
大磯らしい潤いづくり協議会　
協働事業者（東武トップツアーズ㈱）
電話 045-326-1120
メール oiso-kyogikai@tobutoptours.co.jp

大磯町商工会
電話 0463-61-0871
メール oisosci@gmail.com

大磯町観光協会
電話 0463-61-3300
メール kankoukk@jasmine.ocn.ne.jp

お問合せ

大磯らしい潤いづくり協議会とは
　「食べる・買う・泊まる」を充実させ、通年の誘客や来訪者の滞在時間の延長を

図ることで、地域に経済循環を創出することを目的として、町内に経済活動の

拠点を持つ事業者や町内施設の運営管理者をはじめ、地域団体、行政機関など

31の事業者で構成する協議会です。

　観光客が押し寄せるような「賑やかさ」ではなく、静かで趣を感じられる「潤

い」のある観光産業への取組みを進めています。

「触れたい」「触れたい」「食べたい」「食べたい」

「買い
たい」

「買い
たい」 「見たい」「見たい」「見たい」「見たい」「見たい」「行きたい」

「行きたい」

私たちも地元事業者を応援しています！

いそべぇ あおみ えんいくん

めいどいんおおいそ

大磯らしい魅力あふれる産品

（大磯町観光キャラクター） （大磯町観光キャラクター） （鴫立庵大使）
ロンビーくん
大磯ロングビーチ

マスコットキャラクター（ ）

おおいそ応援隊

大磯らしい産品募集

あなたのおすすめ産品  募集中！！
主な登録品の基準
大磯にゆかりがあるもの

申請書類は、大磯町商工会ＨＰに掲載中

大磯が発信となっているもの
SDGsの達成に向けた大磯らしいもの

登録品（推薦品）の種類
食品、工芸品、お店の飲食メニュー、体験教室等

登録審査の方法
大磯らしい潤いづくり協議会で登録審査を実施します。

登録産品の推薦
あなたがオススメする産品＝太鼓判があれば、
「めいど いん おおいそ」へ登録や推薦をお願いします。

申請に必要な書類

その他
申請に関する詳細等は「めいど いん おおいそ」登録及び推薦要領をご覧ください。

「めいどいんおおいそ」とは、

大磯町の魅力が詰まった産品を

「ご当地太鼓判」として登録し、

全国に発信していくものだべぇ。

リンク先のＱＲコードはこちら▶

大磯の野菜や果物、海の幸、

銘菓やお酒など、

あなたがつくったその商品、

登録してみませんか？

おすすめ産品の推薦もできるわよ～。

みんなの
LINEスタンプも
あるでござる！

大磯の知られざる魅力を再発見！
誰も知らないあんなスポットや、こんなお店を紹介していきます。
詳細はインスタグラムをチェック！

おおいそ応援隊
インスタグラム
はコチラ

大磯らしい潤いづくり協議会
協働事業者（東武トップツアーズ株式会社）
横浜支店の社員のみなさん

見てね！



めいど いん おおいそ

大磯らしい魅力あふれる産品

大磯の一筆箋
AUI-AŌ Design

持ち運びしやすい一筆箋を活版印刷
という伝統的な印刷方法で作成

■販売場所 :つきやまBooks Aarts&Crafts
■AUI-AŌ Design
〒255-0003 中郡大磯町大磯1156つきやま
TEL:090-4068-0271
info@aui-ao.jp
www.aui-ao.jp

波のピンタックアートワンピース
福月洋装店

大磯町にアトリエ兼ショップを構え、制
作販売しています。「ピンタックアート」
という独自の技法で大磯の海、波打ち
際の様子を表現したワンピースです。
■販売場所 : 福月洋装店
■福月洋装店
〒255-0003 中郡大磯町大磯1637 
atelier3 2F
TEL:090-5536-6178
info@fukutsuki.com
www.fukutsuki.com

柔軟剤
おおいそ地域振興（株）

地域おこしの一環として、大磯町商工会女
性部と相模女子大学が連携して商品開発
しました。摘果みかんを活用した大磯天然
素材、青みかんの香り豊かな柔軟剤です。
■販売場所 : ハーブの時間、よろずや、や
まご電器、山本石材店、大磯珈琲庵、大磯
町観光協会、大磯コネクト、芦川酒店
■おおいそ地域振興（株）
〒255-0003　中郡大磯町大磯927-12
TEL:0463-61-0871
oisosci@gmail.com

アロマオイル 
大磯 frais Tekka

おおいそ地域振興（株）

大磯産青みかんの柑橘精油。
「爽やか」で「すっきり」とした「青みかん
の香り」が人気のアロマオイルです。

■販売場所 : ハーブの時間、大磯町観光協会
■おおいそ地域振興（株）
〒255-0003　中郡大磯町大磯927-12
TEL:0463-61-0871
oisosci@gmail.com

ゆかり産品 ／島根県美郷町

美郷そば十割
有機の美郷（有）

■販売場所 : 大磯コネクト
■有機の美郷（有）
〒696-1134　島根県邑智郡美郷町惣森495-7
TEL:0855-75-8075
ymisato@kuwakuwa.tv

イノシシ肉の缶詰各種
（株）クイージ美郷支店

■販売場所 : 大磯コネクト
■（株）クイージ美郷支店
〒699-4626　島根県邑智郡美郷町乙原363
TEL:0855-75-0887
info@cuiiji.jp
http://cuiiji.jp/

浪漫大磯
（合）柳嶋屋　

バランスのとれたフルーティーな米の
旨味を感じる味わいです。ラベルには
大磯に明治、大正、昭和と住居を構えた
著名人が印字されています。

■販売場所 : 柳嶋屋、大磯コネクト
■（合）柳嶋屋
〒255-0003　中郡大磯町大磯452
TEL:0463-61-0149
oiso-v.a@mh-scn.ne.jp

東海道　大磯宿
（合）柳嶋屋　

やや辛口の純米酒で「冷や」から「ぬる
燗」まで味わえるお酒です。
ラベルには大磯の名所・旧跡が印字さ
れています。

■販売場所 : 柳嶋屋
■（合）柳嶋屋
〒255-0003　中郡大磯町大磯452
TEL:0463-61-0149
oiso-v.a@mh-scn.ne.jp

しらす入り　海苔の佃煮
大磯二宮漁業協同組合

より多くの方に「大磯のしらす」を知っ
ていただきたい「思い」で作りました。
「大磯のしらす」を是非味わってみてく
ださい。

■販売場所 : 大磯コネクト、ハイウェイ
ショップ大磯
■大磯二宮漁業協同組合
〒255-0003　中郡大磯町大磯1398-8
TEL:0463-61-0940
oiso.ninomiya.jf@gmail.com

生しらすの糀漬け
大磯二宮漁業協同組合

とれたての「生しらす」を長期間味わっ
ていただくために開発された逸品です。

■販売場所 : 大磯コネクト、ハイウェイ
ショップ大磯
■大磯二宮漁業協同組合
〒255-0003　中郡大磯町大磯1398-8
TEL:0463-61-0940
oiso.ninomiya.jf@gmail.com

高麗山
（株）友月堂

焼き菓子本来の美しさに加え、生地に
用いたチーズと韃靼そば茶が、香ばし
さを演出しています。

■販売場所 : 友月堂、パンの蔵、地場屋ほっ
こり、LTF大磯駅前・大磯国府店
■（株）友月堂
〒255-0001　中郡大磯町高麗3－3－39
TEL:0463-31-1897
yugetsu311997@gmail.com

湘南しらす
湘南しらす　ふじ丸

湘南大磯「朝どれの新鮮な生しらす」は
鮮度抜群です。「生しらす」ならではの
素材の味をお楽しみください。

■販売場所 : 大磯港、大磯コネクト1階南側
■湘南しらす　ふじ丸
〒255-0003　中郡大磯町大磯1398-6
TEL:090-3045-6671

パウンドケーキ
かたつむりの家

心を込めた手作りの味。やさしくてホッ
とするおいしさです。季節限定のみか
んやレモンは大磯産！

■販売場所:ふれあい会館内福祉ミニショッ
プ、地場屋ほっこり、ＬＴＦ大磯国府店等
■かたつむりの家
〒255-0005　中郡大磯町西小磯753-8
TEL:0463-62-1180
info@oiso-fukushikai.jp

釜揚げしらす
綱元　松道丸

湘南大磯で水揚げされたしらすを漁業
者が自ら加工・販売する無添加、天日干
しの釜揚げしらすで、鮮度と味わいに定
評があります。

■販売場所 : 大磯港
■綱元　松道丸
〒255-0003　中郡大磯町大磯1398-6
TEL:0463-61-2626
info@matsumichimaru.com

おからくん
（有）パンの蔵

産業廃棄物になってしまう豆腐から出
るおからをもっと有効利用できないもの
かと考え、地元農業高校の生徒さんた
ちと共同開発した商品です。

■販売場所 : パンの蔵・地場屋ほっこり・
大磯コネクト
■（有）パンの蔵
〒255-0003　中郡大磯町大磯995-13
TEL:0463-61-4441
oiso.pankura@gmail.com

やきとり
浜田畜産（株）

創業100年を超える老舗精肉店「肉の
ハマダ」直営の「ハマダのやきとり」。
解体から自家で行っている新鮮な豚肉
（内臓）を使用したボリューム満点の大
きなやきとりを是非ご賞味ください。

■販売場所 : 浜田畜産
■浜田畜産（株）
〒259-0114　中郡大磯町月京10-19
TEL:0463-71-0250

大磯のあまざけ
芦川酒店

地元大磯産のお米を生かして商品化
された甘酒です。
添加物やお砂糖を一切使用していな
い自然の旨味をお楽しみください。

島根県産天然イノシシ肉を使用した商
品。中でもポトフは、塩以外の調味料を
一切使用していませんので、野菜とイノ
シシの自然な旨味をお楽しみください。

島根県美郷町のそば生産者が丹精込
めて栽培した三瓶在来種100％使用
の「十割の生そば」で、刈り取ったばか
りの玄そばを使用しています。

■販売場所 : 芦川酒店　他13件
■芦川酒店
〒255-0003　中郡大磯町大磯1422
TEL:0463-61-0411
ashikawa512＠gmail.com

大磯米焼酎　はるみ
芦川酒店

大磯特産Aお米「はるみ」を100％使用
した本格米焼酎。ふくよかな香りとほの
かな吟醸の香りが人気の商品です。

■販売場所 : 芦川酒店他町内のお酒取扱店・
大磯コネクト
■芦川酒店
〒255-0003　中郡大磯町大磯1422
TEL:0463-61-0411
ashikawa512＠gmail.com

めいどいんおおいそ「太鼓判」　概要紹介

　「食べたい」「買いたい」「見たい」「触れたい」「行きたい」と
なるような、大磯らしい魅力が詰まった産品を『ご当地太鼓
判』として発信することで、満足と感動を提供し、地域経済の
活性化に寄与する制度です。
　登録品の第1弾として18点の魅力あふれる産品を皆さま
にお届けします。

めいどいんおおいそ「ゆかり自治体一押し」　概要紹介
大磯町には大磯の魅力が詰まった産品だけではなく、連綿と受け継
がれてきた歴史・文化や新たな取組みなどを通じて、全国に町とゆ
かりのある自治体があります。そんなゆかりのある自治体の産品を
『ゆかり自治体一押し』として、皆さんにお届けします。

ご当地登録産品ロゴマーク

ご当地登録産品ロゴマーク


