
➢ 参加団体・店舗数 合計40団体・346店舗

「100年フードフォトスタンプラリー」参加団体・店舗数一覧（2/8更新）

参加店には、
こちらのポップが
表示されています！▶

都道府県 100年フードの名称 団体・組織名 店舗数

1 北海道 新子焼き 旭川名物“新子焼き”の会 7

2 北海道 小樽あんかけ焼そば 小樽あんかけ焼そば親衛隊 6

3 北海道 とまこまいカレーラーメン とまこまいカレーラーメン振興局 11

4 青森県 清水森ナンバ一升漬 在来津軽「清水森ナンバ」ブランド確立研究会 1

5 岩手県 まめぶ 久慈市 10

6 秋田県 きりたんぽ 秋田名物本場大館きりたんぽ協会 10

7 秋田県 ジャンボうさぎ料理 秋田県大仙市 5

8 福島県 喜多方ラーメン 喜多方市 20

9 福島県 円盤餃子 ふくしま餃子の会 11

10 栃木県 しもつかれ しもつかれブランド会議 4

11 栃木県 宇都宮餃子 協同組合宇都宮餃子会 7

12 群馬県 桐生うどん ※1/24より実施 桐生麺類商組合 21

13 群馬県 群馬のソースカツ丼 ようこそまえばしを進める会 8

14 埼玉県 フライ・ゼリーフライ 行田市・一社 行田おもてなし観光局 2

15 神奈川県 サンマーメン 神奈川県中華料理業生活衛生同業組合 24

16 石川県 美川のふぐの子糠漬 一般社団法人 白山市観光連盟 1

17 福井県 半夏生さばの食文化 大野市 2

18 岐阜県 朴葉寿司 白川町観光協会 2

19 静岡県 大井川のお茶請け食文化 大井川農泊推進協議会 4

20 静岡県 静岡おでん ※1/16より実施 静岡おでんの会 34

21 静岡県 富士宮やきそば 富士宮やきそば学会 27

22 愛知県 きしめん 愛知県麺類食堂生活衛生同業組合 3

23 愛知県 ひきずり（名古屋コーチンのすき焼き） 岩倉市 2

24 愛知県 へきなん焼きそば へきなん焼きそばまちおこし隊 11
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追加・変更が生じた場合は、随時情報を更新していきますので、ぜひウェブサイトをご確認ください♪

都道府県 100年フードの名称 団体・組織名 店舗数

25 滋賀県 よびしの食 YOBISHIプロジェクト 7

26 京都府 松花堂弁当 公益財団法人やわた市民文化事業団 1

27 大阪府 大阪の鉄板粉モン文化（お好み焼・たこ焼） 上方お好み焼たこ焼協同組合 7

28 大阪府 大阪の鉄板粉モン文化（お好み焼・たこ焼） 道頓堀たこ焼連合会 7

29 兵庫県 ぼたん鍋 丹波篠山観光協会 25

30 兵庫県 明石焼（玉子焼） 一般社団法人明石観光協会 8

31 鳥取県 大山おこわ 大山町 7

32 広島県 魚飯 竹原市 8

33 徳島県 島そうめん 牟岐町 1

34 愛媛県 津島の六宝 津島六宝保存協会 7

35 高知県 中日そば 一般社団法人 香南市観光協会 4

36 福岡県 北九州の糠の食文化 北九州小倉・糠床糠炊き研究会 12

37 福岡県 うなぎのせいろ蒸し 一般社団法人柳川市観光協会 14

38 長崎県 かんころ餅 一般社団法人新上五島町観光物産協会 2

39 鹿児島県 鹿児島の壺造り黒酢 鹿児島県天然つぼづくり米酢協議会 2

40 沖縄県 ラフテー ※2/8より実施 一般社団法人 本部町観光協会 1

➢ 賞品一覧
〈きりたんぽ〉きりたんぽセット 〈へきなん焼きそば〉100年フードロゴ入りエコバック
〈津島の六宝〉加盟店で使える食事券1000円 〈鹿児島の壺造り黒酢〉坂元のくろず360ml
〈まめぶ〉まめぶレトルト/てぬぐい/缶バッチセット 〈新子焼き〉焼鳥専門ぎんねこ「新子焼き真空冷凍パック」
〈明石焼〉明石焼の素（明石焼粉セット） 〈大山おこわ〉大山おこわ２合用（もち米とおこわの素入り）
〈富士宮やきそば〉富士宮やきそば３食セット 〈フライ・ゼリーフライ〉フライ、ゼリーフライのゆるキャラグッズ
〈株式会社日本旅行〉沖縄2泊3日ペアご招待券 等 ※賞品（プレゼント）の内容は予告なく変更する場合がございます。



「100年フードフォトスタンプラリー」参加飲食店一覧

都道府県名 100年フード名 団体名 地区 店舗名 住所 電話番号

1 北海道 新子焼き 旭川名物“新子焼き”の会 中心部 焼鳥専門ぎんねこ 旭川市5条通7丁目 ５・７小路ふらりーと 0166-22-4604

2 北海道 新子焼き 旭川名物“新子焼き”の会 中心部 三代目 かん太郎 旭川市3条通13丁目右1 0166-22-5244

3 北海道 新子焼き 旭川名物“新子焼き”の会 中心部 焼き鳥とおばんざい 鳥忠 旭川市2条通2丁目276-3 0166-29-2911

4 北海道 新子焼き 旭川名物“新子焼き”の会 中心部 焼鳥 らんまん 旭川市5条通7丁目 5・7小路ふらりーと 0166-23-7712

5 北海道 新子焼き 旭川名物“新子焼き”の会 神楽岡地区 とり直 旭川市神楽岡15条4丁目3-6 0166-66-0917

6 北海道 新子焼き 旭川名物“新子焼き”の会 大町地区 吉鶏亭 旭川市大町2条3丁目 0166-55-3317

7 北海道 新子焼き 旭川名物“新子焼き”の会 永山地区 とり丸亭 旭川市永山4条10丁目 0166-47-8869

8 北海道 小樽あんかけ焼そば 小樽あんかけ焼そば親衛隊 小樽市 小樽あんかけ処とろり庵 北海道小樽市桜5-7-23 0134-54-8287

9 北海道 小樽あんかけ焼そば 小樽あんかけ焼そば親衛隊 小樽市 愛幸 北海道小樽市稲穂5丁目9-2 0134-64-5522

10 北海道 小樽あんかけ焼そば 小樽あんかけ焼そば親衛隊 小樽市 龍鳳 北海道小樽市稲穂4-4-9 0134-23-9918

11 北海道 小樽あんかけ焼そば 小樽あんかけ焼そば親衛隊 小樽市 桂苑 北海道小樽市稲穂2-16-14 0134-23-8155

12 北海道 小樽あんかけ焼そば 小樽あんかけ焼そば親衛隊 小樽市 五十番菜館 北海道小樽市稲穂2-10-1 0134-32-4793

13 北海道 小樽あんかけ焼そば 小樽あんかけ焼そば親衛隊 小樽市 時代屋 北海道小樽市入船1-2-28 0134-29-0282

14 北海道 とまこまいカレーラーメン とまこまいカレーラーメン振興局 苫小牧地区 ゆのみの湯 レストラン湯待夢 北海道苫小牧市樽前421-4 0144-61-4126

15 北海道 とまこまいカレーラーメン とまこまいカレーラーメン振興局 苫小牧地区 味の大王 知新 北海道苫小牧市澄川町4-14-13 0144-77-3344

16 北海道 とまこまいカレーラーメン とまこまいカレーラーメン振興局 苫小牧地区 羅阿麺館 北海道苫小牧市有明町2丁目7−1 0144-72-1192

17 北海道 とまこまいカレーラーメン とまこまいカレーラーメン振興局 苫小牧地区 らーめん 極 錦町店 北海道苫小牧市錦町2丁目3-7 0144-37-3737

18 北海道 とまこまいカレーラーメン とまこまいカレーラーメン振興局 苫小牧地区 お食事処 ちょこっと 北海道苫小牧市表町5丁目6-9 090-3114-7648

19 北海道 とまこまいカレーラーメン とまこまいカレーラーメン振興局 苫小牧地区 味の大王 生粋 北海道苫小牧市春日町3丁目16-19 0144-35-5533

20 北海道 とまこまいカレーラーメン とまこまいカレーラーメン振興局 苫小牧地区 赤レンガショップ 北海道苫小牧市新明町3丁目1-10 0144-51-6788

21 北海道 とまこまいカレーラーメン とまこまいカレーラーメン振興局 苫小牧地区 GanbariMasu 北海道苫小牧市美園町2丁目10-10 なし

22 北海道 とまこまいカレーラーメン とまこまいカレーラーメン振興局 苫小牧地区 羅魅陀 北海道苫小牧市柳町1丁目5-11 0144-57-7666

23 北海道 とまこまいカレーラーメン とまこまいカレーラーメン振興局 苫小牧地区 らーめん縄文 北海道苫小牧市新開町4丁目1-1 0144-57-7767

24 北海道 とまこまいカレーラーメン とまこまいカレーラーメン振興局 苫小牧地区 味の大王 総本店 北海道苫小牧市字植苗138-3 0144-58-3333

25 青森県 清水森ナンバ一升漬 在来津軽「清水森ナンバ」ブランド確立研究会 弘前市 津軽藩ねぷた村　旨米屋 青森県弘前市亀甲町６１ 0172-39-1511

26 岩手県 まめぶ 久慈市 久慈地区 道の駅くじ　やませ土風館 地場食材レストラン「山海里」 久慈市中町2-5-1 0194-52-2289

27 岩手県 まめぶ 久慈市 久慈地区 おおみ屋 久慈市長内町34-26-1 0194-52-1155

28 岩手県 まめぶ 久慈市 久慈地区 鮨処　きよ田 久慈市川崎町5-1 0194-52-0800

29 岩手県 まめぶ 久慈市 久慈地区 北三陸磯料理　魚棚 久慈市十八日町1-15 0194-52-0606

30 岩手県 まめぶ 久慈市 久慈地区 Highball Bar＆Dining　KENSOH 久慈市中央3-32 0194-66-8668

31 岩手県 まめぶ 久慈市 山形地区 道の駅　白樺の里やまがた 食楽［くうらく］ 久慈市山形町川井8-12-1 0194-72-3131

32 岩手県 まめぶ 久慈市 山形地区 センターハウス平庭山荘 レストラン「やまぼうし」 久慈市山形町来内20-13-1 0194-72-2700

33 岩手県 まめぶ 久慈市 山形地区 炭々館 久慈市山形町川井8-15-6 0194-72-2266

34 岩手県 まめぶ 久慈市 山形地区 レストラン「白い森」 久慈市山形町来内20-13-151 0194-72-3330

35 岩手県 まめぶ 久慈市 山形地区 まめぶの家 久慈市山形町荷軽部1-59-6 080-1801-9960

36 秋田県 きりたんぽ 秋田名物本場大館きりたんぽ協会 大館市 (株)北秋くらぶ 秋田県大館市幸町15番6号 0186-42-2033

37 秋田県 きりたんぽ 秋田名物本場大館きりたんぽ協会 大館市 元祖むらさき 秋田県大館市幸町12番9号 0186-42-0741

38 秋田県 きりたんぽ 秋田名物本場大館きりたんぽ協会 大館市 秋田比内や(株)大館本店 秋田県大館市大町21 0186-49-7766

39 秋田県 きりたんぽ 秋田名物本場大館きりたんぽ協会 大館市 割烹　美さわ 秋田県大館市字新町60 0186-42-7543

40 秋田県 きりたんぽ 秋田名物本場大館きりたんぽ協会 大館市 ベニヤマきりたんぽ工房 秋田県大館市御成町2丁目16−25 0186-59-7773

41 秋田県 きりたんぽ 秋田名物本場大館きりたんぽ協会 大館市 れすとらん比内どり 秋田県大館市比内町扇田字新大堤下93-11 0186-55-2200

42 秋田県 きりたんぽ 秋田名物本場大館きりたんぽ協会 大館市 きりたんぽ郷土料理　萩　新町 秋田県大館市新町94 0186-57-8870

2023年2月8日更新
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43 秋田県 きりたんぽ 秋田名物本場大館きりたんぽ協会 大館市 陽気な母さんの店 (株) 秋田県大館市曲田字家ノ後97番地1 0186-52-3800

44 秋田県 きりたんぽ 秋田名物本場大館きりたんぽ協会 大館市 産直処　さんのう 秋田県大館市柄沢字山王台21-2 0186-42-2105

45 秋田県 きりたんぽ 秋田名物本場大館きりたんぽ協会 大館市 レストランいずみ 秋田県大館市泉町9番19号　泉町地域ふくしセンター１階 0186-57-8211

46 秋田県 ジャンボうさぎ料理 大仙市 中仙地域 道の駅なかせん　蔵人 秋田県大仙市長野字高畑９５－１ 0187-49-6550

47 秋田県 ジャンボうさぎ料理 大仙市 中仙地域 ちゃんす長野屋 秋田県大仙市長野字柳田１７８－５ 0187-56-3020

48 秋田県 ジャンボうさぎ料理 大仙市 中仙地域 ひらくま 秋田県大仙市北長野字茶畑４４－６ 0187-56-2541

49 秋田県 ジャンボうさぎ料理 大仙市 中仙地域 居酒屋　笑家 秋田県大仙市長野字九日町４－３ 0187-49-7277

50 秋田県 ジャンボうさぎ料理 大仙市 中仙地域 小料理　新席 秋田県大仙市長野字九日町３４－１３ 0187-56-3828

51 福島県 喜多方ラーメン 喜多方市 喜多方市 きくすい 喜多方市字寺町南5062-22 0241-23-2200

52 福島県 喜多方ラーメン 喜多方市 喜多方市 喜多方ラーメン来夢　本店 喜多方市字稲荷宮７ 0241-23-0287

53 福島県 喜多方ラーメン 喜多方市 喜多方市 喜多方ラーメン「わんわん」 喜多方市関柴町西勝字西原309-6 0241-24-3775

54 福島県 喜多方ラーメン 喜多方市 喜多方市 喜多屋 喜多方市小田付道下7150-1 0241-22-0415

55 福島県 喜多方ラーメン 喜多方市 喜多方市 蔵美 喜多方市字二丁目4648ｰ6 0241-24-4053

56 福島県 喜多方ラーメン 喜多方市 喜多方市 香福 喜多方市字3丁目4840-1 0241-23-3878

57 福島県 喜多方ラーメン 喜多方市 喜多方市 櫻井食堂 喜多方市字町田8279-1 0241-22-0615

58 福島県 喜多方ラーメン 喜多方市 喜多方市 さくら亭 喜多方市字押切南１丁目169 0241-23-0757

59 福島県 喜多方ラーメン 喜多方市 喜多方市 塩川屋 喜多方市１丁目4544 0241-24-2520

60 福島県 喜多方ラーメン 喜多方市 喜多方市 たんぽぽ亭 喜多方市梅竹７ 0241-21-1477

61 福島県 喜多方ラーメン 喜多方市 喜多方市 中華　栄豊 喜多方市一本木上777-3-3 090-9743-8026

62 福島県 喜多方ラーメン 喜多方市 喜多方市 生江食堂 喜多方市字桜が丘１丁目26 0241-22-2966

63 福島県 喜多方ラーメン 喜多方市 喜多方市 福島屋 喜多方市字１丁目4634 0241-23-2702

64 福島県 喜多方ラーメン 喜多方市 喜多方市 ふるさと亭 喜多方市松山町鳥見山三町5598-1 0241-21-1139

65 福島県 喜多方ラーメン 喜多方市 喜多方市 ぽんぽこ 喜多方市松山町村松字北原3584 0241-23-2277

66 福島県 喜多方ラーメン 喜多方市 喜多方市 まこと食堂 喜多方市字小田付道下7116 0241-22-0232

67 福島県 喜多方ラーメン 喜多方市 喜多方市 丸市食堂 喜多方市塩川町字東栄町2-5-5 0241-27-3756

68 福島県 喜多方ラーメン 喜多方市 喜多方市 丸見食堂 喜多方市字町田8257-5 0241-22-0506

69 福島県 喜多方ラーメン 喜多方市 喜多方市 ラーメン心美 喜多方市一本木7746-1 0241-22-9229

70 福島県 喜多方ラーメン 喜多方市 喜多方市 ラーメンshop くるくる軒 喜多方市字御清水南7364-2 0241-22-3896

71 福島県 円盤餃子 ふくしま餃子の会 福島市街地区 餃子 照井 福島東口店 福島市栄町1-1　福島駅東口構内 024-523-0188

72 福島県 円盤餃子 ふくしま餃子の会 福島市街地区 餃子の店　山女 福島市早稲町5-23 024-523-1772

73 福島県 円盤餃子 ふくしま餃子の会 福島市街地区 中華朴伝 福島市置賜町4ｰ27　大野屋1104ビル 024ｰ522ｰ1104

74 福島県 円盤餃子 ふくしま餃子の会 福島市街地区 蘂 はなしべ 福島市置賜町5ｰ19 加藤ビル2F 024ｰ522ｰ8744

75 福島県 円盤餃子 ふくしま餃子の会 福島市街地区 らーめん石狩 福島市大町9-30 024ｰ521ｰ8123

76 福島県 円盤餃子 ふくしま餃子の会 福島市街地区 元祖円盤餃子　満腹 福島市仲間町1ｰ24 024ｰ521ｰ3787

77 福島県 円盤餃子 ふくしま餃子の会 霞町地区 たかのは 福島市霞町8ｰ33 024ｰ534ｰ0749

78 福島県 円盤餃子 ふくしま餃子の会 南矢野目地区 餃子酒家　照井 福島市南矢野目荒屋敷53ｰ3　イオン福島店北側 024ｰ558-7719

79 福島県 円盤餃子 ふくしま餃子の会 飯坂温泉地区 らーめん餃子　おがた 福島市飯坂町小滝14 024ｰ542ｰ5958

80 福島県 円盤餃子 ふくしま餃子の会 飯坂温泉地区 餃子　照井　本店 福島市飯坂町錦町1ｰ21 024-542ｰ4447

81 福島県 円盤餃子 ふくしま餃子の会 飯坂温泉地区 焼肉・円盤餃子　ひたち 福島市飯坂町字鯖湖町7 024ｰ542ｰ3505

82 栃木県 しもつかれ しもつかれブランド会議 栃木市 かねふくストア 栃木県栃木市旭町１６−３ 0282-22-1119

83 栃木県 しもつかれ しもつかれブランド会議 小山市 自然薯の里 栃木県小山市高椅１９５５ 0285-49-3545

84 栃木県 しもつかれ しもつかれブランド会議 大原市 たわら寿 栃木県大田原市中田原２４８ 0287-22-2023
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85 栃木県 しもつかれ しもつかれブランド会議 壬生町 加志和食堂 栃木県下都賀郡壬生町安塚２００２ 0282-86-1206

86 栃木県 宇都宮餃子 協同組合宇都宮餃子会 宇都宮市 めんめん 来らっせ店（常設店舗内） 栃木県宇都宮市馬場通り２－３－１２　MEGAドン・キホーテ宇都宮店地下1階 028-614-5388

87 栃木県 宇都宮餃子 協同組合宇都宮餃子会 宇都宮市 香蘭 来らっせ店（常設店舗内） 栃木県宇都宮市馬場通り２－３－１２　MEGAドン・キホーテ宇都宮店地下1階 028-614-5388

88 栃木県 宇都宮餃子 協同組合宇都宮餃子会 宇都宮市 ぎょうざの龍門 来らっせ店（常設店舗内） 栃木県宇都宮市馬場通り２－３－１２　MEGAドン・キホーテ宇都宮店地下1階 028-614-5388

89 栃木県 宇都宮餃子 協同組合宇都宮餃子会 宇都宮市 さつき 来らっせ店（常設店舗内） 栃木県宇都宮市馬場通り２－３－１２　MEGAドン・キホーテ宇都宮店地下1階 028-614-5388

90 栃木県 宇都宮餃子 協同組合宇都宮餃子会 宇都宮市 宇都宮みんみん 来らっせ店（常設店舗内） 栃木県宇都宮市馬場通り２－３－１２　MEGAドン・キホーテ宇都宮店地下1階 028-614-5388

91 栃木県 宇都宮餃子 協同組合宇都宮餃子会 宇都宮市 日替わり店舗ゾーン 栃木県宇都宮市馬場通り２－３－１２　MEGAドン・キホーテ宇都宮店地下1階 028-614-5388

92 栃木県 宇都宮餃子 協同組合宇都宮餃子会 宇都宮市 宇都宮餃子 お土産コーナー 栃木県宇都宮市馬場通り２－３－１２　MEGAドン・キホーテ宇都宮店地下1階 028-614-5388

93 群馬県 群馬のソースカツ丼 ようこそまえばしを進める会 市街地エリア 割烹　桃乃木 前橋市下小出町2-39-18 027-232-9330

94 群馬県 群馬のソースカツ丼 ようこそまえばしを進める会 市街地エリア そば処大村　総社 前橋市総社町総社1491-1 027-251-5807

95 群馬県 群馬のソースカツ丼 ようこそまえばしを進める会 市街地エリア 真心庵　そばひろ 前橋市大友町3-24-11 027-254-4187

96 群馬県 群馬のソースカツ丼 ようこそまえばしを進める会 市街地エリア PIZZERIA PESCA!前橋駅前店 前橋市表町1-29-19 027-226-6777

97 群馬県 群馬のソースカツ丼 ようこそまえばしを進める会 市街地エリア そば平 前橋市下石倉町32-20 027-252-3454

98 群馬県 群馬のソースカツ丼 ようこそまえばしを進める会 市街地エリア もみやま食堂 前橋市千代田町4-1-14 027-226-5620

99 群馬県 群馬のソースカツ丼 ようこそまえばしを進める会 市街地エリア 和食遊処　椿家　本店 前橋市元総社町1-29-19 027-212-7888

100 群馬県 群馬のソースカツ丼 ようこそまえばしを進める会 赤城山頂エリア バンディ塩原 前橋市富士見町赤城山33 027-287-8200

102 群馬県 桐生うどん　　※1月24日(火)より開始 桐生麵類商組合 本町・東・巴町・錦町 藤屋本店 桐生市本町1-6-35 0277-44-3791 1/23追加

103 群馬県 桐生うどん　　※1月24日(火)より開始 桐生麵類商組合 本町・東・巴町・錦町 桃太郎本店 桐生市本町4-338 0277-22-4247 1/23追加

104 群馬県 桐生うどん　　※1月24日(火)より開始 桐生麵類商組合 本町・東・巴町・錦町 梅山本 桐生市東5-3-36 0277-47-2147 1/23追加

105 群馬県 桐生うどん　　※1月24日(火)より開始 桐生麵類商組合 本町・東・巴町・錦町 田沼屋 桐生市東6-7-11 0277-44-9177 1/23追加

106 群馬県 桐生うどん　　※1月24日(火)より開始 桐生麵類商組合 本町・東・巴町・錦町 やまざき 桐生市巴町1-1823-10 0277-44-7180 1/23追加

107 群馬県 桐生うどん　　※1月24日(火)より開始 桐生麵類商組合 本町・東・巴町・錦町 薮塚屋 桐生市錦町3-1-4 0277-44-7590 1/23追加

108 群馬県 桐生うどん　　※1月24日(火)より開始 桐生麵類商組合 本町・東・巴町・錦町 みやじま庵錦町店 桐生市錦町3-1-39 0277-44-3515 1/23追加

109 群馬県 桐生うどん　　※1月24日(火)より開始 桐生麵類商組合 新宿・境野町 しみずや 桐生市新宿1-10-19 0277-44-5780 1/23追加

110 群馬県 桐生うどん　　※1月24日(火)より開始 桐生麵類商組合 新宿・境野町 第二宮島庵境野支店 桐生市境野町6-601-8 0277-44-8240 1/23追加

111 群馬県 桐生うどん　　※1月24日(火)より開始 桐生麵類商組合 新宿・境野町 まつもとや 桐生市境野町1-1125-4 0277-44-5418 1/23追加

112 群馬県 桐生うどん　　※1月24日(火)より開始 桐生麵類商組合 新宿・境野町 藤屋第一支店 桐生市新宿3-5-8 0277-43-7622 1/23追加

113 群馬県 桐生うどん　　※1月24日(火)より開始 桐生麵類商組合 新宿・境野町 第三山本 桐生市境野町7-1813⁻241 0277-46-5320 1/23追加

114 群馬県 桐生うどん　　※1月24日(火)より開始 桐生麵類商組合 菱町・梅田町 正山本 桐生市菱町2-1774-16 0277-44-1718 1/23追加

115 群馬県 桐生うどん　　※1月24日(火)より開始 桐生麵類商組合 菱町・梅田町 藤一うどん 桐生市菱町3-2104-5 0277-44-7457 1/23追加

116 群馬県 桐生うどん　　※1月24日(火)より開始 桐生麵類商組合 菱町・梅田町 山菱屋 桐生市菱町4-2398 0277-44-3751 1/23追加

117 群馬県 桐生うどん　　※1月24日(火)より開始 桐生麵類商組合 菱町・梅田町 饂飩FEEL高屋 桐生市梅田町3-124-3 0277-32-0570 1/23追加

118 群馬県 桐生うどん　　※1月24日(火)より開始 桐生麵類商組合 相生町・川内町 そばよし 桐生市相生町3-161-1 0277-54-1381 1/23追加

119 群馬県 桐生うどん　　※1月24日(火)より開始 桐生麵類商組合 相生町・川内町 第二宮島庵相生支店 桐生市相生町5-32-5 0277-52-3104 1/23追加

120 群馬県 桐生うどん　　※1月24日(火)より開始 桐生麵類商組合 相生町・川内町 亀六 桐生市川内町2-110 0277-65-8024 1/23追加

121 群馬県 桐生うどん　　※1月24日(火)より開始 桐生麵類商組合 みどり市大間々町 川野屋本家 みどり市大間々町大間々174-8 0277-73-0140 1/23追加

122 群馬県 桐生うどん　　※1月24日(火)より開始 桐生麵類商組合 みどり市大間々町 かみ村 みどり市大間々町上神梅307-1 0277-73-0278 1/23追加

122 埼玉県 フライ・ゼリーフライ 行田市・（一社）　行田おもてなし観光局 行田市 かねつき堂 埼玉県行田市本丸13-13 048-556-7811

123 埼玉県 フライ・ゼリーフライ 行田市・（一社）　行田おもてなし観光局 行田市 行田ゼリーフライ本舗たかお家 埼玉県行田市本丸1-14 048-556-3610

124 神奈川県 サンマーメン 神奈川県中華料理業生活衛生同業組合 中区 玉泉亭 横浜市中区伊勢佐木町5-127 045-231-5630

125 神奈川県 サンマーメン 神奈川県中華料理業生活衛生同業組合 中区 紅花 横浜市中区尾上町3-45 045-681-0822

126 神奈川県 サンマーメン 神奈川県中華料理業生活衛生同業組合 中区 中華ダイニングたくみ 横浜市南区別所中里台41-9 080-5465-1555

127 神奈川県 サンマーメン 神奈川県中華料理業生活衛生同業組合 中区 廣新楼 横浜市中区山下町118エトワール308 045-641-0120



「100年フードフォトスタンプラリー」参加飲食店一覧

都道府県名 100年フード名 団体名 地区 店舗名 住所 電話番号

2023年2月8日更新

128 神奈川県 サンマーメン 神奈川県中華料理業生活衛生同業組合 中区 おっちゃんラーメン居酒屋 横浜市南区南吉田町1-4-11 045-261-1033

129 神奈川県 サンマーメン 神奈川県中華料理業生活衛生同業組合 鶴見区 御崎飯店 横浜市鶴見区馬場5-22-14 045-582-1655

130 神奈川県 サンマーメン 神奈川県中華料理業生活衛生同業組合 鶴見区 北京 横浜市鶴見区鶴見中央4-27-15 045-502-1027

131 神奈川県 サンマーメン 神奈川県中華料理業生活衛生同業組合 鶴見区 龍慶飯店 横浜市鶴見区駒岡4-20-24 045-573-8474

132 神奈川県 サンマーメン 神奈川県中華料理業生活衛生同業組合 青葉区 花だん 横浜市青葉区荏田北3-8-7 045-911-2701

133 神奈川県 サンマーメン 神奈川県中華料理業生活衛生同業組合 青葉区 ラーメン桃花 横浜市青葉区田奈町46-6 045-981-4402

134 神奈川県 サンマーメン 神奈川県中華料理業生活衛生同業組合 緑区 海陽飯店 横浜市緑区十日市場町822-17 045-988-2301

135 神奈川県 サンマーメン 神奈川県中華料理業生活衛生同業組合 川崎中央 三鶴 川崎市川崎区小川町16-12 044-233-1798

136 神奈川県 サンマーメン 神奈川県中華料理業生活衛生同業組合 川崎中央 新世 川崎市川崎区日ノ町1-1-16 045-505-5190

137 神奈川県 サンマーメン 神奈川県中華料理業生活衛生同業組合 日吉 宝来軒 川崎市幸区北加瀬2-8-2 044-558-8552

138 神奈川県 サンマーメン 神奈川県中華料理業生活衛生同業組合 日吉 味の散歩　中華村 川崎市幸区南加瀬4-26-1-101 044-599-0302

139 神奈川県 サンマーメン 神奈川県中華料理業生活衛生同業組合 幸区 狸小路飯店 川崎市幸区大宮町5-5 044-555-1010

140 神奈川県 サンマーメン 神奈川県中華料理業生活衛生同業組合 幸区 六龍 川崎市幸区古市場26 044-522-5044

141 神奈川県 サンマーメン 神奈川県中華料理業生活衛生同業組合 幸区 角鹿 川崎市幸区新塚越201 044-522-4610

142 神奈川県 サンマーメン 神奈川県中華料理業生活衛生同業組合 中原区 一番 川崎市中原区小杉町3-426 044-722-4680

143 神奈川県 サンマーメン 神奈川県中華料理業生活衛生同業組合 中原区 鳳華 川崎市中原区上丸子八幡町813 044-411-5921

144 神奈川県 サンマーメン 神奈川県中華料理業生活衛生同業組合 中原区 北京食堂 横須賀市東逸見町1-2 046-822-4818

145 神奈川県 サンマーメン 神奈川県中華料理業生活衛生同業組合 中原区 中国飯店 横須賀市本町1-10 046-822-3212

146 神奈川県 サンマーメン 神奈川県中華料理業生活衛生同業組合 中原区 上海亭 横須賀市安浦町12-13 046-822-0205

147 神奈川県 サンマーメン 神奈川県中華料理業生活衛生同業組合 中原区 港殿居食処ろーりえ 横須賀市大滝町1-7-7 046-825-3911

148 石川県 美川のふぐの子糠漬 一般社団法人　白山市観光連盟 白山市美川地区 あら与（本店） 石川県白山市美川北町ル-61 076-278-3370

149 福井県 半夏生さばの食文化 大野市 大野地区 はまや 福井県大野市日吉町２２−２ 0779-66-2443

150 福井県 半夏生さばの食文化 大野市 富田地区 荒島テラス 福井県大野市蕨生１３７−２１−１（道の駅「越前おおの荒島の郷」内） 0779-64-4500（代表） 1/18追加

151 岐阜県 朴葉寿司 白川町観光協会 坂ノ東地区 （有）てまひまグループ 　　（てまひまの店） 岐阜県加茂郡白川町河東３５０９－１ 0574-75-2265

152 岐阜県 朴葉寿司 白川町観光協会 蘇原地区 一力屋 岐阜県加茂郡白川町赤河１０３７－１６ 0574-73-1037

153 静岡県 大井川のお茶請け食文化 大井川農泊推進協議会 川根地区 （らっか煮） 村の市 島田市川根町笹間渡18-1 0547-53-2021

154 静岡県 大井川のお茶請け食文化 大井川農泊推進協議会 川根地区 （らっか煮） 河徳商店 島田市家山657-4 0547-53-3100

155 静岡県 大井川のお茶請け食文化 大井川農泊推進協議会 朝比奈地区 （朝比奈ちまき） 縁カフェ　天神森 藤枝市岡部町新舟1310-15 054-668-1022

156 静岡県 大井川のお茶請け食文化 大井川農泊推進協議会 藤枝地区 （ほととぎす漬） おもひで横丁　藤枝市場 藤枝市駅前2-8-2　沖ビル1F 054-646-8877

157 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 静岡県静岡市 あさひ 静岡県静岡市葵区西草深町28-4 054-286-0647

158 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 静岡県静岡市 おでんや おばちゃん 駿府城公園店 静岡県静岡市葵区駿府城公園１−１ 080-5824-7400

159 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 静岡県静岡市 静岡おでん おがわ 静岡県静岡市葵区馬場町38 054-252-2548

160 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 静岡県静岡市 海ぼうず 本店 静岡県静岡市駿河区南町６−１１ 海ぼうず １F 054-284-8282

161 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 静岡県静岡市 海ぼうず アスティ東館店 静岡県静岡市葵区黒金町４ アスティ静岡 東館 054-202-1500

162 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 静岡県静岡市 餃子専門店 餃子研究所 アスティ店 静岡県静岡市葵区黒金町49 054-204-5525

163 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 静岡県静岡市 天神屋曲金店 静岡県静岡市駿河区曲金5丁目1-1 054-286-0647

164 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 静岡県静岡市 天神屋パルシェ店 静岡県静岡市葵区黒金町49 静岡駅駅ビル パルシェ 1F食彩館内 054-253-1798

165 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 静岡県静岡市 天神屋静岡アピタ店 静岡県静岡市駿河区石田1丁目5-1 アピタ静岡店1F 054-202-8000

166 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 静岡県静岡市 天神屋東新田店 静岡県静岡市駿河区東新田1丁目11-1 054-259-5177

167 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 静岡県静岡市 天神屋道の駅　宇津ノ谷峠下り店 静岡県静岡市駿河区宇津ノ谷82-2 054-256-2545

168 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 静岡県静岡市 天神屋瀬名川店 静岡県静岡市葵区瀬名川2丁目4-8 054-263-7980

169 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 静岡県静岡市 天神屋マークイズ静岡店 静岡県静岡市葵区柚木1026番地 MARK IS 静岡1F 054-298-6914

170 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 静岡県静岡市 天神屋清水駅前店 静岡県静岡市清水区真砂町3-14 054-367-1669
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171 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 静岡県静岡市 天神屋大坪店 静岡県静岡市清水区大坪2丁目1-18 054-346-9605

172 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 静岡県静岡市 天神屋押切店 静岡県静岡市清水区押切583-2 054-347-0205

173 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 静岡県静岡市 天神屋船越店 静岡市清水区木の下町278 054-353-0081

174 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 静岡県東部エリア 天神屋三島店（旧　三島工房店） 静岡県駿東郡清水町八幡179-1 055-991-1733

175 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 静岡県東部エリア 天神屋沼津駅ビル店 静岡県沼津市大手町1丁目1-1 沼津駅ビル　アントレ1F 055-954-0251

176 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 静岡県東部エリア 天神屋富士工房売店 静岡県富士市青島186-3 0545-51-1522

177 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 静岡県東部エリア 天神屋 MEGAドン・キホーテUNY 富士吉原店 静岡県富士市国久保2丁目-1-10 MEGAドン・キホーテUNY富士吉原店1F 0545-55-1511

178 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 静岡県東部エリア 天神屋アピタ大仁店 静岡県伊豆の国市吉田字九十分153-1 アピタ大仁店1F 0558-77-2010

179 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 静岡県中西部エリア 天神屋ねぎ島店 静岡県焼津市祢宜島541-4 054-625-1233

180 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 静岡県中西部エリア 天神屋アピタ島田店 静岡県島田市宝来町8-2 アピタ島田店1F 0547-33-3210

181 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 静岡県中西部エリア 天神屋 KADODE OOIGAWA店 静岡県島田市竹下62 KADODE 0547-39-3910

182 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 東名高速・新東名高速PA/SA 天神屋 ドライバーズスポット NEOPASA駿河湾沼津上り店 静岡県沼津市根古屋998-27 055-946-5035

183 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 東名高速・新東名高速PA/SA 天神屋 ドライバーズスポット NEOPASA駿河湾沼津下り店 静岡県沼津市根古屋919-1 055-946-5116

184 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 東名高速・新東名高速PA/SA 天神屋 ドライバーズスポット NEOPASA静岡上り店 静岡県静岡市葵区小瀬戸1544-3 054-295-9012

185 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 東名高速・新東名高速PA/SA 天神屋 ドライバーズスポット NEOPASA静岡下り店 静岡県静岡市葵区飯間1258 054-295-9018

186 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 東名高速・新東名高速PA/SA 天神屋ドライバーズスポット掛川PA上り店 静岡県掛川市倉真7507-23 0537-28-0565

187 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 東名高速・新東名高速PA/SA 天神屋ドライバーズスポット掛川PA下り店 静岡県掛川市倉真5968-4 0537-28-0669

188 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 東名高速・新東名高速PA/SA 天神屋 ドライバーズスポット NEOPASA浜松上り店 静岡県浜松市浜北区大平36 053-582-1185

189 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 東名高速・新東名高速PA/SA 天神屋ドライバーズスポット NEOPASA浜松下り店 静岡県浜松市北区都田町7822-7 053-428-0388

190 静岡県 静岡おでん　　※1月16日(月)より開始 静岡おでんの会 東名高速・新東名高速PA/SA レストラン時之栖（EXPASA足柄上り内） 静岡県御殿場市深沢前野原1801-1 EXPASA足柄上り内 0550-82-5650

191 静岡県 富士宮やきそば 富士宮やきそば学会 中心市街地地区 富士宮やきそばアンテナショプ 静岡県富士宮市宮町４-２3 0544-22-5341

192 静岡県 富士宮やきそば 富士宮やきそば学会 中心市街地地区 むすび屋 静岡県富士宮市宮町４-２3 0544-25-2144

193 静岡県 富士宮やきそば 富士宮やきそば学会 中心市街地地区 すぎ本 お宮横丁店 静岡県富士宮市宮町４-２3 0544-24-8272

194 静岡県 富士宮やきそば 富士宮やきそば学会 中心市街地地区 ここずらよ 静岡県富士宮市宮町1-1 0544-24-2544

195 静岡県 富士宮やきそば 富士宮やきそば学会 中心市街地地区 まとや 静岡県富士宮市宮町3-4 080-3620-5020

196 静岡県 富士宮やきそば 富士宮やきそば学会 中心市街地地区 FUJIBOKU 静岡県富士宮市宮町4-22 0544-57-9115

197 静岡県 富士宮やきそば 富士宮やきそば学会 中心市街地地区 ままん 静岡県富士宮市大宮町5-17 0544-27-1515

198 静岡県 富士宮やきそば 富士宮やきそば学会 中心市街地地区 鉄板焼ちゃん駅前店 静岡県富士宮市中央町9-3 0544-22-3835

199 静岡県 富士宮やきそば 富士宮やきそば学会 中心市街地地区 キッチントトロ 静岡県富士宮市中央町7-18 0544-23-5932

200 静岡県 富士宮やきそば 富士宮やきそば学会 中心市街地地区 鉄板お好み焼すぎやま 静岡県富士宮市東町23-1 0544-24-8072

201 静岡県 富士宮やきそば 富士宮やきそば学会 中心市街地地区 屋台村大衆食堂　祭り 静岡県富士宮市中央町5-1 0544-23-7511

202 静岡県 富士宮やきそば 富士宮やきそば学会 中心市街地地区 虹屋ミミ 静岡県富士宮市中央町3-9 0544-24-0791

203 静岡県 富士宮やきそば 富士宮やきそば学会 中心市街地地区 さの食堂 静岡県富士宮市大宮町21-1 0544-26-5869

204 静岡県 富士宮やきそば 富士宮やきそば学会 中心市街地地区 やきそばランド（富士山神田川楽座） 静岡県富士宮市大宮町19-12 0544-21-3960

205 静岡県 富士宮やきそば 富士宮やきそば学会 中心市街地地区 いっぷく亭 静岡県富士宮市宮町2-9 0544-26-3849

206 静岡県 富士宮やきそば 富士宮やきそば学会 中心市街地地区 じねん坊 静岡県富士宮市西町4-12 0544-26-2829

207 静岡県 富士宮やきそば 富士宮やきそば学会 中心市街地地区 ToriITonあき 静岡県富士宮市西町25-2 090-9192-1962

208 静岡県 富士宮やきそば 富士宮やきそば学会 中心市街地地区 すぎ本 本店 静岡県富士宮市西町16-3 0544-26-4477

209 静岡県 富士宮やきそば 富士宮やきそば学会 中心市街地地区 浜新 静岡県富士宮市貴船町1-7 0544-26-2075

210 静岡県 富士宮やきそば 富士宮やきそば学会 中心市街地地区 山田食堂 静岡県富士宮市宝町1-2 0544-26-4208

211 静岡県 富士宮やきそば 富士宮やきそば学会 中心市街地地区 おかず処みつば 静岡県富士宮市淀川町4-29 0544-55-3859

212 静岡県 富士宮やきそば 富士宮やきそば学会 中心市街地地区 駄菓子屋京ちゃん 静岡県富士宮市城北町234 090-4867-9523

213 静岡県 富士宮やきそば 富士宮やきそば学会 中心市街地地区 ひまわり 静岡県富士宮市若の宮町32 0544-26-3279
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214 静岡県 富士宮やきそば 富士宮やきそば学会 中心市街地地区 みっちゃん家 静岡県富士宮市宝町11-24 0544-27-5305

215 静岡県 富士宮やきそば 富士宮やきそば学会 郊外人気店 さのめん食事処（製麺所） 静岡県富士宮市野中東町43 0544-28-1211

216 静岡県 富士宮やきそば 富士宮やきそば学会 郊外人気店 うるおい亭 静岡県富士宮市淀師415-2 0544-24-7155

217 静岡県 富士宮やきそば 富士宮やきそば学会 郊外人気店 伊東 静岡県富士宮市淀師468-2 0544-27-6494

218 愛知県 きしめん 愛知県麺類食堂生活衛生同業組合 名古屋市千種区 山本屋 愛知県名古屋市千種区大久手町５－９－２ 052-733-7413

219 愛知県 きしめん 愛知県麺類食堂生活衛生同業組合 名古屋市中区 一八本店 愛知県名古屋市中区橘1-5-14 052-321-0475

220 愛知県 きしめん 愛知県麺類食堂生活衛生同業組合 名古屋市中区 株式会社総本家えびすや本店 愛知県名古屋市中区錦3-20-7 052-961-3412 1/18追加

221 愛知県 ひきずり（名古屋コーチンのすき焼き） 岩倉市 岩倉市 松月 岩倉市本町神明西10 0587-37-0276

222 愛知県 ひきずり（名古屋コーチンのすき焼き） 岩倉市 岩倉市 和食にわ 岩倉市中本町南加路桶19-1 0587-66-3561

223 愛知県 へきなん焼きそば へきなん焼きそばまちおこし隊 碧南市 さくら 愛知県碧南市縄手町5-111 0566-48-0488

224 愛知県 へきなん焼きそば へきなん焼きそばまちおこし隊 碧南市 お好み焼 ふくもとや 愛知県碧南市栄町1ｰ32 0566-41-2441

225 愛知県 へきなん焼きそば へきなん焼きそばまちおこし隊 碧南市 お好み焼 あさひや 愛知県碧南市野田町34 0566-41-2819

226 愛知県 へきなん焼きそば へきなん焼きそばまちおこし隊 碧南市 お好み焼 好味家 愛知県碧南市羽根町1ｰ22 0566-41-1479

227 愛知県 へきなん焼きそば へきなん焼きそばまちおこし隊 碧南市 新撰組 愛知県碧南市善明町1ｰ35 0566-46-4903

228 愛知県 へきなん焼きそば へきなん焼きそばまちおこし隊 碧南市 みのりや 愛知県碧南市源氏町5-60 0566-41-1811

229 愛知県 へきなん焼きそば へきなん焼きそばまちおこし隊 碧南市 衣浦港湾会館 レストラン美志ま 愛知県碧南市港本町1-7 0566-42-4869

230 愛知県 へきなん焼きそば へきなん焼きそばまちおこし隊 碧南市 だいどころ 愛知県碧南市江口町3-15-3 0566-46-8058

231 愛知県 へきなん焼きそば へきなん焼きそばまちおこし隊 碧南市 たぁぶる 愛知県碧南市住吉町4-95 0566-48-2655

232 愛知県 へきなん焼きそば へきなん焼きそばまちおこし隊 碧南市 ちゃんこ やぐら 愛知県碧南市立山町3-19-1 0566-48-8500

233 愛知県 へきなん焼きそば へきなん焼きそばまちおこし隊 碧南市 Bakery Dooke 愛知県碧南市源氏町1-15-10 0566-55-2121

234 滋賀県 よびしの食 YOBISHIプロジェクト 多賀町河内地区 奥山の癒し処　風緑 滋賀県犬上郡多賀町河内610 090-8932-1390

235 滋賀県 よびしの食 YOBISHIプロジェクト 多賀町久徳地区 多賀そば処　あけぼの亭 滋賀県犬上郡多賀町久徳４７８ 090-8791-4470

236 滋賀県 よびしの食 YOBISHIプロジェクト 多賀町多賀地区 そば吉 滋賀県犬上郡多賀町多賀１615-1 0749-48-1477

237 滋賀県 よびしの食 YOBISHIプロジェクト 多賀町多賀地区 多賀町農産物直売所 もんぜん市 滋賀県犬上郡多賀町多賀1322（コミュニティホール内）
0749-20-1165（辻宅）

090-7517-5964（代表者）

238 滋賀県 よびしの食 YOBISHIプロジェクト 多賀町多賀地区 梵 滋賀県犬上郡多賀町多賀1322-8

239 滋賀県 よびしの食 YOBISHIプロジェクト 多賀町多賀地区 糸切餅総本家　多賀や 滋賀県犬上郡多賀町多賀601 0749-48-1430

240 滋賀県 よびしの食 YOBISHIプロジェクト 多賀町敏満寺 地区 みずほあられ 滋賀県犬上郡多賀町敏満寺1315 0749-48-0135

241 京都府 松花堂弁当 公益財団法人やわた市民文化事業団 八幡市 京都𠮷兆　松花堂店　 京都府八幡市八幡女郎花43-1 075-971-3311

242 大阪府 大阪の鉄板粉モン文化（お好み焼・たこ焼） 上方お好み焼たこ焼協同組合 ミナミ地区 甲賀流　アメリカ村本店 大阪市中央区西心斎橋2-18-4 06-6211-0519

243 大阪府 大阪の鉄板粉モン文化（お好み焼・たこ焼） 上方お好み焼たこ焼協同組合 ミナミ地区 千房　千日前本店 大阪市中央区難波千日前11-27　道風ビル1F・2F 06-6643-0111

244 大阪府 大阪の鉄板粉モン文化（お好み焼・たこ焼） 上方お好み焼たこ焼協同組合 ミナミ地区 大阪ぼてぢゅう本店 大阪市中央区難波3-7-20 06-6643-4410

245 大阪府 大阪の鉄板粉モン文化（お好み焼・たこ焼） 上方お好み焼たこ焼協同組合 ミナミ地区 会津屋　ナンバ店 大阪市中央区難波5丁目　　ナンバなんなん店 06-6649-7708

246 大阪府 大阪の鉄板粉モン文化（お好み焼・たこ焼） 上方お好み焼たこ焼協同組合 キタ地区 鶴橋風月　梅田お初天神通り店 大阪市北区曽根崎2-16-22　ジャスミン曽根崎ビルB1～2F 06-6314-2233

247 大阪府 大阪の鉄板粉モン文化（お好み焼・たこ焼） 上方お好み焼たこ焼協同組合 キタ地区 ねぎ焼やまもと　梅田エスト店 大阪市北区角田町3-25　エストE27 06-6131-0118

248 大阪府 大阪の鉄板粉モン文化（お好み焼・たこ焼） 上方お好み焼たこ焼協同組合 キタ地区 お好み焼ゆかり　本店 大阪市北区曽根崎2-14-13 06-6311-0214

249 大阪府 大阪の鉄板粉モン文化（お好み焼・たこ焼） 道頓堀たこ焼連合会 道頓堀地区 たこ家道頓堀くくる　本店 大阪府大阪市中央区道頓堀1-10-5 06-6212-7381

250 大阪府 大阪の鉄板粉モン文化（お好み焼・たこ焼） 道頓堀たこ焼連合会 道頓堀地区 たこ焼道楽わなか　道頓堀店 大阪府大阪市中央区道頓堀1-6-7 06-6213-6110

251 大阪府 大阪の鉄板粉モン文化（お好み焼・たこ焼） 道頓堀たこ焼連合会 道頓堀地区 くれおーるJUNK 大阪府大阪市中央区道頓堀1-10-5 06-4256-3586

252 大阪府 大阪の鉄板粉モン文化（お好み焼・たこ焼） 道頓堀たこ焼連合会 道頓堀地区 道頓堀たこ八総本店 大阪府大阪市中央区道頓堀1-5-10 06-6211-4684

253 大阪府 大阪の鉄板粉モン文化（お好み焼・たこ焼） 道頓堀たこ焼連合会 道頓堀地区 たこ昌　道頓堀本店 大阪府大阪市中央区道頓堀1-4-15 06-6212ｰ3363

254 大阪府 大阪の鉄板粉モン文化（お好み焼・たこ焼） 道頓堀たこ焼連合会 道頓堀地区 たこ焼十八番道頓堀店（SONS-DOHTONBORI） 大阪府大阪市中央区道頓堀1-8-26 06-4256-2818

255 大阪府 大阪の鉄板粉モン文化（お好み焼・たこ焼） 道頓堀たこ焼連合会 アメリカ村地区 アメリカ村甲賀流本店 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-18-4 06-6211-0519

256 兵庫県 ぼたん鍋 丹波篠山観光協会 篠山城下町地区 丹波篠山　近又 兵庫県丹波篠山市二階町81 079-552-2191
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257 兵庫県 ぼたん鍋 丹波篠山観光協会 篠山城下町地区 料理旅館  潯陽楼 兵庫県丹波篠山市二階町79 079-552-0021

258 兵庫県 ぼたん鍋 丹波篠山観光協会 篠山城下町地区 季楽料理　大手新丁 兵庫県丹波篠山市二階町71 079-554-2777

259 兵庫県 ぼたん鍋 丹波篠山観光協会 篠山城下町地区 料理旅館　たかさご 兵庫県丹波篠山市二階町6 079-552-2158

260 兵庫県 ぼたん鍋 丹波篠山観光協会 篠山城下町地区 ぼたん鍋処  ぼたん亭 兵庫県丹波篠山市二階町58-8 079-552-4429

261 兵庫県 ぼたん鍋 丹波篠山観光協会 篠山城下町地区 ぼたん鍋処　如月庵 兵庫県丹波篠山市北新町123 079-552-2400

262 兵庫県 ぼたん鍋 丹波篠山観光協会 篠山城下町地区 料理旅館　池富 兵庫県丹波篠山市立町125 079-552-0064

263 兵庫県 ぼたん鍋 丹波篠山観光協会 篠山城下町地区 山里料理　まえ川 兵庫県丹波篠山市立町93 090-2065-4595

264 兵庫県 ぼたん鍋 丹波篠山観光協会 篠山城下町地区 料理旅館　玉川楼 兵庫県丹波篠山市呉服町32 079-554-2266

265 兵庫県 ぼたん鍋 丹波篠山観光協会 篠山城下町地区 特産館　ささやま 兵庫県丹波篠山市黒岡70-1 079-552-3386

266 兵庫県 ぼたん鍋 丹波篠山観光協会 篠山城下町地区 丹波篠山味処　みたけ 兵庫県丹波篠山市黒岡683 079-552-1385

267 兵庫県 ぼたん鍋 丹波篠山観光協会 篠山城下町地区 丹波そば切り　花格子 兵庫県丹波篠山市河原町160 079-552-2808

268 兵庫県 ぼたん鍋 丹波篠山観光協会 篠山城下町地区 ささやま　　玉水 兵庫県丹波篠山市乾新町148 079-552-0884

269 兵庫県 ぼたん鍋 丹波篠山観光協会 篠山地区 ユニトピアささやま　　レストラン「レイクサイド」 兵庫県丹波篠山市矢代231-1 079-552-5222

270 兵庫県 ぼたん鍋 丹波篠山観光協会 篠山地区 新たんば荘 兵庫県丹波篠山市郡家451-4 079-552-3111

271 兵庫県 ぼたん鍋 丹波篠山観光協会 篠山東部地区 里山工房くもべ 兵庫県丹波篠山市西本荘西ノ山２-1 079-556-2570

272 兵庫県 ぼたん鍋 丹波篠山観光協会 西紀地区 活魚料理　宝魚園 兵庫県丹波篠山市川北新町52 079-594-1341

273 兵庫県 ぼたん鍋 丹波篠山観光協会 丹南地区 膳所　丹南茶寮 兵庫県丹波篠山市味間新92-4 079-590-1020

274 兵庫県 ぼたん鍋 丹波篠山観光協会 丹南地区 ごちそう家　はなぱら 兵庫県丹波篠山市味間新52-1 079-590-1187

275 兵庫県 ぼたん鍋 丹波篠山観光協会 丹南地区 丹波ささやまホロンピアホテル 兵庫県丹波篠山市中野76-4 079-594-2611

276 兵庫県 ぼたん鍋 丹波篠山観光協会 丹南地区 りょうり舎　やまゆ 兵庫県丹波篠山市網掛81 079-590-1261

277 兵庫県 ぼたん鍋 丹波篠山観光協会 丹南地区 四旬(しーずん) 兵庫県丹波篠山市杉264 079-594-1888

278 兵庫県 ぼたん鍋 丹波篠山観光協会 丹南地区 ロッヂS.P.H 兵庫県丹波篠山市東吹956-1 079-594-2093

279 兵庫県 ぼたん鍋 丹波篠山観光協会 丹南地区 丹波篠山　まつかぜ屋 兵庫県丹波篠山市東古佐95 079-594-5454

280 兵庫県 ぼたん鍋 丹波篠山観光協会 丹南地区 お食事処　山門 兵庫県丹波篠山市東河地116 079-596-0820

281 兵庫県 明石焼（玉子焼） 一般社団法人明石観光協会 明石駅周辺地区 タコあしCAFÉ 明石市鍛治屋町4-22 078-920-8722

282 兵庫県 明石焼（玉子焼） 一般社団法人明石観光協会 明石駅周辺地区 本家きむらや 明石市鍛治屋町5-23 078-911-8320

283 兵庫県 明石焼（玉子焼） 一般社団法人明石観光協会 明石駅周辺地区 明石玉子焼　梅菊 明石市本町1丁目1-10（魚の棚商店街内） 078-995-9433

284 兵庫県 明石焼（玉子焼） 一般社団法人明石観光協会 明石駅周辺地区 明石焼　よこ井 明石市本町1丁目1-13（魚の棚商店街内） 078-913-0068

285 兵庫県 明石焼（玉子焼） 一般社団法人明石観光協会 明石駅周辺地区 たこ左衛門 明石市本町1丁目1-17（魚の棚商店街内） 050-7132-6787

286 兵庫県 明石焼（玉子焼） 一般社団法人明石観光協会 明石駅周辺地区 まるまる 明石市大明石町1-6-1パピオスあかし1F 078-918-6038

287 兵庫県 明石焼（玉子焼） 一般社団法人明石観光協会 明石駅周辺地区 明石焼き　ゴ 明石市本町2-1-4熊本ビル1F 078-913-8205

288 兵庫県 明石焼（玉子焼） 一般社団法人明石観光協会 西明石駅地区 明石夢工房　西明石店 明石市花園町3-13 078-929-1188

289 鳥取県 大山おこわ 大山町 大山町 弥山荘 鳥取県西伯郡大山町大山116 0859-52-2948

290 鳥取県 大山おこわ 大山町 大山町 大山時間Shop 鳥取県西伯郡大山町大山116-5 0859-57-9083

291 鳥取県 大山おこわ 大山町 大山町 道の駅　大山恵みの里 鳥取県西伯郡大山町名和951-6 0859-54-6030

292 鳥取県 大山おこわ 大山町 大山町 ふれあいの郷　かあら山 鳥取県西伯郡大山町妻木582-1 0859-53-5277

293 鳥取県 大山おこわ 大山町 江府町 道の駅　奥大山 鳥取県日野郡江府町佐川908-3 0859-75-3648

294 鳥取県 大山おこわ 大山町 江府町 おかもと旅館 鳥取県日野郡江府町江尾2051 0859-75-2222

295 鳥取県 大山おこわ 大山町 江府町 米子屋旅館 鳥取県日野郡江府町江尾2000 0859-75-2400

296 広島県 魚飯 竹原市 竹原市 道の駅たけはら食事処あゆむ 竹原市本町1丁目1-1 0846-23-5100

297 広島県 魚飯 竹原市 竹原市 瀬戸内ゴルフリゾート THE GRILL 竹原市吉名町831 0846-23-4141

298 広島県 魚飯 竹原市 竹原市 休暇村大久野島 竹原市忠海町大久野島 0846-26-0321

299 広島県 魚飯 竹原市 竹原市 味いろいろ　ますや 竹原市中央4丁目1-22 0846-22-8623
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300 広島県 魚飯 竹原市 竹原市 竹の茶屋いっぷく 竹原市本町3丁目6-20 080-9268-2557

301 広島県 魚飯 竹原市 竹原市 お食事処のんびり亭 竹原市本町3丁目6-20丁目 0846-22-6170

302 広島県 魚飯 竹原市 竹原市 居酒屋　磯っ子 竹原市中央2丁目1-21 0846-22-0341

303 広島県 魚飯 竹原市 竹原市 ホテル大広苑　レストラン花車 竹原市竹原町3591 0846-22-2970

304 徳島県 島そうめん 牟岐町 牟岐地区 波止の家 徳島県海部郡牟岐町大字牟岐浦字出羽島1-18
0884-72-0065

(牟岐町観光協会)

305 愛媛県 津島の六宝 津島六宝保存協会 津島町 西ドライブイン 宇和島市津島町針木241-3 0895-35-0322

306 愛媛県 津島の六宝 津島六宝保存協会 津島町 料理たむら 宇和島市津島町高田甲280-2 0895-32-2023

307 愛媛県 津島の六宝 津島六宝保存協会 津島町 大畑旅館 宇和島市津島町岩松753 0895-32-2121

308 愛媛県 津島の六宝 津島六宝保存協会 津島町 下北プリン 宇和島市津島町高田甲587 0895-32-4119

309 愛媛県 津島の六宝 津島六宝保存協会 津島町 ぐっさん家 宇和島市津島町高田甲2473-1 0895-32-1038

310 愛媛県 津島の六宝 津島六宝保存協会 津島町 鶴亀 宇和島市津島町岩松730 0895-32-2054

311 愛媛県 津島の六宝 津島六宝保存協会 津島町 川口 宇和島市津島町岩淵甲1548-1 0895-32-2530

312 高知県 中日そば 香南市観光協会 高知県香南市 とさを商店 高知県香南市赤岡町476-4 0887-54-3235

313 高知県 中日そば 香南市観光協会 高知県香南市 和風Café豊楽 高知県香南市赤岡町985-1 0887-54-0077

314 高知県 中日そば 香南市観光協会 高知県香南市 仕出し宴会曽我 高知県香南市野市町中ノ村389-1 0887-55-2096

315 高知県 中日そば 香南市観光協会 高知県香南市 レストランかとり 高知県香南市野市町東野1955-2 0887-55-3133

316 福岡県 北九州の糠の食文化 北九州小倉・糠床糠炊き研究会 北九州市小倉北区 【飲食・糠床販売・講習】味処 矢野 北九州市小倉北区浅野2丁目4-25 093-551-0719

317 福岡県 北九州の糠の食文化 北九州小倉・糠床糠炊き研究会 北九州市小倉北区 【飲食】玉川食堂 北九州市小倉北区魚町2丁目3-21 093-522-6305

318 福岡県 北九州の糠の食文化 北九州小倉・糠床糠炊き研究会 北九州市小倉北区 【飲食】ぬかだきたちばな 北九州市小倉北区魚町3丁目3-20 ビッコロ３番街 1F 093-383-7880

319 福岡県 北九州の糠の食文化 北九州小倉・糠床糠炊き研究会 北九州市小倉北区 【飲食】ぬか炊き&喫茶 サンファン 北九州市小倉北区片野新町2丁目12-25 093-931-8218

320 福岡県 北九州の糠の食文化 北九州小倉・糠床糠炊き研究会 北九州市小倉北区 【飲食】お食事処 天ひろ 北九州市小倉北区黄金1丁目1-14 093-921-6044

321 福岡県 北九州の糠の食文化 北九州小倉・糠床糠炊き研究会 北九州市小倉北区 【飲食】味車（あじぐるま） 北九州市小倉北区竪町1丁目5-14 093-591-1096

322 福岡県 北九州の糠の食文化 北九州小倉・糠床糠炊き研究会 北九州市小倉北区 【糠炊き販売】ぬかだきの（株）ふじた 北九州市小倉北区魚町4丁目1-9（旦過市場） 093-551-1263

322 福岡県 北九州の糠の食文化 北九州小倉・糠床糠炊き研究会 北九州市小倉北区 【糠炊き/糠漬け販売】百年床 宇佐美商店 北九州市小倉北区魚町4丁目1-30（旦過市場） 093-521-7216

323 福岡県 北九州の糠の食文化 北九州小倉・糠床糠炊き研究会 北九州市小倉北区 【糠炊き販売】味よし 北九州市小倉北区片野新町2丁目13-5 093-952-2233

324 福岡県 北九州の糠の食文化 北九州小倉・糠床糠炊き研究会 北九州市小倉北区 【糠炊き/糠漬け販売】まいこのぬかだき 北九州市小倉北区白銀2丁目2-9 093-931-9048

325 福岡県 北九州の糠の食文化 北九州小倉・糠床糠炊き研究会 北九州市小倉南区 【飲食】ごはん屋 鉄神 北九州市小倉南区沼南町1丁目1-1 093-555-6574

326 福岡県 北九州の糠の食文化 北九州小倉・糠床糠炊き研究会 北九州市小倉南区 【糠漬け/糠床販売・講習】槙乃家 北九州市小倉南区大字合馬 1733-1 合馬農産物直売所 093-451-2928

福岡県 北九州の糠の食文化 北九州小倉・糠床糠炊き研究会

328 福岡県 うなぎのせいろ蒸し 一般社団法人柳川市観光協会 柳川市 元祖　本吉屋 福岡県柳川市旭町69 0944-72-6155

329 福岡県 うなぎのせいろ蒸し 一般社団法人柳川市観光協会 柳川市 うなぎの冨さん 福岡県柳川市細工町１５ 0944-73-9443

330 福岡県 うなぎのせいろ蒸し 一般社団法人柳川市観光協会 柳川市 鰻・日本料理　山田屋 福岡県柳川市三橋町柳河５８５−１ 0944-74-0883

331 福岡県 うなぎのせいろ蒸し 一般社団法人柳川市観光協会 柳川市 うなぎ　日本料理　菊水 福岡県柳川市辻町２４−６ 0944-72-2057

332 福岡県 うなぎのせいろ蒸し 一般社団法人柳川市観光協会 柳川市 うなぎと食事処　千十 福岡県柳川市沖端町５７ 0944-74-5513

333 福岡県 うなぎのせいろ蒸し 一般社団法人柳川市観光協会 柳川市 柳川　白柳荘 福岡県柳川市新町１６ 0944-73-1188

334 福岡県 うなぎのせいろ蒸し 一般社団法人柳川市観光協会 柳川市 うなぎの　原田 福岡県柳川市大和町中島４５１−１ 0944-76-4229

335 福岡県 うなぎのせいろ蒸し 一般社団法人柳川市観光協会 柳川市 うなぎ処　福泉操 福岡県柳川市三橋町下百町３１−１ 0944-73-5760

336 福岡県 うなぎのせいろ蒸し 一般社団法人柳川市観光協会 柳川市 沖端エリア うなぎ料理　若松屋 福岡県柳川市沖端町２６ 0944-72-3163

337 福岡県 うなぎのせいろ蒸し 一般社団法人柳川市観光協会 柳川市 沖端エリア うなぎ屋　本店 福岡県柳川市城隅町２２−４ 0944-73-0118

338 福岡県 うなぎのせいろ蒸し 一般社団法人柳川市観光協会 柳川市 沖端エリア 皿屋　福柳 福岡県柳川市沖端町２９−１ 0944-72-2404

339 福岡県 うなぎのせいろ蒸し 一般社団法人柳川市観光協会 柳川市 沖端エリア うなぎ処　楠川 福岡県柳川市城隅町２２−７ 0944-74-1707

340 福岡県 うなぎのせいろ蒸し 一般社団法人柳川市観光協会 柳川市 沖端エリア うなぎの富貴 福岡県柳川市沖端町１０８ 0944-74-3147

341 福岡県 うなぎのせいろ蒸し 一般社団法人柳川市観光協会 柳川市 沖端エリア 柳川藩主立花邸　御花 福岡県柳川市新外町１ 0944-73-2189
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福岡県 うなぎのせいろ蒸し 一般社団法人柳川市観光協会

342 長崎県 かんころ餅 （一社）新上五島町観光物産協会 新上五島町 新上五島町観光物産センター 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷428-31 0959-42-0964

343 長崎県 かんころ餅 （一社）新上五島町観光物産協会 新上五島町 矢堅目の駅 長崎県南松浦郡新上五島町網上郷688-7 0959-53-1007

344 鹿児島県 鹿児島の壺造り黒酢 鹿児島県天然つぼづくり米酢協議会 福山地区 くろず情報館「壺畑」 鹿児島県霧島市福山町福山3075 0995-54-7200

345 鹿児島県 鹿児島の壺造り黒酢 鹿児島県天然つぼづくり米酢協議会 福山地区 くろずレストラン「壺畑」 鹿児島県霧島市福山町福山3075 0995-54-7700

346 鹿児島県 鹿児島の壺造り黒酢 鹿児島県天然つぼづくり米酢協議会 福山地区 くろずレストラン「壺畑」 鹿児島県霧島市福山町福山3075 0995-54-7700

347 沖縄県 ラフテー　　※2月8日(水)より開始 一般社団法人 本部町観光協会 本部町渡久地港 海人の駅 さかなかなさ 沖縄県国頭郡本部町渡久地764海人の駅 0980-43-6612 2/8追加
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