長崎県雲仙市

愛のじゃがいっパイ

（１枚 150 円）
サクサクのパイ生地の中に、愛野育ちのじゃが
いもをベースにした特製クリームを包み込みま
した。
愛に満ち、パイ生地のように幸せを重ねて…
［期間］通年
［賞味期限］製造日より 50 日
［店内飲食］可
［お取り寄せ］可
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千々石町

沖田製菓舗

「ロマンスマーク」とは…

アンシャーリーハウス

「大切な人を世界で一番幸せにできる人」＝ロマンチ
ストと定義づける日本ロマンチスト協会（名誉本部：
島原鉄道愛野駅）が、ロマンス文化に貢献すると認
定したモノ・コト・ヒトへ付与するマークです。

日本ロマンチスト協会名誉会長（予定）である坂本龍馬。
彼が長崎ではじめて泊まった場所は、聖地である雲仙市
愛野町でした。
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http://www.cakehouse-honda.com/

（１個 105 円）

長崎県産のさつまいもを小浜温泉で蒸してつぶ
し、パリパリチョコとホイップクリームを混ぜ
合わせたものを、小浜温泉で練った生地でサン
ドしました。
［期間］通年
［賞味期限］製造日より 3 日（要冷蔵）
［店内飲食］不可
［お取り寄せ］可

南島原市

ロマンチックワッフル じゃがみちゃん

（１個 105 円）

雲仙市産のじゃがいもを小浜温泉で蒸してつぶ
し、ホイップクリームと白あんを混ぜたものを、
小浜温泉で練った生地でサンドしました。
［期間］通年
［賞味期限］製造日より 3 日（要冷蔵）
［店内飲食］不可
［お取り寄せ］可

雲仙 「愛の聖地」 プロジェクト

日本で初めての新婚旅行を行なったロマンチスト龍馬
と、龍馬と名コンビとして活躍し、ともに聖地に宿泊し
た勝海舟を讃えながら、「ふたり」で分け合って味わっ
てみてください。

長崎県雲仙市吾妻町牛口名７１４番地
雲仙市観光物産まちづくり推進課内
Tel ： 0957-38-3111 （代）
http://unzen.iinaa.net/

百花亭

葛寄せ豆腐 開国純情伝

（２個 350 円）

金色のあまかといも

雲仙市千々石町甲173番地5
水曜

0957-37-2065
１台

（８個入 1,260 円）

ハニーハート

（１個 600 円）
雲仙市国見町のはちみつを使用。
ふたつのロールケーキを合わせてハートのかた
ちになっています。
［期間］通年
［賞味期限］製造日より 1 日
［店内飲食］不可
［お取り寄せ］不可

鹿児島産のさつまいもを、口当たりをなめらか
にするため、うらごしして練り上げました。
中につぶあんが入っています。バラ売り可。
［期間］通年
［賞味期限］製造日より 7 日
［店内飲食］可
［お取り寄せ］可（冷凍発送）

竜馬が駆け抜けた幕末に雲仙で食べられていた
であろう豆乳を、滑らかな冷製羊羹に仕立てま
した。
幕末の風を感じてください。
［期間］夏期
［賞味期限］製造日より 3 日（要冷蔵）
［店内飲食］不可
［お取り寄せ］不可

8:30～19:30

0957-36-0614

不定

ロマンチックワッフル さつまくん

勝海舟と共に「日本を変える」というロマンを抱いて聖
地に宿泊した坂本龍馬の功績を讃え、当時龍馬が歩いた
地域で食されていた食材を使ったスイーツ＆リキュー
ル、それが「雲仙ロマンティックスイーツ」です。

沖田製菓舗

9:00～20:00

ボンパティ（小浜食糧株式会社）

パティスリー
オオムラ

南串山町

（１個 250 円）

雲仙市の材料を使ったチーズのぷりんです。
特に牛乳、生クリーム、チーズにいたっては手
作りのため、濃厚でしっかりとした味です。
［期間］通年
［賞味期限］製造日より 5 日（要冷蔵）
［店内飲食］可
［お取り寄せ］可

雲仙市国見町神代戊2573番地
9:00～19:00

なし

0957-78-5211
50台

http://www.rakuten.co.jp/hyakkatei/

雲仙市小浜町北本町14番地15
9:00～19:00

元日

0957-75-0115
１台

http://www.e-cruz.net/

パティスリー オオムラ

うまかっじゃが

守山女性部加工組合

（１個 130 円）

アナタに捧げる雲仙ロマンティックささげ

見た目もジャガイモのかたちをした、ジャガイ
モの香りがするとてもおいしいお菓子です。
［期間］通年
［賞味期限］製造日より 20 日
［店内飲食］可
［お取り寄せ］可

じゃがレーヌ

（１個 130 円）

ジャガイモの里

8:00～17:00

不定

雲仙市南串山町甲1870番地
不定

0957-88-2892
５台

0957-38-2641
10台

愛のろまん酒

雲仙市小浜町雲仙320番地

0957-73-3571

10:00～20:00

なし

不定

アンシャーリーハウス

（500 円）
全国２位の生産高を誇るじゃがいもを使ったプ
リンとアイスクリームのデザートです。
食事の後におすすめです。
［期間］通年
［賞味期限］―
［お持ち帰り］不可
［お取り寄せ］不可
（民芸茶屋『力』取扱）

おもてなしぷりん

（１個・350 円）
地産地消のぷりん。卵が入っていないので、
卵アレルギーの方も美味しく召し上がっていた
だけます。
「白い珈琲味」と「じげもんミルクティー味」
［期間］通年
［賞味期限］製造日より 5 日
［店内飲食］可 ［お取り寄せ］可
（売店『蔵屋』取扱）

雲仙市小浜町雲仙380番地2
（力）11:00～15:00、LO 14:30
不定

50台

0957-73-2151
（蔵屋）7:00～22:00

http://www.fukudaya.co.jp/

雲仙じゃが芋羊羹「黄金色の香り」（１個 420 円）
使用するじゃがいもは 100％雲仙市産。無添加、
無着色、無香料。自然のままの味をお楽しみく
ださい。
［期間］じゃがいもの出荷時期
［賞味期限］製造日より 21 日
［店内飲食］可
［お取り寄せ］可

じゃがっ茶餅

（２個入 315 円）

（１個 240 円、お持ち帰り 220 円）

雲仙市産のじゃがいもでつくった餡を、雲仙茶
を練り込んだお餅で包みました。
最後に桜の花の塩づけをあしらって隠し味に。
［期間］じゃがいもの出荷時期
［賞味期限］製造日より 21 日
［店内飲食］可
［お取り寄せ］可

ハートのかたちがロマンティック。
甘さほど良い、ホクホクの焼きたてをどうぞ！
［期間］通年
［賞味期限］早めにお召し上がりください
［お持ち帰り］可
［お取り寄せ］可

民芸の宿 雲仙福田屋

雲仙市小浜町北本町219番地

0957-74-4123

（平日）11:30～18:00、LO 17:30 （土日祝日）11:30～21:00、LO 20:30
火曜

（１個 420 円）

雲仙を代表する銘茶・長田製茶と共同開発した
逸品。
お茶の風味がじゃがいものえぐみを取り除き、
すっきりとした味に。
［期間］じゃがいもの出荷時期
［賞味期限］製造日より 21 日
［店内飲食］可
［お取り寄せ］可

（１本 500ml・1,238 円 )
龍馬が雲仙市愛野町に宿泊した際に飲んだであ
ろう濁り酒を、当時の製法を知る地元酒造会社
で再現を試みました。
甘い口当たりのお酒です。
［期間］通年
［賞味期限］製造日より１年
［店内飲食］可
［お取り寄せ］可

ロマンスマーク
認定第３号

遠江屋本舗

田浦土産品店

ハートフルスイートポテト

じゃがリンアイス

雲仙
ロマンティック
スイーツ
雲仙茶入り雲仙じゃが芋羊羹

http://www.k5.dion.ne.jp/~kobu/

（１個 130 円）
銀ホイルでそのままジャガイモを入れて焼き上
げました。
［期間］通年
［賞味期限］製造日より 20 日
［店内飲食］可
［お取り寄せ］可

8:30～20:00

心を込めてすべて手作りでつくった商品です。
若い二人で分け合って食べてください。
［期間］通年
［賞味期限］製造日より 7 日
［店内飲食］可
［お取り寄せ］可

雲仙市吾妻町古城名47番地1

掘れたてジャガイモをマドレーヌに入れて焼き
上げました。
［期間］通年
［賞味期限］製造日より 20 日
［店内飲食］可
［お取り寄せ］可

（２個入 250 円）

雲仙市小浜町雲仙 317 番地
0957-73-2155
8:30 ～ 22:00
不定
1台
http://compass.shokokai.or.jp/42/4236710170/

20台

フランス菓子 ビアリッツ
ホテル東洋館

おからクッキー豆腐ムース添え

レアポテト

（１個 150 円）

（宿泊者のみ）

島原小浜のジャガイモを使用。
圧力釜でふかしてホクホクにして甘みにきび砂
糖を使っています。
［期間］通年
［賞味期限］製造日より 7 日
［店内飲食］不可
［お取り寄せ］可

何といってもヘルシーな一品。
おからクッキーとほのかに甘い豆腐ムースの相
性は抜群です！（写真は一例です）
［期間］2010 年４月限定プラン
［賞味期限］―
［お持ち帰り］不可
［お取り寄せ］不可

0957-0957-37-3635

雲仙市千々石町丙1457番地3
雲仙市小浜町雲仙128番地
不定

100台

0957-73-3243

http://www.toyokan.com/

9:00～20:00

水曜

９台

http://www.kyushu-cake.com/nagasaki/biarrity

