
TEL：0241-42-7211 FAX：0241-42-7212

⾦⼭町観光物産協会

令和４年度　第１弾
申込受付期間

令和４年６⽉１５⽇（⽔）から令和４年８⽉３１⽇（⽔）まで

金山町特産品通信販売

奥会津・
かねやまのごっつお⾷べてみらっしぇ〜

代引手数料無料

詳細・お問合せは⾦⼭町観光物産協会まで！

〒968-0011
福島県⼤沼郡⾦⼭町川⼝字森ノ上４７３

HPからもご覧いただけます！

送料無料ノベルティプレゼント

※3,000円以上（税込）ご注文の

お客様が対象となります。

数量
限定
！



〒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

⾦⼭町観光物産協会

FAXでお申込みの⽅

メールでお申込みの⽅

【ご利⽤について】
お申込み受付期間
  ●令和４年６⽉１５⽇(⽔)〜令和4年 ８⽉３１⽇（⽔）※令和４年度 第⼀弾

お申込みについて
  ●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。

お⽀払について
  ●銀⾏振込、または代⾦引換（⼿数料無料）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。

発送について
  ●在庫がある商品については、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。

送料・代引⼿数料について
  ●送料・代引⼿数料は無料です。

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

⼀般社団法⼈�⾦⼭町観光物産協会

0241-42-7212

info@kaneyama-kankou.ne.jp



株式会社 奥会津⾦⼭⼤⾃然

⑦奥会津⾦⼭⼤⾃然⽶🄬
<コシヒカリ>⽞⽶ ５kg

１,６００円（税込）
令和3年産⽶

株式会社 奥会津⾦⼭⼤⾃然

③奥会津⾦⼭⼤⾃然⽶🄬
<コシヒカリ>⽩⽶ ５kg

２,３５０円（税込）
令和3年産⽶

株式会社 奥会津⾦⼭⼤⾃然

⑧奥会津⾦⼭⼤⾃然⽶🄬
<コシヒカリ>⽞⽶ １０kg

３,２００円（税込）
令和3年産⽶

株式会社 奥会津⾦⼭⼤⾃然

④奥会津⾦⼭⼤⾃然⽶🄬
<コシヒカリ>⽩⽶ １０kg

４,７００円（税込）
令和3年産⽶

株式会社 奥会津⾦⼭⼤⾃然 株式会社 奥会津⾦⼭⼤⾃然

⑥奥会津⾦⼭⼤⾃然⽶🄬
<コシヒカリ>⽞⽶ ３kg

９６０円（税込）
令和3年産⽶

⑤奥会津⾦⼭⼤⾃然⽶🄬
<コシヒカリ>⽞⽶ １kg

３２０円（税込）
令和3年産⽶

株式会社 奥会津⾦⼭⼤⾃然 株式会社 奥会津⾦⼭⼤⾃然

②奥会津⾦⼭⼤⾃然⽶🄬
<コシヒカリ>⽩⽶ ３kg

１,４１０円（税込）
令和3年産⽶

①奥会津⾦⼭⼤⾃然⽶🄬
<コシヒカリ>⽩⽶ １kg

４７０円（税込）
令和3年産⽶

株式会社
奥会津⾦⼭⼤⾃然
(⾦⼭町・横⽥地区）

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
野菜を栽培しています。

かねやまニュース　その１

２０１１年の新潟・福島豪⾬により不通区間となっていた

会津川⼝駅↔只⾒駅間が、２０２２年１０⽉１⽇より

再開通することになりました。

町内の施設には、再開通をお知らせする横断幕が掲げられており、

お祝いムードの中、只⾒線に関連したイベントの準備も進んでいます。

今秋只⾒線全線運転再開！！

⑫奥会津⾦⼭
⾚かぼちゃ塩ジャム

５４０円（税込）
内容量110ｇ

渡部麹屋
(⾦⼭町・横⽥地区）

創業は江⼾時代末期。
⾦⼭町横⽥地区で、原料
にこだわり、昔ながらの
製法で味噌づくりをして
います。

渡部麹屋

⑩蔵出しこうじ味噌
        （15割）

７５０円（税込）
内容量800g

渡部麹屋

⑪蔵出しこうじ味噌
（国産⻘⾖100％）

１,０８０円（税込）
内容量800g 

渡部麹屋

渡部麹屋

⑬またたび⽶とぎザル
５,５００円（税込）

直径約23㎝

坂内商店

⑨えごまドレッシング
４８０円（税込）

内容量200ml

坂内商店
(⾦⼭町・⽟梨地区）

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。

※夏期の為冷蔵 ※夏期の為冷蔵

プレゼントキャンペーン

3,000円（税込）以上
ご注文のお客様に

オリジナルノベルティ
プレゼント！

※複数回に分けてのご注⽂は対象外とさせていた

だきます。

※予定数量に達した場合は予告なく終了とさせて

いただきます。

本チラシ掲載商品



※冷蔵

㉔⾦⼭どら焼き
２２０円（税込）

１個 70g

会津⾦⼭
どら焼き⼯房

(⾦⼭町・川⼝地区）

⾚かぼちゃ餡

⑮⾚カボチャ⽟⽺かん
６００円（税込）

 内容量150g

⑰⽩こん
  ３５０円（税込）

内容量400g

⑱えごま⾹こんにゃく
４３０円（税込）

内容量400g

⑲えごまこんにゃく
４３０円（税込）

内容量400ｇ

㉓栗どら
２６０円（税込）

１個 150g

企業組合おく愛ズ 企業組合おく愛ズ

⑭⾚かぼちゃようかん
９１０円（税込）

内容量185g

⑯⾚かぼちゃ飴
  ２２０円（税込）

内容量60g

企業組合おく愛ズ
企業組合おく愛ズ
(⾦⼭町・⽟梨地区）

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。

⼭彩屋 ⼭彩屋⼭彩屋

⼭彩屋 ⼭彩屋 ⼭彩屋

㉑⼭椒こんにゃく
４３０円（税込）

内容量400g

㉒そば粉(会津の⾹）500g
８００円（税込）

 内容量500g 令和３年産

⑳よもぎこんにゃく
４３０円（税込）

内容量400ｇ

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込みま
した。

※冷蔵 ※冷蔵

※冷蔵※冷蔵

※6分びき

（えごま葉） （えごま実）

会津⾦⼭どら焼き⼯房 会津⾦⼭どら焼き⼯房会津⾦⼭どら焼き⼯房

㉕栗どら箱⼊り
１,３００円（税込）

５個⼊り

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、⻑時間か
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仕
込みです。

㉖⾦⼭どら焼き箱⼊り
  １,３００円（税込）

６個⼊り

⾚かぼちゃ餡

会津⾦⼭どら焼き⼯房

☆数量限定パッケージ

かねやまニュース　その２

令和４年４⽉１⽇、会津川⼝駅前に「⾦⼭町移住⽀援センター」

がオープンしました。⾦⼭町への移住を検討している⽅に空家や

仕事の情報を提供したり、空家バンクへの登録サポート等を

⾏っております。移住やUターン、空家の売買・賃貸をご検討さ

れている⽅がおられましたら、お気軽にお問合せください。

「⾦⼭町移住⽀援センター」開所！！

電話：0241-42-7211（⾦⼭町観光物産協会内）



奥会津⾦⼭エゴマの会 奥会津⾦⼭エゴマの会 奥会津⾦⼭エゴマの会

㉗えごま油
1,６００円（税込）

内容量92ｇ

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、無添加の植物油の他、お
料理に便利なえごまパウダー
やお茶請けに最適なかりんと
うもおすすめです。

㉘えごまパウダー
３１０円（税込）

内容量100g

㉙えごま
  おからかりんとう

３６０円（税込）
内容量130g

奥会津⾦⼭エゴマの会

㉚黒糖えごま
   おからかりんとう

２００円（税込）
内容量40ｇ

かわいい手のひらサイズ

奥会津沼沢湖ひめます加⼯販売所奥会津沼沢湖ひめます加⼯販売所奥会津沼沢湖
ひめます加⼯販売所
(⾦⼭町・⽔沼地区）

お⽶５㎏、味噌、どら焼き箱⼊り、⾚かぼちゃ
ようかんなど、１０品ほどの詰め合わせです。

お⽶３㎏、⾚カボチャ⽟⽺かん、えごまドレッ
シングなど、８品ほどの詰合せです。

 ㊱特産品Cセット ㉞特産品Aセット  ㉟特産品Bセット

お⽶１㎏、黒糖えごまおからかりんとう、栗ど
らなど、８ 品ほどの詰合せです。

３,０００円（税込）５,０００円（税込）

贈答⽤の場合は、⽩⾊段ボールにて発送いたします。贈答⽤申込⽤紙にてお申込みください。
ご⾃宅⽤の場合、通常の申込⽤紙にご記⼊ください。⽩⾊ダンボールでの発送をご希望の場合は別途お知
らせください。

♦簡易のし対応可能です。贈答⽤申込⽤紙内のチェック欄にご記⼊ください。
※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。
※ご注⽂数量が多い場合、通常よりもお時間をいただく場合があります。
※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。

【⾦⼭町特産品詰め合わせ】

８,０００円（税込）

ご贈答に⾦⼭町の特産品はいかがですか。

⾦⼭町沼沢湖に⽣息する希少
価値の⾼い『ひめます』
燻製はそのままでもヨシ！
少し温めると出来⽴ての美味
しさに！
＜冷凍＞⽣ひめますは塩焼き
やフライなどお好みの調理法
でお召し上がりください。

㉛ヒメマス燻製
８００円（税込）

内容量１匹

※冷蔵

㉜〈冷凍〉⽣ひめます
６５０円（税込）

内容量１匹

※冷凍

株式会社ハーベス
(⾦⼭町・⼤塩地区）

「奥会津⾦⼭�天然炭酸の⽔」
は、低い温度で湧き出す冷鉱
泉を源泉としており、⽇本国
内のみならず、世界の天然炭
酸⽔の中でも珍しい、軟⽔で
微炭酸の「天然炭酸の⽔」で
す。

㉝奥会津⾦⼭天然炭酸の⽔
１５０円（税込）

内容量350㎖ ペットボトル

株式会社ハーベス


