


<特徴〉三島市マスコットキャラクターを

モチーフとしたサブレ。

 販売価格 各100円(税込)

 販売場所

ⅰ.兎月園(とげつえん) 三島市中央町3-40

TEL:055-972-2366 定休日:なし

営業時間: [木～火] 7:30～19:30[水]9:00～17:30

ⅱ.菓匠 Togetsuen 三島市大社町18-52

TEL:055-972-0805 定休日:不定休

営業時間: 10:00～20:00



<特徴>三嶋大社の縁起餅として

烏帽子を模ったよもぎのお餅

 販売価格 ９５０円(税込・ 12個入)

 販売場所

ⅰ.福太郎本舗 三島市大宮町2-1-5

TEL:055-981-2900 定休日:年中無休

営業時間: 8:00～17:00

ⅱ.カメヤ食品三島駅前店 三島市一番町15-18

TEL:055-943-7171 定休日:年中無休

営業時間: 9:00～19:00



<特徴>厳選されたさつまいもを
フレッシュバターで焼き上げた
新感覚のスイートポテト

 販売価格 (１個)１８９円(6個)1,400円、(10個)2,100円、(15個)3,130円
※上記は全て税込価格

 販売場所
ⅰ.若木田町店 三島市北田町3-56

TEL:055-972-0506 定休日:火曜日
営業時間: 10:00～19:30(日曜日は10:00～19:00)

ⅱ.若木中島店 三島市中島178-1
TEL:055-984-1108 定休日:火曜日
営業時間: 9:00～19:30



<特徴>清流だから育つ三島梅花藻の里

の前で販売される名物饅頭

 販売価格 (12個)1,000円(税込)

 販売場所

ⅰ.松韻 三島市中田町１-１6

TEL:055-973-2678 定休日:木曜日

営業時間: 10:00～22:00



<特徴>大豆に砂糖をかけた菓子。

「三嶋豆」が一般的な呼称になる

ほど広く知れ渡っている。

 販売価格 (200g)500円(税別)

 販売場所

ⅰ.三嶋大社売店 三島市大宮町2-1-5

TEL:055-971-5594 定休日: 年中無休

営業時間: 8:30～16:30

ⅱ.ストランズ 三島市本町9-3シャリエ三島本町プレミアム1F

TEL:055-943-7698 定休日:日曜日

営業時間: 9:30～17:00



<特徴>コーヒーカップに8分目の熱湯を

入れて飲む、体の温まる一品。

 販売価格 (袋入り)70円/個、

(箱入り) 20個入1,500円、32個入り2,350円

※上記は全て税込価格

 販売場所

ⅰ.あさ木 三島市加屋町10-10

TEL:055-972-1515 定休日:水曜日

営業時間: 9:00 ～ 18:00



<特徴>三島甘藷を活用したどら焼き。

 販売価格 180円/個(税込)

 販売場所

ⅰ.甘味茶屋 水月 三島市中央町3-3

TEL:055-975-5553 定休日: 水曜日

営業時間: 9:00～18:00



<特徴>虎豆を使った珍しいどら焼き。

地元の方にも人気。

 販売価格 190円/個(税込)

 販売場所

ⅰ.甘味茶屋 水月 三島市中央町3-3

TEL:055-975-5553 定休日: 水曜日

営業時間: 9:00～18:00



<特徴>ミシマバイカモをイメージした

本格錦玉羹。

 【５月～１０月】の期間限定商品

 販売価格 1,300円/本(税込)

 販売場所

ⅰ.甘味茶屋 水月 三島市中央町3-3

TEL:055-975-5553 定休日: 水曜日

営業時間: 9:00～18:00



<特徴>丹那の牛乳を使った
なめらかなプリン。

 販売価格 186円/個(税込)

 販売場所

ⅰ.石舟庵三島店 三島市大社町2-22

TEL:055-971-1311 定休日: 元旦のみ

営業時間: 9:30～18:00



<特徴>クッキーでもない？

ラスクでもない？新食感焼き菓子。

 販売価格 各380円(1袋8枚入り)

ⅰ.クランベリーとカシューナッツ

ⅱ.カカオとオレンジピール

ⅲ.エダムチーズとアーモンド

 販売場所

ⅰ.千歳屋(化粧品店) 三島市本町13-1

TEL:055-975-3646 定休日:水曜日

営業時間: 10:00～19:00



<特徴>うなぎの骨を丹念に処理し、

カラリと揚げた“骨せんべい”。
ほどよい塩味でスナックでもOK

 販売価格 各店舗による(500円程度)

 販売場所

ⅰ.うなよし 三島市緑町21-6

TEL:055-975-3340 定休日:木曜日

営業時間: 11:00～なくなり次第終了

ⅱ.澄の坊本町店 三島市本町1-37

TEL:055-975-0499 定休日:年中無休

営業時間: 11:00～20:15



<特徴>日本大学生とララ洋菓子店と

三島商工会議所がコラボし

開発したうなぎの骨入りクッキー。

 販売価格 1,000円/箱(税抜)

 販売場所

ⅰ.ララ洋菓子店三島広小路店 三島市広小路町13-2

TEL:055-975-0749 定休日:木曜日

営業時間: 10:00～20:00





<特徴>三島を含めた伊豆の名産品。

数あるわさびの加工品が

素材の良さを証明している。

 販売価格 大:８８０円(税別) 小:５５０円(税別)

 販売場所

ⅰ.三島発伊豆コレクション 三島市一番町15-28

TEL:055-981-3000 定休日:不定休

営業時間: 9:30～18:30



<特徴>パリパリ海苔とわさびが香る、
ご飯のすすむふりかけです。

 販売価格 430円(山本食品・55g入) 324円(カメヤ食品・48ｇ入)
※上記価格は全て税込価格です

 販売場所
ⅰ.山本食品門前せせらぎ店 三島市大社町1-28

TEL:055-983-1108 定休日:年中無休
営業時間: <平日>9:30～17:00 <休日>9:30～17:30

ⅱ.カメヤ食品三島駅前店 三島市一番町15-18
TEL:055-943-7171 定休日:年中無休
営業時間: 9:00～19:00



<特徴>うなぎ専門店が焼いた蒲焼が、

そのまま入ったインパクト大の

おむすびです。

 販売価格 220円(税込)

 販売場所

ⅰ.すみの坊三嶋大社前店 三島市大社町18-1

TEL:055-972-3888 定休日:火曜日

営業時間: 11:00～18:00(売り切れ次第終了)



<特徴>厳選された品質の高い「三島馬鈴薯」を
100%使用した、直径約4cmの
一口サイズのおせんべい。

 販売価格 380円(税込)
 販売場所
ⅰ.山本食品門前せせらぎ店 三島市大社町1-28

TEL:055-983-1108 定休日:年中無休
営業時間: <平日>9:30～17:00 <休日>9:30～17:30

ⅱ.三島市観光協会 三島市一番町1７-１
TEL:055-971-5000 定休日:年中無休
営業時間: 9:00～18:00



<特徴>三島ブランドに認定されている

箱根山麓豚や特製カレールー、

スパイスを独自の配合で煮込んだ
オリジナルの辛口カレー。

 販売価格 534円(税込)

 販売場所

ⅰ.三島発伊豆コレクション 三島市一番町15-28

TEL:055-981-3000 定休日:不定休

営業時間: 9:30～18:30





<特徴>三島市公認キャラクター

「みしまるくん・みしまるこちゃん」を

象ったフィギアストラップ。

 販売価格 500円(税込)

 販売場所

ⅰ.三島市観光協会 三島市一番町17-1

TEL:055-971-5000 定休日:年中無休

営業時間: 9:00～18:00



<特徴>三島の地に古くから伝わる

「三島手」「三嶋暦」などに多く

見られる柄をデザイン。

 販売価格 ８００円(税別)

 販売場所

ⅰ.三島発伊豆コレクション 三島市一番町15-28

TEL:055-981-3000 定休日:不定休

営業時間: 9:30～18:30



<特徴>三島の地に古くから伝わる

「三島手」「三嶋暦」などに多く

見られる柄が入った竹のストラップ。

 販売価格 650円(税抜)

 販売場所

ⅰ.Design Comu Mi (デザインコミュ ミー) 三島市芝本町5-20

TEL:055-946-6248 定休日:水曜、日曜日と祝日は不定休

営業時間: 11:00～19:00


