
番号 店　　名　　等 お店から一言

名産松阪肉　朝日屋

住所：津市北丸之内２０

おぼろタオル（株）

住所：津市上浜町３－１５５

（有）新玉亭

住所：津市丸之内養正町５－１

（有）洋菓子タカクワ

住所：津市渋見町３００－３５

（株）富士珈琲

住所：津市藤方１５７４－５

プティシャトー・ラ・パルム・ドール

住所：津市あのつ台５－２－２

番号 店　　名　　等 お店から一言

名産松阪肉　朝日屋

住所：津市北丸之内２０

おぼろタオル（株）

住所：津市上浜町３－１５５

（有）新玉亭

住所：津市丸之内養正町５－１

（有）洋菓子タカクワ

住所：津市渋見町３００－３５

（株）富士珈琲

住所：津市藤方１５７４－５

プティシャトー・ラ・パルム・ドール

住所：津市あのつ台５－２－２

☎：０５９－２３６－６３５８

☎：０５９－２２６－２９８３

☎：０５９－２２７－３２８１

☎：０５９－２２４－０００８

☎：０５９－２１３－３１００

☎：０５９－２２５－０７５３

焼き菓子ギフトケース6

新鮮な卵と、甘くて濃厚な発酵バターが織りなすオリ
ジナルマドレーヌ。
フランス産発酵バターを焦がし、旨味を凝縮させた香
り高いフィナンシェ。
自慢の焼き菓子が詰まったギフトをおもてなしのひと
ときに。

洋菓子タカクワで使用いただける商品券です。
ケーキの種類は４０にもおよび、価格もお手頃です。
なかでもフランス、キリー社のなめらかなクリーム
チーズをたっぷりと使用した半熟ちーずが人気です。

洋菓子タカクワ　商品券
（１,０００円×１０枚）4

朝日屋　商品券
（１,０００円×５枚）

津市本店で使用いただける商品券となります。
店内の商品すべてお買い求めいただけます。1

津ぅの特産品

 ◇ コンプリート賞（５，０００円相当） ◇ １２名様

5 富士珈琲　商品券
(１,０００円×１０枚）

世界各国で産出されたコーヒー生豆をさらに厳しく選
び抜いた逸品。
津市で焙煎したコーヒーの味と香りが演出する癒し
の空間、富士珈琲のコーヒーをお試しください。

6 デザートブッフェチケット４枚
（２,５００円×４枚）

１０種類以上のケーキに、様々なタルト。
約２０種類の焼き菓子や、ドリンク、焼きたてのパン
がお好きなだけお召し上がりいただけます。
月に１度のご褒美はもちろん、デートやご家族との団
欒に。

☎：０５９－２２５－０７５３

☎：０５９－２３６－６３５８

2

全身ケアタオルセット（９枚入り）
専髪タオル　３枚
専顔タオル　３枚
専身タオル　３枚

おぼろタオルの専用タオルシリーズがすべてそろっ
た「専顔タオル」×「専髪タオル」×「専身タオル」の
豪華なギフトセット。
抜群の吸水性と心地よい柔らかさと優しい肌触りで
全身をケアしてくれる女性におすすめのタオルです。

3 新玉亭お食事券
（１,０００円×１０枚）

炭火でじっくりと丁寧に焼き上げる鰻は表面はパリッ
と中はふんわりとした食感です。
食堂ではもちろんテイクアウトでもご利用いただける
商品券です。

☎：０５９－２２７－３２８１

☎：０５９－２２４－０００８

☎：０５９－２１３－３１００

「津ぅキャラお買い回りスタンプラリー」賞品一覧 �抽選で合計３００名様にプレゼント�

津ぅの特産品

 ◇ とくべ津ぅ賞（１０，０００円相当） ◇ ６名様

1 朝日屋　商品券
（１,０００円×１０枚）

津市本店で使用いただける商品券となります。
店内の商品すべてお買い求めいただけます。

　賞品の抽選は、令和３年１月下旬を予定しています。
　当選者の発表は、HPへの掲載または商品の発送（２月上旬頃）をもってかえさせていただきます。

☎：０５９－２２６－２９８３

5 富士珈琲　商品券
（１,０００円×５枚）

世界各国で産出されたコーヒー生豆をさらに厳しく選
び抜いた逸品。
津市で焙煎したコーヒーの味と香りが演出する癒し
の空間、富士珈琲のコーヒーをお試しください。

全身ケアタオルセット（４枚入り）
専髪タオル　２枚
専顔タオル　１枚
専身タオル　１枚

おぼろタオルの専用タオルシリーズがすべてそろっ
た「専顔タオル」×「専髪タオル」×「専身タオル」の
豪華なギフトセット。
抜群の吸水性と心地よい柔らかさと優しい肌触りで
全身をケアしてくれる女性におすすめのタオルです。

2

新玉亭お食事券
（１,０００円×５枚）

炭火でじっくりと丁寧に焼き上げる鰻は表面はパリッ
と中はふんわりとした食感です。
食堂ではもちろんテイクアウトでもご利用いただける
商品券です。

洋菓子タカクワ　商品券
（１,０００円×５枚）

洋菓子タカクワで使用いただける商品券です。
ケーキの種類は４０にもおよび、価格もお手頃です。
なかでもフランス、キリー社のなめらかなクリーム
チーズをたっぷりと使用した半熟ちーずが人気です。

3

4



番号 店　　名　　等 お店から一言

園芸専門店アカツカＦＦＣパビリオン

住所：津市高野尾町１８６８－３

ラーメンいたろう

住所：津市丸之内４－２０

洋菓子　一華堂

住所：津市万町津１７０

臼井織布（株）

住所：津市一身田大古曽６７

菅尾製茶

住所：津市美杉町竹原１６８４

御菓子司　清観堂

住所：津市東丸之内２０－１

菓子の館とね

住所：津市本町２６－２０

平治煎餅本店　大門本店

住所：津市大門２０－１５

☎：０５９－２３０－２１２１

☎：０５９－２２３－１６００

☎：０５９－２２５－０００１

☎：０５９－２３２－２０２２

伊勢木綿・ポーチ・手ぬぐい・ハンカチセット

8 和洋菓子詰合せ

津名物「平治煎餅」をはじめ、昔からの人気商品「平
治最中」や「重」、また令和になって発売された新商
品「平治煎餅ショコラ」など和洋菓子を取り揃え詰合
せいたしました。

☎：０５９－２２５－３２１２

1882年の創業以来「心にふれる菓子づくり」をモッ
トーにしております。
今回は「清観堂　銘菓詰合せ」として当店で人気の高
い御日持ちのするお菓子をセレクトしました。
保存料・添加物を使わない体にやさしい和菓子の
数々です。
ご賞味ください。

5

6

7 和洋菓子詰合せ 当店人気商品５品の詰合せです。

☎：０５９－２７２－０２０１

☎：０５９－２２７－６３８８

☎：０５９－２２６－４３４３

4

銘菓詰合せ

三重県指定伝統工芸品・伊勢木綿を用いて作った
ｸﾞｯｽﾞです。
経糸、緯糸ともに甘撚りの単糸で織っているため、柔
らかく、使うほどに手になじむのが特徴です。
（柄は写真と異なる場合があります。）

煎茶２本缶入り
美杉の山々に囲まれ、空気と水のおいしい里、つむ
手にまごころこめました。日照時間が短いので、かぶ
せ茶のような味わいの美杉茶です。ご賞味ください。

2 お食事券３,０００円分

自家製麺のラーメンとご当地グルメの津ぎょうざが人
気です。
手づくりのやさしい味わいをぜひこの機会にお試しく
ださいませ(^ ^)

3 焼菓子ギフトBOX

創業以来の人気商品「デ・セール」
津市中心部を流れる安濃川をイメージした「サブレ安
濃川」をはじめ合計８種類の焼菓子を詰め合わせた
ギフトBOXです。

1 洋ラン「デンドロビューム」
暖房がされてない玄関などにピッタリの育てやすい
洋ラン「デンドロビューム」。人気の白やピンクの花色
からおすすめ品種をお届けします。

津ぅの特産品

 ◇ ９店スタンプ賞（３，０００円相当） ◇ ２４名様 



番号 住　　所 電話番号

1 津市高野尾町１８６８－３ ０５９－２３０－２１２１

2 津市久居新町１０８３－１ ０５９－２５６－８１４１

3 津市北丸之内２０ ０５９－２２６－２９８３

4 津市丸之内４－２０ ０５９－２２３－１６００

5 津市万町津１７０ ０５９－２２５－０００１

6 津市芸濃町椋本１８１４ ０５９－２６５－２１４１

7 津市丸之内２８－４１ ０５９－２２８－２３９８

8 津市一身田町６２６ ０５９－２３２－２０７２

9 津市上浜町３丁目１５５ ０５９－２２７－３２８１

10 津市城山１丁目８－１６ ０５９－２３４－５９３９

11 津市一身田町３６２ ０５９－２３２－２１２１

12 津市丸之内養正町５－１ ０５９－２２４－０００８

13 津市東丸之内２０－１ ０５９－２２７－６３８８

14 津市大門９－７ ０５９－２２８－６７９８

15 津市渋見町３００－３５ ０５９－２１３－３１００

16 津市美杉町八知５４４９ ０５９－２７２－０００３

17 津市本町２６－２０ ０５９－２２６－４３４３

18 津市大門５－８ ０５９－２２８－４８０２

19 パティスリーナカジマヤ 津市大里睦合町２９９－３ ０５９－２３０－１１８８

20 津市観音寺町７６０－２３ ０５９－２４６－７８８４

21 津市あのつ台５－２－２ ０５９－２３６－６３５８

22 津市藤方１５７４－５ ０５９－２２５－０７５３

23 津市一志町八太１６３５－１ ０５９－２９３－２２４４

24 津市白山町中ノ村９４－１ ０５９－２６２－７５５７

25 津市大門２０－１５ ０５９－２２５－３２１２

26 津市上浜町２丁目２００－１ ０５９－２２６－９９６８

　※　５００円または１,０００円相当の特産品引換券（商品券）は上記２６店舗で使用できます。
　　 　特産品引換券の券種は５００円券になります。

店　　名

園芸専門店アカツカＦＦＣパビリオン

（株）あぐりネット三重中央　ＪＡ産直ひろば

名産松阪肉　朝日屋

ラーメンいたろう

洋菓子　一華堂

（有）栄昇軒

足やすめ安濃津ばき本舗　大谷はきもの店

和・洋菓子　岡田屋

平治煎餅本店　大門本店

平治煎餅本店　江戸橋店

 ◇ ６店スタンプ賞（１,０００円相当の津ぅの特産品引換券）７８名様 ◇ 
 ◇ ３店スタンプ賞（５００円相当の津ぅの特産品引換券）１８０名様 ◇

はちみつやさんmiel（ミエール）

プティシャトー・ラ・パルム・ドール

自家焙煎　富士珈琲

ふれあいマーケットいちし

ふれあいマーケットぬくいの郷

千寿

（有）洋菓子タカクワ

季節料理　ちとせ　坂井田酒店

菓子の館とね

（有）とらや本家

ＦＡＮ'S SHOP OBORO　(旧 タオル工房おぼろ）

クローバーハウス　さとのパン

下津醤油（株）直売所

（有）新玉亭

御菓子司　清観堂


