【営業時間】9：00～18：00　【定休日】日曜日

はちみつ風味のしっとり生地で餡を包んだお饅頭です。オリジナルの
メッセージを添えて世界で一つのお饅頭を作ってみませんか。
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33 笠戸とらふぐ「薄造り」

 3～4人前 7,250円（税込）   4～5人前 10,800円（税込）   5～6人前 14,800円（税込）
山 一
下松市中央町21-3 下松タウンセンター 星プラザ内
☎0833-45-1132
【営業時間】9：00～20：00
【定 休 日】星プラザ店ともに星プラザの定休日に準ずる

笠戸島はトラフグ養殖が盛んで「笠戸のとらふく」は下松の特産品になって
います。刺身の他にも鍋、唐揚げ、ヒレ酒、白子等どれも絶品です。

34 笠戸ひらめ「薄造り」

 3～4人前 4,100円（税込）
山 一
下松市中央町21-3 下松タウンセンター 星プラザ内
☎0833-45-1132
【営業時間】9：00～20：00
【定 休 日】星プラザ店ともに星プラザの定休日に準ずる

「笠戸ひらめ」は癖がなく淡泊な肉質で、上品な味が特徴です。薄造りは
型くずれしにくく、贅沢なお刺身を宅配で提供でき、お中元やお歳暮など
にも喜ばれる商品です。
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35 笠戸ひらめ満足セット

8,800円（税込）
山 一
下松市中央町21-3 下松タウンセンター 星プラザ内
☎0833-45-1132
【営業時間】9：00～20：00
【定 休 日】星プラザ店ともに星プラザの定休日に準ずる

笠戸ひらめのお刺身（二人前）とブロック、フライ（揚げる前のものです）
骨煎餅のセットです。ブロックはお刺身、お吸い物、ムニエルなどにも
使えます。

36 来巻にんにく「にんにく味噌」

 100g 500円（税込）
下松市農業公園
下松市大字来巻601-2　☎0833-46-0069
【開園時間】9：00～17：00　【休日】火曜日

下松市農林水産課
下松市大手町3-3-3　☎0833-45-1844
【開庁時間】8：30～17：15　【閉庁日】土曜日・日曜日・祝日

肉入り味で、熱いご飯に乗せたり、生野菜につけたりして食べてもおいしくいただけ
ます。JA直売所「菜さい来んさい!」下松店や国民宿舎大城でご購入いただけます。
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37 来巻にんにく「焼肉のたれ」

 330g 400円（税込）
下松市農業公園
下松市大字来巻601-2　☎0833-46-0069
【開園時間】9：00～17：00　【休日】火曜日

下松市農林水産課
下松市大手町3-3-3　☎0833-45-1844
【開庁時間】8：30～17：15　【閉庁日】土曜日・日曜日・祝日

焼肉はもちろん、野菜炒めなどの炒め物との相性も抜群です。JA直売所
「菜さい来んさい!」下松店や国民宿舎大城でご購入いただけます。

38 笠戸ひらめパエリアの素

 1個（1合用缶詰） 648円（税込）  ※お米は別売り
下松商工会議所
下松市新川2-1-38　☎0833-41-1070
【開所時間】8：30～17：45
【休　　日】土・日・祝日 Web Facebook

お米と一緒に炊くだけで手軽にパエリアを味わえます。笠戸ひらめや
下松産きのこにレモン、来巻にんにくといった食材はもちろん、缶詰の
缶まで「下松産」にこだわった、下松ならではの商品です。
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39 青パパイヤ麺

 1箱 850円（税込）
下松商工会議所
下松市新川2-1-38　☎0833-41-1070
【開所時間】8：30～17：45
【休　　日】土・日・祝日 Web Facebook

山口県下松市産の青パパイヤの葉を麺に練りこんだオリジナルパパイヤ麺。
美容食材として話題の青パパイヤの葉には色々な栄養素や酵素が含んでいま
す。茹でると綺麗な緑色になり、ほのかにパパイヤが香ります。パスタやラー
メンかわらそば風など、様々な料理にアレンジできます。ぜひご賞味ください。

40 くだまるグッズ

 ぬいぐるみ 2,200円（税込）   エコバッグ 770円（税込）   学習帳 330円（税込）
下松市観光協会
下松市西豊井1247下松駅南口前  下松市観光協会案内所
☎0833-45-6911
【開所時間】9：00～16：30　【休日】月・木 ※祝日の場合は振替

ひらめきパーク笠戸島
下松市笠戸島456-8　☎0833-52-1222
【開所時間】9：30～16：30　【休日】火・水 ※祝日の場合は振替

下松市の公式マスコットキャラクター「くだまる」のオリジナルグッズ
です。ストラップや切手、ラインスタンプなども販売しています。

Web

グッズ一覧






