「ふるさと交流ショップ 台東」
全国各地の魅力をここから発信！

日本オーストリア友好150周年交流推進事業

3月28日 木 〜4月9日 火

2019年

初 オーストリア政府観光局
※台東区はオーストリア

ウィーン市第１区と姉妹都市提携をしています。

4月11日 木 〜4月16日 火

ふるさと交流ショップ台東とは…
全国各地の自治体が１週間単位で入替り、各地の魅力を発
信する新しい形のアンテナショップです。毎週新鮮で珍し
い特産品が揃い、懐かしいふるさとの魅力に出会えます。

2019年

千葉県 大多喜町（おおたきまち）

4月18日 木 〜4月23日 火

2019年

初 兵庫県 たつの市

【鹿角市】
花輪ばやし

【オーストリア】
ホーフブルク王宮

4月25日 木 〜4月30日 火

2019年

秋田県
鹿角市

初 千葉県 芝山町（しばやままち）

【鹿沼市】
世界に誇る
「鹿沼秋まつり」

特別企画 日頃のお客様への感謝イベント

5月3日 金・祝 〜5月5日 日・祝

2019年

千束通商店街

5月9日 木 〜5月14日 火

2019年

栃木県 鹿沼市

（かぬまし）

【筑西市】
あけのひまわり
フェスティバル
（8月）

栃木県
鹿沼市 茨城県
筑西市
【たつの市】
春の龍野城
兵庫県たつの市

千葉県
大多喜町

千葉県
芝山町

5月16日 木 〜5月21日 火

2019年

秋田県 鹿角市（かづのし）

5月23日 木 〜5月28日 火

2019年

茨城県 筑西市（ちくせいし）

【芝山町】
芝山仁王尊・観音教寺
＊各画像は
イメージです。

【大多喜町】
いすみ鉄道

ふるさと交流ショップ 台東
台東区浅草4丁目36番5号（千束通商店街内）
☎０３−３８７４−８８２7
営業時間：午前10時〜午後7時まで
定 休 日：水曜日・年末年始
ア

ク

セ

（浅草回り）

ス

●北めぐりん（浅草回り）浅草５丁目 停留所すぐ
●都営バス 上46 浅草4丁目 停留所すぐ
●つくばエクスプレス浅草駅 徒歩7分

問い合わせ先

台東区 国際・都市交流推進室 都市交流課
〒110-8615 東京都台東区東上野４-５-６ TEL.03-5246-1016

FAX.03-5246-1147

オーストリア政府観光局
今年日本との友好150周年を迎えるオーストリ
ア、
そして台東区との姉妹都市30周年となる首
都ウィーン市第１区。
自然に囲まれ、音楽や芸
術、
そして宮廷文化あふれるオーストリアに、
ぜ
ひお越しください。
そんなオーストリアの雰囲気
を味わって頂きたく、
観光情報と共に、
様々な食
やビール、
ワイン、
そしてオーストリアグッズなどを
お持ちして、
オーストリアショップを開店します。
おお

た

き

千葉県 大多喜町
房総半島のほぼ中央に位置する千葉県大多
喜町は、大多喜城（徳川四天王の一人本多忠
勝の居城）の城下町として長い歴史と伝統を持
ち、関東一遅い紅葉と知られる養老渓谷をはじ
め豊かな自然に囲まれた内陸の町です。特産
である「タケノコ」は灰汁（アク）が無く、
とても美
味しいと昨年も評判でした。採れたて野菜をご
用意してお待ちしています。ぜひご来店ください。

兵庫県 たつの市

しば

やま

まち

千葉県 芝山町
芝山町は、成田国際空港の南側に位置して
おり、通称「せかいの隣町」
とされています。町
内には、航空科学博物館や芝山仁王尊といっ
た観光スポットに加え、豊かな自然環境に溢れ
た町です。今回はそんな芝山町の新鮮野菜
で作られた漬物をご用意いたします。
ナスのわ
さび漬等の変り種から、一般的な漬物まで幅
広くご用意しております。是非ご賞味ください。
か

ぬま

し

栃木県 鹿沼市
全国トップクラスの品質を誇るいちごの生産
地「いちご市かぬま」は、台東区の皆様にお
なじみの「あわ野山荘」、
そして、ユネスコ無
形文化遺産に登録された祭りの主役「彫刻
屋台」がある伝統息づくまちです。
東武浅草駅から８０分、遠いようで実は近い
鹿沼市の魅力を、
目で耳で、
そして舌で体感
しに是非お越しください。
か

づの

し

秋田県 鹿角市
鹿角市は、北東北のど真ん中に位置し、十
和田八幡平国立公園の雄大な自然に囲ま
れています。
８月19・20日にはユネスコ無形
文化遺産登録の「花輪ばやし」が開催され、
鹿角の夏を彩ります。
「鹿角りんご」や「かづ
の北限の桃」のほか、秋田名物きりたんぽ
の発祥の地としても有名ですので、
この機
会に是非ご賞味ください。
ちく

せい

し

茨城県 筑西市
筑西市は、
日本百名山のひとつ筑波山の西
側に位置し、風光明媚で豊かな自然環境に
抱かれた茨城県西部の都市です。
今の時期は、旬を迎えたこだますいかがオ
ススメです。小ぶりでも味はピカイチ！心地よ
いシャリ感と甘みをぜひお試しください☆
そのほか、新鮮野菜や地酒、各種おせんべ
い等もご用意してお待ちしております。
＊各画像はイメージです。

オーストリア政府観光局
☎03-6804-2117

様々な種類と味わい「オーストリアビール」 伝統的な煮込み料理「グーラッシュ」 各地で形も味わいも異なる「ヴルスト（ソーセージ）」 形も味わいも様々な「ブロート
（パン）」 オーストリア伝統の「スパイスブーケ（ラスプ）」

まち

たつの市は、南北に流れる揖保川を軸に、北部
の山々、瀬戸内海国立公園にも属する新舞子浜
などの自然資源や、龍野城と城下町に連なる古
い町並み、江戸時代に海の宿駅として栄えた室
津港などの歴史的資源も豊富に有しています。
手延素麺や醤油、皮革といった地場産業が根
づく一方で、ハイテク産業や電機産業も発展を
続けています。

3月28日 木 〜4月9日 火

出店期間 2019年

4月11日 木 〜4月16日 火

大多喜町企画課
☎０４７０-８２-２１１２

出店期間 2019年

特産 タケノコ

タケノコ掘り体験

続日本１００名城

大多喜城

房総の小江戸

城下町

4月18日 木 〜4月23日 火

出店期間 2019年

新舞子浜

秋の東山公園

淡口醤油

手延素麺「揖保乃糸」

4月25日 木 〜4月30日 火

出店期間 2019年

ワサビ茄子

大根の浅漬

キムチ

空の駅・風和里しばやま

5月9日 木 〜5月14日 火

出店期間 2019年

かぬまテロワールにこだわった「お酒」

こんにゃく農家から直送の「蒟蒻」

5月16日 木 〜5月21日 火

みそつけたんぽ

十和田八幡平国立公園（八幡平）

かづの北限の桃

5月23日 木 〜5月28日 火

出店期間 2019年

日本一！こだますいか

季節の新鮮野菜

たつの市商工振興課
☎０７９１-６４-３１５８

天然皮革細工

芝山町まちづくり課
☎０４７９-７７-３９１８

航空科学博物館

鹿沼市企画課
☎０２８９-６３-２１４６

栃木県産大豆と米を原料に木桶で
ラーメン店の手作り「ブロックチャーシュー」 丁寧に仕込み熟成させた「米麹10割味噌」 とちおとめたっぷりの「いちごタルト」

出店期間 2019年

きりたんぽ鍋

関東一遅い 養老渓谷の紅葉

「福が来る」地酒

燻製屋さんのとろけるチャーシュー

鹿角市産業活力課
☎０１８６-３０-０２４８

鹿角ホルモン

筑西市農政課
☎0296-20-1161

これからの季節に！桐下駄

古紙再生紙を使用しています。

