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めぐろ土産とは

「めぐろ土産発掘！」と題して、

めぐろ観光まちづくり協会が設置する

選定部会により選定されました。

❶めぐろらしさが感じられるもの
❷持ち帰りができるもの
❸目黒区を中心に販売、製造しているもの
　を一般公募。

めぐろ
土産
令和三年
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新たに21商品が認定されました！

新認定商品
フードドリンク部門

グッズ部門

縁結びのさくら道
花壇自家製ＸＯ醤
基本のむしぱん
サツマイモブレッド（おいもちゃん）
サブレプティ
参鶏湯（サムゲタン）
ジェラート
そば寿司
玉峰の卵焼
ダミエ
東京工業大学ロゴ入りフィナンシェ
特撰 八雲
肉まん／五目肉まん
日替わりシフォンケーキ
ヘルシーソーセージ
マルゲリータ
焼きショコラ・焼きチーズ
八雲ブレンド

土に還る天使のインナーマスク
中目の箸休め（箸置き・ペア）
六角柱キャンドル Ｓサイズ
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やすらぎの和菓子 さか昭

中國飯店 花壇

目黒八雲むしぱん

ル・ビリーヌ

パティスリージュンウジタ

焼肉＆café ＺＥＮＤＡＭＡ

アクオリーナ

海老民本店

玉峰商店

マッターホーン

Natural cafe & patisserie Teaful／東京工業大学

茶舗 大坂や

目黒五十番

ラスルセス

マルニハム

聖林館

Quatre 本店・柿の木坂

八雲珈琲店

ハンドメイド＆セレクト雑貨の店 ROSY+

中目黒土産店

ブレス中目黒 Ａｋａｒｉｙａ

新
認定
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フード
ドリンク

部門

55品

1

揚まんじゅう

御門屋 2

あんず餅

御菓子司 玉川屋

上品な小豆のこし餡を使ったおまんじゅうを
独自に調整した新鮮な油で揚げました。
「御門屋」こだわりの逸品です。

餅粉を蒸し煉り上げたもっちりやわらかな求
肥の中に、甘酸っぱいあんずを入れました。
さっぱりした風味で人気の商品です。

3

［御門屋］ 中町1-26-5
［TEL］03-3715-7890
［URL］https://www.mikadoya-agemanjyu.co.jp

［御菓子司 玉川屋］ 目黒2-10-14
［TEL］03-3491-0555
［URL］http://www.wagashi-tamagawaya.com

130円 220円



めぐろ観光まちづくり協会

3

うなぎの蒲焼

八ツ目やにしむら 目黒店

目黒不動の湧き水で生き〆したうなぎを備長
炭で焼き上げました。是非、ご賞味ください。
“目黒のうなぎ
　　 うなぎは目黒に限る！” 

［やすらぎの和菓子 さか昭］ 中町1-37-13
［TEL］03-3716-2283
［URL］http://www1.ttcn.ne.jp/sakaaki/

4

縁結びのさくら道

やすらぎの和菓子 さか昭
あき

目黒川の桜をイメージした蒸しどら焼です。
桜花入り蒸しカステラで、北海道大正金時
豆の餡を包みました。他に７種類のどら焼も
ございます。

5

お好み詰合せ

御門屋

宮城県産の最高級餅米（みやこがね）を使い
丁寧に造った揚もちと揚まんじゅうのお詰合
わせです。お手土産や贈答品として喜ばれて
おります。

6

花壇自家製ＸＯ醤

中國飯店 花壇

1970年創業、花壇の自家製調味料。贅沢に
貝柱を使っています。炒め物や和え物のレベル
がワンランクアップ、ご家庭の味が本格中華
へ！酒肴としてもおすすめです。

※価格は税込表記となります
4

［中國飯店 花壇］ 中目黒1-3-12 
URBAN RESORT DAIKANYAMA 3F
［TEL］03-3719-9161
［URL］https://www.kadan.tokyo/

［八ツ目やにしむら 目黒店］ 下目黒3-13-10
［TEL］03-3713-6548
［URL］http://unagi.me

［御門屋］ 中町1-26-5
［TEL］03-3715-7890
［URL］https://www.mikadoya-agemanjyu.co.jp

新
認定

1,188円 100g入 2,160円

時価 各1個 248円／10個入 2,765円

新
認定



5

7

元祖レイズン・ウィッチ

巴裡 小川軒 目黒店

洋酒に程よく漬け込まれたレーズンと特製ク
リームがクッキーにサンドされたお菓子です。
肉厚のレーズンと特製クリーム、香り豊かな
クッキーの絶妙なバランス。 

8

季節のマカロン入り
詰め合わせ　

ダロワイヨ 自由が丘本店

外側はカリッとしていて中は柔らかく、香り豊
かでとろけるようなおいしさのダロワイヨのマ
カロンをお愉しみください！

9

基本のむしぱん

目黒八雲むしぱん

小さい頃、おばあちゃんが作ってくれたほんの
り甘い懐かしい味。卵、乳、油を使わず、しっと
りもちもちの蒸しパンです。卵、乳アレルギー
の子供にも安心して食べさせられます。

10

黒船カステラ

黒船 自由が丘本店

自由が丘に本店を構える黒船。黒船カステラ
は小麦の香り、しっとりとした食感が特徴。シ
ンプルかつ大胆なパッケージはお土産におす
すめです。

［目黒八雲むしぱん］ 八雲3-6-22
［TEL］03-6676-2778
［URL］http://yakumo-mushipan.info/

※写真はイメージです。

［黒船 自由が丘本店］ 自由が丘1-24-11
［TEL］03-3725-0038
［URL］https://www.quolofune.com

［巴裡 小川軒 目黒店］ 目黒本町2-6-14
［TEL］03-3716-7161
［URL］https://ogawaken.co.jp

［ダロワイヨ 自由が丘本店］ 自由が丘2-11-2
［TEL］03-3717-2250
［URL］https://www.dalloyau.co.jp

140円 1,296円

1,188円 9個入 2,160円

新
認定



［サクマ製菓株式会社］ 中央町1-5-2
［TEL］03-5704-7111
［URL］http://www.sakumaseika.com

6
※価格は税込表記となります

11

黒豆大福

つ久し

「丹波産黒豆」の一番大きいサイズを使用。杵
つきのお餅で職人が手で煉り上げた粒あんを
包み込んでいます。当日に作ったものを当日中
にお召し上がりください。

12

コーヒーわらび餅

御菓子司 玉川屋

コーヒーゼリーが一般的ですが、これはコー
ヒーとわらび餅を合わせたもちっと食感の和
菓子です。甘いのが苦手な方でも食べやすい
ので差入れにピッタリです。

13

コーンクッキー

しいの実社（目黒本町店、学芸大学店）

しいの実社の定番商品。知的障害をもつ利用
者さんが丁寧に作っています。5種類そろった
素朴な美味しさを、お楽しみ下さい。

14

サクマドロップス

サクマ製菓株式会社

「缶入りドロップス」は、缶を振り出す楽しさ
に加え、保存性も重視しております。昔なが
らの楽しさと喜びを皆様にお届けする商品
です。

※価格は税込表記となります

［御菓子司 玉川屋］ 目黒2-10-14
［TEL］03-3491-0555
［URL］http://www.wagashi-tamagawaya.com

［しいの実社］ 目黒本町店：目黒本町2-7-3
                  学芸大学店：鷹番2-4-9
［TEL］03‒5724‒7153
［URL］http://moeginokai.jp

［つ久し］ 八雲4-5-6
［TEL］03-3724-0294

40g入 150円 80g入 162円／120g入 216円

190円 170円



［ル・ビリーヌ］ 中町1-40-8
［TEL］03-5725-1551
［URL］https://www.instagram.com/lebleetleau/?hl=ja

［パティスリー ジュンウジタ］ 碑文谷4-6-6
［TEL］03-5724-3588
［URL］http://www.junujita.com/index.html

15

サツマイモブレッド
（おいもちゃん）

ル・ビリーヌ

目黒の歴史的農産品のさつま芋を使用した
パン、国産小麦・ミネラル水・千葉県産の芋を
使用しています。小さなお子様から年配の方
まで幅広くお楽しみ頂けます。

16

サブレプティ

パティスリー ジュンウジタ

昔ながらの製法で1枚1枚丁寧に作った一口
大のバターサブレ。口に入れた瞬間、発酵バ
ターの豊かな香りが広がります。ゲランドの塩
がアクセント！もう止まりません。

17

参鶏湯（サムゲタン）

焼肉＆café ＺＥＮＤＡＭＡ

料理研究家の趙善玉（チョ・ソンオク）が、真
心を込めて作る参鶏湯は、さっぱりとした味わ
いの中にもコクがあり、体に優しい料理です。

18

ジェラート

アクオリーナ

各地から送られてくる旬の果物を使った
シャーベットや、イタリアの伝統的な製法で丁
寧に作られた新鮮なミルクをベースとした
様々なフレーバーのジェラート。

［焼肉＆café ZENDAMA］ 緑ヶ丘1-11-8-1F
［TEL］03-6459-5351
［URL］http://cho-sunok.info/

［アクオリーナ］ 五本木1-11-10
［TEL］03-5708-5787
［URL］http://www.acquolina.jp/

7

1.5kg入 2,800円 550円～

1本 864円／ハーフ 432円 1,620円

新
認定

新
認定

新
認定

新
認定



［OGGI 目黒本店］ 下目黒2-3-23
［TEL］03-5434-1110
［URL］https://www.cucina-oggi.com

［喜風堂］ 上目黒2-6-12
［TEL］03-3712-0959
［URL］http://www.kifudo.jp

［御菓子所 ちもと］ 八雲1-4-6
［TEL］03‒3718‒4643
［URL］http://chimoto-yagumomochi.com

※価格は税込表記となります

［海老民本店］ 下目黒3‐11-10
［TEL］03-3711-6621
［URL］https://ameblo.jp/ebitami/

19

上生菓子

御菓子所 ちもと

和菓子の常道である造形細工にこだわらず、
素材を吟味し、その味を最大限引き出すため
丁寧に手作りをしています。シンプルかつ繊細
な逸品をご堪能ください。

20

ショコラ デ ショコラ

OGGI 目黒本店

上質なカカオをはじめ、シナモンやコショウが
織りなす奥深い味わいで、濃厚さが特徴の
チョコレートケーキは目黒土産におすすめの
一品です。

21

そば寿司

海老民本店

玉子焼き、椎茸、胡瓜、揚げをそばで巻いた
海苔巻きです。作るのにお時間がかかりますの
でご予約をお願いいたします。

22

筍最中

喜風堂

創業から受け継がれ素材を厳選し伝統の味
を守りながら、手間ひまかけた和菓子の逸品
です。

※価格は税込表記となります
8

1,404円 189円

281円 2,160円

新
認定



［タケノとおはぎ］ 中町1-36-6 イトウビル1階
［TEL］03-6413-1227（桜新町店）

［ヨハン本店］ 上目黒1-18-15
［TEL］03-3793-3503
［URL］http://johann-cheesecake.com/

［玉峰商店］ 駒場1-18-3
［TEL］03-3467-6985

23

タケノとおはぎ

タケノとおはぎ

祖母のおはぎが原点の毎日7種類のおはぎ
のみを販売するおはぎ専門店。二度と出会
えない季節を感じるおはぎを是非楽しんでく
ださい。

24

玉峰の卵焼

玉峰商店

目黒の地に70年、親の代から変わらぬ味で、
お寿司屋さん専門に製造卸をして参りまし
た。本格的な味をご家庭でご賞味ください。

25

ダミエ

マッターホーン

香りと口どけの良さが極みのカルピスバターを
ふんだんに使用したクリームが特徴で、50年
以上作り続けられているロングセラー商品。
地方発送も可。

26

チーズケーキ

ヨハン本店

チーズケーキのルーツを探り、歴史と伝統に
裏打ちされたレシピを継承し、1978年開店以
来、その味を守り続けています。

［マッターホーン］ 鷹番3-5-1
［TEL］03-3716-3311
［URL］https://matterhorn-tokyo.com/

9

2,100円 400円

180円～ ※状況により、セット販売のみの場合があります。 550円

新
認定

新
認定



［菓匠 雅庵］ 東山 1-13-4
［TEL］03-3793-1769
［URL］http://www.wagashi-miyabian.com

［PATISSERIE「栞杏1928」］ 下目黒1-8-1 ホテル雅叙園東京1F
［TEL］03-5434-5230
［URL］https://www.hotelgajoen-tokyo.com/lien

※価格は税込表記となります

［茶舗 大坂や］ 八雲1‒11-19
［TEL］03-3717-6122
［URL］https://osakaya-meguro.jimdofree.com/

［Natural cafe & patisserie Teaful］ 大岡山1-4-5
［東京工業大学］ 大岡山2-12-1
［TEL］03-5726-8260（Natural cafe & patisserie Teaful）
［URL］http://www.teaful.jp

27

茶の丸

菓匠 雅庵

宇治抹茶の風味にこだわった、しっとり口
どけの良い焼き菓子です。濃い抹茶の味と
やさしいミルクの風味でまろやかな味わい
となっています。

28

天井画ショコラ「竹林」

PATISSERIE 「栞杏1928」

1928年創業以来、日本の伝統美術を今に
伝えるホテル館内の天井や欄間を飾る数
百点の日本画の図柄をショコラで再現い
たしました。

29

東京工業大学ロゴ入り
フィナンシェ

Natural cafe & patisserie Teaful ／ 東京工業大学

元帝国ホテルのパティシエが手作りしている
東京工業大学のロゴの焼印（大学公認）が
入ったフィナンシェです。遊び心でDHAとEPA
を加えました。

30

特撰 八雲

茶舗 大坂や

八雲の地にちなんで名付けられたお茶は、濃
い緑としっかりとしたコクを感じさせる美味し
いお茶を静岡県掛川の茶師が特別配合した
オリジナルブレンドティーです。

※価格は税込表記となります
10

190円 1,080円

5個入 1,080円／10個入 2,160円 2,400円

新
認定

新
認定



［株式会社 博水社］ 目黒本町6-2-2
［TEL］03-3712-4163
［URL］http://www.hakusui-sha.co.jp

［亀屋万年堂総本店］ 自由が丘1-15-12
［TEL］03-3717-0400
［URL］https://www.navona.co.jp/

［御菓子司 玉川屋］ 目黒2-10-14
［TEL］03-3491-0555
［URL］http://www.wagashi-tamagawaya.com

31

ナボナ

亀屋万年堂 総本店

メレンゲたっぷりの軽やかなクリームとふわふ
わのソフトカステラが美しく調和した菓子。人
気の定番に加え、四季毎の限定フレーバーを
用意しております。

32

仁王餅

御菓子司 玉川屋

自家製のつぶ餡をやさしく包んだわらび餅で
す。由緒ある目黒不動尊に奉ってある仁王様
（当時、玉川屋三代目が寄進）にちなんで仕上
げられた伝統の逸品です。

33

肉まん／五目肉まん

目黒五十番

創業以来、皮にこだわり手練り一筋。中身の
お肉も朝引いたお肉で作るこだわり。定番の
肉まんは肉とキャベツのみ！五目肉まんは七品
目入りの具沢山、看板商品です。

34

ハイサワー

株式会社博水社

目黒区目黒本町にある割り材メーカーです。
さわやかなレモンの香り。甘くなくさっぱりした
おいしさ。割り材と缶チューハイ各種お選び
いただけます。

［目黒五十番］ 目黒4-13-5
［TEL］03-3794-0050
［URL］https://www.meguro50ban.com/

11

肉まん 459円／五目肉まん 660円 レモン(割材)1L 331円／缶レモン(酒)350ml 176円

1個 162円／6個入 1,080円 150円

新
認定



［BAGEL STANDARD］ 目黒3-8-6
［URL］https://www.instagram.com/bagelstandard/
　　  https://www.facebook.com/bagelstandard

［亀屋万年堂総本店］ 自由が丘1-15-12
［TEL］03-3717-0400
［URL］https://www.navona.co.jp/

［御菓子司 玉川屋］ 目黒2-10-14
［TEL］03-3491-0555
［URL］http://www.wagashi-tamagawaya.com

※価格は税込表記となります

35

バターどら焼

御菓子司 玉川屋

都内だけではなく、他県へのお手土産として
喜んで頂いております。うぐいす餡に空豆の甘
露煮を入れ北海道産の無塩ホイップバタ―を
はさんでいます。一番人気商品です。

［ラスルセス］ 南3-11-19
［TEL］03-5726-8531
［URL］https://www.instagram.com/cafelasluces/

36

日替わりシフォンケーキ

ラスルセス

国産小麦粉や飼料までこだわった卵、国産な
たね油をベースに作った、しっとり食感のシ
フォンケーキ。種類は日替わり、カットでの販
売です。別売クリームあります。

37

プレミアムナボナ

亀屋万年堂 総本店

国産のフレッシュバターとオリジナルチーズを
贅沢に使用した濃厚なクリームを、自然の飼育
のみで育てられた地養卵を使用した生地でサ
ンドした総本店限定のプレミアムナボナです。

38

ベーグル

BAGEL STANDARD

NY本場の経験を忠実に再現したベーグル
を食べていただきたいと思い開業いたしま
した。NYでスタンダードに食べられている
スタンダードなベーグルをお試しください!

※価格は税込表記となります
12

300円 250円～

190円 400円

店舗移転し、5月に再開します!

instagram

facebook

新
認定



［マドレーヌラパン］ 自由が丘2-9-15 宮崎第二ビル1F
［TEL］03-5726-9795
［URL］http://madeleinelapin.com

［うれしいプリン屋さんマハカラ］ 青葉台1-17-5 メゾン青葉 1F
［TEL］03-6427-8706
［URL］http://www.happypudding.com

［クリオロ 中目黒店］ 上目黒1‒23‒1 中目黒アリーナ103
［TEL］03-5724-3530
［URL］https://www.ecolecriollo.com/shop-nakameguro/

［マルニハム］ 中町2-48-24 2F
［TEL］03-3712-3300

39

ヘルシーソーセージ

マルニハム

ヘルシーソーセージは、宮崎県の鶏むね肉を
使用したパキっとジューシーが特徴です。お子
様からご年配の方まで安心して召し上がって
頂ける商品です。

40

マドレーヌ

MADELEINE LAPIN

定番フレーバーと季節限定のフレーバーが全
種類楽しめる詰め合わせ。うさぎの丸い箱は
ギフトボックスの中でも人気があります。

41

マハカラのうれしいプリン

うれしいプリン屋さんマハカラ

「日本一こだわり卵」毎朝、新鮮なまま届きま
す｡「おいしい」や「うまい」の先にある「うれし
い」気持ちになれるそんなプリンです。

42

幻のチーズケーキ

クリオロ 中目黒店

10分間で2000本完売!ベストお取り寄せ大賞
の洋菓子スイーツ部門では金賞受賞。濃厚だ
けどふわっと消える、上品な口どけと優しい食
感のチーズケーキです。

13

421円 1,400円

118円 2,850円

新
認定



［新高堂書店］ 上目黒1-26-1 中目黒アトラスタワー114
［TEL］03-3712-9271

［新高堂書店］ 上目黒1-26-1 中目黒アトラスタワー114
［TEL］03-3712-9271

［蜂の家］ 自由が丘2‒10‒6
［TEL］0120‒808‒703
［URL］https://www.hachinoya.co.jp

※価格は税込表記となります

43

まゆ最中

蜂の家

まゆを象った5色のひとくち最中。日本の特
産品であった「絹」に戦後復興の思いを託し
たお菓子。発売から65年以上経つが、人気
は不動。

［聖林館］ 上目黒2-6-4
［TEL］03-3714-5160

44

マルゲリータ

聖林館

聖林館のお持ち帰りメニューはマルゲリータ、
マリナーラ、ビアンカの3種類になります。皆様
のご来店を心からお待ちしております。尚、お持
ち帰りのご予約はお受けしていません。店頭で
ご注文をお願い致します。

45

目黒川さくら飴

新高堂書店

お花見のおみやげに、華やかなパッケージで
彩られた「目黒川さくら飴」はいかがでしょう
か。この商品は中目黒で企画・製造・販売され
た特産品で、季節限定品です。収益の一部
は、桜並木の保護に役立てられます。

46

目黒川抹茶飴

新高堂書店

皆様のご要望にお応えして出来た本品は「さ
くら飴」の姉妹品です。新緑の風薫る緑いっぱ
いの目黒川をデザインしました。「目黒川黒糖
飴」も併せて発売中です。

※価格は税込表記となります
14

350円 350円

1,200円 1,500円

新
認定



［つたや一粋庵］ 目黒本町6-9-11
［TEL］03-3713-2402

［東京自由が丘 モンブラン］ 自由が丘1-29-3
［TEL］03-3723-1181
［URL］https://mont-blanc.jp

［マイスターブロイ］ 目黒本町4‒20-7‒101 ［OGGI 目黒本店］ 下目黒2-3-23
［TEL］03-5434-1110
［URL］https://www.cucina-oggi.com

15

47

目黒地ビール

マイスターブロイ

目黒区で最初のビール醸造所。目黒区出身の
ブルワーが、機械を使わず、すべて手作業で作
り上げる目黒の地ビール。

48

目黒のサクラ基金
ショコラプレーン

OGGI 目黒本店

毎年3月に賑わう“桜まつり”で有名な目黒川
沿いに店があることから目黒のサクラに恩返
しがしたいと始まった企画商品です。

49

目黒のさんま

つたや一粋庵

落語でおなじみ「目黒のさんま」を美味しいお
菓子にしました。風味豊かなフィナンシェ生地
で「こし餡」と「抹茶餡」があり、お土産に最適
です。

50

モンブラン

東京自由が丘モンブラン

モンブラン専属のパティシエが毎日、朝から閉
店時までカステラを焼くところからお作りして
います。出来たての国産栗の風味をお楽しみ
下さい。

180円 720円

550円 2,160円



［モンサンクレール］ 自由が丘2-22-4
［TEL］03‒3718‒5200
［URL］https://www.ms-clair.co.jp/

［御菓子所 ちもと］ 八雲1-4-6
［TEL］03‒3718‒4643
［URL］http://chimoto-yagumomochi.com

16
※価格は税込表記となります

［八雲珈琲店］ 八雲1-10-8 1F
［TEL］03-6319-6114
［URL］https://www.facebook.com/yakumocoffee/

51

焼菓子詰合せ

モンサンクレール

パティシエ辻口博啓が手掛けるパティスリー
「モンサンクレール」で人気のある焼菓子を
キュートな丸箱に入れた詰合せ。店舗では
様々な美しいスイーツが並びます。

［Quatre 本店・柿の木坂］ 柿の木坂3-11-4
［TEL］03-5431-3663
［URL］http://online.quatre.co.jp/shop/list.php

52

焼きショコラ・焼きチーズ

Quatre 本店・柿の木坂

しっとり濃厚な焼きチーズと、ベルギー産クー
ベルチュールを使用し、木苺のガナッシュを入
れた焼きショコラを詰め合わせました。一つ一
つ手作りした上質な味わいです。

53

八雲ブレンド

八雲珈琲店

八雲珈琲店人気のブレンド珈琲です。ブラジ
ル産プレミアム･ショコラをベースに中南米産
のアラビカ豆をブレンドし、飲みやすく、飽きの
こない風味に仕上げました。

54

八雲もち

御菓子所 ちもと

竹皮に包まれた柔らかさと弾力とコシのある
噛み応え。上品でまろやかな甘みが広がるお
菓子。

※価格は税込表記となります

850円 194円

1,290円 20個詰め 3,400円

新
認定

新
認定



［THE CITY BAKERY 中目黒駅］ 上目黒3-4-15 中目黒高架下
［TEL］03-5725-0177
［URL］https://www.thecitybakery.jp

55

レモンパイ

各SNSにて最新情報をお届けしています。ぜひフォロー＆いいねをお願いします。

THE CITY BAKERY 中目黒駅

爽やかな酸味の効いたレモンクリームと焼き
目を付けたふわふわメレンゲが２層になった、
一度食べたらくせになるレモンパイです。

17

540円

Facebook

YouTubeにて公開中！
街ぶら観光バラエティ番組

公式SNSをチェック！めぐろ観光まちづくり協会
一般社団法人

@meguro_tourism@meguro.tourism MEGURO_TOURISM

めぐろ
土産
令和三年



［郷さくら美術館］ 上目黒1-7-13
［TEL］03-3496-1771
［URL］https://www.satosakura.jp

［郷さくら美術館］ 上目黒1-7-13
［TEL］03-3496-1771
［URL］https://www.satosakura.jp

10品

56 郷さくら美術館 57

一筆箋
中島千波《櫻雲の目黒川》

A5クリアファイル
中島千波《櫻雲の目黒川》

郷さくら美術館

「中島千波《櫻雲の目黒川》2013年」が絵柄と
なっている一筆箋です。目黒川を覆い隠すほ
ど満開の桜と中の橋が描かれています。春の
季節にさくらの一筆箋をどうぞ。

このクリアファイルの絵柄は「中島千波《櫻雲
の目黒川》2013年」という四曲一隻の屏風絵
です。目黒川を覆い隠すまさに桜雲とも呼べる
ような景色が描かれています。

グッズ
部門

18
※価格は税込表記となります

380円 350円



［目黒寄生虫館］ 下目黒4‐1‐1
［TEL］03-3716-1264
［URL］https://www.kiseichu.org

［目黒寄生虫館］ 下目黒4‐1‐1
［TEL］03-3716-1264
［URL］https://www.kiseichu.org

［東が丘福祉工房］ 東が丘1-21-15
［TEL］03-3410-0778
［URL］http://www.tokyoengokyokai.or.jp/15higashigaoka/

［ROSY+(ラメールデザンジュ)］ 鷹番3-3-9
［TEL］03-3715-2200
［URL］https://lamere-anges.com

60

3連キーホルダー

目黒寄生虫館 61

土に還る
天使のインナーマスク

ハンドメイド＆セレクト雑貨の店 ROSY+

フタゴムシ、有鉤条虫の頭部、トリパノソーマ
の3種類のチャームがついた、マルチに使える
キーホルダー。3色のポップな色合いが目を引
くロングセラー商品です。

大自然からの贈り物～天然の抗菌・消臭・吸
湿性に優れた無農薬の手紡ぎコットン＆柿渋
のインナーでほっこりと心地のいいマスクへ早
変り!

58

寄生虫ストラップ
（アニサキス） 

目黒寄生虫館 59

桜チャーム付き
さんまキーホルダー　

東が丘福祉工房

本物のアニサキスの幼虫が入っています。他に
「ニベリン条虫の幼虫」「ミヤイリガイ」のスト
ラップがあります。個体差があるのでお好みの
一品を選んでください。

本革を使い、１つ１つ手作業で作っています。
１３色の色とお好きな文字やマークを刻印す
ることで、世界に１つだけのキーホルダーを作
ることができます。

19

1,200円 1,375円～

1,700円 250円

新
認定



［目黒寄生虫館］ 下目黒4‐1‐1
［TEL］03-3716-1264
［URL］https://www.kiseichu.org

［目黒区美術館］ 目黒2-4-36
［TEL］03-3714-1201
［URL］https://www.mmat.jp

［ブレス中目黒 Akariya］ 中目黒1-4-2 メルベーユルーブ2F
［TEL］03-3716-1464
［URL］https://www.mikinokai.jp/Akariya

64

目黒区美術館トートバッグ

目黒区美術館 65

六角柱キャンドル Ｓサイズ

ブレス中目黒 Akariya

目黒区美術館のロゴマークを使った美術館ら
しいオシャレなトートバッグ。リーズナブルな価
格で使い勝手の良い人気アイテムです。

心の病を抱えた方々がまごころ込めて丁寧に
作ったキャンドルです。キャンドルを灯すと炎の
ゆらぎと4種類の色と香りでリラックス効果が
期待できます。

［中目黒土産店］オンラインショップ又は各委託販売先にてご購入下さい。

［TEL］03-6452-3879
［URL］https://nakameguro.base.shop/

62

中目の箸休め
（箸置き・ペア）

中目黒土産店 63

標本瓶Tシャツ

目黒寄生虫館

中目の文字を形取った箸置き。寄木工法によ
り、ひとつずつ丁寧に命を吹き込んだ製品で、
桜の木材を使用。自宅用にも贈り物にも最適
な2個セットのお土産です。

左側に縦に並んだ5種類の寄生虫標本の名
前とイラストをプリント。漢字を交えた和のテ
イストが目を引くスタイリッシュなデザインで、
様々な世代に人気です。

20
※価格は税込表記となります

300円 650円

2,750円 3,000円

新
認定

新
認定



P. 3

4

5

6

7

8

9

10

11

フード・ドリンク部門 （55品）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

揚まんじゅう　
あんず餅　
うなぎの蒲焼　
縁結びのさくら道
お好み詰合せ
花壇自家製ＸＯ醤
元祖レイズン・ウィッチ
季節のマカロン入り詰め合わせ　
基本のむしぱん
黒船カステラ
黒豆大福　
コーヒーわらび餅
コーンクッキー　
サクマドロップス　
サツマイモブレッド（おいもちゃん）
サブレプティ
参鶏湯（サムゲタン）

ジェラート
上生菓子
ショコラ デ ショコラ　
そば寿司
筍最中　
タケノとおはぎ　
玉峰の卵焼
ダミエ
チーズケーキ　
茶の丸　
天井画ショコラ「竹林」　
東京工業大学ロゴ入りフィナンシェ
特撰 八雲
ナボナ
仁王餅　
肉まん/五目肉まん
ハイサワー　

御門屋

御菓子司 玉川屋

八ツ目やにしむら 目黒店

やすらぎの和菓子 さか昭

御門屋

中國飯店 花壇

巴裡 小川軒 目黒店

ダロワイヨ 自由が丘本店

目黒八雲むしぱん

黒船 自由が丘本店

つ久し

御菓子司 玉川屋

しいの実社（目黒本町店、学芸大学店）

サクマ製菓株式会社

ル・ビリーヌ

パティスリー ジュンウジタ

焼肉＆café ZENDAMA

アクオリーナ

御菓子所 ちもと

OGGI 目黒本店

海老民本店

喜風堂

タケノとおはぎ

玉峰商店

マッターホーン

ヨハン本店

菓匠 雅庵

PATISSERIE「栞杏1928」

Natural cafe & patisserie Teaful ／ 東京工業大学

茶舗 大坂や

亀屋万年堂 総本店

御菓子司 玉川屋

目黒五十番

株式会社博水社

索 引

21



グッズ部門 （10品）

P. 12

13

14

15

16

17

P. 18

19

20

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

バターどら焼　
日替わりシフォンケーキ
プレミアムナボナ　
ベーグル　
ヘルシーソーセージ
マドレーヌ　
マハカラのうれしいプリン　
幻のチーズケーキ　
まゆ最中　
マルゲリータ
目黒川さくら飴　
目黒川抹茶飴　
目黒地ビール
目黒のサクラ基金ショコラプレーン　
目黒のさんま　
モンブラン　
焼菓子詰め合わせ　
焼きショコラ・焼きチーズ
八雲ブレンド
八雲もち　
レモンパイ

一筆箋「中島千波《櫻雲の目黒川》」

A5クリアファイル「中島千波《櫻雲の目黒川》」

寄生虫ストラップ（アニサキス） 　
桜チャーム付きさんまキーホルダー　
3連キーホルダー　
土に還る天使のインナーマスク
中目の箸休め（箸置き・ペア）

標本瓶Tシャツ　
目黒区美術館トートバッグ　
六角柱キャンドル Ｓサイズ　

御菓子司 玉川屋

ラスルセス

亀屋万年堂 総本店

BAGEL STANDARD

マルニハム

MADELEINE LAPIN

うれしいプリン屋さんマハカラ

クリオロ 中目黒店

蜂の家

聖林館

新高堂書店

新高堂書店

マイスターブロイ

OGGI 目黒本店

つたや一粋庵

東京自由が丘モンブラン

モンサンクレール

Quatre 本店・柿の木坂

八雲珈琲店

御菓子所 ちもと

THE CITY BAKERY 中目黒駅

郷さくら美術館

郷さくら美術館

目黒寄生虫館

東が丘福祉工房

目黒寄生虫館

ハンドメイド＆セレクト雑貨の店 ROSY+

中目黒土産店

目黒寄生虫館

目黒区美術館

ブレス中目黒 Ａｋａｒｉｙａ
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〒153-0051 目黒区上目黒2-1-3 中目黒GT B1
TEL:03-5722-6850　https://meguro-kanko.com

令和3年3月発行
〈注意事項〉 掲載している店舗・商品・価格等は、令和3年3月現在の情報です。
予告なく変更になる場合がございます。 めぐろ観光まちづくり協会

ホームページはこちら

一般社団法人めぐろ観光まちづくり協会


