
全国『城もなか』マップ
（2021/7版）

赤文字：城葱攻略済

４３「名城一の丸最中」
【姫路城】（日進堂本舗）

粒餡。皮は大天守と小天
守をデザイン。

４３「五層もなか」
【姫路城】（なかの㈱）

五層の姫路城にちなむ。
刻み栗入りの粒餡。昭和
の大改修を祈念して製作。

４３「城白モナカ」
【姫路城】（なかの㈱）
平成の大改修を祈念して

地元高校生とコラボ製作。
餡はクリームチーズ入りの
白餡に、ホワイトチョコチッ
プが入っている。皮も白く、
白にこだわった洋風もなか。

４２「城下町もなか」
【岸和田城】（小山梅花堂）

粒餡。角右寄三層皮。餡と
皮が別の手作り城もなか。

４１「大阪城鯱最中」
【大阪城】（千壽庵吉宗）
粒餡。正面五層皮。

６１「浮城もなか」
【富山城】（月の屋堂）

餡は小豆、抹茶。角右寄
三層皮。浮城は別名。

５２「平戸城最中」
【平戸城】（津乃上）
粒餡。

４５「松江城最中」
【松江城】（清松庵たちばな）

もなかは、しまね・奥出雲のブ
ランド「仁多米」を使用。

５３「石田城もなか」
【石田城】（平野）

粒餡。角右寄三層皮。表
面は、しっとりした食感の
ぬれ最中で、羊羹と氷餅
の二層仕立てとなってい
る。雪を被った城の様に
見える。

４９「小倉城」
【小倉城】（藤屋）
粒餡。

４６「月山富田城最中」
【月山富田城】（長谷川製パン）
粒あん。

５５「お城もなか」
【天ヶ城】（天ケ城茶屋）

３５「お城もなか」
【犬山城】（松栄本店）
望楼型天守の皮。

３５「桜城もなか」
【犬山城】（ますだ）

皮は一輪の桜の向こう
に城が見える情景

５０「最中鷹取城」
【鷹取城】（大塚菓子舗）
粒餡。城サブレもある。

４４「方谷さんもなか」
【備中松山城】（ゆめ菓子工房 備中開発株式会社）

新品種小豆「夢大納言」と鬼ザラ糖で作った瓶詰「極の餡」か
ら備中松山城を模った皮にはさんで食べる手作りタイプ。

６「長岡城」
【長岡城】（長命堂飴舗）

餡は、水あめで抹茶、しそ、
ミルクの３種。 ７「お城もなか」

【新発田城】（寿堂）
餡は、白餡。栗入り。

※

※お城（櫓や門）の形をしたもなか

５１「岸崖城もなか」
【岸崖城】（昭月堂）

５４「熊本お城最中」
【熊本城】（一休本舗）
餡の中に餅が入っている。

４７「お城もなか」
【福山城】（浜だんな製菓）

粒餡。餡の中に四角い求
肥が入ってる。

４８「お城もなか」
【丸亀城】（寶月堂）

粒餡。餡と皮が別で手作り
城もなか。

２８「海津慕城もなか」
【松代城】（つたや本店）
しそあん。石垣部に「松代」の文字

１４「倉賀野城最中」
【倉賀野城】（星志野）
粒餡。

３４「墨俣一夜城もなか」
【墨俣城】（金蝶堂総本店）

四角いパックの粒餡をヘラで
城型最中に詰める手作りタイ
プ

２９「上田城真田十万石」
【上田城】（昌平堂）
大粒クル
ミの入った
粒餡。

２９「信州上田城櫓門最中」
【上田城】（田毎庵）

櫓門の形の皮で粒餡と杏子
餡が半分ずつ挟んである。

３１「霧ヶ城最中」
【岩村城】（三久）
栗の甘露煮が入った粒餡。

３７「越前大野城最中」
【越前大野城】（八田屋）

粒餡を城型のもなかに詰めて食べ
る手作りタイプ。

２３「雪の椿城」
【甲斐上野城】（瓦屋）
白餡。椿城は別名。

２２「新府城もなか」
【新府城】（萩原製菓）

３６「お城最中」
【田丸城】（吉祥庵）

粒餡。今は無き城の面影
を残したいという思いが詰
まる。

３３「清須城最中」

【清須城】（清須和菓子
工房うめざわ）

３２「小牧山城もなか」
【小牧山城】（ゑびす屋商店）

３９「周山城最中」
【周山城】（亀屋廣清）
皮に桔梗紋の焼印。

３８「城最中」
【彦根城】（さわ泉）
皮はずん
ぐり可愛
らしく
立体的。

３８「ひこねお城もなか」
【彦根城】（なか里）

栗入餡。立体対角線割五
層皮。

３８「彦根城もなか」
【彦根城】（木村菓子舗）

水分少なめ粒餡。パリパ
リの立体対角線割五層皮。

４０「池田城最中」
【池田城】（満寿美堂）
刻み栗入り餡。
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１「お城最中」
【松前城】（北洋堂）
茶色の皮で小豆餡、白色の
皮で胡麻餡の２種ある。模
擬天守復元を機に作られた。

２「お城りんご最中」
【田舎舘城】（アントルメ佐藤菓子店）
りんご餡と白餡。

３「お城最中」
【弘前城】（あずき庵）
手作りタイプ。

４「城もなか」
【盛岡城】（丸基屋）
粒餡と白餡で1セットの手作りタイ

プ。盛岡城の再興祈願で製作。城
サブレもある。

１５「館林城もなか」
【館林城】（さのや）
城の再建を目指し製作。2018
年7月販売開始という新顔。1
個10円分が再建資金となる。

１０「宇都宮城もなか」
【宇都宮城】（梅月堂）
粒あん。

１１「大名最中」
【壬生城】（なからい菓子店）
粒あん。

１２「柿岡城もなか」
【柿岡城】（銅門堂）
八郷産の柿のあん。

１７「小山田城最中」
【小山田城】（玉川虎屋）
栗あん、
粒あん。

１７「しろチョコ最中」
【小山田城】（玉川虎屋）

パフ入りホワイトチョコが詰
まる。
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５６「夢見の城もなか」

【加瀬山に計画されていた
城】（新岩城菓子舗）

太田道灌が築城を断念した
という幻の城。
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２４「城のある町」
【小山城】（石間舗）

求肥入り粒餡。角左寄三層
皮。

２４「城最中」
【小山城】（たけうち）

粒あん、白あん。角右寄三
層皮。

２６「出世城もなか」
【浜松城】（ふる里総本家）
粒餡。皮と餡が別の手作り
城もなか。家康没後400年
記念で製作。

２５「二俣城最中」
【二俣城】（むらせや）
粒餡。

２５「二俣城もなか」
【二俣城】（光月堂）

餡は、粒餡、天竜茶の抹
茶餡がある。石垣を対角
線上に割るもなか。角右
寄三層皮。

２７「城最中」
【掛川城】（コマツ菓子店）

粒餡、掛川茶の抹茶餡、し
そ餡の３種。角右寄三層皮。

２７「掛川城もなか」
【掛川城】（伊藤菓子店）
胡桃入りの粒餡。

２０「大庭城最中」
【大庭城】（丸寿）
粒餡。皮は無農
薬・有機栽培の
もち米を使用。

８「阿賀北五人衆・安田城」
【安田城】（龍宝堂）

白餡に小豆を加えた餡。角右寄
三層皮。

９「越後高田三重櫓」
【越後高田城】（杉原）
粒餡。角右寄三層皮。

３０「お城最中」
【松本城】（藤屋）
粒餡。
はみ出る
餡と角が
ある特徴
的な皮。

１８「八王子城もなか」
【八王子城】（千松園）
粒餡。立体対角
線割五層皮。

２１「城下町もなか」
【小田原城】（風月堂）
粒餡。角中央三層皮。

２１「城もなか」
【小田原城】（小田原種秀）
粒餡。正面三層皮。多様な
餡があり、白餡、抹茶餡、
湘南ゴールド餡など。
季節限定のものもある
（メロン、パイナップル）。
小田原城には石垣の色が
異なる限定版がある。

１９「小机城最中」
【小机城】（折本屋）

刻み栗入り白餡。続百
名城選定記念で作ら
れた。角右寄三層皮。

１３「十一万石最中」
【佐倉城】（木村屋）
粒餡。角中央三層皮。佐倉城の再建を
祈願し、名城に思いを馳せ、十一萬石
の繁栄を今に伝える。

１６「忍城物語」
【忍城】（金沢製菓店）

粒あん。角右寄三層皮。御三
階最中とも。

５７「刈谷城最中」
【刈谷城】（みづ乃）

粒餡。餡と皮が別の手
作り城もなか。皮に刈
谷城と記されている

５８「松尾城最中」
【横須賀城】（宮前大竹屋）

松尾城は横須賀城の別称。
こしあん。角右寄三層皮。
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５９「首里城最中」
【首里城】（樂園百貨店）

塩あん＆クリーム。正殿の
姿を浮彫りした長方形皮。

新

新

新
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６０「烏山城もなか」

【烏山城】（えちごや丸山菓子店）
角左寄五層皮。皮に蛇姫と記さ
れている。

６０「烏山城下町最中」

【烏山城】（美与志堂商店） 粒あ
ん。角右寄三層皮。

５「片倉小十郎城主最中」
【白石城】（高甚製菓（たかじん））
粒餡。製造休止中。

新

新


