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“所沢らしさ”を
追求した、魅力ある逸品として
所沢市が認定した商品です。

和菓子・洋菓子・地酒・地ビールなど、
所沢の農産物・文化・伝統などを活かした商品。

「所沢ブランド特産品」を
お土産や贈答品としてご活用ください。
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販売店一覧

西武所沢S.C.

店舗名 住　所 連絡先 取扱商品

所沢市日吉町12-1 04-2927-0111 A-01 「ファルマン」
A-05 「里のアロマ」
A-13 「トコろんクッキー」
D-05 「野老ゴールデン」
D-06 「野老ブラウニー」 

A-08 「農民煎餅」
A-17 「トコろんアイス」
B-01 「所沢牛カレー」
B-03 「所沢牛生ジャーキー」
D-01 「ゆめところ」
D-02 「恋も咲くところ」
D-03 「恋も咲くところ梅酒」
D-04 「恋も咲くところオーク樽三年熟成」
D-05 「野老ゴールデン」
D-07 「野老ゼロッピー」

A-01 「ファルマン」

A-08 「農民煎餅」
B-01 「所沢牛カレー」
D-02 「恋も咲くところ」
D-03 「恋も咲くところ梅酒」
D-05 「野老ゴールデン」
D-06 「野老ブラウニー」

E-02 「押絵羽子板（タテ22cm × ヨコ10cm）」
E-03 「トコろんのおひなさま」

A-10 「所沢たまごとはちみつのまどれぇぬ　凛」

日野屋酒店 所沢市元町15-16 04-2922-2700

ねぎし 所沢市御幸町9-16 04-2922-6835

深井醤油　本店 所沢市有楽町7-5 04-2924-2015

倉片人形 所沢市東新井町283 04-2993-1351

パティスリー
モアオシィ

所沢市牛沼234-2
クレセントビル101

04-2968-3719

A-17 「トコろんアイス」
C-02 「富のめぐみ」
D-02 「恋も咲くところ」
D-03 「恋も咲くところ梅酒」
D-04 「恋も咲くところオーク樽三年熟成」

三島屋商店 所沢市東住吉7-26 04-2922-2763

所沢駅エリア

A-14 「お茶屋の生サブレ」
C-01 「お茶ペン」

D-02 「恋も咲くところ」
D-03 「恋も咲くところ梅酒」
D-04 「恋も咲くところオーク樽三年熟成」
D-05 「野老ゴールデン」

A-17 「トコろんアイス」
C-02 「富のめぐみ」
D-02 「恋も咲くところ」
D-03 「恋も咲くところ梅酒」
D-04 「恋も咲くところオーク樽三年熟成」
D-05 「野老ゴールデン」

新井園本店

店舗名 住　所 連絡先 取扱商品

所沢市小手指町
1-15-5

04-2941-3399

井花米穀店
小手指支店

所沢市小手指町
1-15-3

04-2922-2822

山﨑栄商店 所沢市北野
3-31-2

04-2948-0566

小手指駅エリア

B-01 「所沢牛カレー」
B-03 「所沢牛生ジャーキー」

D-02 「恋も咲くところ」
D-03 「恋も咲くところ梅酒」
D-04 「恋も咲くところオーク樽三年熟成」

A-11 「狭山湖ポテト」

C-02 「富のめぐみ」
D-01 「ゆめところ」
D-02 「恋も咲くところ」
D-03 「恋も咲くところ梅酒」
D-04 「恋も咲くところオーク樽三年熟成」
D-05 「野老ゴールデン」

所沢牛焼肉
べこ助

店舗名 住　所 連絡先 取扱商品

所沢市和ケ原
1-41-11 1F

04-2947-8629

北田屋本店 所沢市東狭山ケ丘
5‐2720

04‐2922‐0426

伊勢彦酒店 所沢市狭山ケ丘
2‐82‐3

04‐2948‐0948

菓心かめだや 所沢市和ケ原
1-112-10

04-2949-0405

A-14 「お茶屋の生サブレ」　新井園本店
本社工場店

所沢市三ケ島5-1536 04-2948-1892

A-16 「縁-En-カステラ」川端産業 所沢市林1-184 04-2948-2664

狭山ケ丘駅エリア

B-01 「所沢牛カレー」

A-08 「農民煎餅」
C-03 「所沢農人のにんじんジュース」
D-05 「野老ゴールデン」
D-06 「野老ブラウニー」

negombo33

店舗名 住　所 連絡先 取扱商品

所沢市星の宮1-9-1 04-2928-8623

SAVE　AREA 所沢市山口647‐4 04‐2968‐3017

A-08 「農民煎餅」
A-16 「縁-En-カステラ」
B-01 「所沢牛カレー」
B-02 「クラフトコンフィチュール」
B-03 「所沢牛生ジャーキー」
C-03 「所沢農人のにんじんジュース」
D-05 「野老ゴールデン」

STAR NEST
CAFE

所沢市星の宮2-9-15 04-2937-5476

西所沢駅エリア

A-06 「所沢棹羊羹」
A-07 「所沢栗どらやき」
E-01 「狭山の茶湯バスパウダー」

中国割烹旅館
掬水亭

店舗名 住　所 連絡先 取扱商品

所沢市山口2942 04-2925-7111

西武遊園地駅エリア

B-02 「クラフトコンフィチュール」
C-03 「所沢農人のにんじんジュース」

陽子ファーム

店舗名 住　所 連絡先 取扱商品

所沢市城509 04-2944-2681

D-05 「野老ゴールデン」
D-06 「野老ブラウニー」

ファミリーマート
東所沢駅前店

所沢市東所沢1-3-2 04-2946-2727

A-05 「里のアロマ」
B-01 「所沢牛カレー」
D-05 「野老ゴールデン」
D-06 「野老ブラウニー」
D-07 「野老ゼロッピー」

武蔵野樹林カフェ 所沢市東所沢
和田3-9東所沢公園内

050-3579-6340

A-03 「紗綾丸～Sayamaru～」ダ・ヴィンチストア
（ところざわ
サクラタウン内）

所沢市東所沢和田
3-31-3

0570-017-396

B-01 「所沢牛カレー」ロックミュージアム
ショップ（ところざわ
サクラタウン内）

所沢市東所沢和田
3-31-3

04-2003-8709

C-01 「お茶ペン」新井園本店
Pasar三芳店

三芳町上富2204
関越自動車道三芳PA
(上り線)内

049-258-8585

A-14 「お茶屋の生サブレ」　武蔵利休
（ところざわ
サクラタウン内）

所沢市東所沢和田
3-31-3

0570-017-396

東所沢駅エリア

D-02 「恋も咲くところ」
D-03 「恋も咲くところ梅酒」
D-04 「恋も咲くところオーク樽三年熟成」

さかえや

店舗名 住　所 連絡先 取扱商品

所沢市下安松402 04‐2944‐0866

秋津駅エリア

A-05 「里のアロマ」
B-03 「所沢牛生ジャーキー」
C-03 「所沢農人のにんじんジュース」
D-05 「野老ゴールデン」
D-06 「野老ブラウニー」
D-07 「野老ゼロッピー」
E-02 「押絵羽子板（タテ22cm × ヨコ10cm）」
E-03 「トコろんのおひなさま」

とこモール

店舗名 住　所 連絡先 取扱商品

https://tokorozawa
navi.com/category/
tokomall/

オンラインショップ

食の駅
Pasar三芳店

店舗名 住　所 連絡先 取扱商品

三芳町上富2204
関越自動車道三芳PA
（上り線）内

049-274-1103 取扱予定

高速道路SA・PA

A-08 「農民煎餅」
B-01 「所沢牛カレー」

A-08 「農民煎餅」
B-01 「所沢牛カレー」

A-08 「農民煎餅」
B-01 「所沢牛カレー」

D-05 「野老ゴールデン」
D-06 「野老ブラウニー」

所沢航空発祥
記念館スーベニア
ショップ

店舗名 住　所 連絡先 取扱商品

所沢市並木1-13
所沢航空発祥記念館内

04-2996-2225

エコトコ
ファーマーズカフェ

所沢市並木1-13
所沢航空発祥記念館内

04-2936-6821

ニコリコハウス 所沢市並木1-13
所沢航空記念公園内
売店

04-2936-6821

セブン・イレブン
JS所沢パークタウン
駅前通り店

所沢市並木3-1
所沢パークタウン
駅前通り7-105

04-2937-4571

A-01 「ファルマン」
A-13 「トコろんクッキー」
C-02 「富のめぐみ」
D-02 「恋も咲くところ」
D-03 「恋も咲くところ梅酒」

アンリー・ファルマン
エアポート

所沢市並木2-4-1
航空公園駅3F

04-2998-0045

D-05「野老ゴールデン」
D-06「野老ブラウニー」
D-07「野老ゼロッピー」

セブンイレブン
所沢若松町店

所沢市若松町853-3 04-2993-8875

航空公園駅エリア

A-05 「里のアロマ」

A-13 「トコろんクッキー」

A-09 「トコろんのおやつ」

A-12 「初飛」

A-15 「狭山茶 いたりあんじぇらーと」

A-01 「ファルマン」
A-05 「里のアロマ」
A-08 「農民煎餅」
A-13 「トコろんクッキー」
B-01 「所沢牛カレー」
D-05 「野老ゴールデン」
D-06 「野老ブラウニー」
D-07 「野老ゼロッピー」

A-02 「紗綾音～Sayane～」
A-03 「紗綾丸～Sayamaru～」
A-04 「紗綾泉～Sayasen～」

宝月

店舗名 住　所 連絡先 取扱商品

所沢市美原町
1-2924-24

04-2943-0032

パティスリー
ラ リベルテ

所沢市松葉町12-4 1F 04-2998-7001

ドゥ・クロッシュ 所沢市中新井
1-792-24

04-2943-0880

エミール 所沢市泉町1837-6 04-2923-0234

かにや
所沢けやき台店

所沢市けやき台
2-29-1

04-2924-5577

富士美園 所沢市下富807 04-2942-0609

食の駅　所沢店 所沢市下富583-1 04-2941-5192

新所沢駅エリア

日本三銘茶
狭山茶

埼玉の自然百選
狭山湖

「所沢ブランド特産品」とは

「所沢市」を代表する風景

所沢ブランド特産品
公式ページはこちら

所沢を
持って帰ろう

所沢市公認TOKOROZAWA

CERTIFIED PRODUCTS
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※販売店情報は変更することがあります。
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ねぎし

人参100％ 552円／350ml
1,472円／1000ml

506円／350ml
1,288円／1000ml

1,300円／瓶720ml
2,600円／瓶1800ml

ミックス
（リンゴ30％入）

昭和49年より販売。パイ生地にあんこを包んだ
お菓子。所沢の地で初飛行に成功した「アンリ・
ファルマン機」の名にちなむ。

所沢名菓 ファルマン

130円／個

180円／個

パティスリー モアオシィ

良質な所沢産の卵と蜂蜜を使ったふんわり食感のマドレー
ヌ。ゆっくり体に吸収される糖質を使用した、体に負担をか
けない優しい焼き菓子。

189円／個

650円／袋

パティスリー ラ リベルテ

煎茶、ほうじ茶、和紅茶の3種類。狭山茶の特徴(味
の濃さ、苦み)を生かした大人のスイーツ。狭山茶と
焙煎した国産もち米、チョコのクランチ。

紗綾音 ～Sayane～

食 品菓 子

飲 料

酒 類

その他

市内黒田園 狭山茶使用

凜
所沢たまごとはちみつのまどれぇぬ

1,000円／個菓心かめだや

狭山湖のシンボルの取水塔をモチーフにしたスイートポテ
ト。ふわふわな口溶けのよい食感。所沢産の卵やさつま芋を
使用。

200円／個

狭山湖ポテト
狭山丘陵の谷の

800円／個

negombo33

全国人気店「negombo33」が所沢牛で開発した
レトルトカレー。隠し味には、市内の老舗「深井醤
油」の丸大豆醤油を使用。

所沢牛カレー

陽子ファーム

自農園で育てた野菜や果樹で作ったコン
フィチュール。化学合成添加物は一切使
わず、原料から加工まですべて自前にこ
だわった商品。全9種類。

クラフトコンフィチュール
陽子ファームの

所沢さといも焼酎

所沢さといも焼酎 所沢さといも焼酎

富のめぐみ
所沢産にんじんジュース 

新井園本店

ペン型の携帯容器に
入った粉末の狭山茶。お
茶屋さんならではのお
いしい狭山茶がどこで
も手軽に楽しめる。

600円／本

お茶ペン

所沢里芋本舗

下富地区の肥沃な大地の恵
みと太陽をいっぱいに受け
た、100％所沢産にんじん
ジュース。本来のうまみ・甘み
にこだわり、添加物不使用。

900円／本

にんじんジュース所沢農人の

所沢の米で造った純米酒　ゆめところ

オーガニックファーム 所沢農人

東所沢の畑にて生産した真冬の一番おいしい人参を丸ごとすり潰して作っ
た飲みごたえのあるストレートジュース。

かにや

「アンリ・ファルマン機」の複葉翼を形取った、狭
山ほうじ茶のチョコレートパイ。菓名は「初めて
飛立つ。人生の様々な門出を祝う」から。

190円／個

初飛（はつひ）

ドゥ・クロッシュ

ハッピー卵を使用した所沢市イメージマスコット
「トコろん」の焼印がかわいいやさしい味のクッ
キー。狭山茶（煎茶、抹茶、和紅茶、ほうじ茶）や市内
老舗「深井醤油」など味は全８種類。

抹茶120円／枚 チョコ110円／枚 その他100円／枚

トコろんクッキー

新井園本店

オリジナル狭山抹茶「武蔵のみどり」を使用。ホワイ
トチョコをサンドした、しっとりした食感のソフト
タイプサブレ。　1箱8枚入り。

1,080円／箱

お茶屋の生サブレ

富士美園

粉末の狭山ほうじ茶、狭山抹茶、埼玉県産の牛乳
を使った本格的イタリアンジェラート。濃厚なの
にさっぱりした味わいで、カロリーを控えたヘル
シーなアイスクリーム。

370円／個

狭山茶 いたりあんじぇらーと

所沢の米で日本酒を作る会

中国割烹旅館  掬水亭

所沢にわずかに残る田んぼで収穫した貴重な米と米麹のみで造る純
米酒。フルーティーな香りと飲み口の爽やかさで女性にも飲みやすい
と人気。

186円／個

和菓子 宝月

所沢産里芋を生地に練り込み、もちもち感を実
現した新食感どら焼き。粒あん、狭山茶、ピー
ナッツバター、他季節限定あん（レモン、柚子）の
全５種類。

里のアロマ
所沢どら焼き

1,800円／箱

OECマルシェ

狭山茶と市内の老舗「深井醤油」の醤油使用のお煎餅。
醤油、狭山茶、甘味の3種類の煎餅と狭山茶のティー
バッグのセット。陸稲を栽培する農民の晴耕雨読の世界
をイメージ。

農民煎餅
TEL 04‐2936‐6821

所沢市下富807　TEL 04-2942-0609

川端産業

農林水産大臣賞を２度受賞したハッピー卵をカ
ステラに。濃厚な卵の味わいがする円形のカステ
ラを「縁（＝円）」と絡めて命名した商品。縁起物と
してもピッタリ。

1,200円／個（250g）

TEL 04-2948-2664 所沢市林1-184

所沢里芋本舗

全国的にも高品質で有名な所沢産里芋（親芋）を使用。味の
仕上げに市内の老舗「深井醤油」の醤油でアレンジした新
感覚のミルクベースのアイスクリーム。子どもから大人ま
で手軽に“所沢”を味わえる商品。

400円／個（94ml）

トコろんアイス

TEL 090‐8777‐5399

所沢市山口2942　TEL 04‐2925‐7111

所沢市美原町1‐2924‐24　TEL 04-2943-0032

所沢市小手指町1-15-5
TEL 04-2948-1892

所沢市城509　TEL 04-2944-2681

所沢ミートセンター

高品質な所沢牛のおいしさを手軽に楽しめる商
品。希少部位の外もも肉を市内「ゼーホフ工房」が
加工。隠し味には市内の老舗「深井醤油」の醤油を
使用した、深い旨味とコクのある絶品のソフト
ジャーキー。

所沢牛「生」ジャーキー

TEL 04-2941-2289

所沢市星の宮1‐9‐1　TEL 04‐2928‐8623

お菓子の工房エミール

所沢名産のほうれん草と里芋を使用したマドレーヌ
風焼き菓子。所沢市イメージマスコット「トコろん」や
航空公園、狭山湖、ドーム球場などをデザインしたか
わいいパッケージは物入として使える。

トコろんのおやつ
所沢市泉町1837-6　TEL 04-2923-0234

所沢市牛沼234-2 クレセントビル101　TEL 04-2968-3719

所沢市和ケ原1-112-10　TEL 04-2949-0405

所沢市けやき台2-29-1　TEL 04-2924-5577

所沢市中新井1-792-24　TEL 04-2943-0880

所沢市小手指町1-15-5　TEL 04-2948-1892

TEL 04-2922-2700　（事務局　日野屋酒店）

188円／本（参考価格）

所沢産大麦を使用したノン
アルコールビール。添加物
不使用。臭みなく、焼酎で
割って「ビアチュー」が気軽
に楽しめる。

野老ゼロッピー

所沢産大麦を使用。地元の農家や地域の人々と
協力し、生産～収穫まで思いの詰まった所沢地
ビール。香り高いペールエール。

全国的にも有名な所沢名産の里芋(親芋)を使
用。親芋に小芋・孫芋が実ることから、「恋の成
就」「子孫繁栄」の願いを込めている。長野県佐
久市の蔵元で仕込んでいることから、「こいも
(芋)咲く(佐久)ところ(所沢)」と命名。

所沢里芋本舗 TEL 090‐8777‐5399

1,436円／本

恋も咲くところ

500円／本（参考価格）

ブラウンエール。所沢産の
大麦を地元雑木林の広葉
樹でくん製した“所沢の里
山の香りがするビール”。
売上の一部を里山保全活
動に還元。

野老ブラウニー

2,573円／本

焼酎「恋も咲くところ」に
モーツァルトを聞かせなが
らオーク樽で３年熟成。

恋も咲くところ
オーク樽三年熟成

1,618円／本

焼酎「恋も咲くところ」の原
酒、所沢市三ケ島産の梅、
ブドウ糖のみを使用し、割
水を一切使用せずに作成。

恋も咲くところ
梅酒

野老社中

500円／本（参考価格）

野老ゴールデン

TEL 090‐1761‐1187

所沢市山口2942　TEL 04‐2925‐7111

所沢市東新井町283　TEL 04-2993-1351

E-mail  office@tokorozawanote.net

TEL 090‐8777‐5399

所沢市御幸町9‐16　TEL 04‐2922‐6835

所沢市松葉町12‐4 1F　TEL 04‐2998‐7001

1,296円／本

中国割烹旅館  掬水亭

“多摩湖にのぼる月”が日本百名月に登録された記念商
品。多摩湖（狭山丘陵）にのぼる満月の美しい情景を堪
能できる。市内の和菓子屋「菓心かめだや」とのコラボ。

所沢棹羊羹多摩湖にのぼる月

650円／袋

狭山茶と埼玉県産の小麦を使ったホロホロ食感
のブールドネージュ。

紗綾丸 ～Sayamaru～
市内黒田園 狭山茶使用

“多摩湖にのぼる月”が日本百名月に登録された
記念商品。多摩湖にのぼる美しい満月をモチー
フにしている。市内の和菓子屋「菓心かめだや」
とのコラボ。

所沢栗どら焼き多摩湖にのぼる月

縁-En-カステラハッピーたまごスイーツ

500円／袋

プリンを冷凍し、長いお持ち歩きや配送も可能に。半
溶けでのお召し上がりがおすすめ。

紗綾泉 ～Sayasen～
市内黒田園 狭山茶使用

250円／袋

市内の茶園「新井園本店」の狭山茶を配合したバスパウダー。
淹れたてのお茶の色と香りをイメージ。掬水亭で人気の大浴場
「狭山の茶湯」をご家庭で。

バスパウダー
狭山の茶湯 

倉片人形

5,000円／枚

所沢の伝統工芸、県の地域資源指定を受けている押絵羽
子板。手のひらサイズの羽子板はお土産としても最適。

所沢押絵羽子板
（タテ22cm×ヨコ10cm）

10,000円／2人1組

江戸時代から続く所沢の伝統産業“雛人形”と所沢市イ
メージマスコット「トコろん」のコラボレーション商品。衣
装は節句用人形に着付けしている材料と同じものを使
用。“所沢の雛人形”に親しんでもらえる商品。

トコろんのおひなさま
（ヨコ23cm×タテ18cm×高21cm）/1体

269円／個（130g）

780円／箱（30g入り）
250円／箱（8g入り）
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	所沢パンフ表面_A3_2010-2
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