
茅ヶ崎でとれた魚に、塩だけを加えて発

酵させた旨味調味料です。無添加食品で

すので、離乳食からエスニックまで幅広

く色々な料理にお使い頂けます。

バンズ、パティ、ベーコンまで全てが手

作り!?!?味はもちろん、レタスの食感な

ど、こだわりの詰まったバーガー！！ス

モークベーコンは一週間かけ調理し、分

厚く切りました！ぜひ味わってみてくだ

さい。

湘南タゲリ米を自家製粉し、クッキー生

地を作ります。焼き上がった生地に、生

チョコとサクサクのカラメルをサンド

し、茅ケ崎サザンＣと烏帽子岩をモチー

フにサーフボードの形に仕上げます。

ホタテの貝殻を3年以上天日干しをし高温

で焼き上げたパウダーです。残留農薬の

除去、洗濯、掃除、入浴剤として多様に

お使い頂けます。使い終わったパウダー

水は排水管や河川を綺麗にしながら自然

に還ります。

「Umimita  Craft  Design 海を感じる暮

らしをデザインする」をコンセプトに、

日々の生活の中でも海辺のカフェにいる

ような気持ちになれるテーブルウエアを

製作、販売しています。

卵・バター・乳製品不使用のまるなか

ベーグルに、茅ヶ崎産の無農薬野菜、ま

たは有機野菜を練りこんだ、オリジナル

ベーグル。親子で食べられる、無添加、

安心、安全な野菜ベーグルです。

No.1　茅ヶ崎ナンプラー　えぼしの雫

欣ずし（きんずし）

No.2　スモークベーコンチーズバーガー

SUBURBAN GRILL（サバーバングリル）

No.3　茅ヶ崎サーフサンド No.4　618 100% natural scallop powder

丸和商事・レプラコーン合同会社 レルムナチュレジャパン合同会社

No.5　茅ヶ崎の海を感じるマグカップ No.6　ちがさき無農薬・有機野菜ベーグル

Umimita（ウミミタ） まるなかベーグル

第１回「Choice! CHIGASAKI」エントリーラインナップ

新規部門 ２４品 投票数 ３，４１９票

応募期間：２０１９年１０月 ９日（水） ～ １１月１０日（日）

投票期間：２０１９年１１月２５日（月） ～ １２月２０日（金）

エントリー数：７３品

投票総数：１４，４６９票
「Choice! CHIGASAKI」

公式HP

DATA

https://www.chigasaki-brand.jp/


茅ヶ崎市の花ツツジから採取した天然酵

母“花酵母”を使用したパンが焼き上がり

ました。無添加・ローカロリーでも、香

り豊かでパン本来のふっくらとした食感

をぜひお試しください。

キャンプやBBQで大活躍！肉や野菜にか

けるだけ。茅ヶ崎の名店レシピをキャン

プで楽しめるご当地グルメソースシリー

ズ第一弾「SHONAN BAR-B-Q ガーリッ

クソース」

ティンバーライ えんけい＆ネイティブキャラバン

茅ヶ崎の漁港で取れた魚を使って作られ

た魚醤”えぼしの雫”を加えた食パンで

す。潮の香と旨味を味わえる和食に合う

風味が特徴です。どんな方にも安心して

食べてもらえるよう、国産の原材料を使

用し、添加物不使用で作っています。

茅ヶ崎の昔話「かっぱどっくり」を題材

にし、枯れない花プリザーブドフラワー

を使い「かっぱ」が茅ヶ崎の海でサー

フィンを楽しんでいる所を商品にしまし

た。

名前の通りとろけるような食感と、優し

い甘さ、豆の香りが売りのよせ豆腐で

す。極低温でにがりを入れ時間をかけて

作る事で、他にはないデザートの様なお

豆腐に仕上げました。素材そのものの味

をお楽しみ下さい。

帝国ホテル東京で身に着けた“伝統を守る

信念“と“常に挑戦する強い意志“さらに自

身から溢れ出す創造性を掛け合わせ「完

熟茅ヶ崎マカロン」を誕生させました。

2018年湘南ビジネスコンテスト準大賞の

BANKSコレクションによる、発根する切

り枝の水耕栽培セット「green pak」。オ

リジナルの保持材と液剤入り。透明パッ

クにはRYU AMBEさんによる説明イラス

トが入っています。

地元茅ヶ崎出身の陶芸家で里山公園近く

に作陶窯「瑩山窯」を主宰する飯田浩丈

が製作監修した、烏帽子岩の形状をエッ

ジにあしらったプレート皿です。地元の

海や山の色彩をイメージした釉薬を施し

て焼き上げました。

茅ヶ崎の頭文字“C”の中に海・烏帽子岩・

サングラススマイルがデザインされた

オールハンドメイドの木製オーナメント

です。お店やお家の玄関先に飾ったり、

薄手のスカーフやネクタイ掛けとしても

お使い頂けます。

自然豊かな茅ヶ崎北部の里山にある果樹

林で育ったミツバチが集めたハチミツ。

無添加、非加熱、おいしくて体に優しい

ハチミツです。

CHIGASAKI BASE マカナ養蜂園

No.15　天然酵母"花酵母(はなこうぼ)"

             を使用したパン

No.16　茅ヶ崎ご当地グルメソースシリーズ

             SHONAN BAR-B-Q ガーリックソース

有限会社　大豆屋 パティスリー　Macaronage（マカロナージュ）

No.7　茅ヶ崎「海の和」食パン No.8　かっぱどっくりのプリザーブドフラワー

Breadstudio mog（ブレッドスタジオモグ） 有限会社星のフラワー

No.9　二代目シリーズ とろりんちょよせ No.10　完熟茅ヶ崎マカロン

No.11　'green pak'

              by BANKS Collection Co, Ltd.
No.12　烏帽子プレート

株式会社BANKSコレクション 烏帽子プレートプロジェクト

No.13　ちがさきC No.14　CHIGASAKI HONEY



飲食部門 ２９品 投票数 ３，８９７票

茅ヶ崎で唯一の手作りモッツァレラチー

ズです。原料は神奈川県内のオーガスタ

ミルク　ファーム産牛乳１００％と塩の

みです。製造はすべて茅ヶ崎の当工房で

行っています。

茅ヶ崎のシンボル、えぼし岩の見える茅

ケ崎の浜の風景を象った最中です。販売

から30年近く、原料・製法にこだわり作

り続けています。

No.25　神奈川県産牛乳１００％使用

   　　   モッツァレラチーズ
No.26　ちがさき最中

Osteria e bottega S（ｵｽﾃﾘｱ ｴ ﾎﾞｯﾃｶﾞ ｴｯｾ） 有限会社浜田屋菓子舗

茅ヶ崎を代表する「烏帽子岩」をモチー

フに、茅ヶ崎産のシラス・ワカメを使用

したチーズ味のクッキータルトです。烏

帽子岩の部分はココナッツで表現してい

ます。

ひとつひとつ丁寧に2万回縫いした自社製

作の刺繍ワッペンです。裏地はアイロン

でお手持ちの布製品に接着できるように

仕上げています。刺繍ならではの表現に

よる湘南・茅ヶ崎の思い出を是非！

さつま芋であなたは綺麗になる!!   さつま

芋が持つ「食物繊維」の働きにより腸内

環境が整い、便秘解消、ダイエット効

果、高血圧予防、コレステロール値低下

等に繋がりあなたの美容・健康長寿をお

約束します。

茅ヶ崎・ハワイ交流記念事業で設定され

た商品です。日本のサーフィン発祥の地

ハワイと茅ヶ崎をイメージしたTシャツで

す。

茅ヶ崎市民全員ガイド化プロジェクト

茅ヶ崎まちあるき「ちがさんぽ」は市民

ガイドを育て人と場所を繋ぐ、商店街を

活性化する、ローカルファースト（地域

を大切に）をコンセプトとしたお散歩ツ

アーです。

茅ヶ崎の太陽で育った「完熟」のイチ

ゴ。高設栽培式の施設となっていますの

で、立ったままで収穫が可能です！5種類

以上のイチゴが選べます！茅ヶ崎柳島海

岸すぐそば。

今も昔ながらの街並みや文化が息づく

「南湖」。知ってるひとも知らない人

も、まちを丸ごとみんなで楽しむプロ

ジェクトです。情報配信とイベントの開

催で、ディープな南湖へみなさまをアテ

ンドします。

みんなでいい旅作ります。４種類のツ

アー：　①竹の子狩りと竹の子料理ツ

アー　②「サザンがいっぱい」ツアー

③ENJOY! CYCLING in CHIGASAKI ③

茅ヶ崎七福神巡り

No.17　茅ヶ崎えぼSEA No.18 ライオン堂さんち（家）の刺繍ワッペン

まほう堂 有限会社ライオン堂

No.19　とろとろスイートポテト
No.20　茅ヶ崎・ハワイ交流事業

　　　   サーフィンTシャツ

No.23　茅ヶ崎の魅力みんなで見っけ！

　　　「ちがさきナンゴナンコ」
No.24　茅ヶ崎いい旅

ちがさきナンゴナンコ ちがさき体験滞在型旅行推進協議会

スマイルフーズ株式会社 エレガンスネットワーク

No.21　茅ヶ崎まち歩き「ちがさんぽ」 No.22　完熟いちごの摘み取り体験

ローカルファースト研究会 茅ヶ崎ナベヤ苺園



湘南名物茅ヶ崎メンチは素材、味付け、

製法までとことんこだわり抜いた匠の造

るメンチカツ。かながわフードバトル金

賞、神奈川グルメコンテストグランプ

リ、かながわグルメフェスタ金賞の３冠

を頂きました。

地産地消をベースに茅ヶ崎漁港水揚げの

新鮮な魚、朝採れたての新鮮野菜を使

用。味付けは元寿司職人のオーナーがマ

ヨネーズ味、キムチ味、醤油味のオリジ

ナルポキボールを開発、インスタ映えの

とても良い料理です(写真右奥)。

なんどき牧場 カリフォルニアポキカンパニー

No.35　湘南名物茅ヶ崎メンチ No.36　茅ヶ崎ポキボール

湘南タゲリ米の里産の古代米を生地に使

用し、厳選した?油にて味を引き締め自

家製の自慢の黒ごま餡を包んで丁寧に焼

き上げた、もっちりとした食感のお饅頭

です。

「食べた人を笑顔にする」、「人と人を

繋ぐ」をコンセプトにおいしいプリンを

茅ヶ崎からお届けします。

夏、茅ヶ崎の強い日差しからお肌を守

る、体内からの日焼け対策はビタミンＣ

の摂取がとても大切！プロヴァンスガー

デンの"実を食べるローズヒップティー"

で天然ビタミンＣを取り込んで日焼けし

にくいお肌へ。

湘南、茅ヶ崎の海をイメージして創作し

た貝型のクリームパイ。フランス産プレ

ミアムバターと低脂肪純生クリームのコ

ラボで絶妙の味わい。

ミニトマト一筋３５年以上のおイシイ農

園が味に特化し徹底した栽培管理技術で

作る、味濃く風味の良いミニトマトで

す。

茅ヶ崎土産にピッタリ！茅ヶ崎のシンボ

ル、えぼし岩の形のサックリとした上品

なサブレ―です。サザンビーチ、サザン

C、サザン通りの３つのサザンから３種類

の味（バニラ、ソルト、シナモン）に

なっております。

ムムス人気のプレーンシフォンのホール

と茅ヶ崎のシンボルをモチーフにしたア

イシングクッキーをセットにしました。

茅ヶ崎の海（相模湾）で獲れたしらすを

おせんべいにしました。海の香りのおせ

んべいは、お茶にもお酒にもぴったりで

す。２枚×10袋入り、軽くて持ち運びや

すく、お土産としても最適です。

有限会社冨士美 有限会社クライミング

No.29　食べる"野生"ローズヒップティー No.30　生シェルパイ

No.27　茅ヶ崎そだち No.28　茅ヶ崎プリン

プロヴァンスガーデン 有限会社イル・ド・ショコラ

No.31　おイシイ農園のミニトマト No.32　ここは茅ヶ崎！サザンサブレ

おイシイファーム エトアール洋菓子店

No.33　14cmプレーンシフォン

　　　   アイシングクッキー付き
No.34　茅ヶ崎しらすせんべい

ケーキ工房ムムス 有限会社湘南ちがさき屋十大



新鮮さをそのまま食卓に、しらす漁から

加工、販売まで新鮮さをそのままに、塩

のみの完全無添加手作り製法にこだわり

老舗としての伝統の味をお届けしていま

す。

なめらかで濃厚なリッチなプリン（半

熟）と昔ながらの少しの固めのサッパリ

プリン（固ゆで）！底には、摘果藤稔葡

萄を１００％使った甘酸っぱいソースが

たっぷり入ってます。

No.45　釜揚げしらす No.46　藤稔のゆで卵プリン（半熟・固ゆで）

有限会社北村水産 菓子工房グラングラン

茅ヶ崎でしか食べれないパフェがある！

縦社会を嫌う茅ヶ崎スタイルに合わせて

縦グラスではなく横のつながりをイメー

ジした横平の鍋に入れた和風パフェで

す！

現代のハムと違いジローのハムは添加物

に頼らず造り続けている。100年続くドイ

ツ製法で造られたハムは長期熟成による”

肉の旨み”、直火式スモークの”本物の香

り”が堪能できます。

近所の面白いおじさんだと思っていた、

開高健も愛した自家製メンチカツ、ジャ

ガイモを蒸かして作る自家製コロッケ、

創業以来変わらぬ味を作り続け、揚げ

物、焼き豚、精肉、クリスマスチキン、

も取り扱っております。

茅ヶ崎漁港からすぐの場所に加工所があ

るため、水揚げされてからすぐに加工し

ております。新鮮なしらすを使った釜揚

げしらすは絶品！

本場、ヨーロッパでも出会えない、この

独自の風味の豊かさは、この生チョコ

レートだけの物です。日本に生まれ湘南

で育った、世界に自信をもって紹介でき

る生チョコレートです。

よしもと47シュフラン　金賞受賞。フッ

クラと揚げた揚げせんにお砂糖と蜂蜜の

醤油だれで甘く仕上げました。お子様か

ら御年配の方までお楽しみ頂け、約50年

以上御愛顧を賜っております。

茅ヶ崎産しらすをたっぷり使ったグルテ

ンフリー米粉パンです。海苔もグルテン

フリー醤油で煮込みました。米油、オー

ガニックココナツオイル、てんさい糖、

ロレーヌ岩塩などこだわり抜いた材料で

仕上げました。

選び抜いたフランス産の濃厚なチョコ

レートをアイスにし、生チョコとパリパ

リとした食感のチョコレートを混ぜて一

度に３種のチョコが味わえる逸品。

No.37　茅ヶ崎名物 黒糖茶房の鍋ぱふぇ No.38　ボンレスハムスライス

黒糖茶房 有限会社ハム工房ジロー

湘南 ル・ショコラ Bunzoo（ブンゾー） 湘南せんべい製造元　有限会社三河屋

No.43　グルテンフリー米粉パン

　　　   茅ヶ崎 海の恵
No.44　生チョコスペシャルアイス

ベーカリー　シャンボール 株式会社プレンティーズ

No.39　湘南メンチカツ No.40　釜揚げしらす

肉の老舗 香川屋分店 茅ヶ崎イシラス

No.41　生チョコレートミルクBunzoo No.42　浜降あられ（蜂蜜おかき）



雑貨部門 ７品 投票数 ３，４３４票

ウェットスーツの生地は、クッション

性、撥水性、保温性、伸縮性、浮力効果

があり高機能な素材です。一般にはなじ

みがないその生地を使った、海のキャラ

クター達『KATE'S FRIENDS』は独特な

さわり心地が老若男女問わず大人気！

茅ヶ崎のクールビズはアロハシャツで！

姉妹都市協定締結５周年を記念し、茅ヶ

崎市観光協会オリジナルアロハシャツ。

茅ヶ崎、ハワイをイメージしたデザイン

を取り入れています。

No.54　KATE'S FRIENDS キーケース No.55　アロハシャツCHIGASAKI

有限会社ティーケイトインターナショナル 一般社団法人茅ヶ崎市観光協会

一度食べたらやみつきになること間違い

なし！！特性のタレに漬け込んだ、

「茅ヶ崎産　湘南活しらすの浜漬け」で

す。

茅ヶ崎市西久保の水田地帯は水辺の生き

物たちが暮らす都市部のオアシスです。

５キロのお米を食べると８畳の生き物の

生息地が守れます。食べる自然保護「湘

南タゲリ米」は未来に残したい茅ヶ崎の

宝です。

湘南の地産地消・無農薬みかん、レモ

ン、トマト、バジルなどを使って加工調

味料をイギリス人のマイケルがすべて手

作りで提供しています。主に地域のマル

シェに出店しています。

直火一本焼き元来製法のバウムクーヘン

は、ギュッと締った焼き上がりで口の中

でほどける食感。濃厚な乳と発酵バター

を使用し、自然な環境で栽培されたレモ

ンの表皮と果汁をアクセントに芳醇な風

味のハーモニー。

北海道産クリームチーズを使用した当店

オリジナルフィリングにサルタナレーズ

ンを加えたとっても美味しい人気No.1の

無添加パンです。

安心・安全な材料を使って手作りした犬

用ケーキ。中は国産の鶏肉で作ったミー

トローフ、まわりはさつまいもとお野菜

のクリーム。添加物、保存料等は一切使

用していなワンちゃんの身体に優しい

ケーキです。

和食の五味五色を意識した彩り豊かなお

かずのお弁当。お赤飯と白飯の紅白俵ご

はんを使用し、様々なお祝いごとやおも

てなしにも最適です。お弁当・お惣菜大

賞2017・優秀賞受賞

株式会社魚卓 三翠会（さんすいかい）

No.49　オレの胡椒 No.50　湘南レモンバウム

No.47　茅ヶ崎産　湘南活しらすの浜漬け No.48　湘南タゲリ米

B-grotto（ビーグロット） MabbyS株式会社

No.53　幕ノ内　なぎさ

サイバーストロム株式会社 Baumkuchen　Heim　松波樹

No.51　レーズンとクリームチーズのパン No.52　ワンちゃん用ケーキ「Heart」

株式会社浜田屋



体験・イベント部門 １３品 投票数 ３，７１９票

湘南茅ヶ崎発の可愛いKEEP　LEFT

PLATE！自転車の左側通行を推薦するお

しゃれなアルミ製オリジナルプレート。

自転車のかごやサドルの下につけるほか

インテリアとしても人気！

市内で2007年より販売を開始したご当地

キーホルダー。茅ヶ崎市よりナンバープ

レート等の使用許諾を得て茅ヶ崎ならで

はの商品開発を行い、地元の方々や来訪

者にも喜ばれる商品となっています。

茅ヶ崎人御用達でおなじみの GOOD　IS

GOOD　湘南オリジナルカラー湘南ネイ

ビー。ギョサンは５０年以上滑りずらい

サンダルとして愛されていて、最近では

ファッション業界からも注目を集めてい

る。

和の色・柄をいかした、当店オリジナル

の茅ヶ崎Ｔシャツです。サイズは子供用

90cmからおとな用LLサイズまで揃えてお

ります。

鍵が付けられる仕様なので外置きも安心

です。耐久性に富んだハードウッドと塩

害にも強い特殊加工の波板を使用。板の

大きさや数、縦置き横置き、色んなニー

ズにお応えできます。（現行の仕様を優

先させて頂きます。）

ミニボックスデザイン サザンビーチサーフハウス

No.58　ギョサン 湘南ネイビー No.59　茅ヶ崎Tシャツ（茅ヶ崎に浪）

No.56　R134 KEEP LEFT ORIGINAL PLATE
No.57　サザンビーチサーフハウス

　　　   オリジナルキーホルダー

D.PARADISE（ディーパラダイス）

株式会社グッドイズグッド 株式会社田村屋

No.60　サーフボードストレージ

SUPとフィッシングを組み合わせた新し

いスポーツフィッシング「SUPフィッシ

ング」です。SUPも釣りも未経験の方で

もインストラクターが安全に楽しめるよ

うご案内します。自然豊かな茅ヶ崎の海

で大物を釣りましょう！

初心者から世界ランキング上位のトップ

レベルの選手まで日本のSUP競技で最も

参加人数の多い

世界レベルのSUPレース大会です。

新しいスタイルの貸し農園「ふれあい畑

塾」。農家指導、種・苗無償提供、農機

具完備、収穫サポート、交流会、SNS情

報交流など、手厚いサポートが人気の企

画です。

里山の自然に囲まれた陶芸スタジオでグ

ループ・団体での作陶。熟練のスタッフ

があなただけの器作りをサポート。持ち

込みでBBQや薪釜のピザを焼く事も可

能。

No.61　SUPフィッシング体験スクール No.62　SUP JAPAN CUP CHIGASAKI

NPO法人湘南スタイル 瑩山窯

HosoiiSurf&Sports（ホソイサーフアンドスポーツ） NPO法人SUPUスタンドアップパドルユニオン

No.63　ふれあい畑塾
No.64　里山の自然を大満喫

　　　 「グループ・団体向け１日陶芸体験」



茅ヶ崎で山田耕筰が作曲した「赤とん

ぼ」が、音頭になりました！楽しく練習

して、盆踊り大会やイベントで歌って踊

りませんか？

湘南SHOW点

No.73　歌と踊りのワークショップ「茅ヶ崎 赤

とんぼ音頭」を歌って踊ってみよう！

昔の臨海学校を彷彿させるKATE’S

BEACH CLUB。海をライフスタイルに遊

び、学び、地域を知ることができるプロ

グラム。

木工職人と一緒に作る、上質な木材とシ

ンプルなデザインのスツール。お友達や

ご家族と。お祝いやプレゼントにもよろ

こばれます！

HAND　MADE　BEACH　SANDALS

IN　CHIGASAKI～オンリーワンをあなた

へ。茅ヶ崎市で活躍するサンダル作家

が、丁寧に教える、自分だけのオリジナ

ルサンダル作り。

「パンに親しむ、パンを楽しむ」ことを

目的とした茅ヶ崎発のパン祭りです。

茅ヶ崎といえば、「チガパン」と言われ

るくらいのブランドイベントに育ててい

きたいと思います。

障がい児たちに茅ヶ崎の海を楽しんでも

らい、サーフィン体験、ボランティアと

のコミュニケーション、チャレンジ精神

や協調性、感謝する気持ちなどを学び、

スクールでの成功体験を今後の人生に活

かしてもらいたい。

毎週土曜日のみ、午前8時から9時に茅ヶ

崎公園野球場東側駐車場付近で開催され

ている朝市です。生産者と消費者が対面

販売を通じて茅ヶ崎産の新鮮な農産物を

購入できる場として、毎週末多くの方々

で賑わっています。

地域を盛り上げると共に茅ヶ崎のPR役と

して、2016年に立ち上げたご当地プロレ

ス。茅ヶ崎出身の戸田秀雄選手を代表

に、マスクマンは茅ヶ崎を連想させるオ

リジナルキャラクターを創作。内外へア

ピールします。

ベジタブルタンニンなめしのオイルたっ

ぷりの厚いイタリアンレザーを手縫いし

て、本を一冊入れるポシェットを作りま

す。

いつものお散歩に自分で作ったお気に入

りのポシェットで出かけましょう。

ちがさきプロレス hini hini（ヒニヒニ）

認定特定非営利活動法人Ocean's Love 茅ヶ崎海辺の朝市会

No.71　ちがさきプロレス
No.72　本を入れる革のポシェット

　　　   ワークショップ

variety store BEBET（ベベット） 茅ヶ崎パン祭り実行委員会

No.69　知的障がい児・発達障がい児のための

　　　   サーフィンスクール
No.70　茅ヶ崎海辺の朝市

株式会社KATE'S NEXUS（ケイツ　ネクサス） 有限会社イヌイットファニチュア

No.67　自分だけのオリジナルサンダル

　　　   手彫り体験
No.68　茅ヶ崎パン祭り

No.65　KATE'S BEACH CLUB
No.66　茅ヶ崎ものつくり体験

　　　 「みんなでオリジナルスツールつくり」


