
亀山市
〒519-0195 三重県亀山市本丸町 577 番地

TEL.0595-84-5049
https ://www.city .kameyama.mie . jp/ 亀山ブランド
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にしかない　魅力をお届けします



亀山市

三重県

亀山市は、三重県の中北部に位置し、

鈴鹿山脈から流れ出る鈴鹿川水系など、

豊かな水の恩恵により、貴重な歴史文化が築かれてきたまちです。

この豊かな自然、伝統と風土、歴史文化を最大限に活かして生み出された産品や、

新たに発掘・創出された産品を独自の基準で認定したものが「亀山ブランド」です。

「亀山ブランド」の魅力を全国へ発信し、「選ばれるまち亀山」を目指しています。

亀山ブランドとは

　東西と南に高速道路が通っているので、関西圏にも東海圏にも行きやすいまちです。

東海と関西のちょうどまんなか

石水渓
鈴鹿国定公園内に位置する美しい渓谷「石水渓」
は、毎年4月には山開きが行なわれ、グループ
や家族連れに人気です。
亀山市石水渓キャンプ場はハイキングの拠点
として賑わっています。

亀山城跡
天正18年（1590）に岡本宗憲が築城。寛永9年（1632）
三宅康盛の代に天守が下ろされ、正保年間（1644～1648）
本多俊次が城主の時に天守跡に現在の多門櫓が建てられ
ました。高石垣の上にそびえる多門櫓は今も変わらぬ風情を
残しています。

東海道 関宿
東海道五十三次の47番目の宿場町として栄え、当時の
雰囲気が残されている関宿。
江戸時代後期から明治時代にかけて建てられた町家が200棟
以上も現存しています。
国の重要伝統的建造物群保存地区（昭和59年選定）や日本の
道百選（昭和61年選定）に選定されています。

　　　って

どんなところ？
亀山
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會津屋

株式会社安全

市川大楽園

桶重

カメヤマ株式会社

有限会社ギルドデザイン

有限会社小林ファーム

三栄林産株式会社

中国名菜しらかわ

鈴鹿農業協同組合

有限会社瑞宝軒

御菓子司 生甘堂

伊達丸亀製茶

中川木材株式会社

なかの材木株式会社

有限会社深川屋

三重茶農業協同組合

電車でのアクセス方法

車でのアクセス

名古屋ー亀山…約1時間

大阪ー亀山……約2時間

東京－亀山……約3時間 JR東海道新幹線（東京－名古屋）
➡JR関西本線（名古屋－亀山）
JR東海道山陽本線（大阪－草津）
➡JR草津線（草津－柘植）
➡JR関西本線（柘植－亀山）
JR関西本線（名古屋－亀山）
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會津屋 亀山市関町新所����-�　����-��-����
http://www.aizuya��.com

山菜おこわ
「會津屋」に残る昔の竈を使って蒸篭蒸しした山菜
おこわは、三重県産のコシヒカリと北海道産のもち米を
使い、竈ならではの強い火力で、ふっくら、もちもちの食感を
実現しました。
定番の山菜おこわのほかに亀山産の筍、栗、エンドウ
などを入れた季節限定おこわもございます。

東海道53次 47番目の宿場町「関宿」で
三大旅籠であった「會津屋」の山菜おこわ

昆布の佃煮
北海道産の日高昆布を地元亀山産の山椒の実と原木
の干し椎茸の軸を入れて甘辛く丁寧に炊き上げました。
山椒の香りとともに干し椎茸の深みのある風味があり、この
まま召し上がっていただいても、ご飯に乗せて召し上がって
いただいても美味しいです。

看板商品　山菜おこわの付け合わせ

カメヤマ株式会社 亀山市栄町����-�　����-��-����
https://www.kameyama.co.jp/

市川大楽園 亀山市辺法寺町����-�　����-��-����
https://oishiiocha.com

桶重 亀山市関町中町���-�　����-��-����

桶
東海道五十三次の宿場町として栄えた関宿で
明治15年に創業し、4代目となる。桶に向いている椹
（さわら）、高野槙（こうやまき）、杉など樹齢100年を
超える年輪の詰まった価値の高い木材を厳選して
使用しています。関宿の街道に面した作業場で、匠の
技を見学できるのも楽しみのひとつです。

明治15年創業。
130余年に渡り作り続けてきた匠の技術

特上煎茶
市川大楽園の自園で育てた八十八夜前の一番茶の新芽
に5日から7日間のかぶせを施し濃厚な味と香り、深い緑色を
両立させました。
農薬の使用を半分に抑えた特別栽培による茶畑の中からよく
育った茶葉を収穫し、手もみ茶師範である代表が長年の
経験と勘を生かしてつくった逸品です。

手もみ茶師範のつくる深い緑色と
濃厚な味の特別栽培茶

市川大楽園 亀山市辺法寺町����-�　����-��-����
https://oishiiocha.com

やぶきた粉茶ティーバッグ
市川大楽園の自園で育てた八十八夜前の一番茶の新芽
に5日から7日間のかぶせを施し濃厚な味と香り、深い緑色を
両立させました。
農薬の使用を半分に抑えた特別栽培による茶畑の中からよく
育った茶葉を収穫し、手もみ茶師範である代表が試作をくり
かえし、水出しでも温かいお茶でもおいしいティーバッグをつくり
上げました。

急須で淹れたリーフティーに負けない
おいしさのティーバッグ

株式会社安全 亀山市太岡寺町����　����-��-����
https://www.anzen-kameyama.jp/

みそ焼きうどん
三重県・亀山が誇るB級グルメ「みそ焼きうどん」。
国道を走るトラックの運転手さんたちのお気に入りの食事
が、地元の味として親しまれるようになりました。
オリジナルの味噌だれが食欲をそそるみそ焼きうどんです。
三重県産小麦粉を100%使用。

亀山のご当地グルメ！
トラック運転手から広まった名物料理

亀山ハイウェイオアシス店　亀山市布気町���-�　����-��-����
道の駅 関宿　亀山市関町新所���-�　����-��-����

取
扱
店

カメヤマローソク
創業よりローソクの品質基準とする三ずの精神（流れず・
曲がらず・くすぶらず）をモットーに最高品質を目指して
います。良好な燃焼を保つ芯糸にこだわり、自社で芯糸の
製造を行い、ローソクのサイズ、原料に合致した芯糸の
選定・品質管理を行っています。

国内シェアNo. 1
伝統と技術力と信頼のカメヤマ品質

オアシス店　亀山市布気町���-�　����-��-����
亀山店　亀山市野村�-�-��　����-��-����

直
営
店

花げしきシリーズ
線香の選択肢がなかった時代に、フローラルを配合し
た画期的なお線香として発売した「花げしき」シリーズ
は愛され続けて30年。煙も香りもほとんどない「備長炭
香」や、短時間燃焼の安心ミニ寸シリーズも取り揃えて
おります。

発売から30年 長く愛され続ける
「花げしき」シリーズ

オアシス店　亀山市布気町���-�　����-��-����
亀山店　亀山市野村�-�-��　����-��-����

直
営
店
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店
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営
店
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花ふぜいシリーズ
日々 のご供養に気兼ねなくお使いいただける、お買い求め
やすい価格のお線香シリーズ。
いろいろな香りを気軽に試してみたいというお客様の声
から、香りのバリエーションを豊富に取り揃えております。

香りバリエーション豊かな
「花ふぜい」シリーズ

オアシス店　亀山市布気町���-�　����-��-����
亀山店　亀山市野村�-�-��　����-��-����

直
営
店

有限会社小林ファーム 亀山市両尾町����　����-��-����
https://kobayashi-farm.com/

小林ファームの豚肉
「心を込めて健康に育てれば、お肉はおいしくなる」を
合言葉に、鈴鹿山脈・石水渓の麓にある自然豊かな
亀山市で、愛情を込めて丁寧に育ててきた自慢の豚。
ゆったりのんびりと健康に育てた豚は、きめ細かな肉質
で臭みがなく、やさしい旨みと甘みのある味わい。
どんな料理にも相性がよく、冷めてもやわらかくおいしい、
飽きのこない豚肉を心からお楽しみください。

農林水産大臣賞も受賞した
“本物の味、いただく幸せ”

三栄林産株式会社 亀山市加太中在家����-�　����-��-����
https://sanei-rinsan.com/ノッティーハウスリビング

ひのきの組立てミニ家具
「ちょこん」シリーズ

丸太を余すことなく有効利用した家具です。
子どもが「ちょこん」と小さなおしりを椅子に乗せるイメージで
名付けられました。子どもから大人まで幅広い年齢層の方
にもお使いいただけます。
「ものを作ることの楽しさも感じてほしい」という願いを
込めて、ドライバー1本でできる組立式です。

暮らしに彩りを与えてくれる「加太ひのき」

ひのきのカッティングボード
調理するときに活躍するだけでなく、木の持つ素材感に
よってお皿として魅せることができます。
特に木材本来の形である「耳」の部分を残すことにより、
他にない独自のデザインとなっています。

料理が楽しくなるような
デザイン性の高いカッティングボード

森のこものシリーズ
近年、本物志向への高まりと、おうち時間を大切にする
傾向にあり、自宅に木のぬくもりを求める方が多くなって
きました。
無機質なパソコン周辺の癒しアイテムや、キッチンまわりの
こだわりの小物をぜひお楽しみください。

杉のコースター・杉のマウスパット・ひのきの鍋敷き

デスク & キャビネット
木のこ～宝物になる机～

子ども時代の一時期を過ごすためだけではなく、大人に
なっても永く使える机であることをコンセプトに、整理収納
アドバイザーと一緒に企画しました。
「自らお片づけができる机」として収納は細部までこだわり、
木材も厳選された上質な三重県産材ひのきを使用して
います。

「一生使える机」をコンセプトに

杉のコースター ひのきの鍋敷き

カメヤマ株式会社 亀山市栄町����-�　����-��-����
https://www.kameyama.co.jp/

ジュラルミン削り出し名刺入れ
世界で初めて「直径3mmの極小ベアリング」を4個内蔵
した名刺入れです。
ベアリングの内蔵により、開閉が驚くほど滑らかな名刺
入れに仕上がりました。
本体の素材には、アルミ国内トップメーカーの「A2017S」
と呼ばれるジュラルミン無垢材を使用し、高精度マシ
ニングセンターで削り出しています。

世界で初めて名刺入れに
ベアリングを採用

有限会社ギルドデザイン 亀山市能褒野町��-�　����-��-����
https://gilddesign.com/

ジュラルミン削り出し
スマートフォンケース

ケースの材質には航空、宇宙、レース部品に使用される
「A2017」と呼ばれるジュラルミン無垢材の中でも、アルミ
国内トップメーカーの「A2017S」を採用。
ケースの四隅が出っ張っているのは落下の際、四隅から
の衝撃を吸収するために「必要な肉厚」として設計
されたものです。

「スマートフォンを守る」をコンセプトにした
アルミ削り出しケース



8 9

花ふぜいシリーズ
日々 のご供養に気兼ねなくお使いいただける、お買い求め
やすい価格のお線香シリーズ。
いろいろな香りを気軽に試してみたいというお客様の声
から、香りのバリエーションを豊富に取り揃えております。

香りバリエーション豊かな
「花ふぜい」シリーズ

オアシス店　亀山市布気町���-�　����-��-����
亀山店　亀山市野村�-�-��　����-��-����

直
営
店

有限会社小林ファーム 亀山市両尾町����　����-��-����
https://kobayashi-farm.com/

小林ファームの豚肉
「心を込めて健康に育てれば、お肉はおいしくなる」を
合言葉に、鈴鹿山脈・石水渓の麓にある自然豊かな
亀山市で、愛情を込めて丁寧に育ててきた自慢の豚。
ゆったりのんびりと健康に育てた豚は、きめ細かな肉質
で臭みがなく、やさしい旨みと甘みのある味わい。
どんな料理にも相性がよく、冷めてもやわらかくおいしい、
飽きのこない豚肉を心からお楽しみください。

農林水産大臣賞も受賞した
“本物の味、いただく幸せ”

三栄林産株式会社 亀山市加太中在家����-�　����-��-����
https://sanei-rinsan.com/ノッティーハウスリビング

ひのきの組立てミニ家具
「ちょこん」シリーズ

丸太を余すことなく有効利用した家具です。
子どもが「ちょこん」と小さなおしりを椅子に乗せるイメージで
名付けられました。子どもから大人まで幅広い年齢層の方
にもお使いいただけます。
「ものを作ることの楽しさも感じてほしい」という願いを
込めて、ドライバー1本でできる組立式です。

暮らしに彩りを与えてくれる「加太ひのき」

ひのきのカッティングボード
調理するときに活躍するだけでなく、木の持つ素材感に
よってお皿として魅せることができます。
特に木材本来の形である「耳」の部分を残すことにより、
他にない独自のデザインとなっています。

料理が楽しくなるような
デザイン性の高いカッティングボード

森のこものシリーズ
近年、本物志向への高まりと、おうち時間を大切にする
傾向にあり、自宅に木のぬくもりを求める方が多くなって
きました。
無機質なパソコン周辺の癒しアイテムや、キッチンまわりの
こだわりの小物をぜひお楽しみください。

杉のコースター・杉のマウスパット・ひのきの鍋敷き

デスク & キャビネット
木のこ～宝物になる机～

子ども時代の一時期を過ごすためだけではなく、大人に
なっても永く使える机であることをコンセプトに、整理収納
アドバイザーと一緒に企画しました。
「自らお片づけができる机」として収納は細部までこだわり、
木材も厳選された上質な三重県産材ひのきを使用して
います。

「一生使える机」をコンセプトに

杉のコースター ひのきの鍋敷き

カメヤマ株式会社 亀山市栄町����-�　����-��-����
https://www.kameyama.co.jp/

ジュラルミン削り出し名刺入れ
世界で初めて「直径3mmの極小ベアリング」を4個内蔵
した名刺入れです。
ベアリングの内蔵により、開閉が驚くほど滑らかな名刺
入れに仕上がりました。
本体の素材には、アルミ国内トップメーカーの「A2017S」
と呼ばれるジュラルミン無垢材を使用し、高精度マシ
ニングセンターで削り出しています。

世界で初めて名刺入れに
ベアリングを採用

有限会社ギルドデザイン 亀山市能褒野町��-�　����-��-����
https://gilddesign.com/

ジュラルミン削り出し
スマートフォンケース

ケースの材質には航空、宇宙、レース部品に使用される
「A2017」と呼ばれるジュラルミン無垢材の中でも、アルミ
国内トップメーカーの「A2017S」を採用。
ケースの四隅が出っ張っているのは落下の際、四隅から
の衝撃を吸収するために「必要な肉厚」として設計
されたものです。

「スマートフォンを守る」をコンセプトにした
アルミ削り出しケース



10 11

杉ボックスシリーズ
３種類のサイズがすべて倍になっていることで、たくさん
組み合わせて自由自在の家具の形を作ることができます。
本棚に、小物置きに、ディスプレイしながら洋服をしまっ
たりなど使い方は無限大です。

3種類のロの字型ボックス
サイズ180mm・360mm・720mm

三栄林産株式会社 亀山市加太中在家����-�　����-��-����
https://sanei-rinsan.com/ノッティーハウスリビング 鈴鹿農業協同組合 鈴鹿市地子町����　���-���-����

https://ja-suzuka.or.jp

鈴海山
原料のお米は全てＪＡ鈴鹿管内産のお米で、精米歩合は５５％。
多くの人に楽しんでもらえるよう、アルコール度数は一般的な１５％に
調整しました。
飲み口は、フルーティーな香りとさわやかな甘みが楽しめ、女性の方
にも飲みやすい日本酒に仕上がりました。

ＪＡ鈴鹿　地元産米を使用の純米吟醸酒

鈴海山梅酒
管内産のお米と梅で仕込んだ梅酒です。
使用する梅は大粒で完熟したものを厳選。丁寧に手作業で洗浄し
た後、日本酒に漬け込み、ゆっくりと時間をかけて梅の旨味と甘みを
引き出しました。飲み口は甘口ながらも爽やかな梅の香りが楽しめ、冷
酒感覚でお召し上がりいただけます。

ＪＡ鈴鹿　地元産米と梅を使った日本酒ベースの梅酒

有限会社瑞宝軒 亀山市御幸町���　����-��-����
https://zuihouken.co.jp

亀乃尾
北海道産の上質な小豆と国産餅粉。
ふわりとやわらかな求肥餅でこし餡を包み、上品な一口
大に。
さりげなく亀甲に摘んだ意匠も江戸後期より変わらず受け
継がれる亀山の銘菓です。

初代店主の留吉が
古今和歌集の賀歌を題材に創意した餅菓子

龍乃髭バウムクーヘン
亀乃尾と対をなす縁起の良い龍をイメージし、
髭が渦を描くが如く、一層ずつ丁寧に焼き上げ
ました。
伊勢亀山の風土に育まれた素材本来の豊かな
香りをお楽しみください。

伊勢神宮奉納米「結びの神」の米粉を用いた
新しいバウムクーヘン

中国名菜しらかわ 亀山市みずほ台��-���　����-��-����
https://shirakawa.theshop.jp/

中国名菜しらかわ 担々麵
中国料理大会で金賞を受賞するなど国際的評価のある
中国料理店のシェフが考案した胡麻や辛さだけでなく程
よいスパイスの効いたコクと旨味のあるミシュランガイドにも
掲載された担々麺です。
お好みで野菜や肉を添えていただくとより一層美味しく
お召し上がりいただけます。

本場中国で学んだ知識と技術を
活かして作るこだわりの担々麺

中国名菜しらかわ 食べるラー油
フライドオニオンやニンニクなどのザクザクしたクリスピーな食感や程よいラー油の辛味が
ヤミツキになる美味しさそのまま、おつまみや家庭での万能調味料として幅広い層から
根強い人気があります。

そのまま食べても美味しい
アレンジ多彩な万能調味料

中国名菜しらかわ 杏仁豆富
厳選した材料、徹底した温度管理で一つ一つ真心
こめてお作りしています。お好みの果物を添えていただくと
より一層美味しく召し上がりいただけます。

とろける食感、濃厚な風味のある
本物の杏仁豆富

果菜彩
亀山店 ����-��-����　鈴鹿店 ���-���-����　稲生店 ���-���-����

取
扱
店

果菜彩
亀山店 ����-��-����　鈴鹿店 ���-���-����　稲生店 ���-���-����

取
扱
店
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御菓子司 生甘堂 亀山市中庄町���-��　����-��-����
http://okashiyasan.com

中川木材株式会社 亀山市小川町����　����-��-����
https://z-nakagawa.com

ねこプランター
天然木のナチュラルな風合いを生かし、ひとつひとつ手作り
で丁寧に作っています。亀山市産の高級ヒノキを使用して
いるので、自然ひのき成分により、高い抗菌やストレス
解消、リラックス効果、快眠、防虫効果があります。新聞や
ラジオなどのメディアにも取り上げられ、亀山市だけでなく
全国でも一躍人気となりました。狭いところが好きな猫に
とって、ちょうど良いサイズで安心してお昼寝ができるようです。

亀山市産の高級ヒノキを使用！
ひとつひとつ手作りで仕上げたねこプランター

山里
創業は1930年 初代が考案し二代目が継承、長年培った
技術と製法で長く愛されている生甘堂の銘菓「山里」。
三代目が新たに亀山紅茶 べにほまれ味を加え、二種類の
お味を楽しめます。北海道産 白手亡豆100％の自家製
白あんに、亀山産の茶葉を贅沢に配合。
濃厚な茶葉の旨味と栄養をまるごと味わえる半生菓子です。

粉末茶葉をたっぷり贅沢に配合

アイスくずバー
葛を主原料に作られた葛ゼリーを冷凍するともっちり食感
のアイスができました。時間が経っても溶け出さないので、
小さなお子様でも食べやすいお菓子になっております。
地元産の果物を使ったものや、亀山産の茶葉を練り
込んだ、亀山茶・亀山紅茶 べにほまれ・亀山ほうじ茶の
三部作は特に人気。フルーツ系、ドリンク系、ふたつの
シリーズをご用意しております。

溶け出さないアイスくずバー

伊達丸亀製茶 亀山市辺法寺町����　����-��-����
https://dateseicha.wixsite.com/marukameseicha

亀山べにほまれ紅茶
亀山産の「べにほまれ」紅茶は、『日本産紅茶としてはじ
めて海外の紅茶に追いついた』と評される、まぼろしの
紅茶でした。
歴史に埋もれてしまった亀山産のべにほまれ紅茶を復活
させようとする取り組みが、平成23年度から行われ、50年
以上前の茶園から挿し木をして栽培加工に成功しました。

世界で認められた亀山紅茶が復活
国産紅茶グランプリ2022 準グランプリ受賞

中川木材株式会社 亀山市小川町����　����-��-����
https://z-nakagawa.com

チビいす組立キット亀山の木
インテリアとして・お子様のおもちゃとして・お店の商品
スタンドとして・など使用できます。完成してからアレンジして
楽しんでも良いでしょう。写真付き説明書と下穴加工
済み・木工ボンド・釘、同封。組立はお客様にてお願い
します。初めての方でも簡単に木工を楽しんでいただけます。

亀山市産スギ材天然木使用！
木工体験やお子様の工作経験に最適

なかの材木株式会社 亀山市栄町����-���　����-��-����
https://www.zai-moku.jp/

WOOD LOVER’S
ヴィンテージ加工ウッドパネル

三重県産の杉の羽目板を亀山にある作業場で、一枚一
枚手作業でヴィンテージ風に加工したウッドパネルを
作っています。
無垢のヴィンテージ材は、住まいや店舗などの内装材と
して壁一面に貼るだけで、今までとは違うデザインを可能
にし、お洒落な空間を演出。スタイルやカラーも豊富なの
で、きっと好みの製品が見つかるはずです。

三重県産の杉で作ったヴィンテージ材

WOOD LOVER’S
レジンテーブルとレジンアートパネル

大きさが様 で々テーブルに加工できない板に、植物性の
エポキシ樹脂（レジン液）を使って、形を整えることで世界
にたった一つのテーブルにすることができます。
レジンテーブルを家族が集まるリビングに置くだけで、
華やかな空間になります。

「木材の新しい創造に向けて」

WOOD LOVER’S
レジン雑貨シリーズ

テーブル製作時に出た端材を利用して小物雑貨を製作
しています。
木片や端材も大切に捨てることなく、すべてを商品化する
ことを目標とし、SDGsに貢献した商品です。
「一輪挿し」や「スマホスタンド」など、日常の中で利用
できるものを多数製作しています。

「木片や端材こそ宝物」
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　亀山市は、日本の東と西を結んだ大動脈「東海道」の宿場町として

今もなおその面影を残し、歴史ロマンを求めて多くの観光客が訪れます。

そんな人と人、人とものをつないだ郷土を、

亀山市の頭文字「K」を用いて、

西にそびえる鈴鹿山脈・鈴鹿峠と、そこから流れる鈴鹿川の情景を、

『日本武尊・白鳥伝説』ゆかりの地にちなんで、

白鳥をモチーフに具現化しました。

その第一歩が「知りたいまち」となることだと考えます

知れば　訪れたくなる

　　　訪れてとても気に入っていただければ、暮らしたいまちとなります　　　

その「知りたいまち」となるため

　　　この地域ならではの魅力的な価値をつくり　磨き上げて輝かせること

　　　そして　その魅力を発信することが必要なのです

　　　これが　私たちが取り組む地域ブランド創出プロジェクトです　

地域ブランド創出プロジェクト

～『選ばれるまち』となるために～

ロゴマークのデザインコンセプト

　亀山ブランド認定品の中には、亀山市
ふるさと納税の返礼品として取扱って
いる品もあります。右記のサイトから
ご覧いただけます。
　皆さまからの応援を心よりお待ちして
います。

【ふるさとチョイス】 【楽天ふるさと納税】

亀山市ふるさと納税ご案内

有限会社深川屋 亀山市関町中町���　����-��-����
http://www.sekinoto.com/

三重茶農業協同組合 四日市市水沢町����-�　���-���-����
http://www.chaki-chaki.com/

特上かめやま
一番茶の中でも５月初旬の新芽を使用し、茶葉を蒸す
時間を少し長くすることにより、深い旨味と清涼感を特徴と
するお茶です。二煎目・三煎目と違った味を楽しんでいた
だけます。今まで培ってきた経験を活かし、乾燥温度、
乾燥時間を調整し、衛生管理も徹底的に行い、安心・
安全な商品に仕上げました。

お茶の栽培に適した風土で育った
上品で濃厚な味わいと香り

銘菓 関の戸シリーズ
江戸寛永より続く深川屋の関の戸は、赤小豆のこし餡を
求肥で包み、阿波の和三盆をまぶしたお餅菓子です。
亀山茶を石臼で挽きまぶした「お茶の香関の戸」は2017年
全国菓子大博覧会にて厚生労働大臣賞を受賞した
銘菓です。

創業1642年　深川屋の代表銘菓「関の戸」

関見世 吉右衛門　亀山市関町新所����-�　����-��-����取扱店

茶気茶気　亀山市御幸町���-�　����-��-����直売店
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亀山市
〒519-0195 三重県亀山市本丸町 577 番地

TEL.0595-84-5049
https ://www.city .kameyama.mie . jp/ 亀山ブランド
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にしかない　魅力をお届けします


