
｢新さがんもん｣とは、 九州新幹線 新鳥栖駅開業を記念して新たな飲食メニュー、お弁当、土産品な
どを佐賀県内各地から募集して、応募された商品です。
新鳥栖駅観光案内所にて販売されている商品を、ご紹介いたします。
＊季節等により、販売状況が異なる場合があります。詳しくは、新鳥栖駅観光案内所（TEL.0942-85-8108）まで、お
　問い合わせください。
＊掲載商品は平成 26年 4月 1日現在のものです。

食品

熟練の職人が一腹一腹手に取
り選び抜かれた卵だけを独自
の調味液で低温熟成していま
す。辛いだけでなく、素材の
うまみを生かした、「蔵出しめ
んたい」ならではの粒子感が
お楽しみいただけます。

蔵出しめんたい

㈱フルカワ　蔵出しめんたい本舗
鳥栖市藤木町若桜 4-9
TEL.0942-87-7070

海苔ならではの風味と深いコ
クがあります。夏は冷たくひ
やして、冬は温かくして食べ
れます。わさびを乗せると一
段とおいしさが増します。

佐賀海苔だれうどん

割烹 いまむら
三養基郡みやき町大字東尾 574
TEL. 0942-89-2025

大豆の生産が盛んな佐賀県の丸大
豆仕込みの醤油にこだわった 2 本
「醇」には最終駅「鹿児島」徳之
島 “むち黒糖” を「粋」には有明
海ののりエキスを使用。ゆずポン
酢には佐賀県産ゆずを使用。

九州の味 ( セットＡ)

井手食品㈲
 神埼郡吉野ヶ里町大曲 3454-1
TEL. 0952-52-2372

佐賀県産小麦の生地に佐賀県産の
海苔を 1 人前 (100g) に 2 枚分練
り込み、栄養素を高め、もちもち
した食感と海苔の風味をお楽しみ
下さい。無添加、無着色で安心安
全にこだわった商品です。

海苔麺 2種セット

㈲佐嘉の絲
 佐賀市大和町大字東山田 3746-1
TEL. 0952-62-8121

古湯温泉１１旅館の女将が、地元富士
町で採れた柚子の皮を１個ずつ手作業
ですりおろし、「ふじ男くん」は青唐
辛子「ふじ子ちゃん」は赤唐辛子を利
用した、まごころをこめて作った逸品。

ふじ町古湯温泉おかみ会
｢ふじ男くん｣・｢ふじ子ちゃん」

古湯温泉おかみ会
 佐賀市富士町古湯 878 ( 旅館千曲
荘内）　TEL. 0952-58-2047

体にやさしい無農薬栽培です。香
ばしさと優しい甘さが優れもので
す。嬉野温泉を見渡せる副島園の
親子が丹精こめて作ったお茶で
す。佐賀県にある天の恵みに感謝
の思いで作りました。

天山も喜ぶ嬉野茶 天和美和茶

ＭＩＷＡ花園花田
 佐賀市駅南本町 5‐5
サンシャイン中野ビル 401
電話 080-1728-7303

佐賀県産フクユタカ大豆を使用。防
腐剤や化学調味料など一切使わずに
大豆そのものを豆乳にしました。麺
の中に豆乳を 30％以上使用した事
により、のどごしの良いツルツルし
た食感で細めのうどんが特徴です。

あしかり豆美人 豆乳麺

㈲フジサン
小城市三日月町長神田 2236
TEL. 0952-72-1433

ラーメン好きが昂じて昭和 48 年～
創業。県内はもとより、県外のお客
様もわざわざ食べに来て頂いており
ますが、この研究に研究を重ねた
ラーメンを、より多くの皆様に食べ
て頂くのが私の夢であります。

豚骨・佐賀ラーメン

( 有 ) 喰道楽
 武雄市北方町大字大崎 2492-3
TEL. 0954-36-2858



佐賀県の肥沃な畑で栽培され
た丸大豆と小麦を独自の製法
で丹念に仕込み、熟成させた
逸品です。

佐賀のしょうゆ

宮島醤油㈱
 唐津市船宮町 2318 番地
TEL.  0955-73-2151

佐賀でとれた大豆、大麦、米
と玄界灘の加唐島で作られた
海塩｢一の塩｣だけにこだわっ
た合わせみそです。香り高く
コクと旨味がある逸品に仕上
がっています。

佐賀無添加みそ

宮島醤油㈱
 唐津市船宮町 2318 番地
TEL.  0955-73-2151

ソースは厳選した十数種類の
スパイスを贅沢に使い、独自
の製法で上品な辛さとコクを
引き出すよう仕上げています。
佐賀牛の上質肉を使った本格
的なビーフカレーです。

佐賀牛カレー

宮島醤油㈱
 唐津市船宮町 2318 番地
TEL.  0955-73-2151

レトルト商品でお土産に最適
です。精肉、焼肉店がお肉に
こだわり作ったカレーです。
肉の旨味とスパイスの効いた
本格味。ほんのりとした辛さ
が絶妙です。

上場亭カレー

㈱上場食肉
 唐津市枝去木 2032-3
TEL.  0955-73-8384

呼子で水揚げされたばかりの
旬のイカを使用し、海舟の味
をお届けいたします。特製た
れ、刻みのり、ごま付きの呼
子イカ丼を是非、お召し上が
りください。

呼子いか丼

㈲松下商事 海舟
 唐津市呼子町殿ノ浦 552-2
TEL. 0955-82-5977

呼子で取れたイカをふんだんに使
用し、手造りで 1個 1 個ていねい
に造りあげた食感がまろやかで、
重厚な味が堪能できます。

海舟舞

㈲松下商事 海舟
 唐津市呼子町殿ノ浦 552-2
TEL. 0955-82-5977

佐賀海苔の美味しさと栄養をより手
軽に幅広く食べて頂く為、佐賀海苔
を１００％使用した海苔醤油を開
発。海苔に含まれている栄養成分を
抽出し、天然醸造醤油とブレンドし
た機能性を持った調味食品です。

佐賀海苔とろしょうゆ用」

丸秀醤油㈱
 佐賀市高木瀬西 6‐11‐9
TEL. 0952-30-1141

佐賀海苔と天然醸造醤油をベースに
繊維質、ミネラル、ビタミン、カル
シウムを豊富に含んだ野菜や雑穀等
をブレンドし食感もプラス。これま
での海苔佃煮より塩分控え目で惣菜
として食べて頂ける海苔加工品です。

佐賀海苔ぶっかけしょうゆ

丸秀醤油㈱
 佐賀市高木瀬西 6‐11‐9
TEL. 0952-30-1141

和洋菓子

原材料を国内、県内にこだわ
り、手づくりで製造していま
す。創業 138年来の伝統の味。

鳥栖名産鳥栖興し

佐藤製菓本舗
 鳥栖市田代新町 122-1
TEL.  0942-82-2773

鳥栖産の米粉 100％、唐津の
一の塩、みやき町の卵で材料
の産地にこだわって作った鳥
栖米塩ブッセです。

鳥栖米 塩ブッセ

ポアソン洋菓子店
 鳥栖市大正町 787-1
TEL.  0942-84-3953

佐賀銘菓の小城羊羹。
 小城羊羹のもろもろとした食
感と香り豊かな風味が楽しめ
ます。上煉の詰め合わせに当
店の人気の桜の花を加えた、
お土産に喜ばれる商品です。

小城羊羹上煉

みつばや小城羊羹製造本舗
 小城市小城町 583
TEL. 0952-73-2651

この商品は通常の 1.5 倍の大きさ
にこだわり、黒砂糖粒入は黒砂糖
の粒を練り込み、新しい食感が楽
しめます。箱には佐賀弁と標準語
で佐賀をＰＲ。

がばい弁当じゃなかバンタ

本村製菓㈱
 佐賀市金立町金立 1544 番地
TEL. 0952-98-3659



四季を通じ、さくら、うめ、
紅葉等四季銘菓です。さくら
松風～佐賀県産小麦粉ブレン
ドし、さくら花びらと新幹線
さくらのイメージ模様をあし
らいました。

新感選 さくらつばめ松風

松風堂本舗
 武雄市武雄町大字武雄 4071-1
TEL. 0954-22-2220

民工芸品

イチゴの花ことばは「幸福な家庭」
です。佐賀の特産のイチゴをもらっ
てうれしい、あげて楽しい実用的な
マグネットにしました。ブライダル・
出産祝い・新築祝いのアクセントギ
フトにも最適です。

駅前育ちのさが苺マグネット

ＭＩＷＡ花園花田
 佐賀市駅南本町 5‐5
サンシャイン中野ビル 401
TEL.  080-1728-7303

「畳のへり」を漢字で縁と書き、
そのヘリを繋ぎ合せて作った
小物 ( 縁起物 ) です。又、鍋島
家紋を使ったヘリも作成中で
す。

畳職人手づくり
「ご縁結びの小物たち」

村山畳店
 杵島郡大町町大字福母 1573
TEL.  0952-82-2344

日本で一番小さな器をスト
ラップにしてあります。有田
のおみやげでは大変好評です。

日本一小さな有田焼の器
ストラップ

㈱松華堂
 西松浦郡有田町大木宿乙 1533-6
TEL.  0955-46-3633

今までにない伊万里焼の輪ゴ
ム掛けです。軽い物でしたら
鍵など下げることが出来ます。

伊万里焼 輪ゴム掛け

㈱瀬兵
 伊万里市大川内町丙 1964
TEL.  0955-23-5571

小学生の娘が「お母さん、立つ、
座る、寝る、どの鳥がいい」「そ
うね座っている鳥見たことないか
らそれ描いてくれる」、そして生
まれた「座り鳥」見ているだけで
心がほんわか温まる、小さなお土
産にどうぞ。

鳥栖発 幸せの「座り鳥」ストラップ

魚蓮坊窯
 鳥栖市立石町 1520
TEL. 0942-83-3085

小学生の娘が「お母さん、立つ、座る、
寝る、どの鳥がいい」「そうね座っ
ている鳥見たことないからそれ描い
てくれる」、そして生まれた「座り鳥」
見ているだけで心がほんわか温ま
る、小さなお土産にどうぞ。

鳥栖発 幸せの「座り鳥」箸置き

魚蓮坊窯
 鳥栖市立石町 1520
TEL. 0942-83-3085

小学生の娘が「お母さん、立つ、座る、
寝る、どの鳥がいい」「そうね座っ
ている鳥見たことないからそれ描い
てくれる」、そして生まれた「座り鳥」
見ているだけで心がほんわか温ま
る、小さなお土産にどうぞ。

鳥栖発 幸せの「座り鳥」スプーン

魚蓮坊窯
 鳥栖市立石町 1520
TEL. 0942-83-3085

小学生の娘が「お母さん、立つ、座る、
寝る、どの鳥がいい」「そうね座っ
ている鳥見たことないからそれ描い
てくれる」、そして生まれた「座り鳥」
見ているだけで心がほんわか温ま
る、小さなお土産にどうぞ。

鳥栖発 幸せの「座り鳥」
手書き 皿、ボウル

魚蓮坊窯
 鳥栖市立石町 1520
TEL. 0942-83-3085



形状が丸と角があります。一
般の磁石は長く使用できませ
んが、自社の商品の磁石は工
業用の永久磁石を使用して長
く使用できます。

鍋島焼マグネット

㈱瀬兵
 伊万里市大川内町丙 1964
TEL. 0955-23-5571

鍋島紋様の絵柄で 30 種類あり
ます。

鍋島焼携帯ストラップ

㈱瀬兵
 伊万里市大川内町丙 1964
TEL. 0955-23-5571

ボール・光式マウス対応して
います。また、鍋敷きとして
も使用できます。

伊万里焼 マウスパット

㈱瀬兵
 伊万里市大川内町丙 1964
TEL. 0955-23-5571

有田焼で新鳥栖駅ＰＲキャラク
ター『トッスィ』マークを描いて
ます。

有田焼ストラップ・
 キーホルダー・マグネット

㈲二宮閑山
 西松浦郡有田町上幸平 1-9-3
TEL. 0955-42-2547

有田伝統の染付でひとつひとつ手
書きです。有田焼で初めての商品。

ソープボトル

( 株 ) 松華堂
 西松浦郡有田町大木宿乙 1533-6
電話 0955-46-3633

■新鳥栖駅で販売されている「新さがんもん」に関するお問い合わせ
　□新鳥栖駅観光案内所　TEL.0942-85-8108
　□新幹線さが未来づくり協議会（佐賀県新幹線・地域交通課内）
　　TEL.0952-25-7341
■佐賀県鳥栖市の観光情報に関するお問い合わせ
　□鳥栖観光コンベンション協会　TEL.0942-83-8415
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