
12月当選者一覧 応募人数1,011名中　当選者104名

宿 イニシャル住所 当選商品
ホテルニューパレス A・M 宮城県白河市 「野菜詰め合わせセット」
大川荘 K・H 東京都大田区 「野菜詰め合わせセット」
旅館新湯 S・Y 栃木県宇都宮市 「野菜詰め合わせセット」
湯屋あいづ F・A 東京都目黒区 「野菜詰め合わせセット」
くつろぎ宿　新滝 M・N 茨城県水戸市 「野菜詰め合わせセット」
森の旅亭マウント磐梯 K・Y 福島県郡山市 「白い発芽胚芽米・雑穀各1kg」または「白い発芽胚芽米300g×2・胚芽&雑穀300g×3」または「十一雑穀500g」
今昔亭 M・S 千葉県印西市 「白い発芽胚芽米・雑穀各1kg」または「白い発芽胚芽米300g×2・胚芽&雑穀300g×3」または「十一雑穀500g」
御宿　万葉亭 M・O 埼玉県さいたま市 「新米コシヒカリ4kg」または「ふじりんご5kg詰め」
中町フジグランドホテルK・M 宮城県仙台市 「新米コシヒカリ4kg」または「ふじりんご5kg詰め」
休暇村裏磐梯 S・S 福島県いわき市 「会津みしらず柿」
叶屋旅館 H・M 宮崎県宮崎市 「会津みしらず柿」
丸峰観光ホテル Y・S 広島県豊田郡 「無農薬コシヒカリ3kg」または「コシヒカリ5kg」
旅館新湯 T・Y 東京都江戸川区 「無農薬コシヒカリ3kg」または「コシヒカリ5kg」
御宿　東鳳 T・T 愛知県豊田市 「無農薬コシヒカリ3kg」または「コシヒカリ5kg」
芦名 J・I 愛知県名古屋市 「ぶどう」または「りんご」
大川荘 Y・M 宮城県仙台市 「ぶどう」または「りんご」
ホテルニューパレス Y・Y 岩手県花巻市 「りんご」または「りんごジュース1000ml2本セット」
くつろぎ宿　新滝 A・I 千葉県市川市 「りんご」または「りんごジュース1000ml2本セット」
東山グランドホテル T・S 栃木県宇都宮市 「会津地鶏の生ハム」
リステル猪苗代 N・A 新潟県阿賀野市 「会津地鶏の生ハム」
湯屋あいづ M・H 宮城県仙台市 「会津地鶏の生ハム」
美好館 M・H 福島県二本松市 「喜多方産馬刺しセット」
森の旅亭マウント磐梯 K・H 福島県郡山市 「喜多方産馬刺しセット」
原瀧 H・M 福島県須賀川市 「喜多方産馬刺しセット」
今昔亭 K・S 神奈川県逗子市 「べこの乳セット」
藤龍館 T・N 福島県福島市 「べこの乳セット」
中町フジグランドホテルH・O 山形県山形市 「バンダイポップ10本セット」または「アクアイズ10本セット」
ホワイトペンション Y・I 宮城県岩沼市 「バンダイポップ10本セット」または「アクアイズ10本セット」
ペンションヴァンブラン M・K 茨城県ひたちなか市 「田舎みそ800g・みそ漬け400g・会津の玄米みそ飴・味みそ（青からし）のセット」
ペンションプチポワ H・I 岩手県陸前高田市 「田舎みそ800g・みそ漬け400g・会津の玄米みそ飴・味みそ（青からし）のセット」
ペンションヴェルレーヌ M・O 東京都荒川区 「炭焼き車麩3枚入×10袋」
ウェルカムウェルカム M・T 新潟県三条市 「炭焼き車麩3枚入×10袋」
くつろぎ宿　新滝 K・T 宮城県仙台市 「十割そばせんべい『会津そばんべえ』18枚入」
ホテルグランデコ S・O 千葉県千葉市 「十割そばせんべい『会津そばんべえ』18枚入」
ホテル洗心亭 T・I 千葉県印旛郡 「じゅうねんセット」
日中温泉ゆもとや Y・N 東京都板橋区 「じゅうねんセット」
鳥一 F・F 福岡県福岡市 「くんせい卵4個入2パックと地鶏卵を使ったマドレーヌ6個のセット
旅館新湯 S・K 茨城県かすみがうら市 「くんせい卵4個入2パックと地鶏卵を使ったマドレーヌ6個のセット
ホテル洗心亭 Y・N 千葉県船橋市 「お菓子詰合せ」
御宿　東鳳 T・S 福岡県太宰府市 「お菓子詰合せ」
御宿　万葉亭 Y・H 福島県石川郡 「会津木綿のおしゃれな手提げ」
ホテルニューパレス H・S 石川県小松市 「会津木綿のおしゃれな手提げ」



大川荘 Y・T 山形県天童市 「会津味噌三味（こだわり味噌500g・田楽味噌《山椒》《胡麻》《甘口》150g）」
大川荘 T・Y 福島県郡山市 「会津味噌三味（こだわり味噌500g・田楽味噌《山椒》《胡麻》《甘口》150g）」
叶屋旅館 N・K 茨城県土浦市 「お菓子詰合せ」または「高田梅漬け3個入×3」
大川荘 T・O 茨城県ひたちなか市 「お菓子詰合せ」または「高田梅漬け3個入×3」
東山グランドホテル M・S 新潟県新潟市 「喜多方ラーメン6食工場直送×2」
御宿　万葉亭 Y・H 東京都練馬区 「喜多方ラーメン6食工場直送×2」
リステル猪苗代 U・Y 東京都板橋区 「10食喜多方ラーメン『名所巡り』」
大川荘 Y・F 東京都練馬区 「10食喜多方ラーメン『名所巡り』」
くつろぎ宿　新滝 S・Y 岡山県倉敷市 「凍み餅・あられの詰合せ」
湯屋あいづ R・Y 茨城県つくば市 「凍み餅・あられの詰合せ」
東山グランドホテル Y・K 茨城県ひたちなか市 「漬け物詰合せ」
美好館 M・K 福島県福島市 「漬け物詰合せ」
くつろぎ宿　新滝 K・K 茨城県取手市 「豆腐詰合せ」
森の旅亭マウント磐梯 K・K 福島県耶麻郡 「豆腐詰合せ」
御宿　東鳳 M・S 茨城県仙台市 「裁ちそば（つゆ付き）」
原瀧 H・Y 秋田県秋田市 「裁ちそば（つゆ付き）」
今昔亭 F・S 埼玉県北本市 「しらゆき6個入りセット」
藤龍館 H・F 宮城県仙台市 「しらゆき6個入りセット」
磐梯桧原湖畔ホテル T・O 東京都足立区 「漬け物詰合せ」
御宿　万葉亭 A・K 千葉県柏市 「漬け物詰合せ」
ホワイトペンション T・N 富山県高岡市 「わらび醤油漬と乾燥きくらげのセット」
大川荘 M・H 福島県会津若松市 「わらび醤油漬と乾燥きくらげのセット」
ホテルニューパレス M・K 福島県南相馬市 「挽きたて会津山塩×1と挽きたて会津山塩詰替×2のセット」
ホワイトペンション M・O 新潟県新潟市 「挽きたて会津山塩×1と挽きたて会津山塩詰替×2のセット」
大川荘 Y・N 東京都稲城市 「あわドレッシング・和風玉ねぎドレッシング・なたね油3本セット」
ペンションヴァンブラン T・O 千葉県野田市 「あわドレッシング・和風玉ねぎドレッシング・なたね油3本セット」
ホテルニューパレス A・A 神奈川県海老名市 「お宝ゆべしくるみ・じゅうねん各1本、そばあられ1袋、青唐辛子みそ又は、えごまみそ」
くつろぎ宿　新滝 K・A 埼玉県春日部市 「お宝ゆべしくるみ・じゅうねん各1本、そばあられ1袋、青唐辛子みそ又は、えごまみそ」
中町フジグランドホテルE・T 沖縄県石垣市 「吟醸酒『菊泉川』1本」
休暇村裏磐梯 T・I 埼玉県草加市 「吟醸酒『菊泉川』1本」
丸峰観光ホテル Y・T 愛知県名古屋市 「吟醸酒『一生青春』1本」
ペンションプチポワ T・K 茨城県守谷市 「吟醸酒『一生青春』1本」
御宿　万葉亭 K・M 新潟県新潟市 「なつはぜのお酒1本」または「来夢山都1本」
御宿　東鳳 K・W 茨城県常陸太田 「なつはぜのお酒1本」または「来夢山都1本」
森の旅亭マウント磐梯 Y・K 福島県耶麻郡 「吟醸酒『真実』1本」
リステル猪苗代 T・S 東京都世田谷区 「吟醸酒『真実』1本」
東山グランドホテル T・A 福島県安達郡 「萬代芳　純米酒1本」または「萬代芳　吟醸酒1本」
くつろぎ宿　新滝 H・I 神奈川県横浜市 「萬代芳　純米酒1本」または「萬代芳　吟醸酒1本」
山形屋 N・S 福島県会津若松市 「吟醸酒と丸マスのセット」
湯屋あいづ M・T 埼玉県上尾市 「吟醸酒と丸マスのセット」
大川荘 Y・Z 青森県八戸市 「純米酒夢心と吟醸夢心2本セット」または「純米酒夢心と生酒夢心2本セット」
美好館 Y・A 福島県福島市 「純米酒夢心と吟醸夢心2本セット」または「純米酒夢心と生酒夢心2本セット」
森の旅亭マウント磐梯 Y・K 福島県耶麻郡 「伝承山廃純米　末廣1本」または「会津高田梅　梅酒1本」
大川荘 T・S 宮城県東松島市 「伝承山廃純米　末廣1本」または「会津高田梅　梅酒1本」
御宿　東鳳 N・B 茨城県つくば市 「榮川吟醸酒」



原瀧 H・K 福島県会津若松市 「榮川吟醸酒」
今昔亭 K・F 宮城県青葉区 「国権　純米吟醸1本」
藤龍館 T・S 東京都立川市 「国権　純米吟醸1本」
ホテルニューパレス M・M 神奈川県横浜市 「榮川　特別純米酒1本」
磐梯桧原湖畔ホテル M・T 神奈川県相模原市 「榮川　特別純米酒1本」
御宿　万葉亭 Y・M 福島県いわき市 「どぶろく『女男滝』」
大川荘 M・T 福島県郡山市 「どぶろく『女男滝』」
ホテルニューパレス N・H 宮城県白石市 「大吟醸　田島1本」
ホワイトペンション M・M 福島県郡山市 「大吟醸　田島1本」
ペンションヴァンブラン H・O 千葉県野田市 「男山　純米吟醸1本」
中町フジグランドホテルS・H 宮城県仙台市 「男山　純米吟醸1本」
森の旅亭マウント磐梯 Y・K 福島県耶麻郡 「磐梯山　吟醸酒1本」
休暇村裏磐梯 F・S 福島県いわき市 「磐梯山　吟醸酒1本」
叶屋旅館 M・M 宮崎県宮崎市 「稲川金紋　本醸造1本」
丸峰観光ホテル H・W 福島県いわき市 「稲川金紋　本醸造1本」
旅館新湯 N・T 茨城県つくば市 「地ビール500ml2本セット（ピルスナー・ゴールデンエンジェル）」
季の郷　湯ら里 T・M 茨城県ひたちなか市 「地ビール500ml2本セット（ピルスナー・ゴールデンエンジェル）」


