


｢じゅうじゅうみそ｣は篠島の郷土料理です。
家庭でも簡単に調理できるよう、試作を繰
り返し商品化しました。篠島で一本釣りされ
た鯛を素焼きし、出汁と一緒に高温殺菌す
ることで丸ごと一匹の鯛が入っています。
島の味を活かしながら、食べやすい味に仕
上げてあります。

● 希望小売価格(税抜) 1,500円/箱
● 内容量 ：１匹/箱
● 販売期間：通年(鯛の仕入れ状況により変動)

篠島島の駅SHINOJIMA
つくだ煮街道等

南知多町受
賞
商
品

篠島 鯛のじゅうじゅうみそ焼

南知多町

日間賀島内旅館、民宿、売店、
日間賀島・丸幸(有)、
知多半道路PA(一部)等

日間賀・海ソース

南知多町大字日間賀島字西浜48 ひまポ内
TEL：0569-68-2388
URL https://www.himaka.net/

販売店舗

篠島観光協会

● 希望小売価格(税抜) 800円/個
● 内容量 ：75g/個
● 販売期間：通年

販売店舗

知多郡南知多町篠島浦磯２８ TEL：0569-67-3700
URL http://www.shinojima-aichi.com/

日間賀島観光協会

日間賀島の隠れた特産品である、白
ミル貝を使用したソースです。白ミル
貝の独特の風味を活かし、島のタコ
やシラスと一緒にオリーブオイルと合
わせました。アヒージョやパスタ、トー
ストなどの料理や調味料として隠し味
にも使える万能ソースです。
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名古屋市

自然薯入り生きしめん 行光

● 希望小売価格(税抜) 800円/袋
● 内容量 ：250g/袋
● 販売期間：通年

販売店舗

中部麺粉株式会社
名古屋市守山区原境町1003ｰ1
TEL：052-772-5441
URL https://tsuku2.jp/chubumenpun

北設楽郡

北設楽郡設楽町津具字用留61
TEL：090-6804-1953
URL https://tsuguya.com

つぐや
販売店舗

● 希望小売価格(税抜) 694円/袋
● 内容量 ：五平餅100g×3本、

タレ100g/袋
● 販売期間：通年

くるみだれ五平餅 3本セット

道の駅もっくる新城、田原めっくんはうす等 オンラインショップ

もっくる新城で販売している「くるみだれ五平餅」を
そのまま真空パックにしました。原材料や配合は全
く同じで、添加物は一切使用しておりません。小さ
いお子様から年配の方まで幅広くご好評いただい
ております。

愛知県産小麦｢きぬあかり｣、｢ゆめあかり｣使用の
きしめんです。愛知県産自然薯｢夢とろろ｣をたっぷ
り練り込むことによってのどごし滑らかなきしめん
に仕上がりました。つゆ付きです。

豊橋市西小鷹野1丁目2－6
TEL：0532-62-9615
URL http://www.egao-tsunagu.com/

株式会社スマイル－リンク
販売店舗

道の駅とよはし内 特産品処まるっとみかわ、
東海県内高速道路売店

● 希望小売価格(税抜) 550円/個
● 内容量 ：130g/個
● 販売期間：通年

累計１５万個販売の岡崎ぎゅーっと肉味噌の新味、
コク旨カレー味は肉味噌のおいしさはそのままに、
コクがきいたカレー味の商品となっています。ご飯
はもちろんのこと、パンにも合う商品です。

豊橋市

岡崎ぎゅーっと肉味噌コク旨カレー味 キッチン大友 味噌おでん
● 希望小売価格(税抜) 830円/袋
● 内容量 ：290g/袋
● 販売期間：通年

販売店舗

愛知県産卵をはじめ国産計6種のおでん (卵、大根、
こんにゃく、里芋、厚揚げ、豚モツ)に2年熟成の蔵出
し八丁味噌と極上だしがしみうまの味噌おでん。ご
自宅では味付けが難しい名店の味が湯煎するだけ
でお楽しみいただけます。

名古屋市

キッチン大友長者町本店、通販サイト

名古屋市中区錦2-11-5
TEL：0120-07-5181
URL https://ohtomo-s.co.jp

キッチン大友(大友産業株式会社)
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国産乾燥メンマ

● 希望小売価格(税抜) 600円/袋
● 内容量 ：40g/袋
● 販売期間：通年

販売店舗

竹々木々工房
豊田市旭八幡町堂山432-3
TEL：0565-77-2722
URL https://chiku2moku2.com/

惣

菜

類

豊かな自然と美味しい水で育った朝採れ筍をメンマ
にしました。朝採れ筍を素早く加工し、1ヶ月発酵させ、
天日干しで１週間じっくり乾燥させました。全て手作
業で仕込んだメンマは旨みや歯ごたえが違います。

豊橋市西小鷹野1丁目2－6
TEL：0532-62-9615
URL http://www.egao-tsunagu.com/

販売店舗 道の駅とよはし内 特産品処まるっとみかわ

● 希望小売価格(税抜) 463円/個
● 内容量 ：200g/個
● 販売期間：通年

豊橋産ミニトマトを濃縮５倍にしたピューレを使用し
て作った、トマトの甘さ、酸味のバランスが絶妙なス
パイスカレーです。

株式会社スマイル-リンク

豊橋市

豊橋市

キャベコロⓇ(プレーン味)

● 希望小売価格(税抜) 450円/袋
● 内容量 ：50g×5個/袋
● 販売期間：通年

販売店舗

株式会社 サンショク
豊橋市潮崎町39番地 TEL：0532-46-3316
URL http://www.sansyoku.com/

JAあいち経済連ギフトカタログ、田原市
ふるさと納税返礼品、ピピッと！あいち、
田原市内道の駅等

田原産キャベツを使ったご当地グルメ「キャベコロ
Ⓡ」のプレーン味です。キャベツの食感を残すた
め、蒸し上げて脱水してから具材に使用しており
ます。キャベツの味わいを感じていただくため、ホ
ワイトソースベースの味付けに仕上げました。

食べチョク、ピピッと！あいち、
つくラッセル、直接販売

碧南市鷲林町2－65
TEL：0566-41-0571
URL http://nikoya.jp

販売店舗

自店舗、ピアゴ碧南東店、
道の駅にしお岡ノ山等

● 希望小売価格(税抜) 231円/個
● 内容量 ：250g/個
● 販売期間：通年

大豆の甘みや風味と白だしの上品な味わいが融合
された味付きの豆腐ですので何もかけずにそのま
まお召し上がれます。
愛知県産大豆『フクユタカ』を100％使用し通常の豆
腐を作る時よりも多くの大豆を使用しているので大
豆本来の甘みや香りをご堪能いただけます。

にこや本店

白だし寄せ豆腐
スパイストマトカレー

豊田市

碧南市



豊橋産のミニトマトを濃縮５倍にしたピューレを使用して
作ったパスタソースです。ピリ辛のソースが食欲をそそり、
トロミのあるソースのためパスタによく絡みます。

スパイストマトパスタソース

● 希望小売価格(税抜) 276円/袋
● 内容量 ：120g/袋
● 販売期間：通年

道の駅とよはし内 特産品処まるっとみかわ販売店舗

大豆粉カレールウ

生協、百貨店、量販店

愛知県産の大豆粉と米粉を使用したカレールウで、カレール
ウの主原料である小麦粉の代わりに、大豆粉に米粉をブレ
ンドし、独自の直火焼製法により丹念に焼き上げました。タ
ンパク質・食物繊維が従来の商品（日本食品標準成分表
2015版（七訂）カレールウとの比較）に比べ２倍多く含まれて
おり、脂質も30％カットしたカレールウです。

販売店舗

● 希望小売価格(税抜) 360円/袋
● 内容量 ：120g/袋
● 販売期間：通年

株式会社オリエンタル
稲沢市大矢町高松1-1 TEL：0120-054545
URL http://www.oriental-curry.co.jp/ 

稲沢市

豊橋市西小鷹野1丁目2－6
TEL：0532-62-9615
URL http://www.egao-tsunagu.com/

株式会社スマイル-リンク

豊橋市

● 希望小売価格(税抜) 602円/個
● 内容量 ：602g/個
● 販売期間：通年

販売店舗 道の駅とよはし内 特産品処まるっとみかわ

株式会社スマイル-リンク
豊橋市西小鷹野1丁目2－6
TEL：0532-62-9615
URL http://www.egao-tsunagu.com/

豊橋市

豊橋ピクルス うずら
｢雪乃醸｣大粒肉焼売

豊川産ブランド豚肉「雪乃醸」を使用した、肉使用比率
75％の大粒肉焼売です。発酵飼料(酒粕、ビール酵母等)
を与えて肥育した「雪乃醸」は、融点が低く、とろけるような
旨みがあります。オレイン酸を多く含む背脂を多く使用するこ
とで、食べ応えとあっさり感を両立させました。

● 希望小売価格(税抜) 700円/袋
● 内容量 ：約300g(50g×6個)/袋
● 販売期間：通年

ネット通販、DEAN&DELUCA、
高島屋

豊川市白鳥町山桃5-1
TEL：0533-87-5512
URL https://yukinojo.jp/

販売店舗

株式会社リンネファーム

豊川市

生産量日本一の豊橋うずらを瓶入りのピクルスに
しました。
中身が見えるおしゃれな外見はお手みやげにぴっ
たりです。お酒のおつまみにもぴったりです。
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西尾市

惣

菜

類

三河湾を臨む愛知県西尾市一色町にある農場で、飼料・
水・育種に拘り抜いて、愛情一杯に育て上げた極上の豚肉
「三河おいんく豚」を使用した、こだわりのカレーです。
西尾市のJA西三河のブランド米「矢作の恵」のコシヒカリ米を
米粉にして、小麦粉の代わりに使用しました。※小麦粉、化
学調味料、香料、着色料は使用しておりません。

三河おいんく豚カレー
（愛知県産米粉使用）

ピピッと！あいち、でんまぁと安城、あおい
パーク、道の駅にしお岡ノ山、でんまぁと安
城、西尾市憩の農園、一色さかな広場

有限会社オインク
販売店舗

西尾市一色町千間千生新田179-20
TEL: 0563-73-6744
URL http://www.oink.ne.jp/

● 希望小売価格(税抜) 700円/個
● 内容量 ：200g/個
● 販売期間：通年

西尾市

創業元久元年(1861年)、百年使用している杉の木桶を使
い、昔ながらの製法を守り続ける醸造元「はと屋」の赤味噌
を使用した、味わい深い芳醇なカレーです。
この度、スパイスの利いた従来のカレーに碧南市の「愛桜三
年熟成味醂」を隠し味に使用し、深みのある味にリニューアル
いたしました。

三河おいんく豚カレー
（愛知の赤味噌入り）

有限会社オインク
販売店舗

西尾市一色町千間千生新田179-20
TEL：0563-73-6744
URL http://www.oink.ne.jp/

● 希望小売価格(税抜) 500円/個
● 内容量 ：200g/個
● 販売期間：通年

西尾市

日本有数の抹茶生産量を誇る「西尾の抹茶」と極上の豚肉
「三河おいんく豚」のコラボカレーです。豚の旨みと抹茶のほろ
苦さが意外とあとひく、とってもグリーンなカレーです。
この度、スパイスの利いた従来のカレーに碧南市の「愛桜三
年熟成味醂」を隠し味に使用し、深みのある味にリニューアル
いたしました。

三河おいんく豚カレー
（西尾の抹茶入り）

有限会社オインク
販売店舗

西尾市一色町千間千生新田179-20
TEL：0563-73-6744
URL http://www.oink.ne.jp/

● 希望小売価格(税抜) 500円/個
● 内容量 ：200g/個
● 販売期間：通年

ピピッと！あいち、でんまぁと安城、あおい
パーク、道の駅にしお岡ノ山、でんまぁと安
城、西尾市憩の農園、一色さかな広場

ピピッと！あいち、でんまぁと安城、あおい
パーク、道の駅にしお岡ノ山、でんまぁと安
城、西尾市憩の農園、一色さかな広場

愛知のふるさと食品コンテスト
ってなに？

愛知県産の農林水産物を主な原料とし、

製品化されてから３年以内の加工食品を

対象としたコンテストだよ！愛知県では

1988年から毎年開催しているよ。



豊橋産ミニトマトを使用した万能ダレです。焼いたお肉
にかけたり、生のお野菜にかけてお召し上がりください。

タレは加水せず、野菜や果物の甘み・酸味が効いてい
ます。

調
味
料
他

● 希望小売価格(税抜) 695円/本
● 内容量 ：300g/本
● 販売期間：通年

道の駅とよはし内 特産品処まるっとみかわ販売店舗

トマト万能だれ

豊橋市

株式会社スマイル-リンク
豊橋市西小鷹野1丁目2－6
TEL：0532-62-9615
URL http://www.egao-tsunagu.com/

愛知県産の海と陸の恵みを100％使用したバーニャカウダー
ソースです。水産物はメヒカリ、農産物は無農薬、窒素肥料
無使用で栽培された野菜を使用しており、食材にとことんこ
だわった一品です。ローズルーム名古屋の朝食にてご提供し
ております。

● 朝食料金(税抜) 1,500円
● 提供期間：通年

ローズルーム名古屋 朝食

名古屋市中区栄2-7-13 ヴィア白川２Ｆ
TEL：052-203-5931

提供場所

“100％愛知”バーニャカウダー

リゾートトラスト株式会社 ローズルーム名古屋

名古屋市

キャベツ専用 大葉塩だれ
生産量日本一の豊橋産大葉を使用した、大葉の香りが
豊かなタレになります。さわやかな大葉の香りでキャベ
ツがもりもりいただけます。

● 希望小売価格(税抜) 417円/本
● 内容量 ：190g/本
● 販売期間：通年

販売店舗 道の駅とよはし内 特産品処まるっとみかわ

株式会社スマイル-リンク
豊橋市西小鷹野1丁目2－6
TEL：0532-62-9615
URL http://www.egao-tsunagu.com/

豊橋市

篠島産かちり山椒

販売店舗

● 希望小売価格(税抜) 1,000円/個
● 内容量 ：70g/個
● 販売期間：通年

自店舗

株式会社みのる
一宮市栄３丁目４番６号 TEL：0586-73-1010
Eメール takeichi-a@kappou-minoru.com

一宮市

篠島産ちりめん雑魚を100％使用した、減塩のちりめん山椒
（八丁みそ味、カレー味、しょうゆ味）です。味付けの醤油は
江南市産、味醂は稲沢市産、味噌は岡崎市産を使用して
います。



豊橋産キャベツパウダーを中心に、野菜のみを使用した
出汁パックになります。野菜ブイヨンの要領でポトフなど
の洋風料理に使用できます。また、煮出したスープをそ
のままいただいても美味しくお召し上がりになれます。

調
味
料
他

● 希望小売価格(税抜) 700円/個
● 内容量 ：8g×10袋/個
● 販売期間：通年

道の駅とよはし おみやげ処まるっとみかわ販売店舗

野菜だし

豊橋市

株式会社スマイル－リンク
豊橋市西小鷹野1丁目2－6
TEL：0532-62-9615
URL http://www.egao-tsunagu.com/

カクキュー八丁味噌

矢作大豆使用 八丁味噌
(ヴィンテージタイプ)

八丁味噌は大きな木桶に仕込み、職人の手で川石を円錐
状に積み上げ重石とし、2年以上天然醸造で熟成させていま
す。「矢作大豆使用 八丁味噌(ヴィンテージタイプ)」は、創業
当時使用していたと考えられる大豆「矢作」を使用し、通常の
八丁味噌よりも長い5年以上の熟成をさせております。すっきり
とした味わいが特徴です。

● 希望小売価格(税抜) 2,037円/個
● 内容量 ：400ｇ/個
● 販売期間：通年

岡崎市

岡崎市八帖町字往還通69番地
TEL：0564-21-1355
URL https://www.kakukyu.jp/

販売店舗 カクキュー八丁味噌

有限会社 まんてん．

メヒカリ魚醤ポン酢

● 希望小売価格(税抜) 800円/本
● 内容量 ：200g/本
● 販売期間：通年

豊橋市

販売店舗

愛知県蒲郡産メヒカリの一次加工で切り落とした頭を利用
した魚醤ぽん酢です。臭みが少なく、メヒカリの風味が感じ
られ、魚料理からお肉料理まで幅広くお使いいただけます。

道の駅とよはし、田原めっくんはうす、
あかばねロコステーション、
ＪＲ蒲郡駅内ナビテラス、ホテル明山荘

豊橋市神野新田町字ヲの割40-1
TEL：0532-33-2461
URL https://manten-ff.com/

「いいともあいち運動」って知ってる？

★消費者と生産者が今まで以上に

いい友関係になる

★Eat more Aichi products
(イート モア アイチ プロダクツ)

＝もっと愛知県産品を食べよう

（利用しよう）



飲

料

FIG ICHIJIKU WEIZEN

● 希望小売価格(税抜) 650円/本
● 内容量 ：330mL/本
● 販売期間：通年

大麦麦芽と小麦麦芽を使ったドイツスタイルのヴァイツェンという
スタイルのビールに愛知県特産のイチジクを使った発泡酒です。
フルーティーな香りと、白濁したカラーが特徴です。
知多市岡田の古民家を改修した醸造所で製造しています。

販売店舗

すっきりしたセゾンスタイルのビールに知多半島産の梅を使用し
た発泡酒です。すっきりとしたのどごしと少しの酸味が特徴です。
ボトルラベルには、知多の工業地帯の煙突をシンボルに持って
きました。

● 希望小売価格(税抜) 650円/本
● 内容量 ：330mL/本
● 販売期間：通年

知多市

PLUM UME SAISON

飲食店、一般個人販売店舗

知多市岡田字中谷４番地
TEL：090-3155-7188
フェイスブック
https://m.facebook.com/OKD.KOMINKA.BREWING/

OKD KOMINKA BREWING

知多市

知多市岡田字中谷４番地
TEL：090-3155-7188
フェイスブック
https://m.facebook.com/OKD.KOMINKA.BREWING/

OKD KOMINKA BREWING

大府市共和町5丁目155番地 TEL：0562-57-7171
Ｅメール hatakezoku@gmail.com

はたけぞく~自然と食を愛するカフェ~

● 希望小売価格(税抜) 1,364円/本
● 内容量 ：300mL/本
● 販売期間：2020年10月10日～

食べるどぶろく

販売店舗

500年間どぶろく文化が続く大府市の自社田んぼで農薬や
肥料に頼らず栽培したお米を使い、蔵に自然に住み着く微
生物たちが心地よくお酒造りを始めるようにお世話する昔なが
らの酒仕込みです。自然の菌が醸し出す、一期一会のどぶろ
くをどうぞご賞味ください。

愛知県清須市で蒸留された「愛知クラフトジンキヨス」はジュニ
パーベリーとみかんの爽やかな柑橘系の香りをはじめ、山椒、生
姜、抹茶、など10種のボタニカルが複雑に絡み合う｢日本の和｣
が感じられる風味が特徴です。カクテルのベースだけではなく、
ショットやロックでもお楽しみ頂けるジャパニーズクラフトジンです。

● 希望小売価格(税抜) 2,000円/本
● 内容量 ：500mL/本
● 販売期間：通年

清洲市

販売店舗

清須市清洲1692 TEL：052-409-2121
URL https://onikoroshi.co.jp/

清洲桜醸造株式会社

カートン入り
愛知クラフトジンキヨス40度

百貨店、量販店、オンラインショップ他

大府市

はたけぞく ~自然と食を愛するカフェ~

飲食店、一般個人



菓
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類

● 希望小売価格(税抜) 230円/本
● 内容量 ：65g/本
● 販売期間：通年

販売店舗

寺元饅頭本舗

ちょうどいいまち知多梅干ようかん

寺元饅頭本舗

知多市八幡字月山60番地 TEL：0562-32-0350
FAX:0562-32-0391

知多市文化財天然記念物佐布里梅の生産農家が手作
りした梅干しを使った一口羊羹です。佐布里梅はクエン酸が
他の梅の約３倍も含まれており、すっきりとした味わいです。

● 希望小売価格(税抜) 388円/個
● 内容量 ：95g/個
● 販売期間：通年

サロン・ド・テ名古屋ふらんす(みよし本店、
あさひ長久手店)
ラトリエ・ドゥ・名古屋ふらんす

豊田市高岡町松葉145番１
TEL：0565-40-9205
URL https://www.nagoyafrance.co.jp/

販売店舗

名古屋フランスcorp株式会社

日進市

名古屋コーチンのとろけるプリン

地元のブランド食材、名古屋コーチンの卵を使用し、ジャージー
牛乳や花見糖など厳選された無添加素材のみで仕上げたプリ
ンです。お子様にも安心して食べさせることができ、名の通り、口
に入れるととろけるようななめらか食感です。

タカアシガニせんべい
● 希望小売価格(税抜) 700円/袋
● 内容量 ：12枚/袋
● 販売期間：通年

蒲郡海鮮市場、竹島水族館、
蒲郡駅キヨスク、蒲郡市内宿泊施設等

蒲郡市拾石町浅岡47-1
TEL:0533-68-7879
URL https://www.g-kaisenichiba.com/

販売店舗

蒲郡海鮮市場 株式会社マルコ

蒲郡市

● 希望小売価格(税抜) 230円/本
● 内容量 ：65g/本
● 販売期間：通年

販売店舗

寺元饅頭本舗

ちょうどいいまち知多青梅ようかん

知多市文化財天然記念物佐布里梅を使った、手を汚さず
に食べられる一口羊羹です。原料である佐布里梅の蜜漬
け、ピューレ、梅酒は手作りです。

寺元饅頭本舗

知多市八幡字月山60番地 TEL:0562-32-0350
FAX:0562-32-0391

蒲郡産のタカアシガニを使用した素焼きせんべいです。カニの
身から旨みが、甲羅から香ばしさが、カニ味噌からコクが出て
おり、味に自信があります。市内限定販売ですので、ぜひ蒲
郡市にお越しいただき、ご購入ください。

知多市

知多市





※商品は、 各分類ごとに五十音順で掲載しています。
表示価格は、 令和２年１０月１６日現在のものです。

発 行

愛知県農業水産局農政部食育消費流通課
URL http://www.pref.aichi.jp/nousei/iitomo/iitomoaichi/


