
Ⅰ.被災地産品提供事業者　４３事業者

所在
都道府県

事業者名 サービス名称 主な商品例

熟成 糸巻きロースハム、乾塩・熟成ベーコン、本格 焼豚　詰合せ(約1,140g)

いわて牛　サーロインステーキ(3枚入・600g・ステーキソース120g)

いわて牛　焼肉もも・ばらミックス(700g・焼肉のたれ“讃(中辛)”200mL）

のむヨーグルト約150mL×9本　約720mL×2本

食味値測定米　純情ひとめぼれ　10kg

いわて牛サーロインステーキ　約600g

宮古直送！食べて復興！おためしラサセット：いか一夜干し・煮ダコ他総量約1,530g

宮古直送！食べて復興！応援ラサセット：旬の食財・磯丼他総量約1,870g

宮古直送！食べて復興！黄金ラサセット：旬の食財・いくら醤油漬他総量約2,090g

三陸復興 朝揚げ魚介の詰め合わせ（例　時鮭・真鱒等　0.8kg以上）Cコース

ＣＡＳで旬感凍結三陸魚介類（例　サワラ・アイナメ他　0.8kg以上）Cコース

漁師直伝　三陸煮だこ　足１kg分

いわいどりの焼鳥づくし20本入（540g）

いわいどりの焼肉宴席2kg

いわて蔵ビール330mL×4本ギフトセット

大福（抹茶）20個入とどら焼き（抹茶）10個入(約1,795g)のセット

「草庵だより」大福10個と高級深むし煎茶100ｇ(総重量 約730g)のセット

「古都」高級煎茶200ｇと高級玉露100ｇ(総重量887g)の詰合せギフト

石巻復興商品「元気復興セット」笹かまぼこ、牡蠣味噌等の10点ｾｯﾄ　約2.2kg

さば味噌煮・さば生姜煮各5袋、こだわりおでん5袋　計15袋セット　約3kg

棒寿司（金華ｻﾊﾞ炙り,酢〆さんま炙り,煮焼き穴子,ｻｰﾓﾝ）×2計1.8kg

株式会社加工連　宮城県産豚肉使用　蔵王山麓ロースハムセット500g×2本

株式会社加工連　仙南クラフト地ビールセット 330mL×6本セット

梅花の里宮城県角田市からお届け 昔ながらの味 角田梅干ギフト1.5kg

鐘崎　笹かまぼこ詰合せ（大漁小町、笹かまぼこ4種類）14枚500g

笹かまぼこ詰合せ（大漁旗、笹かま、牛たんかま、鐘崎揚、いぶり笹）23枚1.2kg

牛たんかねざき　炭火焼牛たん（塩味＋味噌味）240g

伊達な宮城味覚紀行～特産品4種（フカヒレ・牛タンレトルト・仙台味噌・おかき）

岩手味めぐり～特産品3種（前沢牛焼肉用650g・金礼米5kg・ジュース5本）

新築祝いはこれだ！～前沢牛すき焼き用650gと南部鉄すき鍋と金札米5kg～

笹かまぼこ詰合せ(吉次60g×8、石持60g×8)

あげかま詰合せ(えび・かいばしらなど4種類80g×16)

笹かまぼこ・リアスの詩詰合せ(吉次・石持各60g×5、さんま昆布巻200g×1)

仙台箪笥　帳場箪笥　重さ：12kg　引き出し4/引き戸1

仙台箪笥　三・五尺横長箪笥70　重さ：26kg　引き出し4/引き戸1

仙台箪笥　四尺水屋サイドボード　重さ：35kg　引き出し2/戸棚2

宮城県 株式会社高政 蒲鉾本舗高政

宮城県 社団法人宮城県物産振興協会
宮城県伝統的
工芸品ショップ

宮城県 株式会社鐘崎
おいしさ、楽しく
仙台笹かまぼこの鐘崎

宮城県 株式会社ＪＴＢ東北
旅する気分でおうちで楽し
む「東北逸品モノ語り」

宮城県 社団法人石巻元気復興センター
石巻被災企業復興企画商
品

宮城県 株式会社加工連
加工連
蔵王山麓ネットショップ

岩手県 室根総合開発株式会社
むろねっと住宅エコポイント
産品ショップ

宮城県 井ヶ田製茶株式会社 四季　－　新茶の香り

岩手県
工藤ディーゼル自動車工業株式会社
ＥＣ事業部

三陸宮古復興市場
ウェブショップ

岩手県 有限会社三陸とれたて市場
さぁ、感動を探しに
三陸とれたて市場

岩手県 株式会社岩手畜産流通センター
「いわちく」がお届け、
いわてのおいしい食肉館

復興支援・住宅エコポイント事業
採択事業者一覧（第２次募集）

岩手県 株式会社Ａコープ北東北 いわて純情ギフト

別紙１ 

採択事業者  ７１事業者 
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所在
都道府県

事業者名 サービス名称 主な商品例

宮城県産大豆使用 仙台味噌　こだわり 5kg

宮城県産大豆使用 吟醸白糀味噌　5kg

万能つゆ 1.8L 6本入り

『宮城　利久』　牛たん真空パック　120g

『宮城　利久』　牛たんシチュー　300g

『宮城　利久』　ペッパータンソフトスライス　100g

『匠のセットＳ』田村チヨニシキ5kg＆田村ひとめぼれ5kg＆田村コシヒカリ5kg

『匠のセット田村G』ミルキークィーン＆ひとめぼれ＆コシヒカリ＆銀米工房　各5kg

モンドセレクション7年連続金賞受賞「あぶくまの天然水1リットル・10本」2箱

白河高原清流豚　味噌漬け約100g×8枚詰合せ

白河高原清流豚　塩焼豚3種類(約620g)詰合せ

福島県の牛・豚　3種類総量1,400gごちそう詰合せ

川俣シャモくんせいハーフ（600g）

会津地鶏炙りやきセット（3種類、計21本入、1,020g）

福島牛（黒毛和牛）モモ焼き肉（700g）

湧水と天然素材100%ヘルシー里山の味セット(こんにゃく等)
(内容量約2kg)

油を使わない手延べ製法の手づくり麺詰め合わせ内容量(約1.5kg)

国産大豆・国産米使用の蔵出し味噌(約4kg)

こだわりの『福島牛』サーロインステーキ（200g×4枚）

福島の三大ラーメン（喜多方・白河醤油、郡山とんこつ等12食入り・1食/120g)

こだわりの『福島牛』すき焼き用　リブロース・肩ロース（700g）

南会津地酒特選2本セット　純米吟醸　本醸造　720mL各1本

欲張奥会津直送便　味噌1袋　中華麺スープ・そば4種（総重量2,910g）

平野物産の山の幸セット　山菜たまり・きゃらぶき等（総重量1,100g）

本場水戸　だるま納豆詰め合わせ（わら納豆、そぼろ納豆、干し納豆等）　約800g

【本格直火炊き手造り甘納豆詰め合わせ】　大正金時豆・白花豆等　9種類　1,260g

ひたちの里オリジナル「ローズポークの味噌漬」5枚入 400g

「カガミクリスタル」　<校倉柄>ロックグラス 　クリアー275cc

「カガミクリスタル」　<笹っ葉に斜め格子紋>ペア冷酒グラス赤色と青色各120cc

「カガミクリスタル江戸切子」　<矢来重紋>一輪挿し 青色　500g

銘柄黒毛和牛「常陸牛」ロースステーキ（250g×3枚）

いばらきのガンバリコシヒカリ　（5kg×2袋）

いばらきの華麗なる逸品・ビーフカレー(200g）×10袋

青糠目石　卓上モニュメント
平和を呼ぶ獅子の彫刻　
ブルーグレー(白）0.6kg

いらっしゃいませネコ石材彫刻
青糠目石　ブルーグレー（白っぽい）15kg

黒御影石のふくろう
勉学と幸福のシンボルふくろう
黒（白～灰）18kg

新六の奈良漬４種詰合せ（樽入）奈良漬瓜・奈良漬胡瓜　他 合計1,170ｇ

山中屋の福寿草　奈良漬瓜・ふる漬・しその実漬　他　合計1,010ｇ

サワトのつけもの　味合せ　６ヶ入　てっぽう漬・ワイン楽京他　合計1,420ｇ

宇都宮餃子会直営店舗来らっせにて取り扱っている冷凍生餃子を地方発送

茨城県 取手市商工会
茨城県取手市商工会
とりで宿特産品ＳＨＯＰ

栃木県 協同組合宇都宮餃子会 協同組合　宇都宮餃子会

茨城県
全国農業協同組合連合会
茨城県本部

ＪＡ全農いばらき

茨城県 株式会社綜合美術工房 わが家のモニュメント

茨城県 一般社団法人茨城県観光物産協会 いばらきの地域産品

茨城県 カガミクリスタル株式会社 カガミクリスタル株式会社

福島県
特定非営利活動法人
プロジェクト福島屋商店

NPO法人プロジェクト
福島屋商店

福島県 みなみやま観光株式会社 南会津直送便

福島県 財団法人福島県観光物産交流協会
福島県観光物産館
産直エコショップ

福島県 一般社団法人福島市観光物産協会
がんばってます!福島。特産
市

福島県 株式会社安藤米穀店
株式会社 安藤米穀店
エコポイント交換事業

福島県 有限会社肉の秋元本店 有限会社　肉の秋元本店

宮城県 有限会社森昭 宮城うまいものSHOP

宮城県 株式会社利久 牛たん炭焼利久
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所在
都道府県

事業者名 サービス名称 主な商品例

小山ブランド米　「生井っ子」　10kg

最高【A５】ランク　おやま和牛 焼肉用　カルビ1,200g

小山の豚「おとん」
900g

大田原牛特撰ロースステーキセット
(150g×2枚、ガーリックソース45mL付)

大田原牛吟撰すき焼きセット
(500g入、自家製すき焼きタレ180mL付)

大田原牛吟撰しゃぶしゃぶセット
(500g入、自家製ゴマだれ180mL付)

天明鋳物 朱銅花瓶（肩付）　径11.7cm 高さ16.5cm 重量1.3kg

真岡木綿 のれん（山吹色）　幅90cm 長さ100cm

「とちぎ和牛」肩ロース焼肉用500g・しゃぶしゃぶ用500gセット（冷凍）

もてぎの味覚詰め合わせゆずとエゴマ、ハトムギなどの商品の詰め合わせ（3.4kg）

もてぎエゴマセットエゴマ油などエゴマ商品の詰め合わせ（1.8kg）

もてぎゆずセットゆずポン酢などゆず商品の詰め合わせ（3.3kg）

千葉正上やき蛤、あさり串詰め合わせ（総重量約800g）

藤倉家の鉄砲漬詰合（国産瓜・胡瓜）
（総重量約700g）

清本園のピーナツペ－スト2種6本セット（総重量約1,380g）

笹蒲鉾詰め合わせ(鯛入りかまぼこほか５種計１５枚入・内容量:計約431g)

盛岡麺処　岩手三大麺詰め合わせ（冷麺、じゃじゃ麺、わんこそば×各４人前）

つぼの華　ラーメン（ガーリックしょうゆ味）・つけ麺【各４食】 麺:計1,080g

前沢牛サーロインステーキ（400g）

魚沼十日町産こしひかり 5kg

気仙沼名産特大ふかひれ姿煮込み2枚セット[200g+タレ320g]

特別栽培　宮城県栗原産ひとめぼれ5kg×2袋

もりおか冷麺8食　約1,560g

北上まきさわ工房詰め合わせ（ウィンナー4種、フランク、ベーコン）　約1,460g

会津地鶏塩鍋セット（もも肉・手羽元・だし付3～4人前）総重量約1kg

炭乃家牛たん詰合わせ塩仕込み130g味噌仕込み125g味噌45g総重量約300g

佐々長醸造食彩セット生醤油つゆみそカレーつゆ4点セット総重量約2kg

奥の松　純米大吟醸　720mL

岩手県産ひとめぼれ5kg×2袋

仙台牛　すき焼用モモ1.1kg

前沢牛 すき焼き用 肩ロース肉650g

南部鉄 新健康鍋 （約高さ8.5cm×径24cm、容量約2.4L）

仙台味噌 2kg

会津地鶏カレー（カレー、トマトカレー、キーマ）各2箱計1,140g

ケイ子おばあちゃんの農家風まろやかチーズケーキ　ホール6号サイズ（約600g）

三陸宮古お魚（味付タコ、真鱈の味噌漬　他4種）計940g

津南高原の人参ジュース 200mL20本

天神囃子　特別本醸造　1.8L

小嶋屋そば　そば200g×8   めんつゆ70mL×8

栄村産コシヒカリ「心づかい」10kg

栄村産そば粉使用　秘蔵っ娘そば200g×20把

秋山木鉢　直径42cm・高さ15cm・重量8kg

新潟県 株式会社新潟ふるさと村 株式会社新潟ふるさと村

長野県 財団法人栄村振興公社 栄村の自慢の品SHOP

東京都 株式会社松屋
【銀座の百貨店】
松屋銀座が選んだ
おすすめ特産品

東京都 三菱食品株式会社
いいね！東北　★
食べよう　東ほくっ　！

東京都 株式会社ダイシン百貨店
ダイシン
エコポイント事業部

東京都 株式会社日旅産業
日本旅行グループの
復興支援☆
東北地域産品☆

東京都 株式会社ぐるなび 株式会社ぐるなび

東京都 株式会社KOJIMA 株式会社KOJIMA

千葉県 社団法人千葉県観光物産協会 千葉県観光物産センター

東京都 内海産業株式会社
内海産業
復興応援プロジェクト

栃木県 社団法人栃木県観光物産協会
社団法人
栃木県観光物産協会

栃木県 株式会社もてぎプラザ 道の駅もてぎ

栃木県 株式会社小山ブランド思川
おやまブランドＳＨＯＰ☆
道の駅思川

栃木県 株式会社牛超BMS12YOSHIKI
最高級和牛
『大田原牛』専門店
大田原 牛超
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所在
都道府県

事業者名 サービス名称 主な商品例

牛たん炭焼き「利久」牛たん詰合せ（牛たん、牛たんスモークなどの詰合せ計760g）

魚沼産こしひかり5kg

黄金海寿漬（いくら、あわび、数の子等の海鮮珍味 計530g）

「大田原牛超」生ハンバーグ（175g×10）＆カレー・シチュー（250g×各4）

[太陽食堂]中村家の海宝漬×日本料理 龍吟のだし汁いくら（計360g×2）

［太陽食堂］名宝レディース×賢治のトマト「とまとろ」※万能ソース（150g×4）

本格水出しアイスコーヒーHARIOウォータードリッパー(600mL)

前沢牛　サーロインステーキ用（170g×4　約680g）

タミさんのパン焼器（ミニ）約高さ8.8×幅20.5×奥行15cm

福岡県 ソフトバンクギフト株式会社
ソフトバンクギフト
復興支援プロジェクト

大阪府 イワタニアイコレクト株式会社
イワタニアイコレクト
「グルメ産直便」

大阪府 株式会社髙島屋
株式会社髙島屋
法人事業部
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Ⅱ.被災地商品券等提供事業者　２４事業者

所在
都道府県

事業者名

宮城県 宮城交通株式会社 宮城交通バスカード　メルシーカード5000

所在
都道府県

事業者名

栃木県 栃木県大田原市 黒羽温泉　五峰の湯　入浴券（大人）

東京都 リンベル株式会社 ホテルニュー水戸屋　日帰り温泉ご招待券

所在
都道府県

事業者名

東京都 株式会社ＪＴＢ商事 ＪＴＢえらえるギフト　たびもの撰華

大阪府 株式会社髙島屋 タカシマヤ『復興支援　選べるギフト』

所在
都道府県

事業者名

東京都 株式会社日比谷花壇 被災地限定フラワーギフトカード

所在
都道府県

事業者名

岩手県 株式会社Ａコープ北東北 ＪＡまごころ商品券

岩手県 えさし共通商品券協同組合 えさし共通商品券

岩手県 軽米ショッピングカード会 かるまい共通商品券

岩手県 協同組合日専連久慈 べっぴん商品券

岩手県 水沢商店協同組合 水沢共通商品券

宮城県 角田市商業振興協同組合 かくだ共通商品券

宮城県 さくらカード会 さくらカード会商品券

宮城県 宮城県寿司商生活衛生同業組合 復興支援・三県地域限定(岩手・宮城・福島)すし券

福島県 協同組合飯坂スタンプ会 飯坂スタンプ会共通商品券

福島県 郡山商工会議所 こおりやま全市元気応援商品券

福島県 下郷町商店振興協同組合 下郷町商店振興協同組合共通商品券

商品券名称

【被災地産品のみと交換される商品券・カタログ等】　２事業者

商品券名称

商品券名称

【被災地の一部の店舗・施設のみで使用できる商品券等】　１８事業者

【被災地全域の店舗・施設で使用できる商品券等】　１事業者

【乗車券・乗船券・航空券】　１事業者

商品券名称

【入場券】　２事業者

商品券名称
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所在
都道府県

事業者名

福島県 只見町商業振興協同組合 只見町商業振興協同組合共通商品券

福島県 福島県旅館ホテル生活衛生同業組合 福島宿泊券

福島県 株式会社福島まちづくりセンター ももりんポイントカード加盟店共通お買い物券

栃木県 栃木県大田原市 大田原市子育て支援券

栃木県 株式会社なす野 那須塩原市和食屋なす野お食事券

栃木県 茂木町商工会 茂木町共通商品券

千葉県 習志野市商店会連合会 習志野市内共通商品券

商品券名称
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Ⅲ.エコ商品提供事業者　４事業者

【エコ商品】　４事業者

サービス名 主な商品例

象印　極め羽釜圧力ＩＨ炊飯ジャー（5.5合） 【カラー:プライムゴールド】

ワンダーシェフ　マクサス圧力鍋（18cm・3L）＆パスタポット（20cm）セット

シチズン　ソーラー電源電波掛時計　エコライフ（直径約32.8×5cm）

エプソン　（ＩＣ６ＣＬ５０　インクカートリッジ）　６色パック

キヤノン　（ＢＣＩ－３２１＋３２０／５ＭＰ　インクタンク）　マルチパック

TANOSEE　トイレットペーパー　２４ロール

シンクエンス　ホットテックスマイヤー敷パット（遠赤わた入）幅100×長205cm

ＷＭＦ　パーフェクトプラス　圧力鍋（内寸176×高さ105mm・2.5L）

シャープ　６畳相当ＬＥＤシーリングライト　直径60×高さ4.3cm

パナソニック　LEDシーリングライト　6畳用円型タイプふちなし　調光式

パナソニック　LED電球6w　電球色　325ルーメン　E26口金

パナソニック　液晶テレビ32インチ　ブルーレイ・ハードディスク内蔵

グッディポイント株式会社
グッディポイント
おすすめエコ商品

有限会社パルエム
ネットワーク＆エコハウス
パルエム

事業者名

内海産業株式会社
内海産業
復興応援プロジェクト

株式会社大塚商会
環境に優しい「たのめーる・
ぱーそなるたのめーる」
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