
平成２９年度（２０１７年度）東京都内の自治体アンテナショップ一覧
【独立店舗】 平成30年1月11日

NO 都道府県 団体名 ショップ名 所在地 電話 最寄駅 営業時間・休館日
設立
年度

運営内容 セールスポイント

1 北海道 北海道
北海道どさんこプラザ有楽町
店

千代田区有楽町2-10-1　1F 03-5224-3800 有楽町駅
10：00～20:00
休館日：年末年始

1999
物産販売
観光案内

北海道には、素材に優れ、こだわりを持って生産された良質
な食品・製品が数多くあります。生産者との連携を通じ、良
質な北海道産品を掘り起こし、優れた特産品を皆様にお届
けして参ります。

2 北海道 中川町
北海道中川町交流サテライト
スペース　ナカガワのナカガワ

世田谷区赤堤4丁目42-18 03-6379-0165 下高井戸駅
10：00～18：00
水曜日、日曜日

2016 物産販売

都市圏のお客様に、北海道中川町の観光・イベントの概要
を紹介し、産業の振興と雇用の創出、特産品開発・販路開
拓・ふるさと納税のきっかけとなる場所を目指しています。
皆様のお越しをお待ちしております。

3 北海道 美瑛町 丘のまち美瑛 千代田区有楽町2-10-1　B1 03-6269-9747 有楽町駅
10:00～19:00
休館日：年末年始

2013

物産販売
飲食
観光案内
イベント
展示

美瑛町は、大雪山系十勝岳連峰の麓に広がるゆるやかな
独特な丘陵風景が魅力です。この広大な丘の畑で育てられ
た農産物の他、美瑛のジャージー牛乳で作られた無添加の
ソフトクリームなど数多くの安全で新鮮な食材と加工品を
を、多くの皆さんに旬の状態で味わっていただくことを主に、
青い池などの旬の観光情報も発信しています。ご来館お待
ちしております。

4 青森県 青森県 あおもり北彩館　東京店 千代田区富士見2-3-11 03-3237-8371 飯田橋駅
10:00～19:30
休館日：日曜日、祝日、
年末年始

2002

物産販売
飲食
相談（移住等）
観光案内
イベント

青森県は、三方を海で囲まれ、世界自然遺産の白神山地を
始めとする緑豊かな山々がもたらすきれいな水や、健康な
土、そして青森の生産者によって「正直」に「まじめ」に育ま
れた食の宝庫です。あおもり北彩館では青森県産品を多数
取りそろえ、皆様のお越しをお待ちしております。

5 青森県 青森市 AoMoLink～赤坂～
港区赤坂3-13-7ｻｸｾｽ赤坂ﾋﾞ
ﾙ

03-5561-3131 赤坂駅
●平日　10：00-21：00
●土日・祝11：00-17：00
休館日：年末年始

2015

物産販売
飲食
相談（移住等）
観光案内
イベント
展示

本当の意味でのアンテナショップを目指します。人と人、ビジ
ネスとビジネスがつながる！つながりがどんどん広がる。商
談、お買い物、お食事、ご宴席に一番身近な青森です。

6 青森県 田子町
アンテナショップ 青森県
たっこまち

港区東新橋1-8-2 03-6264-5875 新橋駅

●平日  11:00-21:30
●土曜　11:00-19:00
●日曜　11:00-18:00
休館日：カレッタ汐留休
館日

2015

物産販売
飲食
観光案内
イベント
展示

田子町から届けられる旬の野菜や山菜などの販売や「にん
にく」を中心とする様々な加工品などを取り揃えております。
また、田子町の食材を使用したフードメニューもご用意し、
ゆったりとした空間で味わうことができます。更に、毎週金曜
日は「田子の日」と定めて「黒にんにく」などを特別に割引
サービスを実施しております。

7 岩手県 岩手県 いわて銀河プラザ 中央区銀座5-15-1 03-3524-8282 東銀座駅
10:30～19:00
休館日：年末年始

1998

物産販売
飲食
相談（移住等）
観光案内
イベント
展示

「いわて銀河プラザ」は、恵まれた自然が育んだ安全でおい
しい食品、歴史と伝統に裏づけられた職人の技が生み出す
工芸品や震災後復活した商品など約3,000品目もの「いわて
ブランド」を一堂に集めています。イベントコーナーでは、県
内団体等の試食・実演販売など催事をほぼ毎日開催し、ま
た、観光コーナーでは被災地域の現状を含めた観光情報を
観光案内員が紹介している他各種パンフレットも取り揃えて
います。ぜひご来館ください。

8 宮城県 宮城県 宮城ふるさとプラザ
豊島区東池袋1-2-2東池ビ
ル1･2F

03-3936-3511 池袋駅
11:00～20:00
（飲食11:00～22:00）
休館日：年末年始

2005

物産販売
飲食
観光案内
イベント
展示

首都圏で宮城を感じ，宮城の商品をお買い求めいただける
お店です。「牛たん（飲食コーナーもあります）」，「宮城米」，
「笹かまぼこ」，「ずんだ餅」，「地酒」などの定番商品はもち
ろんのこと，週替わりのイベント販売などを通じて，復興にか
ける地元事業者の想いもお届けしています。　このほか，民
工芸品の展示販売，観光・イベントの紹介などで「宮城」を
幅広く発信しておりますので，ぜひお立ち寄りください。

9 秋田県 秋田県 あきた美彩館
港区高輪4-10-8ｳｲﾝｸﾞ高輪
WEST-Ⅲ 1Ｆ

03-5447-1010 品川駅
11:00～23:00
休館日：元旦

2008
物産販売
飲食
イベント

あきた美彩館では、見て、触れて、食べて、・・・五感で本物
の秋田を感じることができます。四季の移ろいが明瞭な北
国の風土が生み出した伝統の味と技の魅力を心ゆくまでお
楽しみ下さい。

10 山形県 山形県 おいしい山形プラザ
中央区銀座1-5-10ｷﾞﾝｻﾞﾌｧｰ
ｽﾄﾋﾞﾙ1F・2F

●物販
03-5250-1752
●観光
03-5250-1750
●飲食
03-5250-1755

有楽町駅
銀座１丁目駅

●物販:10:00～20:00
●観光10:00～20:00
●飲食：11:00～23:00
休館日：物販・観光：年
末年始、レストランは毎
週月曜日・年末年始

2009

物産販売
飲食
観光案内
イベント
展示

特産品販売コーナーでは、農産加工品をはじめとした山形
の特産品を取り揃えており、山形ならではの味わいをお求
めいただけます。レストラン「サンダンデロ」では、山形の豊
かな食材を使った多彩なメニューで皆様をお待ちしておりま
す。四季に応じた旬の情報やイベントなどのご案内は、観光
情報コーナーでご紹介いたしますので、お気軽にお立ち寄り
下さい。

11 山形県 飯豊町
高円寺純情
コミュニティ－カフェ＆ショップ

杉並区高円寺北2-7-6-1Ｆ 03-5356-9922 高円寺駅

●平日10：00～19：00
●日曜・祝日
10：00～18：00
休館日：木曜日

2014

物産販売
飲食
相談（移住等）
観光案内
イベント
展示

飯豊町は、町の８割以上を山林が占める自然と緑が豊かな
町です。【ＩＩＤＥ】では、この美しい自然に囲まれて生まれた
特産品とお食事をご提供しています。本町出身の店長が皆
様をお迎えし、高円寺にいながらにして、山形県飯豊町の
本格的郷土料理を堪能できます。また、旬の産物を採り立
ての状態でお届けします。高円寺駅北口から徒歩３分、是
非お越しお越しください。

12 福島県 福島県
日本橋ふくしま館
MIDETTE（ミデッテ）

中央区日本橋室町4-3-16
柳屋太洋ビル１F

03-6262-3977
三越前駅
神田駅

新日本橋駅

●平日11:00～20:00
●土日祝日11:00～
20:00
休館日：年末年始

2014

物産販売
飲食
観光案内
イベント
展示

「ふくしまの今」と「魅力」を発信する首都圏情報発信拠点で
す。全国新酒鑑評会金賞受賞数４年連続日本一となった日
本酒をはじめ、新鮮な果物、工芸品等といった特産品の魅
力や、観光情報、食の安全・安心を確保する取り組みなど
発信しています。
また、各団体等による観光・物産プロモーションや季節ごと
の催事など多様なイベントを開催しておりますので、ぜひ
「見でって（ミデッテ）」ください。

13 茨城県 茨城県 茨城マルシェ
中央区銀座1-2-1紺屋ビル1
Ｆ

03-5524-0818
有楽町駅

銀座１丁目駅

●物販10:30～20:00
●飲食：11:00～23:00
（日祝は21時まで）
休館日：年末年始

2012

物産販売
飲食
観光案内
イベント
展示

茨城マルシェは，新鮮な野菜をはじめ高品質な農林水産物
と加工品，その他の県産品を数多く取り揃えています。ま
た，豊富な食材を活かした本格的な飲食スペースやテイク
アウトコーナーも併設しており，茨城の味覚を直に感じ，楽し
むことができます。

14 栃木県 栃木県 とちまるショップ
墨田区押上1-1-2
東京ｽｶｲﾂﾘｰﾀｳﾝ・東京ｿﾗﾏﾁ
ｲｰｽﾄﾔｰﾄﾞ4F

03-5809-7280
とうきょうスカ
イツリー駅

押上駅

10:00～21:00
年中無休

2012
物産販売
観光案内
イベント

「とちまるショップ」では、宇都宮餃子や佐野らーめん、益子
焼など栃木の特産品を数多く取り揃えています。また、県内
各地の観光情報なども発信しており、県内各地の観光パン
フレットを入手することができます。

15 群馬県 群馬県
ぐんま総合情報センター
（愛称：ぐんまちゃん家）

中央区銀座5-13-19ﾃﾞｭｰﾌﾟ
ﾚｯｸｽ銀座ﾀﾜｰ
5/13　　1・2F

03-3546-8511 東銀座駅
10:00～19:00
休館日：年末年始

2008

物産販売
相談（移住等）
観光案内
イベント
展示
その他

群馬の魅力の発信拠点として、県産品や新鮮野菜の販売、
観光案内、マスコミへのパブリシティ活動等を行っていま
す。イベントスペースでは、県内市町村等による観光ＰＲ、
特産品や旬の農産物の販売などを実施。また、本県の歴史
や文化に関する講座も開催しており、東京で「群馬」を体験
することができます。

16 東京都 東京都 TOKYO地域特産品売店
新宿区西新宿2-8-1
東京都庁第一本庁舎１階(東
京観光情報ｾﾝﾀｰ内）

03-5320-7547 都庁前駅

10:00～18:00
※月末棚卸日は１３時ま
で
休館日：年末年始

1991 物産販売

江戸から伝わる伝統的技術・技法を凝らした高品質な伝統
工芸品や島しょ特産品、東京都地域特産品認証食品などの
「東京ぶらんど」を購入できます。お土産やプレゼントなどに
ご利用ください。

17 東京都 東京都 東京愛らんど
港区海岸1-12-2　竹芝客船
ﾀｰﾐﾅﾙ

03-5472-6559
浜松町駅
大門駅

7：30-22：30 1991

物産販売
飲食
観光案内
イベント
展示

伊豆諸島・小笠原諸島のアンテナショップ「東京愛らんど」
は、島への玄関口である竹芝客船ターミナル内にあります。
ゆっくりとした時間が流れる空間を体験できる店内では、島
から届けられた特産品（焼酎、くさや、イカの塩辛など）をお
買い求めいただけるほか、島の食材を使った料理をお召し
上がりできます。

18 東京都 墨田区
産業観光プラザ「すみだ　まち
処」

墨田区押上1-1-2
東京ｽｶｲﾂﾘｰﾀｳﾝ・ｿﾗﾏﾁ5Ｆ

03-6796-6341 押上駅
●物販10:00～21:00
●飲食10:00～19:00
休館日：不定

2012

物産販売
飲食
観光案内
イベント
展示
その他

「産業観光プラザ　すみだまち処」は、すみだの産業・文化・
歴史・観光等の魅力をお伝えする施設です。ぜひ「産業観
光プラザ　すみだまち処」を訪れ、すみだの魅力を知ってく
ださい。館内では「すみだモダン」をはじめとしたすみだの
「ものづくり」の紹介や特産品の即売、伝統工芸職人による
実演などを行っています。

http://www.dosanko-plaza.jp/
http://www.dosanko-plaza.jp/
https://www.facebook.com/okanomachi/
http://www.umai-aomori.jp/buy/antenashop/antenashop.phtml
http://aomolink.jp/
http://takko-antenna.tokyo/
http://takko-antenna.tokyo/
http://www.iwate-ginpla.net/
http://cocomiyagi.jp/
http://www.akita-bisaikan.jp/
http://oishii-yamagata.jp/
http://iide-kouenji.com/
http://iide-kouenji.com/
http://midette.com/
http://midette.com/
http://ibarakimarche.com/
http://www.tochimaru-shop.com/
http://kikaku.pref.gunma.jp/g-info/
http://kikaku.pref.gunma.jp/g-info/
http://www.tokyo-jinzai.or.jp/shops/
http://www.tokyoislands-net.jp/
http://machidokoro.com/
http://machidokoro.com/


19
東京都
長野県

立川市
大町市

立川市・大町市観光情報プラ
ザ
「信濃大町アルプスプラザ」

立川市柴崎町3-14-3 042-595-7577
立川駅

立川南駅

11：00～18：00
休館日：日曜、祝日、年
末年始

2010

物産販売
観光案内
イベント
展示

北アルプスの「おいしい水」による地酒・そば・旬の農産物や
農産物加工品、お菓子など、品揃え豊富にご案内。ときに
は「大町フェア」として旬のものを期間限定で販売します。平
成24年6月から、姉妹都市立川市のお土産品販売や、立川
市の観光パンフレットなど、観光情報を加えた施設にリ
ニューアルオープン。両市連携して観光情報の発信を行っ
ています。

20 東京都 武蔵野市 アンテナショップ「麦わら帽子」 武蔵野市吉祥寺本町2-33-1 0422-29-0331 吉祥寺駅
10：30～18：300
休館日：水曜日

2001
物産販売
イベント

武蔵野市の友好都市（９市町村）の物産を主に扱っており、
鮮度が高く、安全・安心（無農薬、有機肥料、無添加物食
品）な旬のものを中心に、こだわりの商品を取り揃えていま
す。商店街の中にお店を構え、「普段使いのできるアンテナ
ショップ」として地元の方々に愛されるお店を目指していま
す。ぜひ、一度お立ち寄りください。

21
東京都
長野県

多摩市
富士見町

多摩市＆長野県富士見町
共同アンテナショップPonte

多摩市永山1-4　ｸﾞﾘﾅｰﾄﾞ永
山内

042-4019566 永山駅
10：００～17：００
休館日：ｸﾞﾘﾅｰﾄﾞ永山休
館日

2010
物産販売
観光案内
イベント

多摩市の新鮮野菜・特産品を共同販売や富士見町の特産
品の販売をしています。富士見町の四季折々の美しい景色
やイベント、観光情報等をデジタルサイネージで随時発信し
ています。

22 神奈川県 三浦市 なごみま鮮果 千代田区鍛冶町2-5-11 03-6303-0330
神田駅、

新日本橋駅

11:00～18:30
休館日：土・日・祝日、
年末年始、明治大学指
定日
(夏休、冬休)

2006
物産販売
飲食
イベント

なごみま鮮果は、明治大学商学部熊澤ゼミナールと三浦市
が連携して運営しています。大学生が直接運営に関わって
いるため、若い力による新しい発想・思考や行動力で、神田
地域をはじめとした千代田区内へ三浦市の食のPR・観光情
報発信を行い、またアンケート調査等により認知度やニーズ
把握をして、三浦市への誘客増加を図っています。

23 新潟県 新潟県 表参道・新潟館ネスパス 渋谷区神宮前4-11-7 03-5771-7711 表参道駅

●物販10:30～19:30
●飲食11:00～14:00（月
～金）
15:00（土日祝）
17:00～20:30（日祝）・
21:30（月～土）

2006

物産販売
飲食
相談(移住等）
観光案内
イベント
展示

　物販店舗では、米や地酒、米菓など新潟県産の美味しい
食品を販売。館内に２ヵ所あるレストランでは、新潟の食材
を使った料理や地酒を提供。イベントスペースでは、地元生
産者や自治体等が特産品販売や観光ＰＲなどのイベントを
開催。２階には新潟旅行の申込みもできる県東京観光セン
ターと、Ｕ・Ｉターン就職・移住の相談窓口も設置。

24 富山県 富山県 日本橋とやま館
中央区日本橋室町1-2-6 日
本橋大栄ビル1F

代表
03-6262-2723
ショップフロア
03-3516-3020
和食レストラン
03-3516-3011

日本橋

ショップフロア：10:30～
19:30
和食レストラン11:30～
14:30・17:00～22:30（日・
祝は21:00まで）
バーラウンジ：11:00～
22:00

2016

物産販売
飲食
相談
観光案内
イベント
展示

日本橋とやま館のコンセプトは、富山の日常の「上質なライ
フスタイ」の提供。店内には、富山ならではの美味しさや伝
統の技が光る一品を紹介するショップフロアの他、四季折々
の旬を味わうことができる和食レストラン、富山の地酒の飲
み比べが楽しめるバーラウンジ、観光やUIJターンの情報提
供を行う観光交流サロン等、多くの機能を備えています。ま
た、目抜き通りに面したショーウィンドウを有するイベントス
ペースでは、多彩なイベントを常時実施しています。

25 富山県 富山県 いきいき富山館
千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館B1F

03-3213-1244 有楽町駅
10:00～19:00
（日・祝は18:00まで）
休館日：年末年始

2002
物産販売
観光案内
イベント

  館内には、ます寿しや地酒、かまぼこなど本県を代表する
海・山の幸が約800品目勢揃い。催事コーナーでは試食販
売や調理実演、市町村等の「特産品フェア」などイベントを
ほぼ毎日開催し、“旬の富山の魅力“をＰＲしています。ま
た、今年６月、日本橋に新アンテナショップ「日本橋とやま
館」がオープン。都内２店舗の富山県アンテナショップに是
非お越しいただき、富山の魅力を感じてください。

26 石川県 石川県
いしかわ百万石物語・江戸本
店

中央区銀座2-2-18　TH銀座
ﾋﾞﾙ

03-6228-7177 銀座一丁目」駅
10:00～21:00
休館日：年末年始

2014

物産販売
飲食
相談(移住等）
観光案内
イベント

平成２６年１０月、東京・銀座２丁目の外堀通り沿いにオープ
ン。石川県内各地の美味や美品をずらりと取り揃え、イート
インコーナーでは石川のグルメも堪能できます。専門スタッ
フによるきめ細やかな観光案内も行っております。

27 石川県 金沢市 dinning gallery銀座の金沢
東京都中央区銀座1-8-19ｷﾗ
ﾘﾄｷﾞﾝｻﾞ6F

03-6228-7733
銀座駅

銀座１丁目駅

●展示　11:00～21:00
●飲食11:30～22:00
（L.O.21:00）
休館日：キラリトギンザ
休館日

2014

物産販売
飲食
観光案内
イベント
展示

伝統工芸、茶の湯、食文化。それは金沢の魅力のほんの一
部。「銀座の金沢」は古き良きものだけでなく、今の金沢を感
じていただきたい、そんな思いから誕生しました。金沢のヒ
ト、モノ、コトとの交流、さまざまな金沢体験を味わっていた
だける場です。北陸新幹線も開業し身近となった金沢をた
ずねるためのお手伝いをしてまいります。

28 福井県 福井県 ふくい南青山２９１ 港区南青山5-4-41 03-5778-0291 表参道駅
11:00～19:00
休館日：年末年始

2002

物産販売
相談（移住等）
観光案内
イベント
展示

東京・南青山の立地にマッチした魅力的な空間を演出し、福
井が生み出した食品・地酒、伝統工芸品など、福井県産品
を展示・販売しています。

29 福井県 福井県 食の國 福井館 中央区銀座１－３－３ 03-5524-0291 銀座駅
10:30～20:00
（日祝は19:00）
休館日：年末年始

2013
物産販売
飲食
イベント

福井のおいしい食の専門店として、厨房・イートインコー
ナーを備え、作り立ての福井の味を提供します。消費量全
国トップのおあげ商品やおろしそば、ソースかつ丼、地酒な
どをはじめ、越前がにや甘えびなどの四季折々の味覚も取
り揃えます。

30 福井県 坂井市 坂井市アンテナショップ 品川区平塚1-6-22 03-6426-8852 戸越銀座駅
11：00～18：00
休館日：火曜

2016 特産品販売 平成28年8月オープン

31 山梨県 山梨県 レストランY-wine（わいわい）
中央区日本橋2-3-4日本橋ﾌﾟ
ﾗｻﾞﾋﾞﾙ2Ｆ

03-3527-9185
日本橋駅
東京駅

●ランチ11:30～16:00
●ディナー
月～金17:00～22:00
土17:00～21:30
休館日：日、祝日、年末
年祖

2010 飲食

田崎真也氏が経営する(株)サンティールに運営委託し、平
成22年12月にオープンしたレストランです。県産のワインや
安全・安心な県産食材を使った料理を提供することにより、
本県の優れた「食」の魅力を発信しています。

32 山梨県 山梨県 富士の国やまなし館
中央区日本橋2-3-4日本橋
プラザビル1F

03-3241-3776
日本橋駅
東京駅

11:00～19:30
休館日；年末年始

2004

物産販売
飲食
観光案内
イベント

世界的なソムリエである田崎真也氏のプロデュースにより、
平成27年4月にリニューアルオープンしました。県産ワイン
や青果品を始めとする各種県産品の販売を行っており、特
にソムリエが常駐するカウンターバーでは有料試飲やワイ
ンの相談が可能です。1階の物販店舗と2階のレストランの
連携により、山梨の魅力を効果的に発信していきます。

33 長野県 長野県
銀座ＮＡＧＡＮＯ～しあわせ信
州シェアスペース～

中央区銀座5-6-5NOCO1、
2、4F

●代表
03-6274-6015
●物販
03-6274-6018
●観光
03-6274-6017
●移住
03-6274-6016

銀座駅
有楽町駅

10:30～20:00（1F・2F）
休館日：年末年始

2014

物産販売
飲食
相談（移住等）
観光案内
イベント
展示
その他

1階には、健康長寿県・長野のエッセンスたっぷりの「食」を
中心に、約900種の商品がズラリと並び、正面カウンターで
のワインや日本酒の試飲も好評。2階ではほぼ毎日、試食
会や体験講座などの参加型イベントを開催。いろいろな形で
信州のライフスタイルが体験できる新感覚のアンテナショッ
プです。

34 長野県 木島平村
調布＆木島平　食の駅　新鮮
屋

調布市小島町1-34-11 042-489-3610 調布駅

●10：30～18：30（月～
金）
●10：30～18：00（土）
休館日：日曜、年末年祖

2003
物産販売
観光案内
イベント

調布市と姉妹都市盟約を結んでいる長野県木島平村のア
ンテナショップです。
村で採れた四季折々の新鮮野菜はもちろん、収穫面積は少
ないが、古くから江戸でも使用されてきた「幻の米」と言われ
る木島平産コシヒカリ「木島平米」をはじめ、村内産の大豆
100％を使用した「豆腐」「鬼島納豆」などの特産品を販売し
ています。美味しさに安心・安全をプラスした農産物をそろ
え、皆様をお待ちしております。

http://tachikawaomachi-tac3.seesaa.net/
http://tachikawaomachi-tac3.seesaa.net/
http://tachikawaomachi-tac3.seesaa.net/
http://mugiwaraboushi.main.jp/index.html
http://www.kisc.meiji.ac.jp/~nagomima/index.html
http://www.nico.or.jp/nespace/
http://toyamakan.jp/
http://toyamakan.jp/about/yurakucho
http://100mangokushop.jp/
http://100mangokushop.jp/
http://ginzanokanazawa.jp/
http://fukui.291ma.jp/
http://fukui.291ma.jp/
http://www.yamanashi-kankou.jp/tokyo/index.html
http://www.yamanashi-kankou.jp/tokyo/index.html
http://www.ginza-nagano.jp/
http://www.ginza-nagano.jp/
http://www.kijimadaira.jp/archive/modules/category/index.php/public_html/guide/kik_20060214shinsenya.htm
http://www.kijimadaira.jp/archive/modules/category/index.php/public_html/guide/kik_20060214shinsenya.htm


35 三重県 三重県 三重テラス
中央区日本橋室町2-4-
1YUITO ANNEX1・2F

03-5542-1035
三越前駅
神田駅

新日本橋駅

●物販10:00～20:00
●飲食11:00～23:00
●ｲﾍﾞﾝﾄｽﾍﾟｰｽ・観光案
内
10:00～20:00
休館日:年末年始

2013
物産販売
観光案内
イベント

ショップでの三重県自慢の物産販売、レストランでの地元産
食材の提供のほか、2階イベントスペースでは、県内市町・
商工団体・民間企業等と連携し、「食」「観光」「文化」「伝統
工芸」など様々な魅力を発信するイベントを開催していま
す。

36 滋賀県 滋賀県 ここ滋賀 中央区日本橋2-7-1 03-6281-9871
日本橋駅
東京駅

●マーケット：10:00〜
20:00
●地酒バー「SHIGA’s
BAR」: 10:00〜23:00
●総合案内「SHIGA’s
CONCIERGE」: 10:00〜
20:00
●レストラン「日本橋 滋
乃味」：11:30〜
14:00/18:00〜23:00

2017

物産販売
飲食
観光案内
イベント
展示

2017年10月29日オープン

37 滋賀県 長浜市 びわ湖長浜 KANNON HOUSE
台東区上野2-14-27上野の
森ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ1Ｆ

03-6806-0103 上野駅
10:00～18:00
休館日：月曜、年末年始

2015
イベント
展示

長浜市は滋賀県の北部、琵琶湖の畔にある自然の恵みと
文化の薫り豊かなところです。そして、古くから観音信仰が
篤く、人々の手によって守り継がれてきた観音像が今も数
多く点在する観音の里です。
　KANNON HOUSEでは観音さまを常時展示しており、長浜
の暮らしと人々の営みを感じることができます。

38 京都府 京都市 京都館
中央区八重洲2-1-1ﾔﾝﾏｰ東
京ﾋﾞﾙ１F

03-5204-2260　 東京駅

10:30～19:00
休館日：3月，9月の最終
水曜日、12月30日～1月
3日

2006

物産販売
観光案内
イベント
展示

京都市のアンテナショップである「京都館」は，京都の魅力
をご紹介する総合情報館です。皆様の御来館をお待ちして
おりますので，是非お立ち寄りください。

39 兵庫県 豊岡市 「コウノトリの恵み」
都千代田区有楽町2-10-1東
京交通会館1Ｆ

03-6269-9180 有楽町駅 10:30～19:00 2011
物産販売
イベント

 コウノトリ“も”住める環境づくりを進めている自然豊かな
「豊岡」の商品を販売します。また、野菜・お米などの特産品
の特別販売イベントを毎月１回開催します。ぜひ東京交通
会館内の豊岡市アンテナショップ「コウノトリの恵み」へお越
しください。

40 兵庫県 淡路島 淡路島アンテナショップ
千代田区丸の内3-1-1　国際
ビル1階

03-6269-9240 有楽町駅
11：00～18：30
年末年始

2015

物産販売
相談（移住等）
観光案内
イベント開催

瀬戸内海に浮かぶ兵庫県淡路島は「古事記」の冒頭を飾る
「くにうみ神話」が現在も島内各地に息づく神話の島。古代
より「御食国（みけつくに）」言われ、朝廷に食材を提供して
いた食材の宝庫。淡路島アンテンショップでは、特産の玉ね
ぎを始め、海産加工品、線香などの販売と共にふるさと納
税、観光情報など地域情報の発信も行っています。

41 奈良県 奈良県 ときのもり 港区白金台５－１７－１０ 03－6721－7110 白金台駅

●２F　12:00～13:30、
　　　　18:00～20:３０
●１F　11:00～18:00
休館日：２F　月休・火昼
休
　　　　　１F　月・火休

2015

物産販売
観光案内
イベント
展示

・ショップ＆カフェ、レストランで構成される２階建ての複合施
設。
・奈良県産食材を使用したフレンチの提供。
・奈良県の特産品、雑貨や工芸品などの販売。

42 奈良県 奈良県 奈良まほろば館
中央区日本橋室町1-6-2
日本橋室町162ﾋﾞﾙ1・2F

●総合
03-3516-3931
●物販
03-3516-393）

三越前駅
10:30～19:00
休館日：年末年始

2009

物産販売
相談（移住等）
観光案内
イベント
展示
その他

毎日地元から直送される奈良県産の大和野菜を販売してお
り、柿の葉寿司や奈良漬等の特産品や地酒のほか、工芸
品や社寺関連商品も数多く品揃えしている。また、奈良に詳
しいコンシェルジュが常駐し、きめ細かな観光案内を行って
いる。
さらに、奈良への誘客につながる魅力的な展示・イベントを
展開するほか、有名社寺の僧侶や学芸員による講演・講座
も開催している。

43 和歌山県 和歌山県 わかやま紀州館
千代田区有楽町2－10－1
東京交通会館B1F

03-3216-8000 有楽町駅

10：00～19：00
（日曜・祝日は10：00～
18：00)
休館日：年末年始

2003
物産販売
観光案内

和歌山県のアンテナショップ「わかやま紀州館」では、紀州
南高梅や地酒のほか、産地直送の旬の農産物・加工食品
など８００種類以上の県産品を揃えた販売コーナーと、世界
遺産の高野山・熊野三山をはじめ、和歌山県全域のおすす
め観光情報を紹介する観光案内コーナーがあります。

44
鳥取県
岡山県

鳥取県
岡山県

とっとり･おかやま新橋館
港区新橋1-１１－７　新橋ｾﾝ
ﾀｰﾌﾟﾚｲｽ1･2F

03-3571-0092 新橋駅
●物販：10:00～21：21時
●飲食：11:00～22:00
休館日：年末年始

2014

物産販売
飲食
相談（移住等）
観光案内
イベント
展示
その他

JR新橋駅から徒歩1分という好立地にあり、物販店舗では、
岡山県、鳥取県で生産された自慢の特産品を販売し、ビスト
ロカフェでは両県の素材を生かした料理や地酒を楽しめま
す。また両県の首都圏における情報発信拠点として、観光
移住コーナーを設置するほか、物産の試食販売や観光や
移住に関するイベントなど様々な催しを開催しています。

45 島根県 島根県 にほんばし島根館
中央区日本橋室町1-5-3福
島ビル１F

03-5201-3310 三越前駅

10:30～19:00
[飲食]（昼）11:00～15:00
（夜）17:00～23:00
休館日：年末年始

2003

物産販売
飲食
相談（移住等）
観光案内
イベント
展示

「旬の島根を体感できます」をコンセプトに山海の幸を直送
で取り揃え、手仕事のぬくもりを感じる様々な工芸品もお求
めいただけます。食事処「島根の味・日本海の幸「主水」で
は、地酒や魚介類などをご賞味いただけます。観光情報や
ＵＩターン相談にもご利用いただけます。まるごと島根の情報
発信地「にほんばし島根館」に是非お立ち寄りください。

46 島根県 津和野町
TSUWANO T-SPACE
(津和野町東京事務所)

文京区小石川2-25-10　パー
クホームズ小石川103-3

03-5615-8358
後楽園駅
春日駅

9：30～18：00
土・日・祝祭日

2014

物産販売
相談（移住等）
観光案内
イベント開催

津和野町の特産品や地酒の販売を開始した。特に津和野
の地酒の取扱店は都内には少ないので、この事務所を中
心に販路を拡大していきたい。

47 広島県 広島県 広島ブランドショップＴＡＵ
中央区銀座1-6-10　銀座上
一ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

06-5579-9952 銀座一丁目駅
●物販10:30～20:00
休館日：年末年始

2012

物産販売
飲食
観光案内
イベント
展示

広島の様々な名産品・逸品を集めた売場から地元食材使
用の絶品お料理をふるまう飲食店、そして工芸品やプロス
ポーツのグッズコーナー、広島の魅力を発信するイベントス
ペースなど、本物の広島に触れ合えるモノとコトがぎっしり
詰まっています。

48 広島県 府中市
広島県府中市アンテナショップ
ＮＥＫＩ

千代田区神田小川町1-3-1
ＮＢＦ小川町ビルディング１階

03-6811-7980
淡路町駅
小川町駅

●飲食
ランチ　：11:30～14:30
ディナー：17:00～22:00
●ショップスペース（府
中の特産品）　11:00 -
22:00
定休日：日曜日

2017

物産販売
飲食
観光案内
相談（移住等）
イベント

2017年８月オープン

49 山口県 山口県 おいでませ山口館
中央区日本橋2-3-4日本橋
プラザビル1F

03-3231-1863
日本橋駅
東京駅

10:30～19:00
休館日：年末年始

2002
物産販売
観光案内

 東京日本橋のミニ山口県「おいでませ山口館」。情報ターミ
ナルとして、最新の山口県情報を発信します。活気あふれ
る日本橋ビジネス街にあって、館内にはゆったりとした空気
が流れ、ここはもう、山口県です。
　また、ネットショッピングサイト「山口こだわりコレクション」
（http://www.rakuten.co.jp/oidemaseyamaguchikan/）も開設
中です。山口県のぶちええ味と技を堪能ください。

50 香川県 香川県 香川・愛媛せとうち旬彩館
港区新橋2-19-10　新橋マリ
ンビル1・2F

03-3774-2028 新橋駅

●物販10:00～20:00
●飲食11:00～23:00
●観光10：00～18：30
休館日：年始

2002

物産販売
飲食
観光案内
イベント
展示

全国で初めて2県共同で設置したアンテナショップです。香
川・愛媛両県の特産品の販売や宇和島鯛めしやさぬきうど
ん等郷土料理の提供・観光情報の発信を通して、首都圏の
みならず広く全国に向けて両県のイメージアップを図ってい
ます。東京に居ながら本物の「せとうち」に出会える「香川・
愛媛せとうち旬彩館」へ、是非、お立ち寄りください。

http://mieterrace.jp/
http://cocoshiga.jp/
http://www.nagahama-kannon-house.jp/
http://kyotokan.jp/
http://toyooka-antenna.jp/
http://www.tokinomori-nara.jp/
http://www.mahoroba-kan.jp/
http://www.kishukan.com/
http://www.torioka.com/
http://www.shimanekan.jp/
http://www.tau-hiroshima.jp/
http://www.naturalart.co.jp/NEKI/
http://www.naturalart.co.jp/NEKI/
http://www.oidemase-t.jp/
http://www.setouchi-shunsaikan.com/


51 高知県 高知県 まるごと高知
中央区銀座1-3-13　ｵｰﾌﾞﾌﾟﾚ
ﾐｱ

03-3538-4367 銀座一丁目駅

●物販　10：30～20：00
●飲食　11：30～23：00
（土日祝：22：00）
※ﾗﾝﾁとﾃﾞｨﾅｰの間はｸ
ﾛｰｽﾞ
休館日：年末年始

2010

物産販売
飲食
相談（移住等）
観光案内
イベント
展示

高知のヒト、モノ、コトの発信拠点として、高知の情報を広く
発信し、特産品の販売のみならず、文化、観光情報など、高
知の魅力をまるごと発信しています。

52 福岡県
久留米広
域連携中
枢都市圏

福岡　久留米館
港区新橋2-19-4 SNTビル
1&2階

03-6280-6557　 新橋駅
10:00～20:00
年中無休

2017

物産販売
飲食
観光案内
イベント
その他

2017年7月オープン

53 長崎県 長崎県 日本橋 長崎館
中央区日本橋2-1-3ｱｰﾊﾞﾝ
ﾈｯﾄ
日本橋2丁目ビル1F

●物販
03-6262-5352
●観光
03-3241-1777

日本橋駅
東京駅

10:00～20:00
休館日：ﾋﾞﾙの施設点検
日

2015

物産販売
飲食
観光案内
イベント

観光案内ゾーンでは「旅の案内人」が、定番の観光スポット
からまだ知られていない隠れた観光名所まで丁寧にご案内
します。また、物販ゾーンでは「食と暮らしの案内人」が、長
崎県の歴史的背景を含め、商品のこだわりなどを丁寧にご
紹介します。さらに、物販ゾーンや軽飲食ゾーンと連動した
イベントなども開催可能となっています。

54 熊本県 熊本県 銀座熊本館 中央区銀座5-3-16 03-3572-1147
有楽町駅
銀座駅

11:00～20:00
（飲食11:00～22:00）
休館日：月曜日（祝日の
場合は翌平日）・年末年
始

1994

物産販売
飲食
相談（移住等）
観光案内
イベント
展示

1階「くまもとプラザ」では、豊かな熊本の風土が育んだ安心
安全な新鮮野菜や、いきなり団子など熊本の特産品を約１，
０００種類取り揃えております。2階では、「ASOBI Bar」で球
磨焼酎等の種類をからし蓮根や馬刺しなどの熊本の名産
物と共にお楽しみいただけるほか、「くまモングッズコー
ナー」もさらに充実、「観光案内コーナー」も設置していま
す。

55 大分県 大分県
大分県フラッグショップ「坐来
大分」

中央区銀座2-2-2ﾋｭｰﾘｯｸ西
銀座ﾋﾞﾙ8F

03-3563-0322
有楽町駅

銀座１丁目

●飲食17:30～23:0
●展示11:00～23:00
休館日：日曜日、祝日、
第1土曜日、盆、年末年
始

2006

物産販売
飲食
イベント
展示

坐来大分には「東京にいながらにして大分に憶いを馳せる」
という意が込められており、大分の「食」を通じた情報発信を
行っています。毎月メニュー替えを行い、関あじ・関さば、豊
後牛や豊のしゃもなど豊富な食材で皆さまをお待ちしていま
す。大分の旬の食材を是非、ご堪能ください。

56 宮崎県 宮崎県 新宿みやざき館KONNE 渋谷区代々木2-2-1 03-5333-7764 新宿駅
●物販10:00～20:00
●観光10:00～18:30
休館日：年末年始

1997

物産販売
飲食
観光案内
イベント
展示
その他

本県の「ひなたの恵み」をうけて育った海の幸・山の幸や、、
厳選された原料と名水が生み出した宮崎の本格焼酎、はに
わや漆器、染織物など宮崎県内の会員企業から豊富なアイ
テムを取りそろえています。また、軽食コーナーでは、宮崎
の代表的な郷土料理冷や汁をはじめ、地鶏炭火焼を気軽に
楽しめます。

57 鹿児島県 鹿児島県 かごしま遊楽館
千代田区有楽町1-6-4　千代
田ﾋﾞﾙ1～3F

●食品販売
03-3580-8821
●観光
03-3506-9174
●飲食
03-3501-3123
●工芸品展示販

売

03-3506-9171

日比谷駅
有楽町駅

●食品販売10:00～
20:00
（土・日・祝日～19:00）
●観光10:00～18:00
●飲食11:30～22:00
（日・祝日～21:30）
●工芸品展示販売
10:00～18:00
休館日：年末年始

1995

物産販売
飲食
観光案内
イベント
展示

100銘柄以上の本格焼酎や揚げたてのさつまあげをはじ
め，伝統と技が生きる薩摩焼や大島紬，薩摩切子などの工
芸品など鹿児島県の郷土色豊かな特産品が勢揃い。また，
レストランでは，「かごしま黒豚」をそばつゆ仕立てでいただ
く黒豚しゃぶが自慢。人を元気にする「本物。鹿児島県」の
味と技を「かごしま遊楽館」で触れてください。

58 沖縄県 沖縄県 銀座わしたショップ
中央区銀座1-3-9　ﾏﾙｲﾄ銀
座ﾋﾞﾙ　1､B1F

03-3535-6991
有楽町駅

銀座１丁目駅
10:30～20:00
休館日：年末年始

1993
物産販売
飲食
イベント

 沖縄は、亜熱帯海洋性の自然や琉球王朝の文化遺産など
に恵まれ、健康素材から伝統工芸品に至るまで、個性豊か
な物産を生み出しております。わしたショップでは、沖縄食
文化や健康素材を始め、泡盛、工芸品など、特色のある沖
縄の物産を販売しております。

【集合店舗型】　　※既存ショップでのコーナー販売等

ＮＯ 都道府県 団体名 ショップ名 所在地 電話 最寄駅 営業時間
設立
年度

セールスポイント

1 北海道 函館市 函館もってきました。
中央区京橋2-4-12　ﾛｰｿﾝ京
橋駅前店内

03-3231-7007
JR東京駅
京橋駅

年中無休、２４時間営業 2011
物産販売
観光案内
イベント

函館市は早くから貿易港として開港され様々な歴史が色濃
く残り、また、海に囲まれ水産資源の宝庫でもあります。そ
んな函館を代表する水産加工品や、早くに西洋文化を取り
入れ発展した函館スイーツなど、自慢の商品を多数取り揃
えて、皆様のご来店をお待ちしております！

2 北海道 旭川市
旭川食べマルシェ　～北海道
旭川物産販売店～

新宿区新宿6－27－30
新宿ｲｰｽﾄｻｲﾄﾞｽｸｴｱB1F

03-5272-4146 東新宿駅 年中無休、２４時間営業 2014
物産販売
イベント
展示

コンビニエンスストアのアンテナショップなので，年中無休２
４時間営業しております。また，地元で人気のある商品を多
数取りそろえております。毎月イベントを開催しており，その
ときは販売している商品を試食することもできます。

3 埼玉県 埼玉県
埼玉アンテナショップ　ナチュ
ラルローソン東京日本橋一丁
目店

中央区日本橋1-7-9 03-3270-3963 日本橋駅 年中無休、２４時間営業 2009
物産販売
イベント

 県とローソンのコラボレーションにより誕生したアンテナ
ショップ。「健康的で快適な生活」をサポートするナチュラル
ローソンと「安全・安心」な県産品を販売します。草加せんべ
い、川越のいも菓子、県のマスコット「コバトン」グッズなど、
常時約９０品目の県産品を販売。旬の観光情報を発信して
います。

4 埼玉県 埼玉県
埼玉アンテナショップ　ナチュ
ラルローソン新宿駅西店

新宿区西新宿1-13-12
西新宿昭和ﾋﾞﾙ1F

03-5909-2298 新宿駅 年中無休、２４時間営業 2009
物産販売
イベント

 県とローソンのコラボレーションにより誕生したアンテナ
ショップ。「健康的で快適な生活」をサポートするナチュラル
ローソンと「安全・安心」な県産品を販売します。草加せんべ
い、川越のいも菓子、県のマスコット「コバトン」グッズなど、
常時約３０品目の県産品を販売。旬の観光情報を発信して
います。

5 徳島県 徳島県
徳島アンテナショップローソン
虎ノ門巴町店内（愛称：なっ！
とくしま）

港区虎ノ門3-11-15 03-6402-8163
虎ノ門駅
神谷町駅

年中無休、２４時間営業 2009
物産販売
観光案内
イベント

「なっ！とくしま」は、徳島県がローソン店舗内にオープンし
た「コンビニエンスストア内での全国初の都道府県アンテナ
ショップ」です。「フィッシュカツ」「竹ちくわ」などの練り製品、
「徳島ラーメン」「半田そうめん」などの麺類、徳島特産すだ
ちやなると金時の加工品などを、幅広い年齢層の方に紹介
しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。

6 徳島県 徳島県
徳島アンテナショップローソン
飯田橋三丁目店内（愛称
「なっ！とくしま」）

千代田区飯田橋3-6-5 03-6402-8163 ＪＲ飯田橋駅 年中無休、２４時間営業 2013
物産販売
観光案内
イベント

　練馬駅というアクセスの拠点近くで、練馬区全域のお店の
商品を購入することができます。練馬駅から離れた地区の
お店の商品もお取り扱いしています。また、練馬区の名産品
だけでなく、名産をもとに新たに開発した派生商品（練馬大
根をモチーフにしたお菓子等）もまとめてご紹介しています。
練馬にお越しの際には、ぜひお立ち寄りください。

7 東京都 大田区 大田区観光情報センター
大田区蒲田4-50-11ｳｨﾝｸﾞｷｯ
ﾁﾝ京急蒲田M2F

03-6424-7288京浜急行線　京急蒲田駅9：00～21：00 2015

物産販売
観光案内
イベント
展示

多言語対応による区内・近隣観光地の観光案内のほか、大
田区が世界に誇る工芸品、地元で評判のスイーツ等の販売
はもちろん、日本の伝統文化体験講座（茶道、華道、着付け
等）を実施して、外国人旅行者をおもてなしします。センター
を訪れる外国人旅行者が、ここを起点としてまちに出て、商
店街、銭湯などで地元の人々と交流し、素顔の日本に触れ
る「来訪者と『まち・ひと』をつなぐ観光拠点」としての機能を
強化していきます。

観光案内所併設

コンビニエンストアー　コーナー設置

http://www.marugotokochi.com/
http://www.f-kurumekan.jp/
http://www.nagasakikan.jp/index.html
http://www.kumamotokan.or.jp/
http://www.zarai.jp/index.html
http://www.zarai.jp/index.html
http://www.konne.jp/
https://www.pref.kagoshima.jp/yurakukan/
http://www.washita.co.jp/info/shop/ginza/


8 東京都 練馬区 産業・観光情報コーナー
練馬区練馬1-17-1ココネリ3
階 区民・産業ﾌﾟﾗｻﾞ内

03-3991-8101西武池袋線練馬駅9：00～21：00 2014

物産販売
観光案内
イベント
展示

練馬駅というアクセスの拠点近くで、練馬区全域のお店の
商品を購入することができます。練馬駅から離れた地区の
お店の商品もお取り扱いしています。また、練馬区の名産品
だけでなく、名産をもとに新たに開発した派生商品（練馬大
根をモチーフにしたお菓子等）もまとめてご紹介しています。
練馬にお越しの際には、ぜひお立ち寄りください。

9 東京都 練馬区 石神井観光案内所 練馬区石神井３－２３－８ 03-5923-9220西武池袋線石神井公園駅9：00～19：00 2016
物産販売
観光案内
展示

石神井公園駅徒歩１分です。お菓子や雑貨、伝統工芸品な
ど、石神井ならではのお土産や観光情報を揃えているおも
てなしスポットです。石神井にお越しの際には、ぜひお立ち
寄りください。

10 東京都 葛飾区 柴又観光所
葛飾区柴又4-9-5穂戸田ビ
ル１F

柴又駅 10：00～16：00 2010
物産販売
観光案内
展示

「柴又駅に着いた。さぁどこへ行こうか…。」そんな時は、ま
ず駅前の「柴又観光案内所」にお立ち寄りください。柴又帝
釈天、帝釈天参道、寅さん記念館・山田洋次ミュージアム・
山本亭、矢切の渡し等の観光スポットをスタッフがご案内し
ます。もちろん豊富なパンフレット類もご用意しております。
また、観光案内所内では、葛飾ならではの伝統産業品等も
充実しており、お土産品としても好適です。

1 千葉県 横芝光町 マイファーマー世田谷店 世田谷区宮坂2-16-3 080-8939-7140 経堂駅 12:00～19:00 2015 物産販売
横芝光町は、南東に海、北西を山に囲まれた自然豊かな町
です。そんな季節ごとに変わっていく新鮮な旬の農産物を取
り揃えております。新鮮な野菜たちがお待ちしております。

2 日本百貨店しょくひんかん 千代田区神田練塀町8-2 03-3258-0051 秋葉原駅 11:00～20:00 2013 物産販売

3 まるごとにっぽん
台東区浅草2-6-7　東京楽天
地浅草ﾋﾞﾙ3F

03-3845-0510 浅草駅 10：00～21：00 2015 物産販売 　

その他

複数自治体出展

複数自治体出展


