
ブース番号 都道府県 代表自治体名または団体名 提供内容(特産品)
8 岩手県 宮古市 とろろ昆布のお吸い物セット
11 岩手県 野田村 のだ塩　
14 宮城県 涌谷町 涌谷町特産品セット（「小ねぎ」「ほうれん草」）
15 秋田県 能代市 クリアファイルX
23 山形県 鮭川村 乾燥きのこ
28 福島県 西会津町 白米等
29 福島県 湯川村 キャンディ、ラムネ
30 福島県 柳津町 赤べこキーホルダー
35 茨城県 稲敷市 オリジナルうまい棒
38 新潟県 長岡市 米・米菓等
47 長野県 岡谷市 シルクせっけん、くるみ菓子
55 北海道 名寄市移住促進協議会 トマトジュース「トペンペ」
58 北海道 網走市 網走名物「流氷飴」
63 北海道 北海道空知総合振興局 ハスカップサンド、札幌スープカレーの素、お米等
64 北海道 由仁町 ピュアホワイトスープ　、野菜ドレッシング等
66 青森県 八戸市 たっこにんにく、階上早生そば等
75 岩手県 盛岡市 パン
93 秋田県 大仙市 「大曲の花火」ポストカード
94 山形県 山形県 お米のパック１合程度
95 山形県 米沢市 米沢のお菓子
100 山形県 朝日町 町非公式キャラクター「桃色ウサヒ」のゆるキャラトレカ
103 福島県 福島市 桃の香りがするメモ帳
106 福島県 白河市 白河産コシヒカリ　200g
110 福島県 昭和村 からむし織コースター
113 茨城県 利根町 メモ帳，ポケットティッシュ等
114 茨城県 筑西市 「波山の鳩杖最中」
115 茨城県 桜川市 桜川市産の米
117 茨城県 笠間市 笠間焼のはしおき
124 栃木県 真岡市 いちごのお菓子
127 栃木県 益子町 ubusuna（益子焼オーナメント）
128 栃木県 茂木町 茂木町産米粉100％バウムクーヘン
137 埼玉県 秩父市 秩父の特産品
141 千葉県 君津市 未定
143 千葉県 大多喜町 大多喜町産ハーブティー
149 新潟県 三条市 三条カレーラーメンカップ麺
151 新潟県 燕市 燕市製スプーンをプレゼントします
153 新潟県 妙高市 とん汁カップラーメン
165 石川県 金沢市 未定
166 石川県 石川県（いしかわ移住UIターン相談センター） 「とり野菜みそ」
173 石川県 羽咋市 自然栽培　羽咋米350g
179 山梨県 都留市 熊太郎の大好物(500mlミネラルウォーター)
181 山梨県 甲斐市 甲斐のうまい水「龍王源水」
184 長野県 長野市 八幡屋磯五郎（唐辛子）
189 長野県 南木曽町 「木曽ひのき箸」
212 島根県 飯南町 飯南町特産のお漬物「頓原漬（とんばらづけ）」
226 高知県 日高村 トマトスープセット
232 大分県 玖珠町役場 玖珠町の森が生んだ天然水
236 鹿児島県 指宿市 そら豆を使ったスイーツ
238 鹿児島県 志布志市 お茶パック
245 福井県 越前市役所 越前和紙製メモ７０枚綴り
255 岐阜県 白川町 東濃ひのき（木製）グッズ
256 岐阜県 御嵩町 御嵩町の特産品「ぽっこり緑茶」（クッキー）
268 愛知県 蒲郡市 蒲郡みかんキャラメル
269 愛知県 南知多町 未定
274 三重県 鳥羽市 ジェルキャンドル、マグネット等
277 三重県 多気町 伊勢いもカステラ
281 京都府 京都府 天橋立オイルサーディン、宇治茶煎茶パック
282 京都府 京都市北部山間 未定。何か簡単なものを検討中
292 兵庫県 香美町 兵庫県産初摘み海苔と麹の魚醤（味付け海苔）
302 鳥取県 公益財団法人ふるさと鳥取県定住機構 鳥取県のマスコットキャラクタートリピー
309 岡山県 倉敷市 高梁紅茶ティーパック、ピオーネ干しぶどう等
310 岡山県 吉備中央町 へそブッセ
322 山口県 周防大島町 周防大島町エコバッグ
323 山口県 周南市 木製お守り、マドレーヌ等
324 山口県 下松市 『牛骨ラーメン』
330 徳島県 つるぎ町 半田そうめん1束入りパック（10cm×25cm)
338 愛媛県 西予市 ポンカン
347 福岡県 八女市 八女のロマングッズ
351 福岡県 東峰村 小石原焼の箸置き
353 佐賀県 多久市 佐賀県産さがびより300ｇ
355 佐賀県 神埼市 特産の菓子（菱ぼうろ）、ゆるキャラグッズ等
365 熊本県 御船町 馬油プラセンタトライアルセット
370 大分県 中津市 一万円札せんべい
378 大分県 豊後大野市 甘藷（紅はるか）甘太くん、日本一の原木乾しいたけスライス等
387 鹿児島県 西之表市 らっきょう飴、鉄砲豆銃あめ
393 鹿児島県 さつま町 米、竹コースター
394 鹿児島県 南大隅町役場 ネッピーパイマン



ブース番号 都道府県 代表自治体名または団体名 提供内容(特産品)
395 鹿児島県 肝付町 きんかん３つ

130/131 群馬県 群馬県 ぐんまちゃんダルマ
205/254 岐阜県 八百津町 フルーツビネガー
284/285 兵庫県 飛んでるローカル豊岡 ミニチュアバッグ、ステッカー
320/321 山口県 岩国市 ティッシュ
336/337 愛媛県 八幡浜市 小玉みかん（みかんガチャ）
371/372 大分県 臼杵市 有機生姜を使った臼杵煎餅、「ほっとさん」グッズ
43/155 新潟県 魚沼市 精米２合
59/60 北海道 胆振総合振興局 500mlのペットポトル水、イチゴソーダジュース
6/72 青森県 七戸町 「バラ石鹸」
70/71 青森県 つがる市 リンゴジュース、メロン最中
C3 宮城県 白石市 白石温麺（しろいしうーめん）
C7 千葉県 勝浦市役所 キャラクターボールペン、カッピーせんべい
C9 岐阜県 七宗町 レッキーせんべい
C10 長野県 伊那市 伊那華の米（3合）、雑穀「五穀ブレンド」（50ｇ）
C11 埼玉県 埼玉県 埼玉県産米「彩のかがやき」
C17 島根県 奥出雲町 奥出雲特産品仁多米１合
C20 奈良県 川上村 吉野杉の割り箸


