伊勢紹介

伊勢のおやつパン

かたぱん

伊勢では学校行事や祝い事な
どで配られることが多いかた
ぱんは、噛めば噛むほど懐かし
い味。伊勢に来たならぜひご
賞味あれ！

お伊勢まいり

特集
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やわらかくて甘辛い
心和む不思議なうどん

手でこねるから、
てこね！

伊勢うどん

てこね寿司

伊勢でうどんと言ったら、 伊勢うどん のこと。
たまり醤油に出汁を加えた黒いタレはインパク
ト大ですが、見た目ほど辛くないのでご安心を。
最近は、トッピングの具も多種多様で楽しめま
す。冷やし伊勢うどんもGOOD！

伊勢神宮

昔、志摩の漁師さんが船上で釣ったばかりの
カツオを醤油漬けにし、酢飯と豪快に手でこ
ねたことが起源とされるこの料理。カツオの
他にも季節の魚で味わいます。

香り高い磯の風味

アオサノリ
（あおさ）

むかしなつかし「二見の味」再発見

貝めし

地元の人々から愛される

神宮にも献納される
海の恵み

伊勢志摩ならではの食文化︒

伊勢湾特有の潮流が育む牡蠣
は、肉厚で味も濃厚。そのお
いしさは全国的にも有名！

素朴でやさしい味わいは

牡蠣
かき

この地域の人柄と

おはらい町
おかげ横丁

プリプリの食感がたまらない！

通じているのかもしれません︒

三重県は全国一のあおさ生産量です。
あおさは磯の香り
（風味）が特徴で、天ぷら
やラーメン、うどん、パスタ、味噌汁のトッ
ピングとしても相性が抜群！

昔、二見浦で定番メニューだった「貝めし」を復活。
二見の新名物を是非ご賞味ください！

食の恵みに感謝

外宮前名物

げくうまえめいぶつ

伊勢志摩地方産食材を使用した丼で、平成21
年10月に誕生。
「2009外宮さんにちなんだど
どん び
んぶりコンテスト」の最優秀作品「どん丼火」の
ほか、各店舗オリジナル丼が伊勢市内11店舗
で食べる事ができる。

蓮台寺柿

二見浦

れんだいじがき

300年以上前から作られ、市の天然記念物に指定されて
いる特産物。蓮台寺柿の干し柿「ひなたやけ」は、やわ
らかくて、まろやかで、甘くて、とてもおいしい！

鳥羽や志摩の海女さんが手でひとつひとつ丁寧に獲
る天然のあわびは、春夏の究極の贅沢品。

河崎・朝熊

伊勢えび

弾力のある引き締まった身は焼
いて良し、ゆでて良し。活き造り
もオススメ。秋冬の伊勢志摩の
贅沢品。
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どん丼火

なめらかな肉質が特徴

あわび

押しも押されもせぬ、
えびの王様

御饌丼
みけどん

全国的にも珍しい
サメの食文化

さめのたれ

伊勢神宮へのお供えものであり、
食卓のおかずとしても親しまれて
いるさめの干物。厚めの切り身に
塩味がついたものと、薄めの切り
身にみりん味がついた２種類の味
があります。

参拝客の保存食として大活躍
ひよく

伊勢たくあん

肥沃な土壌や温暖な気候、宮川･五十鈴川の美しい水
は、大根の成長に最適。なすの葉、柿の皮、唐辛子など
を入れた米ぬかで漬け込まれたお漬物は滋養たっぷり。
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名産品

名産品
お伊勢まいり

特集

N
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心を込めた手作りの味

美し国からの贈り物

磯揚げ
いそあげ

こだわりの玉ねぎと豚肉のジューシーな
具。軽く味を付けたふんわりやわらかな
皮。ふっくら、おいしい手作りぶたまん。

青く、蒼く、広い海の味わい。海の味
覚を贅沢に揚げたての美味しさ存分に
ご賞味ください。（写真は左からじゃ
がバター天・チーズ棒・たこ棒）

問 ウァン

問 まる天

伊勢市二見町茶屋101

19（支店）
伊勢市二見町茶屋101
0596-43-2059

伊勢神宮

ぶたまん

21
0596-43-0101

伊勢神宮の御垣内に
敷き詰められる白石がモチーフ

じんぐう しらいしクッキー

くるみの香ばしさの中に、優しい甘さが広
がります。コロンとした形がかわいい！
問 マザーフルーツ

0596-22-6623

伊勢市岡本1-2-3

おはらい町
おかげ横丁

豆乳とおから入りで、
とってもヘルシー！

うの花どーなつ

神宮杉の年輪をあらわす銘菓

二見浦

九種類の健康食材、具沢山

ほんのり甘いおせんべいに
クリームをサンド

何枚でも食べられる
上品な甘み
いといんせんべい

昭和天皇が鳥羽にお泊りになった際に御
用命を賜ったという、由緒正しいお菓子。

表面はカリカリ、中はモチモチ。ふんわりと
した軽い食感で、いくつでも食べられそう。

厳選された素材を用いて、職人が一層一
層生地をかけて手作りで焼き上げる逸品。

明治から現在にかけて各時代の皇族の方々にお
召し上がりいただいてる、伝統の薄焼きせんべい。

問 若松屋

問 紅谷

問 豆腐庵山中

問 シラセ

問 播田屋

23（河崎本店）
伊勢市河崎1-9-28
0596-23-1721

0596-28-3448

伊勢市一之木2-3-2

0596-23-5558

19

伊勢市宇治中之切町95

23
0596-25-7590

伊勢市河崎1-4-31（本店）

23
0596-28-2207

伊勢市河崎2-13-5（本店）
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河崎・朝熊

じんぐうスギ

ずっしり重い！そして美味い！
！
これぞ！がんもどきの横綱だ！
！

いせおんどせんべい

伊勢紹介

手焼きのアツアツ団子

黒蜜団子
みたらし団子

塩味でひきたつ甘さが魅力

二見浦岩戸の

専門店の味を
ぜひご賞味ください！

あわびごはんの素

くろみつだんご みたらしだんご

二見の「岩戸の塩」が入った
ようかんで、コーヒーやお酒
などとも相性バツグン！

お伊勢まいり

特集

N
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問 五十鈴勢語庵

あわびごはんのもと

焼きあげた際の香ばしさを楽しめるよ
う一本一本手焼きした団子とオリジナ
ルのタレの相性は抜群！
伊勢人に昔から愛される
【黒蜜団子】
は
素朴な美味しさでイチオシです！

ふたみうらいわとのしおようかん

21

問 だんご屋

20
0596-23-8732

伊勢市二見町茶屋569-35
0596-42-1212

伊勢市宇治中之切町12（おかげ横丁内）

薄切りにあしらったあわびを一子
相伝のタレ・独特の醤で調製した
出汁で炊き上げる「あわびごはん」
は、伊勢せきや自慢の逸品です。
問 伊勢せきや

0596-23-3141
伊勢市本町13-7（本店）

伊勢神宮

明治のはじめに神宮のお茶会の
ために作られたお菓子

もちもちとした
弾力がおいしい

知る人ぞ知る人気商品！

りきゅうまんじゅう

とらやういろ

地元では慶弔菓子として親し
まれているお饅頭。紅は小豆、
白はうずら豆のこし餡。

昔ながらの手作業で作られる生ういろ。
種類もたくさんあり、老若男女みんな
に大人気！

二 見に来たら民 話の駅 蘇 民で地 元の
産 品を吟 味して、口溶けのいいソフト
クリームを食べてひと休み♪

問 藤屋窓月堂

19
0596-22-2418
伊勢市宇治中之切町46-1（本店）

問 虎屋ういろ

問 民話の駅

4 MAP B-5
蘇民
0596-44-1000
伊勢市二見町松下1335

0596-23-5005
伊勢市宮後2-2-8（本店）

おはらい町
おかげ横丁

二見浦

日持ちする伊勢土産の定番
しょうがとう

生姜の汁と砂糖を合わせ、型に流し込んで固
めた干菓子。お好みの味を選ぶのも楽しい。
問 岩戸屋
19
19
0596-22-3718
0596-23-3188
伊勢市宇治今在家町42
伊勢市宇治今在家町58

河崎・朝熊

問 喜久屋
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伊勢の素朴なおやつ

小腹を満たす大人の味わい

よこちょうぱんじゅう

さかもとまんじゅう

明治時代から親しまれてきた伊勢のおやつ。
ふんわりとした香ばしい生地の中にはたっ
ぷりのこしあんが入っています。

完全手作りで生きた酵母を用いるこだ
わりの一品。お酒がほのかに香ります。

横丁ぱんじゅう
問 横丁焼の店

20

0596-23-8855
伊勢市宇治中之切町52（おかげ横丁内）

問 旭家酒素饅頭製造本舗

21
0596-43-2226
伊勢市二見町茶屋107-6

サクッと香ばしい
真珠貝の焼き菓子
三重県産小麦を使用し、真珠貝の光沢
部分を粉末にした「パールシェル・カルシ
ウム」を練り込んだ焼き菓子。
問 ブランカ

0596-65-7120
伊勢市朝熊町4228-1

ここで紹介したスイーツは、ほんの一部ニャ。
まだまだたくさんのスイーツがあるニャー。

伊勢紹介

本店で食べる
つくりたては格別

赤福餅
あかふくもち

言わずと知れた伊勢の
名物。やわらかいお餅
と上品な餡の組み合わ
せがたまりません！

お伊勢まいり

特集

問 赤福
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20
0596-22-7000

伊勢市宇治中之切町26
（本店）

あっさりとした餡が口で溶ける

お福餅

米粒の形が残る食感が楽しい

おふくもち

21
0596-43-2067
伊勢市二見町茶屋537-18

いわともち

自然の恵みが生きる素朴な味

神代餅

問 岩戸屋

かみよもち

0596-23-5555

19
伊勢市宇治今在家町117

19
伊勢市宇治今在家町58
0596-23-3188

ひとつひとつ包装されているの
で、お土産として配りやすいの
もウレシイ！
問 太閤餅

19
0596-22-2767
伊勢市宇治今在家町63

焼き目がほのかに香ばしい

へんば餅

へんばもち

昔、参宮街道宮川のほとりで馬を返
し（返馬）て船を待つ人々に供され
たことが由来という風情ある餅菓子。
問 へんばや商店

0596-22-0097
伊勢市小俣町明野1430-1（本店）

きな粉の風味があっさり餡と
ベストマッチ

二軒茶屋餅
にけんちゃやもち

創業400年の老舗の味。毎月25日は、
中の餡が黒糖を使った昔ながらの く
ろあん に！

河崎・朝熊

添加物を使わず、天然のよもぎのみで色と
香りをつけた体にやさしい本格派の草餅。
問 勢乃國屋

日本神話・天の岩戸の古事にちなんで作
られたお餅。きな粉の香ばしさが生きる
雅な銘菓です。

太閤出世餅

たいこうしゅっせもち

二見浦

岩戸餅

ひとつひとつ丁寧に･･･
こだわりの手焼き

おはらい町
おかげ横丁

愛らしい丸みのやわらかなお餅

伊勢神宮

問 鈴木観助本舗

旅人をもてなす名物餅の数々が残る参宮街道︒

伊勢市二見町茶屋197-2（本店）

誰が呼んだかその名も〝餅街道〟︒

21

その終着地・伊勢にはもちろんたくさんの名物餅が！

0596-43-3500

くうやちゃやもち

常に最高品質の材料を使って作ら
れる本物の味は、地元の冠婚葬祭や
お土産に欠かせない一品。

とにかく︑お餅を食べなくちゃ始まらない︒

問 御福餅本家

くうや茶屋餅

さて︑どれからいただきましょう？

北海道産もち米「はくちょうもち」と北海道産
小豆「きたろまん」を使用した、少し大きめの
一口サイズとなります。ひとつひとつ丁寧に手
詰めする[お福餅］は、上品な甘さが広がる至
福の逸品です。

問 二軒茶屋餅角屋本店

0596-23-3040
伊勢市神久6-8-25（本店）
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