
令和３年度

金山町
特産品
通信販売

オトク！

第二弾！
【申込受付期間】
令和３年９月１日～

令和３年１０月３１日まで

・送料
・代引手数料

無料
特別価格！

金山町観光物産協会

奥会津・かねやまのごっつお食べてみらっしぇ～

TEL 0241-42-7211
〒968-0011
福島県大沼郡金山町
大字川口字森ノ上473

HPからもご覧いただけます！

詳細・お問合せは
金山町観光物産協会まで！



【ご利用について】

お申込みについて

発送について

送料・代引き手数料について

お支払について

●別紙申込用紙に必要事項をご記入の上、メール、又はＦＡＸでお申込み
ください。

●商品の在庫が無い場合、お断りさせていただく場合がございます。
●代金受け取りの前に申込みについて承諾の有無をご連絡いたします。

銀行振り込みの場合は振込口座もあわせて記載いたします。

一般社団法人金山町観光物産協会
〒968-0011
福島県大沼郡
金山町大字川口字森ノ上４７３
☎0241-42-7211
【営業時間】8：30～17：15
【定休日】土日・祝日

FAXで
お申込みの方 0241-42-7212

メールで
お申込みの方金山町観光物産協会

http://www.kaneyama-kankou.ne.jp/

●銀行振込、または代金引換でのお支払が可能です。
●銀行振込の場合、振込手数料は購入者様のご負担となります。

お振込の際は、振込人名義と申込者のお名前は必ず同一でお願いいたし
ます。（承諾通知書到着後５日以内に入金が無い場合はキャンセルとさせ
ていただきます。）

●銀行振込の場合、入金確認後に商品の発送となります。

●送料・代引手数料は無料です。

●通常７営業日以内に発送いたします。（銀行振込の場合、入金確認後）
●商品によっては、発送までお時間を頂戴する場合もございます。その際は
別途ご連絡させていただきます。

●冷蔵・冷凍・常温商品が分かれて到着する場合がございます。

info@kaneyama-kankou.ne.jp

お申込み受付期間

●令和３年９月１日（水）～令和３年１０月３１日（日） ※令和３年度第二弾



⑥奥会津金山

赤かぼちゃ塩ジャム

４４０円（税込）
通常価格540円

株式会社 奥会津金山大自然株式会社 奥会津金山大自然

渡部麹屋渡部麹屋 渡部麹屋

⑤味わい味噌④蔵出しこうじ味噌（麹１０割）

８００円（税込）４１０円（税込）
内容量750g 通常価格1,000円内容量900g 通常価格510円 内容量110g

自然や地球の環境にや
さしい米づくり・野菜づく
りを推進しています。
生産にかかる手間を惜し
まず、米や野菜を減農薬
によって栽培しています。

創業は江戸時代末期。
金山町横田地区で昔
ながらの製法で味噌
づくりをしています。

渡部麹屋
（金山町・横田地区）

株式会社
奥会津金山大自然
（金山町・横田地区）

金山産黒大豆100％使用

株式会社 奥会津金山大自然

①フリーズドライかおり枝豆 ③フリーズドライおつまみとうみぎ②フリーズドライヤーコンチップス

２４０円（税込）２４０円（税込）
内容量15g内容量10g内容量20g 通常価格300円通常価格300円通常価格300円

２４０円（税込）

株式会社
奥会津彩の里

（金山町・太郎布地区）

金山町の特産品をより
多くの方に味わってい
ただけるよう、加工商品
として販売しています。

株式会社 奥会津彩の里株式会社 奥会津彩の里

⑩赤かぼちゃパン（レーズン）⑨赤かぼちゃパン（チョコ）
３５０円（税込） ３５０円（税込）

内容量100g内容量100g 通常価格430円 通常価格430円

※賞味期限2024年2月 ※賞味期限2024年2月

金山町産のエゴマを
使用したドレッシング。
パッケージには金山
町公式キャラクター
「かぼまる」が描かれ
ており、お土産として
も喜ばれる一品です。

坂内商店坂内商店
（金山町・玉梨地区）

⑧えごまドレッシング

３８０円（税込）
内容量200㎖ 通常価格465円

渡部麹屋

⑦布ぞうり（１足）
1,600円（税込）

通常価格2,000円
縦：約23～24㎝
横：約8～8.5㎝

※色・柄はおまかせとなります。

※画像はイメージです。

手づくりの為、大きさに
バラつきがあります。
あらかじめご了承ください。

日頃のご愛顧に感謝して、
5,000円（税込）以上ご購入のお客様に
【オリジナルノベルティ】プレゼント！！

ノベルティの内容はお届け時のおたのしみとさせていただきます。
※複数回に分けてのご注文は対象外とさせていただく場合がございますので、ご了承ください。



２８０円（税込）

３５０円（税込）

1,040円（税込）

山彩屋

⑬白こん ⑭えごま香こんにゃく（えごま葉）

⑯よもぎこんにゃく

山彩屋

山彩屋

山彩屋

内容量400g 通常価格350円 内容量400g

通常価格430円

⑮えごまこんにゃく（えごま実）

３５０円（税込）

内容量400g

３５０円（税込）
内容量400g

内容量400g 通常価格430円通常価格430円

山彩屋

⑰山椒こんにゃく
1,280円（税込）

通常価格430円

会津金山どら焼き工房

⑳栗どら
２１０円（税込）

通常価格260円

㉑金山どら焼き

会津金山どら焼き工房

１８０円（税込）
通常価格220円

会津金山どら焼き工房 会津金山どら焼き工房

㉒栗どら箱入り

５個入り 通常価格1,300円

㉓金山どら焼き箱入り

1,040円（税込）
６個入り 通常価格1,300円

赤カボチャ餡

会津金山
どら焼き工房

（金山町・川口地区）

当店のどら焼きはザラメを
おしみなく使用し、店主が
こだわりと真心を込め、長
時間かけて丁寧に仕上げた
手作りの餡が詰まっており
ます。栗どら・金山どら焼
き、共に金山の自然が生み
出す天然炭酸水仕込みです。

山彩屋
（金山町・八町地区）

地元金山町で造られる
こんにゃく芋を使い、
生芋独特の風味を大切
に残し一丁に閉じ込め
奥会津特産の素材をこ
んにゃくに練りこみま
した。

※冷蔵 ※冷蔵

※冷蔵 ※冷蔵

※冷蔵

山彩屋山彩屋

⑲そば粉（会津の香） １㎏⑱そば粉（会津の香） ５００g

６４０円（税込）

３５０円（税込）

通常価格1,600円通常価格800円内容量500g 内容量1㎏

奥会津沼沢湖
ひめます加工販売所
（金山町・水沼地区）

金山町沼沢湖に生息
する、希少価値の高い
“ひめます”を贅沢に
燻製にしました。
そのままでもヨシ！
少し温めると出来立
ての美味しさに！

奥会津沼沢湖ひめます加工販売所

※冷蔵

⑪ヒメマス燻製

６４０円（税込）
内容量１匹 通常価格800円

奥会津金山
エゴマの会

（金山町・川口地区）

農薬を使わずに育て
た、安全で安心できる
えごまを使用してい
ます。化学溶剤や酸化
防止剤等を一切使用
していない、無添加の
植物油です。

奥会津金山エゴマの会

⑫えごま油

1,280円（税込）
通常価格1,600円内容量92g

※６分びき ※６分びき

１個 １個

株式会社
玉梨とうふ茶屋
（金山町・玉梨地区）

農薬・防腐剤を使用して
いない「青ばととうふ」。
「青ばと」は玉梨地区で
の「枝豆」の呼び名です。
とうふをつくる際にでき
るおからを使った「雪花
菜ドーナツ」も人気です。

株式会社 玉梨とうふ茶屋 株式会社 玉梨とうふ茶屋

※消費期限送付日より３日 ※冷蔵

㉔青ばととうふ

２８０円（税込）
内容量400g 通常価格350円

※消費期限送付日より３日 ※冷蔵

㉕雪花菜ドーナツ

６４０円（税込）
内容量60gｘ5個 通常価格800円



㊱特産品Ａセット ㊲特産品Ｂセット

8,000円（税込） 5,000円（税込）
通常価格10,000円相当 通常価格6,000円相当

４４０円（税込）

通常価格430円

内容量180g

㉖梅甘漬

㊳特産品Ｃセット

3,000円（税込）
通常価格3,800円相当

味噌、どら焼き箱入り、えごま油など、１２品ほど
の詰合せです。

ウドしょうゆ漬、赤かぼちゃようかん、えごまドレッシ
ングなど、１０品ほどの詰合せです。

フリーズドライとうみぎ、赤かぼちゃパン、梅漬など、８
品ほどの詰合せです。

※入荷状況によって、商品内容が変更になる場合もあります。 ※お客様のご都合での商品のお取替えはできかねますのでご了承ください。 ※商品画像はイメージです。

上田地区のお母さん
方で作る「おふくろ
漬」は、添加物をほと
んど使用せず、手間
ひまかけて作られた、
まさに「おふくろの
味」です。

上田山菜加工所
（金山町・上田地区）

上田山菜加工所 上田山菜加工所 上田山菜加工所

上田山菜加工所上田山菜加工所

㉗干し甘コロ
４４０円（税込）

㉙梅干
３５０円（税込）

通常価格540円通常価格540円内容量160g

内容量170g

㉚きゃらぶき
３５０円（税込）

通常価格430円内容量140g

㉜ウドとワラビのしょうゆ漬
３５０円（税込）

通常価格430円内容量140g

上田山菜加工所

㉛ウドしょうゆ漬
３５０円（税込）

通常価格430円内容量160g

玉梨地区で食堂を営み
ながら、金山町の特産
品を活かしたお土産品
の企画・販売をしてい
ます。

企業組合
おく愛ズ

（金山町・玉梨地区）

企業組合おく愛ズ 企業組合おく愛ズ 企業組合おく愛ズ

㉝赤かぼちゃようかん ㉞赤カボチャ玉ようかん ㉟赤かぼちゃ飴
７３０円（税込）

通常価格910円内容量185g

４８０円（税込） １８０円（税込）
通常価格600円 通常価格220円内容量150g 内容量60g

金山町特産品詰合せ 贈答用の場合は、白色段ボールにて発送いたします。
申込時にお知らせください。

上田山菜加工所

㉘カリカリ梅漬
４４０円（税込）

通常価格540円内容量160g

お米のご注文について
新米のご注文についてのご案内を１０月中旬頃に別途お知らせさせていた
だきます。
令和２年産米はご好評により完売となりましたので、ご了承ください。


