
お酒・
飲み物

戸田にちなんだ商品や技術を広めるために誕生した戸田市
優良推奨品。「こだわりの品」「そのお店だけにある」などの
オリジナリティを持った品が認定されている。食品や玩具
など幅広いラインナップをチェック！

くり太郎 小324円・大702円
栗くり 108円
月餅 108円

登録商標 戸田の渡し 
1個151円・3個箱入り615円

ゆうゆうどら焼き 
1個140円

レガッタオールサブレ 
5枚入り770円・10枚入り1540円
ボートキャンディ 
袋330円・ボトル550円

ベルギーワッフル 
1個120円・10個入りパック1000円

ハーモニークッキー 
ミックス6個入り150円
各種4個入り100円
ハーモニーのシフォンケーキ 
ホール1100円

はちみつりんごサブレ 
1枚162円
金木犀・銀木犀 各184円

かりん蜂蜜漬 
550g 1280円

戸田自麦酒　330ml 660円

まめぞう厳選No.18 
250g 940円

中仙道 戸田の宿 
清酒720ml 1050円
焼酎720ml 950円

戸田ブレンド茶 美女来 
美女来（紫）100g 1296円
美女木（朱）100g 972円

オリジナルプリント
iPhoneケース 1078円〜

ROWINGスーツ
BM-P 1万1550円
埼玉選抜

（フルオーダー）
 1万2100円

ゲルマ
パワーバランス
Xαシリコンループ 
3850円

NEWスーパーブーツミニ 
1足組550円

藍染め風呂敷
「戸田風物詩」 　
1枚3300円

畳-TATAMI- 　
2万900円〜

ソフトグライダー 　110円

TODA HONEY 
150g 1080円

焼海苔 佐賀県産
ハネ24枚  
1080円

（有）くり太郎本舗清月
●ゆうげんがいしゃくりたろうほんぽせいげつ

t 048-421-2706　 P23C3
K戸田市笹目2-15-13 kJR戸田駅から戸
田市コミュニティバスtoco西循環で13分、
笹目二丁目下車、徒歩1分 J9時～17時
30分 i日曜、祝日 pなし

菓創 季乃杜
●かそう ときのもり

t 048-443-1887　 P22E3
K戸田市上戸田3-6-6 kJR戸田公園駅から
徒歩7分 J9～19時（月曜は10～16時） i
不定休 pなし

戸田市立福祉作業所ゆうゆう
●とだしりつふくしさぎょうしょゆうゆう

t 048-433-4006　 P22E4
K戸田市本町5-11-12 kJR戸田公園駅か
ら徒歩6分 J10時30分～16時 i土・日
曜、祝日 p3台

（有）ロングレンジ
●ゆうげんがいしゃろんぐれんじ

t 048-447-2790　 P22E4
K戸田市本町5-2-20 kJR戸田公園駅から
徒歩7分 J10～19時 i月曜 pなし

（有）カリヨン
●ゆうげんがいしゃかりよん

t 048-449-7817
戸田市観光情報館トビックにて販売

地域活動支援センターハーモニー
（NPO法人埼玉こころのかけ橋）
●ちいきかつどうしえんせんたーはーもにー

（えぬぴーおーほうじんさいたまこころのかけはし）

t 048-445-9500
あいぱる（ P22E3）、
戸田市観光情報館トビック（シフォンケーキ
の扱いはなし）などで販売

パティスリー・シャルドン 本町通り店
●ぱてぃすりー・しゃるどんほんちょうどおりてん

t 048-445-6320　 P22E4
K戸田市下戸田1-7-16 kJR戸田公園駅か
ら徒歩12分 J10～20時 i不定休 pなし

那須養蜂園
●なすようほうえん

t 048-421-4630　 P23B2
K戸田市美女木5-7-14 kJR北戸田駅から
戸田市コミュニティバスtoco美笹循環で31
分、美笹支所下車徒歩2分 J9～17時 i
日曜、祝日 pなし

金子米酒店　●かねここめさけてん

t 048-441-2823　
P22E3

K戸田市上戸田2-34-12 kJR戸田公
園駅・戸田駅から徒歩10分 J9～19
時 i日曜、第3月曜、祝日 pなし

自家焙煎珈琲工房　まめぞう
●じかばいせんこーひーこうぼう　まめぞう

t 0120-677-490　 P22E3
K戸田市上戸田5-11-1 kJR戸田公園駅・
戸田駅か徒歩10分 J10～19時（水曜～15
時） i無休 pなし

臼田屋酒店
●うすだやさけてん

t 048-443-9679　 P22E4
K戸田市本町1-1-11 kJR戸田公園駅から
徒歩8分 J10時～18時 i月曜 pなし

お茶の芳せん
●おちゃのほうせん
t 048-444-7920　

P22E4
K戸田市本町4-11-10 kJR戸田公園駅から徒歩
1分 J9～19時 i日曜 p5台

（有）エスフィールド
●ゆうげんがいしゃえすふぃーるど

t 048-494-3332
自社ホームページ、
楽天などから注文

（有）ボートハウスミネルバ
●ゆうげんがいしゃぼーとはうすみねるば

t 048-443-0161　 P22E4
K戸田市本町5-2-1 kJR戸田公園駅から
徒歩5分 J10時30分～19時30分 i月曜 
pなし

（株）エム・ケイプジャパン
●かぶしきがいしゃえむけいぷじゃぱん

t 048-445-5525
自社ホームページ、ロフト、ドン・キホー
テ、アマゾンなどで販売

（株）シューゼット
●かぶしきがいしゃしゅーぜっと

t 048-442-1215

きもの三京 ●きものさんきょう

t 048-441-0530　 P22E3
K戸田市上戸田3-25-16 kJR戸田駅から
徒歩7分 J10～19時 i水曜 p2台（有）ロングレンジ

●ゆうげんがいしゃろんぐれんじ

t 048-447-2790　 P22E4
K戸田市本町5-2-20 kJR戸田公園駅から徒歩
7分 J10～19時 i月曜 pなし

（株）和工
●かぶしきがいしゃわこう

t 048-421-9831
国内外時計専門店、自社HPなどで販売

ツバメ玩具製作所
●つばめがんぐせいさくじょ

t 048-441-2772

戸田市観光情
報 館トビック
にて販売

自社ホームページ、
アマゾン、ディノス
などで販売

戸田市商工会
（販売：戸田中央商店会）
●とだししょうこうかい

（とだちゅうおうしょうてんかい）

t 048-432-6587　 P22F4
K戸田市下戸田1-7-10 kJR戸田公園駅か
ら徒歩12分 J10時～18時30分 i水・木
曜 pなし

（有）佐野海苔店
●ゆうげんがいしゃさののりてん

t 048-445-4577　
P22E4

K戸田市本町1-6-1 kJR戸田
公園駅から徒歩5分 J9～18時

（土曜は～17時） i日曜、祝
日 p1台

グルメ・
フード

おいしい・楽しい・優れもの

中町ワイオリシフォン 
ホール600円

カフェ ドゥ ワイオリ
●かふぇどぅわいおり

t 048-441-5951　 P22F4
K戸田市中町1-23-11ルクソールNグラン
ド1階 kJR戸田公園駅西口から戸田市コ
ミュニティバスtoco川岸循環で18分、正覚
院前下車、徒歩1分 J13～17時 i火・水・
土・日曜、祝日 p2台

戸田市観光情報館トビック
●とだしかんこうじょうほうかんとびっく

戸田公園駅前行政センター2階にあ
り、優良推奨品の一部を展示販売して
いる。市内の産業情報をはじめ、史跡
やイベントなど観光情報の発信も行
う。チラシや各種クーポン券なども豊
富なので、チェックしに行ってみよう。

t 048-420-9794　
P22F4

K戸田市本町4-15-11 kJR戸田公園駅
西口連絡通路直結 J10～20時（土・日
曜、祝日は9時～17時30分） i無休（臨
時休館あり） pなし

埼玉戸田 純米吟醸・
微発泡 かけはし 
500ml 1508円

（株）ロット
●かぶしきがいしゃろっと

t 048-420-2252
釜屋オンラインショップ（http://rikishi.co.jp/
item/kakehashi/）などで販売

ゲルマ
パワーループ 
4070円

グッズ
ほか

戸田市

優良推奨品

地元が
誇る

o名産品だけでなく、市内
各施設のチラシなどもたくさ
んある

oJR戸田公園駅西口連絡通
路に直結しておりアクセスの
よさは抜群

和＆洋スイーツ

戸田市の名産品、観光などの情報はここで！

戸田市優良推奨品のマー
クはこれ！　戸田市イチ押
しの商品の目印。

トコちゃ
ん

マーク
に

注目！

「くり太郎」は、細かくカットした栗の甘露煮
入りの白あんがたっぷり詰まった看板商品。

施設内の和菓子工房
で利用者が毎日丁寧
に作り上げる。生地か
らあんこまですべて手作
り。埼玉県産の小麦

粉を使用。

戸田ボートコースにちなんでオールの形をしたサ
ブレと、ポップでカラフルなキャンディはお土産
やプレゼントに最適。

牛乳、バター、小麦
粉とすべて国産を使
用。合成甘味料、
合成着色料は一切
使わない無添加の手
作りスイーツだ。

「金木犀・銀木犀」は戸田市の木・木犀にち
なんだロールケーキ。外側はシュー生地で、樹
皮を表現している。

有明海産の一
番おいしい時
期の一番摘み
だけを使い、市
内の自社工場
で焼き上げる。
磯の香りが漂
う、パリパリの
焼海苔だ。

純粋蜂蜜に戸田産のかりん
を漬け込み、じっくり熟成。
お湯割りや、ヨーグルトにか
けるのがおすすめ。

企画、販売、ビール工場での仕込み
の手伝いなど戸田市民が協力して作
り上げた地ビール。

甘さを抑えたスッキリとした味わ
いの微発泡日本酒。バーベ
キューをしながら青空の下で乾
杯するのにピッタリ！

清酒はコクとキレのある
口当たり。1.8ℓ1810
円もある。酒粕入り米
焼酎は、甘い香りとスッ
キリした味わいが特徴。

苦味、酸味のバランスがよ
く、毎日飲んでも飽きない逸
品。チョコレートのよ
うなフレーバー
が魅力だ。

厳選した静岡茶葉を使用した
オリジナルブレンド茶。地名・
美女木にお茶の美容効果を
重ねて名づけた。

戸田市商工会館の屋
上を利用した「戸田ミ
ツバチプロジェクト」で
採蜜。販売は6月頃
～なくなり次第終了。

戸田橋花火大会
など、戸田市を
代表する行事や
名所13景を配し
たデザイン。贈
答品として人気が
ある。

オリジナルデザインのゲル
マパワーループ。ボートや
オールの絵柄とTODA　
JAPANの文字入りだ。

手投げ式のグライダー。先端の風車タイプのプ
ロペラが飛行中に回転し楽しく遊べる。

ベルトに畳の装飾部分である
縁生地を使用。文字盤のイン
デックスには干支を配するなど、
和風のデザインにこだわる。 純度 99.99％のゲルマニウム

を配合した、静電気を放電・
緩和するアクセサリー。

ボート競技用のつなぎタ
イプのユニフォームを制
作。セミオーダーからフ
ルオーダー9900円～
まで細かく対応。

収納・保管・補正・
ケアをすべて網羅し
たブーツキーパー。
大人用ブーツから子
どもの長靴にまで使
える。

自分の使いたい
写真をもとに、
オーダーメイドの
iPhoneケースが
作れる。世界に
ひとつのオリジ
ナル作品だ。

ひとつずつ丁
寧に手焼きして
いる。食べた時
に食感が残るミラ
クルシュガー入り。
ココア味もあり。

優しい甘みとふわふわの
食感が魅力のシフォン
だ。前日までの要予約。
自家製ブルーベリージャ
ムは別途100円。

荒川を模した生地に、
大納言小豆をふんだんに使った羊羹
をサンド。和洋折衷のおいしさだ。

1819


