
A. 多目的ホール  ③ジオ市場　出店店舗一覧　※16：30 ラストオーダー
No. 出店名 市町村 販売商品 メモ

1 東海自動車（株） 伊東市
新夏蜜柑酎「うめえら！」、椿ワイン、伊東
八景ひとくち羊羹、天城山隋道ロール、伊
豆クロラス、伊豆のちいさなジュラテリア

さわやかな香り、キレのあるスッキリとした味わいのニューサマー
オレンジのリキュールです。

2 南伊豆町 南伊豆町 乾物、菓子、キャラクターグッズ
海の恵みの地海苔、温泉熱を利用して栽培したメロン果汁を使っ
たメロン最中、町の宣伝部長いろう男爵グッズ

3
【展示】
伊豆の国市

伊豆の国市
世界文化遺産「韮山反射炉」をはじめ、伊
豆の国市の観光案内

伊豆の国ブランドを展示、ご紹介します。

4
河津町
河津わさびで泣かせ隊

河津町 あんバタわさこ、泣きめし
河津特産のわさびを練り込んだバターと粒あんをはさんだ「あんバ
タわさこ」　たっぷりのかつお節をまぶし、海の幸とわさびを添えた
おにぎりの「泣きめし」

5 （有）キヤ レストランKiya 函南町 伊豆ジオプリン、函南クラシックぷりん
地元、函南町丹那産の新鮮で風味豊かな牛乳と伊豆半島産の
食材をソースに使ったおいしいプリンをご賞味ください。

6 伊豆の国市観光協会 伊豆の国市 温泉まんじゅう詰め合せ
市内７店舗の温泉まんじゅうを一つづつ詰め合せた限定品!!　１
箱で伊豆長岡の温泉まんじゅうのすべてが味わえます。

7 清水町商工会 清水町
ところてん各種、わさびふりかけ、わさび塩、
わさびマヨネーズ他、大湧水（純米酒、焼
酎）、富士山百年水

伊豆のてんぐさを使用し、しっかりとした歯ごたえとほんのり香る磯
の香のところてん。清水町の特産品の緑米仕込純米酒、フルー
ティーな香りが特徴の「大湯水」（酒、焼酎）。

8 伊豆箱根鉄道（株） 三島市 駿河湾産桜えびせんべい
桜えびは静岡県の駿河湾でしか水揚げされることのないえびで
す。桜えびの旨みが詰まった自慢のせんべいをどうぞご賞味くだ
さい。

9 （株）オフィスグルー 沼津市 食べる溶岩 ジオロック
ゴリゴリした食管、食べる溶岩ジオロックとはジオ（大地）を連想さ
せる溶岩の形をした砂糖菓子です。

10 桃中軒 沼津市
みしまコロッケ、あしたか牛すきまんじゅう、
箱根山麓豚肉まん、駅弁

みしまコロッケ：鶏肉を使い三島馬鈴薯のおいしさを引き出しまし
た。 駅弁：三島駅一番人気 あしたか牛すきまんじゅう/箱根山
麓豚肉まん：あしたか牛のすきやき風味と箱根山麓豚の角煮入り

11 鮮の恵 東伊豆町 稲取キンメ、金目鯛陸漬け（煮付用）
稲取キンメを調味液で生で漬け、お手軽に湯せんで仕上げる煮
付用として商品化しました。

12 （株）山本食品 三島市
わさび漬、三島わさび®関連商品（調味料、
菓子類）、雑貨

本気のわさび、驚きのわさび、新しいわさびをもっともっと世の中
へ

13 パックコミニュケーション（有）沼津市 オリジナル大型地図、ストラップ
写真、イラストを入れたA1,B2サイズの道路マップ。アプリにより富
士山のビューポイントの動画を見ることもできます。

14 （株）ムロフシ 長泉町 伊豆ジオラーメン他
富士山の伏流水を使用したラーメンです。多加水製法で練り込
んだ麺はコシがあり、モチモチ感があります。どんなスープにも絡
みやすく食べごたえがあります。

15 お魚のすり身の店　山田屋 熱海市 しいたけ坊ちゃん丸、大漁えび娘 熱海唯一のかまぼこ工房直営店、熱海ブランド４回連続認定

16 あいら伊豆農業協同組合 伊東市 橙（だいだい）加工品
正月のお飾りに使われる事で有名な縁起物の橙（だいだい）を
使った商品です。癖になる事間違いなしです。

17 （有）フランドル 沼津市
沼津ブランドアップルポテトパイ、和菓子、パ
ン

紅玉と紅あずまを使用（アップルポテトパイ）、変わらぬうまさの
ユーホーパン（うれすじNo.1)

18 笹原水産（株） 沼津市
いか塩辛、いか三升漬、ウニイカ、甘エビ糀
漬け

いか三升漬：肉厚で柔らかいイカを使用し柿田川の水を使い、唐
辛子の辛味と糀の甘味、そして醤油の風味を生かしました。

19 マルト工藤水産（株） 沼津市 削節各種、出し昆布他
伊豆近海で育った魚を主体に鮮魚にもできる魚を原料として無
添加で安心な削節に加工しております。

20 （有）サンラピス 函南町
丹那断層コロッケ、函南ミルキーコロッケ・メ
ンチカツ、野菜ジャムミニロール、チョコレー
ト

地元函南町の野菜等々を用いて手作りで作り上げた品です。特
に野菜とお菓子類は作り方にこだわった品々です。

21 藤喜食品 伊豆市 わさび加工品 伊豆市内で生産されたわさびの加工品

22 NPO法人戸田塩の会 沼津市 戸田塩
駿河湾沖１kmの海水を約１３時間薪で炊く。添加物ゼロの自然
海塩。まろやかな風味は素材の味を引き立てる。

23 沼商屋 清水町 沼津餃茶～ぬまづギョーちゃ～
沼津のロングセラー特産品をめざして、沼商生が商工会議所青
年部とJAなんすんがコラボして開発した商品

24 伏見食品富士餃子沼津店 沼津市 餃子
伊豆半島や富士山の食材を使用したおいしい餃子です。焼き餃
子のお持ち帰り、冷凍餃子の地方発送もできます。

25 インフォメーション

26 （株）マルヤ水産 沼津市 干物、乾き物
老舗干物屋が地元沼津で水揚げされ良質で鮮度極上の材料の
みを使用した脂がのった最高品質の素材を一枚づつ丁寧に手開
きしています。秘伝の製法は今も昔も変わらず継承しています。

27 白山手取川ジオパーク 白山市 ”水の旅”が育んだ白山の恵み
山に生まれた”堅”豆腐に、”毒”を食らうふぐの卵巣の糠漬け。
白山の大地の伏流水が育んだ恵みをどうぞ

28 天城ローズファーム 伊豆市 切りバラ５本入り束
人と自然に優しい伊豆のバラを消費者に提供し感動と癒しを与え
たい。

29 ジオガシ旅行団 南伊豆町 ジオ菓子、ジオルーペ、ジオTシャツ他 風景と人をつなぐ体験型お土産ツール

30 （株）東平商会 長泉町 長泉あしたかつ、フォアグラ長泉あしたかつ
長泉町の特産品「あしたか牛」と長泉で採れた「長泉町産野菜」
が詰まったジューシーなメンチカツです。

31 茶夢里栄 沼津市 お茶、お茶ラテ
やぶきたを始め９種類の品種茶栽培、平成28年皇室献上の茶
産地、味わい深い美味しいお茶を!!

32 森永市場開発（株） 静岡市
お楽しみ袋、キョロ袋、カレ・ド・ショコラ、半
生ケーキ、ビスケット、クジ

「おいしく、たのしく、すこやかに」　森永は「食」をとおして価値と感
動をお届けします。

33 西伊豆町ガラス作家の会 西伊豆町 かも風鈴、ガラス細工、手作り工芸品
西伊豆町宇久須地区は、かつて全国でも数少ないガラスの原料
「珪石」の産地であったことから地元珪石を使用した「かも風鈴」
や創作ガラス細工など、ガラスのふるさとならではの作品

34 伊豆八木沢のトコロテン 伊豆市 トコロテン，テングサ、海藻おしばポストカード
伊豆の特産品テングサ。最高級品土肥・八木沢地区のテングサ
でところ天名人の地元母さん手作り品

35 伊豆・いとう地魚王国 伊東市
いとうナゲット（いとう漁港サバ男くんすり身®
使用）、いとうTHE MIKAN100％、いとうみ
かんのムース

【いとうナゲット】伊東港で水揚げされたサバを使用したお魚ナ
ゲット　【いとうTHE MIKAN100％、いとうみかんムース】伊東産温
州みかんのジュースとそれを使用した業務用ケーキ

36 （株）サンオーネスト 沼津市 やさしいあいすくりーむ
静岡県丹那の低温殺菌牛乳を使用した県内産の素材にこだ
わったアイスクリームです。

37 （株）クックランド 下田市 キンメコロッケ
金目鯛の水揚げ日本一の伊豆下田の人気グルメNo.1の金目鯛
の煮付けをコロッケにしました。金目鯛の煮付けがゴロっと、煮汁
がじゅわ～と、伊豆下田の新定番コロッケです。

38 （株）ジオフーズ 日立市
茨城県北ジオパーク弁当「ジオ丼」、ジオ
ワッフル

５億年前の地形をイメージした噴火・発掘体験できる弁当。岩石
をイメージした納豆の入ったワッフル

39 佐野製麺（株） 西伊豆町
海賊焼（２食入り）、海賊ラーメン（２食入り）
※海賊焼の試食販売を実施

イカスミを練り込んだまっ黒な麺にイカや野菜をたっぷり入れて塩
ダレで炒めるのが美味しい、海鮮風の塩焼きそば

40 たまごや ぽてと 伊豆の国市 韮山いちごスムージー 韮山いちごをふんだんに使った濃厚なスムージーです。

41 （株）伊豆フェルメンテ 三島市 みそ、金山寺、あま酒、ジャム、デザート
経験と自然の恵みを大切に素材を生かした安全な製品をお届け
します。

42 （有）河内菌本舗 霧島市 霧島焼酎、ジオクッキー、黒酢
霧島の麓で百年続く麹屋の技術の結晶で生まれた焼酎と今、話
題の麹製品をお楽しみください。

43 （株）市川製茶工場 伊東市 ぐり茶
ぐり茶は摘みたてのやわらかい茶葉を生かし、製造工程が煎茶と
違うため茶葉の形状がグリグリと丸まっています。当社のぐり茶は
独自の火入れ法によりお茶のコク、香り、甘さが楽しめます。

44 （株）杉初水産 沼津市 沼津メンチ、だしップス
沼津メンチ→沼津水揚のサバを使った魚のメンチカツ、魚が苦手
な方でもおいしく召し上げれます。　だしップス→おからとおだしの
体に優しいおからチップス、塩、醤油、マヨ、わさびの４つの味

45 アベリー 沼津市
ピュレフラッペ、フローズンイチゴ「５ルー
ジュ」

地元産物の果物を使ったカキ氷とフローズン苺です。苺（紅ほっ
ぺ）、みかん（西浦）、ブルーベリー（富士）

46 松崎町商工会 松崎町 松崎ブランド認定商品
松崎町の地域資源を生かした商品です。地域性、独自性、素
材、原材料にこだわった商品をお楽しみください。

47 石田茶業（合） 沼津市 沼津茶
沼津茶を使った冷たいお茶、温かいお茶、お茶ケーキです。日
本茶インストラクターの淹れたお茶をお楽しみ下さい。

48 明治食品工業（株） 三島市 富士山羊かん、まんじゅう他
富士山の型をしたかわいい羊羹です。人気商品です。伊豆を始
めとし静岡県、山梨県でも売っています。

49
Mine秋吉台ジオパーク
推進協議会

美祢市
鱒スティック、ジオパン、サラダほうれん草
のカップケーキ、ごぼう茶

ジオパン：Mine秋吉台ジオパークをイメージしたパン　サラダほう
れん草のカップケーキ：特産のサラダほうれん草を練りこんだカッ
プケーキ　ごぼう茶：美東ごぼうを乾燥させたお茶

50
【体験】
（株）FMいずのくに

伊豆の国市 トークＣＤ
来場者にラジオパーソナリティを体験してもらい、その音源をCDに
してワンコインで販売。話す内容がジオに関係することです。
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１２３４５ C. ホール B ホワイエ

B. コンベンションホール A

ニッポン全国まるっとジオパーク

全国のジオパーク、大学などによるポスター展示。18:30 ～ 19:20 の間
は発表者が説明に立ちます。要旨はこちらからご覧になれます。→

ニッポン全国まるっとジオパーク

B. コンベンションホール A

C. ホール B ホワイエ

2016 年 10 月 10 日（月祝）10 時～ 17 時
会場：プラサ ヴェルデ（沼津市）

①ステージイベント

②体験ブース a・b

③ジオ市場　※16：30 ラストオーダー

④展示ブース

⑥高校生 6 秒ムービーコンテスト⑤小中高生ポスターセッション

伊豆だら、GEO だら、楽しいら！

※出店店舗につきましては下部をご覧ください。

一般ポスターセッション（9：00 ～ 19：20）

高校生達がジオパークのジオサイト（みどころ）を舞台に動画撮影し
てきました。是非、面白いと思う動画にシールを貼って投票してくだ
さい♪

小中高生が日頃の成果を発表します。
11：45 ～ 12：30 の間は発表者が説明に立ちます。
要旨はこちらからご覧になれます。→

10：00 12：35
13：00
14：00

15：35

特別講演（90 分） オープニングアトラクション
開会セレモニー
基調講演（80 分）

市町村長セッション

「日本の魅力‐日本百名山ひと筆書きを通して‐」 
講演者：田中 陽希氏

「列島からの恩恵、大陸誕生の謎を伊豆から考える」 

講演者：巽 好幸氏 

10：30

10：55

11：15

12：30

12：55

13：20

13：45

14：10

14：35

14：55

15：25

15：50

伊豆の国市音頭保存会

16：15

ソフトバンク株式会社

ご当地キャラクター　伊豆半島編

三島農兵節普及会

伊東商業高等学校 2年部　仁

修善寺温泉よさこいグループ　舞夫連童
中原ミチ商店（ソング＆ミュージック）

伊東商業高等学校　Girl’s  7

南紀熊野ジオパークガイドの会

桐陽高等学校チアリーダー部　Merry Bunnies

ご当地キャラクター　ジオパーク編

弥富龍神太鼓

沼津中央高等学校　ダンス部

伊東大田楽

10：00 ～ 17：00

体験ブース a 体験ブース b
10：30 ～ 11：30

12：30 ～ 13：30

13：30 ～ 14：30

14：30 ～

金塊つかみ、ジオのお話（佐渡）

地すべりシミュレーション装置「ハイパーユレオ」（栗駒山麓）

ヒスイ探し体験（糸魚川）

おしば作り体験（伊豆半島）

世界でひとつの岩石標本づくり

（おおいた豊後大野ジオパークほか5団体）
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Little River Research & Design

株式会社　乃村工藝社

洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会

特定非営利法人　土砂災害防止広報センター

ソフトバンク株式会社

アジア航測株式会社

株式会社　古今書院

大塚オーミ陶業株式会社　東京支店

おおいた豊後大野ジオパーク推進協議会

南紀熊野ジオパーク推進協議会

室戸ジオパーク推進協議会

北陸3ジオパーク（立山黒部・白山手取川・恐竜渓谷ふくい勝山）

国立研究開発法人　防災科学技術研究所

苗場山麓ジオパーク

秩父まるごとジオパーク推進協議会

土佐清水ジオパーク推進協議会

山陰海岸ジオパーク推進協議会

佐渡ジオパーク推進協議会

Mine 秋吉台ジオパーク

銚子ジオパーク推進協議会

もえしょく    プロジェクト

茨城県北ジオパーク

四国西予ジオパーク推進協議会

萩ジオパーク構想推進協議会

阿蘇ジオパーク推進協議会

湯沢市ジオパーク推進協議会

くにびきジオパーク推進協議会

®A. 多目的ホール

C. ホール B ホワイエ

B. コンベンションホール AA. 多目的ホール


