
平成２４年　「出世大名家康くん」　商品一覧 H24.5.23現在

種類 商品名 価格 販売先 販売元 連絡先

1 雑貨 出世大名家康くん　おみやげストラップ \630 浜松城売店 ㈱緑風 053-471-7181

2 雑貨 大出世はんかち　　 \530

3 雑貨 大出世たおる \840

4 雑貨 大出世てぬぐい \840

5 雑貨 出世大名家康くんバッジ \100

6 雑貨 出世大名家康くんストラップ \200

7 雑貨 出世大名家康くんキーホルダー \200

8 雑貨 出世大名家康くん招福キーホルダー \350

9 雑貨 色挿し根付け \367

10 雑貨 色挿しオーロラストラップ \367

11 雑貨 色挿しキーホルダー \367

12 雑貨 色挿し２連ストラップ \420

13 雑貨 PUレザーキーホルダー \525

14 雑貨 お守り根付け \420

15 雑貨 キャンバストートバック \1,260

16 雑貨 車用ステッカー \315

17 雑貨 ミニ４Pメモ帳 \367

18 雑貨 B5自由帳 \262

19 雑貨 クリアファイル \294

20 食品 家康くん遠州浜松出世素麺（１８束入） \525

21 食品 出世大名家康くん三趣の冷し麺 \515

22 食品 出世大名家康くんポンせんべい \300

23 食品 出世大名家康くんカンパン \250

24 雑貨 出世大名家康くん　運気上昇　ぬいぐるみ \2,500

25 雑貨 出世大名家康くん　運気上昇　ぬいぐるみ \800

26 食品 出世大名家康くんあんぱん \200
新東名浜松ＳＡ上下線出店ベーカリー内製造販売（上り線サンエ
トワール・下り線ハースブラウン）

山崎製パン株式会社　ストアーベーカリー事業部 03-3864-3146

27 雑貨 出世大名家康くんてぬぐい \840 浜松城、まつり会館、舘山寺温泉各ホテル (有)ビーアイ通商 053-474-7498

28 雑貨 出世大名家康くん　ストラップ・ねつけ \525 東名高速道路ＳＡ・ＰＡ売店、観光地売店 ㈱プロスパー 054-287-5678

29 雑貨 家康くんマグネット \500

30 雑貨 家康くんストラップ \500

31 雑貨 Showa Mini Harmonica Premium Gold \2,100

32 雑貨 Showa みにはーもにか（本体家康くん） \1,890

33 雑貨 Showa　みにはーもにか（本体シルバー） \1,260

34 雑貨 からふるハーモニカ \1,050

35 雑貨 出世大名家康くん　クリアファイル \250 浜松城売店　観光地ホテル売店 ㈱緑風 053-471-7181

36 食品 手焼出世家康くん煎餅　（２枚袋入り） \300 本店、市役所売店、浜松城、まつり会館、遠鉄百貨店

37 食品 手焼出世家康くん煎餅　（５枚袋入り） \700 本店、市役所売店

38 食品 手焼出世家康くん煎餅　（１２枚箱入り） \1,500 本店、市役所売店、浜松城、まつり会館

39 食品 出世城　地～図ケーキじゃ \1,600 ホテルコンコルド浜松１階ベーカリーショップ ㈱ホテルコンコルド浜松 ０５３－４５７－１１１１

40 雑貨 焼印出世木札 \158 観光地、お土産店、飲食店、イベント会場など 小楠鋳材店 ０５３－４５２－２５１４

41 雑貨 焼印出世枡 \315 ホテル、結婚式場、イベント会場など 小楠鋳材店 ０５３－４５２－２５１４

42 食品 出世大名家康くん弁当 \1,000 浜松・掛川駅構内売店、本社売店、市内配達等 ㈱自笑亭 053-442-2121

43 雑貨 出世大名家康くん　運気上昇　樹脂人形 \500

44 雑貨 出世大名家康くん　運気上昇　樹脂ピンバッジ \600

45 雑貨 出世大名家康くん　運気上昇　ピンバッジ \600

46 雑貨 出世大名家康くん　運気上昇　携帯ストラップ \600

市役所売店、浜松城、第二東名ＳＡ他 ㈱サツ川製作所

053-421-4802㈱サツ川製作所市役所売店、浜松城、浜松市施設、ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ、駅他

053-421-4802

053-420-1556

053-438-6203

㈱藤二誠
静岡県浜松市を中心とした観光施設・公共交通施設販売・卸し
売り

社会福祉法人　復泉会

㈱ドッド

チャレンジドショップ・わ(浜松市役所、浜松市保健所売店）、くる
み共同作業所、とも浜松店（ザザシティ浜松中央館5F）、浜松市
民協働センター常設販売

浜松市役所指定売店・浜松城・浜松駅ＪＲキヨスク・第二東名売
店・浜松まつり会館・舘山寺ｵﾙｺﾞｰﾙﾐｭｰｼﾞｱﾑ・舘山寺ｳｪﾙｼｰｽﾞ
ﾝ・舘山寺ﾛｰﾌﾟｳｪｲ・ﾎﾃﾙ九重・浜名湖ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ・舘山寺ｻｺﾞｰﾛｲ
ﾔﾙﾎﾃﾙ・浜松ﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ・浜名湖ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｰｸ・浜名湖ｻｰﾋﾞｽｴﾘ
ｱ・牧之原ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ・富士川楽座

浜松市まつり会館、各種イベントでの販売

055-232-6703

築地卸→小売

廣瀬工房 053-456-3309

㈱スミダ工芸 053-471-8646

喜楽堂本舗 053-471-7758

（有）レーザーサクセスホテルコンコルド浜松、浜松城 0564-45-7299

浜松城、浜名湖ロイヤルホテル、会社店頭、インターネット通販 昭和楽器製造㈱ 053-471-4341



47 食品 浜納豆４６ｇ \210

48 食品 浜納豆ごま \210

49 食品 百年味噌 \630

50 食品 静岡茶と浜名湖海苔の佃煮 \550

51 食品 薬膳カレー \480 遠鉄ストア、Ｆine東田町店 デリカフェ ビオビオ 053-455-2088

52 雑貨 フェイス＆ボディたおる \840 ＪＲ浜松駅・浜名湖周辺観光施設・市役所売店・浜松城ほか 廣瀬工房 053－456-3309

53 雑貨 ファンシーチェアー \525

54 雑貨 ファンシーブレスレット \525

55 雑貨 アグレミーナ浜松クリアファイル（出世大名家康くんバージョン） \200 アグレミーナ浜松の試合会場、同チームWEB上での通信販売

56 雑貨 出世大名家康くんキーホルダー \400 小売店（浜松市内）への卸売

イベント会場、コンサート会場、観光地など

ヤマヤ醤油㈲

㈲ネオサクマ 0５３－４５２－９５４６

卸、小売

一般財団法人ＳＴＥＰ

053-461-0808

053-433-1215


