ハイトピア伊賀 3 階コミュニティホールの展示コーナーにて、現在３０会員事業所
の皆様に商品や伊賀の特産品を展示いただいております。平成 24 年の開設時より
ご好評いただいておりますが、本年度コーナーをリニューアルいたしました。そこで
今回は展示にご協力くださった２６事業所様の展示内容をご紹介させていただき
ます！！！ （順不同・敬称略）

株式会社
伊賀市ゆめが丘 7 丁目 2-1
☎22-0252・FAX22-0250

長谷製陶株式会社
伊賀市丸柱 569
☎44-1511・FAX44-1001

～天然醸造しょうゆ、天然醸造みそ、伊賀越漬～
創業明治六年、山郷
「伊賀」の天然蔵で百
四十余年もの間綿々と
受け継がれる「天然醸
造」を続けております。

～伊賀焼 炊飯土鍋 「かまどさん」 ～
1832 年創業。伊賀の陶土はポーラス(多孔性)で蓄熱性や
遠赤外線効果に優れている。こうした地域資源の特徴を
活かし、独自の工夫を加えることで、火加減がいらず、
吹きこぼれもなく、まるでかまどで炊いたような美味し
いご飯を誰でも簡単に炊き上げることが出来る炊飯土
鍋。
「カンブリア宮殿」などメディアに多数紹介されてお
り、「三重ブランド」「伊賀ブランド」にも認定されてい
る。

有限会社伊賀肉の駒井

一乃湯

伊賀市上野桑町 1354
☎21-0233・FAX24-0649

伊賀市上野西日南町 1762
☎21-1126

深い旨みと、豊かな香りが特徴の「伊賀牛」を専門に
取り扱っている精肉店です。
お近くにお越しの際は、どうぞお気軽にお立ち寄り下
さいませ。

夕暮れ時、風にゆれる風呂屋の「のれん」は伊賀上野
の城下町によく似合います。家風呂が当たり前な今だ
からこそ、銭湯をときどき暮らしに取り入れると、ほ
んの少しだけ幸せになれると思います。銭湯のある暮
らし、はじめませんか。

株式会社大田酒造
伊賀市上之庄 1365-1
☎21-4709・FAX21-9686

伊賀市上野福居町 3356-2
☎21-1897・FAX21-1897

三重県産・伊賀産の酒米、三重県酵母を使用し、
伊賀の風土に合わせた旨味ある地酒「半蔵」
を醸しています。純米大吟醸や純米酒のラインナップ
に定評があり、ワイングラスや燗酒など幅広い飲み方
を提案してまいります。
令和元年より、七代目蔵元杜氏 大田有輝と若手蔵人が
力を合わせ丹精こめて仕込んでおります。若い感性と
情熱でさらなる品質向上を目指します。

馬場建具店では、全技連マイスター認定の職人が現代
のインテリアにもなじむ「ほんまもん」の組子を提供
しています。また、手作り体験教室も開催しており、
未経験の方でも丁寧に指導します。
どうぞお気軽にご参加ください。

株式会社桔梗屋織居

伊賀流忍者店

伊賀市上野東町 2949
☎21-0123・FAX24-3829

伊賀市上野愛宕町 1938
☎21-0792・FAX41-0018

～ 伊賀焼土鍋 栗カステラ ～
伊賀焼の土鍋を使って直火で焼き上げたしっとりカス
テラです。渋皮付きの栗をふんだんに入れ、丁寧にひ
とつずつ焼き上げました。

「本格的な忍者グッズを取り扱う
“忍者ファン”のためのお店」です。
主に忍者衣装、Ｔシャツ、忍具などの
オリジナル商品を取り扱っております。
https://www.rakuten.co.jp/ninja/

伊賀市ゆめが丘七丁目 5-5
☎21-0120・FAX21-0365

中外医薬生産株式会社では、「安全に造ることに専念
し、
“お客様相談室”を通じて、お客様とのコミュニケ
ーションを高めることで“より安全”を提供する」こ
とをモットーとして、医薬品、医薬部外品及び清涼飲
料水の製造販売を行っています。
＜主要製品＞
痔疾用薬、総合感冒薬、鎮咳去痰薬、
滋養強壮・ドリンク剤、ビタミン剤、
外皮用薬、アルコール消毒液

伊賀市丸柱 567
☎44-1119・FAX44-1120

伊賀焼の窯元です。
手びねりに特化し、ビードロがかかった伝統の焼き締
めを始め、当窯独自の苔肌の花器や色々なうつわ類を
制作販売しています。
工房に併設したギャラリーショップもございますの
で、是非お立ち寄り下さい。

株式会社ナベル
伊賀市西明寺 2820
☎23-1222・FAX21-4322

伊賀市ゆめが丘 7 丁目 2-3
☎21-5060・FAX23-5059

おかげさまで当工場のユニットバス・浴槽の累計台数
は１，０００万台を突破しました。今後もお客様のご
要望にお応えすべく工場一丸となって取り組んで参り
ます。最高の品質でお客様に快適なバスライフを！

～折り畳み式ソーラーパネルと蓄電池～
いつでも、どこでも、誰でも使える！
防災時に活用できる軽くて持ち運びできるソーラーパ
ネルと蓄電池のセット。
三重県伊賀市、山口県
阿武町にてふるさと納
税返礼品登録済。
前年度人気第１位！！

ハヤシ薬局
伊賀市上野田端町 920-7
☎21-0884・FAX24-1850

伊賀市上野中町 3017
☎21-5544・FAX21-9625

健康にまつわることを専門知識がない人にでも分かり
やすく解説した本です。

伊賀盆地特産の白瓜の芯を抜き、
その中にしそ・生姜・大根等を
細かく刻んだものを詰め、秘伝の
たまり醤油で熟成させたお漬物
です。
慶応元年より「おしょうゆ」の
お漬物を大切につくっています。

三重県組紐協同組合
伊賀市上野丸之内 116-2
☎23-8038・FAX24-1015

伊賀市上野魚町 2914
☎21-0263・FAX24-3039

～

地酒 山田錦

重五郎

～

若戎酒造から特別に商品化された、当店だけのオリジ
ナルのお酒です。
伊賀産の山田錦米を６０％まで精米しています

美しく染め上げられた絹糸、その一筋一筋が交じり合い、組み独特
の風合いと、味わいを醸しだします。古来より脈々と継承された技
法。一本一本の組紐に込められたたくさんの人々の心と永い時間。
それらが織りなす美しさが組みひもの味わいなのです。
帯締などの和装小物をはじめ、古くから親しまれてきた伊賀組紐
（くみひも）は、昭和５１年に経済産業大臣が定める「伝統的工芸
品」に指定されました。また伝統技術を生かした製紐機による生産、
研究も進み、伊賀の地は組紐（くみひも）の特産地としてますます
発展、現在ではストラップやアクセサリーなど近年の需要にもしっ
かりとその技法が受け継がれています。

(一社)大山田農林業公社
伊賀市平田 103
☎47-0151・FAX47-0244

伊賀市白樫 2816-6
☎20-2001・FAX20-2006

メロディアン株式会社は昭和 33 年に大阪府八尾市に、大
阪府最後発の牛乳会社として創業いたしました。現在は、
「メロディアン・ミニ」で永年ご愛顧頂いておりますコ
ーヒーフレッシュを中心に、ガムシロップ、ロングライ
フ飲料、健康飲料などを製造販売しております。
「おいし
さは、しあわせ」をスローガンに食文化を通じて、人々
に感動を与える企業になりたい。この姿勢が続く限り、
メロディアンの可能性は、大きく広がっていきます。

～三重県伊賀市産 菜種油～
三重県伊賀市産の菜種油は、非加熱で搾油する「生し
ぼり菜種油」が特徴です。オリーブオイルのようにそ
のままかけてお使いいただけます。
新商品の「にんにく菜種油」は、
青森県産のニンニクと菜種油を、
低温熟成させた体にやさしい
商品です。

株式会社みよしや
伊賀市四十九町 2397
☎21-2636・FAX24-1836

伊賀市佐那具町 915
☎23-3035・FAX23-3204

化粧品・エステ・洋服・雑貨・食品(外国品含む)
＜取扱ブランド＞
シエルクルール KOSE AQ ミリオリティ、コスメデコルテ、
プレディア、ポールスチュアート 資生堂 クレ・ド・ポー・ボー
テシナクティフ、ベネフィーク、ｄプログラム、エリクシール、ド
ルツクス、タクティクス、パーフェクトカバー、NOU

ピアニン(あけぼの高校)

エステ ヴィタリテドボーテ、デ

コルテプロフェッショナル、ソニックエステ

森下弁柄工業株式会社は、創業 102 年の業界老舗の顔料メー
カーです。取扱いする顔料は、「べんがら」を中心とした無
機系のものです。中でもべんがらは、
古くから身の回りの彩りに使用され
ており錆止め塗装、船底塗料、道路
のカラー舗装、プラスチックやセメ
ントなど多方面に使用されています。
☆緑、自然の宝庫「伊賀」で環境に配慮した生産体制
☆歴史と技術に裏付けされた高品質な製品
☆弊社の特徴は、お気軽にお声掛け下さい

株式会社紅梅屋
伊賀市上野東町 2936
☎21-0028・FAX21-0195

紅梅屋は、芭蕉翁にちなんだ和菓子をはじめ、季節を
感じる和菓子、目にも美味しい和菓子を数多く手掛け
ています。
≪主要商品≫
さまざま桜、竹のふし
松尾芭蕉の句にちなんだ排風干菓子 等

伊賀市上野緑ヶ丘中町 3860
☎24-2111・FAX24-0052

安永はニッチ市場を創造し、その中で独自技術を育てて
トップ企業を目指してきました。
グローバルな広がりと繋がりが進む現在、顧客との協業
関係を育みながら、コア技術を発揮し、顧客の問題解決
をより一層進めてまいります。
今後も地域、顧客、製品での「グローバルニッチ No.１」
を積み重ね、より大きな市場へ活躍の場を広げていきた
いと考えています。

株式会社富士製作所
伊賀市炊村 3108
☎46-2211・FAX46-0101

伊賀市上野農人町 434
☎21-0105・FAX24-3207

【展示品】FUJI NINJA WHEEL(メカナムホイール)
外周に 45 度斜めに取り付けられたローラが特徴の車輪で
す。ローラの傾きには右上がり（R）と左上がり（L）の
2 種類があり、自動車のように R を 2 輪と L を 2 輪対角
になるように取り付け、各車輪の回転を
コントロールすることで、ステアリング
機構無しに忍者のように「縦」
「横」
「斜め」
「旋回」とあらゆる方向に移動
することができる車輪です。

～伊賀牛 志ぐれ煮～
柔らかくコクがある伊賀牛本来
の美味しさを楽しめるよう厚切
りにして、甘辛く上品な味わい
に仕立てました。
伊賀肉を知りつくした“金谷”
ならではの美味を！！

ふっくりあモォンマール

上野印刷株式会社

伊賀市緑ヶ丘東町 980-3
☎26-7113・FAX26-7114

伊賀市四十九町 2110
☎21-0801・FAX21-2818

～伊賀流麦卵焼・伊賀の飛猿＜サブレ＞、飛猿火薬玉＜ボウロ＞～

伊賀産たまごと国産バターをたっぷりと使用し、ひとつひと
つ丁寧に手作りして焼きあげた風味豊かなお菓子です。
伊賀の飛猿＜サブレ＞は 2016 年 G7 伊勢志摩サミット配偶者
プログラムのお茶菓子に採用されました。

ポスター・チラシ・DM・会社案内・名刺・伝票・封筒・ラ
ベル・自費出版・記念誌などの書籍や印刷・製本等あらゆる
企画・デザインからすべて印刷物を高品質に対応していま
す。また、ホームページ公開に必要となるサーバーホスティ
ングやドメイン取得代行サービス等も行っています。その
他、忍者文字グッズの販売も行っています。
＜主要忍者文字グッズ＞
伊賀流忍術カップ、忍者文字クリアファイル、
忍法「虎の巻」トイレットペーパー、
忍者文字学習帖

上野商工会議所 展示コーナー出展事業所募集中！！
※出展のお申し込みは総務課（21-0527）までご連絡下さい。

出展概要
1.当所会員事業所で、自らの企業が生産・販売する商品、サービスの展示
2.使用料１小間 月１,０００円 １年間１２,０００円（消費税別） 最大２小間まで
3.契約期間は契約日から 1 ヵ年とし、期間満了 1 カ月前までに申し出がないときは、同じ条件のまま
継続するものとする。
4.１小間のスペース 奥行き２３cm×よこ４４cm×高さ３８cm
5.商品の搬入出する場合は、いつでもその旨を申し出て、入れ替えることができる。
問合せ先
上野商工会議所総務課 TEL 0595-21-0527 FAX 0595-24-3857

