令和元年度あいちのふるさと食品コンテスト
出品商品カタログ

愛知県には、あなたも知らない
おいしいものがまだまだありますよ

受賞商品

豊橋市

ブラックサンダーあん巻き
地元豊橋に主力工場がある有楽製菓株式会社との地域
活性化を目指したコラボ商品で、生地は愛知県産の小麦
粉「きぬあかり」や、餅粉などをブレンドをしたものです。外の
生地はもっちり、中はザクザクという新食感が楽しめます。

◍ 内容量 ：200g/４個入り
◍ 販売期間：通年

希望小売価格（税抜）

538円(4個)

お亀堂店舗、豊橋キヨスク等

株式会社 お亀堂

豊橋市南小池町165 TEL:0532-45-7840
URL http://www.okamedo.jp/

東海市

なごや天麩羅
天然海老が約8割たっぷり入った
さくっとした食感。
名古屋でしか買えない新名古屋土産。
◍ 内容量 ：５枚
◍ 販売期間：通年
希望小売価格（税抜）

463円

名古屋駅キヨスク

株式会社坂角総本舗

東海市荒尾町甚造15-1 TEL：0120-758-104 9:00-18:00（日・祝日除く）
URL：http://www.bankaku.co.jp

豊橋市

百年のかけら 次郎柿チップス
生産量日本一を誇る、豊橋産次郎柿を100％使用し、皮
ごとスライスして低温減圧製法で処理したお菓子です。これ
までの柿の加工品にはないサクサクとしたクリスピーな食感で
す。軽くて常温で保存できますので、お土産にぴったりです。
◍ 内容量 ：40g
◍ 販売期間：通年
希望小売価格（税抜）

500円

道の駅とよはし、豊橋駅キヨスク、ちくわの里等

百年柿園ベル・ファーム

豊橋市石巻小野田町下切田31

TEL/FAX 0532-88-2932（担当：鈴木美有紀）

名古屋市

豊橋市

キャベコロ®（プレーン味）

類

奥三河どりのうみぁーっ手羽９本入
愛知県奥三河どりの手羽先を使用した、名古屋駅限定の
商品です。しっかり炊き上げた身は箸でほぐれるほど柔らかい
仕上がりです。常温で、製造から６ヶ月という長期保存が可
能です。

◍ 内容量 ：9本/箱
◍ 販売期間：通年

1,350円

東海キヨスク（株）、ＪＲ名古屋タカシマヤ

希望小売価格（税抜）

450円

道の駅（田原めっくんはうす・赤羽根ロコステーショ
ン）、ピピッと！あいち、工場直売

株式会社石昆

株式会社サンショク

名古屋市東区泉３丁目5-8 TEL:052-932-2911
URL http://www.ishikon.co.jp/

豊橋市潮崎町39番地

TEL:0532-46-3316

URL http://www.sansyoku.com/

南知多町

豊橋市

しらすしょうが
愛知県産（渥美半島近海）のしらすを使用したしょうが醤油
漬けになります。ご飯にぴったりで、モニター試食会や、店頭
での試食会では、お子様もパクパク食べていただけました。

◍ 内容量 ：180ｇ／1瓶
◍ 販売期間：通年

篠島 鯛のじゅうじゅうみそ
篠島の海でとれた身のしまった鯛を、あつあつの味噌で炊い
た、鯛の甘みと味噌の奥深い香りが食欲をそそる地元のみ
で愛されてきた郷土料理にスポットを当てた商品です。

◍ 内容量 ：1尾
◍ 販売期間：通年
希望小売価格（税抜）

篠島(島の駅)、つくだ煮街道

篠島観光協会
知多郡南知多町篠島 TEL:0569-67-3700

希望小売価格（税抜）

500円

1,500円
道の駅とよはし

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

菜

◍ 内容量 ：50g×5個
◍ 販売期間：通年

希望小売価格（税抜）

惣

キャベツの一大産地、愛知県田原市産のキャベツをたっぷり
使った新感覚のコロッケです。具材にじゃが芋は全く使ってお
らず、その代わりにぎっしり入ったキャベツの甘みと食感が、味
付けのホワイトソースと絶妙にマッチしています。キャベツの魅
力を十分に楽しめる逸品です。

碧南市

豊橋市

スパイストマトカレー
豊橋産ミニトマトを5倍濃縮にしたピューレを使用したトマトカ
レーです。スパイシーな辛さとトマトの酸味と旨みが生きてい
る道の駅とよはし限定の商品です。

惣
菜

◍ 内容量 ：200ｇ/1箱
◍ 販売期間：通年

類

白だし寄せ豆富
愛知県産大豆を使用し、大豆の風味を残しつつ、化学調
味料無添加も白だしの上品な味を出しました。豆腐と白だ
しの相性はバツグンです。

◍ 内容量 ：250ｇ/1丁
◍ 販売期間：通年
希望小売価格（税抜）

231円

希望小売価格（税抜）

450円

道の駅とよはし

スーパー、出張販売、自店舗

にこや本店

株式会社スマイル-リンク

碧南市鷲林町２－６５ TEL:0566-41-0571

豊橋市西小鷹野町1丁目２－６ TEL:0532-62-9615

URL：http://nikoya.jp/

URL：http://www.egao-tsunagu.com/

稲沢市

西尾市

三河おいんく豚カレー
（愛知県産米粉使用）
三河湾を臨む愛知県西尾市一色町にある農場で、緑豊か
な自然の中で、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。種類は３種類あります（西尾抹茶、愛知
の赤味噌、プレミアム）。※プレミアムカレーは小麦粉、化学
調味料、香料、着色料は使用しておりません。
◍ 内容量 ：200ｇ／1箱
◍ 販売期間：通年

大豆粉カレールウ
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。
◍ 内容量 ：120ｇ/1袋
◍ 販売期間：通年
希望小売価格（税抜）

生協、百貨店、量販店

希望小売価格（税抜）

1,500円

360円
ピピッと！あいち、道の駅にしお岡ノ山、一色さかな広場、
安城でんまぁと、あおいパーク

株式会社 オリエンタル

有限会社オインク

稲沢市大矢町高松1-1 TEL:0587-36-1515

西尾市一色町松木島宮東184 TEL: 0563-73-6744

URL：http://www.oriental-curry.co.jp/

URL：http://www.oink.ne.jp/

蒲郡市

招福名古屋コーチンカレー
肉まんセット

名古屋市

食
類

◍ 内容量 ：180g/1個 6個入り
◍ 販売期間：通年

みかわ牛どて煮
愛知県の契約牧場から特選〜A5等級までを直接1頭買い
をしています。極上肉を使用して独自の味付けでじっくり、丁
寧に焚き上げ様々な料理にも合うように仕上げました。 シ
ンプルかつ奥深い味わいを楽しんで頂けます。

◍ 内容量 ：200ｇ/1袋
◍ 販売期間：通年
希望小売価格（税抜）

880円

3,000円

希望小売価格（税抜）

楽天市場、中華まん博覧会、自社サイト

和のリゾートはづ売店

和のリゾートはづ

社団福祉法人 みなと福祉会 わーくす昭和橋

蒲郡市西浦町大山17－1 TEL:0533-58-1811

名古屋市中川区福船町４丁目１番地 TEL:052-361-5150
URL： https://nikuman-honpo.com/

URL： http://www.hazu.co.jp/wahazu/

津島市

名古屋市

名古屋コーチンおこわ
肉質は弾力に富む締まった歯ごたえとコクのある旨味が特徴
の名古屋コーチンを国産もち米、にんじん、こんにゃく、油揚
げと一緒に鰹だしで贅沢に炊きあげる上品な味わいの鶏お
こわ。国産もち米、名古屋コーチン入りだし汁がセットになっ
ているので、洗米・吸水は不要。誰でも失敗無く、炊飯器で
本格おこわを炊きあげることができます。
◍ 内容量 ：650ｇ／1個
◍ 販売期間：通年

純系名古屋コーチン
「地鶏めし」の素
愛知県産の野菜と調味料、純度100％の鶏ガラだしを使用
して作りました。八丁味噌が隠し味となって、究極の旨味を
醸し出しています。

◍ 内容量 ：376g/1箱
◍ 販売期間：通年
希望小売価格（税抜）

希望小売価格（税抜）

850円

日本郵便

通販・直営店、郵便局、百貨店

株式会社 ヨシハラフーズ

大友産業株式会社

津島市半頭町西之割119－1 TEL:0567-33-0855

名古屋市中区錦2-11-5 TEL:052-231-5181

URL： http://www.yoshiharafoods.co.jp/

URL： https://ohtomo-s.co.jp/

主

スパイシーなカレーの中から、とろりと玉子が出てくる、名古屋
コーチンをたっぷり使用した中華まんです。名古屋コーチンの
旨味を生かすために、丸鶏のスープを使用。コーチンの肉も
歯ごたえがほど良いミンチ状になっています。ふわふわの生地
に使用している愛知県産の小麦粉「きぬあかり」にカレー粉
を練りこみました。

1,500円

名古屋市

尾張旭市

ヤーコン麺（うどん）
健康野菜ヤーコンの成分を使用するために、ヤーコンのパウ
ダーを作成保存して麺（うどん）に練りこんで作りました。ツル
ツルと食感も良くおいしく食べられます。
◍ 内容量 ：100g 2パック
◍ 販売期間：通年

鳳凰肉まんセット
主
食
類

鳳凰肉まんの最大のこだわりは、「老麺」を使った皮（生地）
にあります。老麺とは、中国で古くから使われてきた発酵の
旨味を凝縮した伝説の生地のことです。
また、老麺は、名古屋コーチンの肉汁、野崎白菜の甘み、
隠し味の八丁味噌のコクをしっかりと閉じ込め、餡を最高の
状態で食べていただくことができます。

菓

◍ 内容量 ：50ｇ/1個 12個入り
◍ 販売期間：通年

子

5,000円

希望小売価格（税抜）

500円

希望小売価格（税抜）

類

瀬戸道の駅、ぐうぴー広場、金泉閣、JA旭

自社ＥＣサイト

社団福祉法人 みなと福祉会 わーくす昭和橋
名古屋市中川区福船町４丁目１番地 TEL:052-361-5150

URL： https://nikuman-honpo.com/

マルチファームみうら
尾張旭市南新町中畑２３

TEL:090-3253-8043

弥富市

名古屋市

「恋茶物語」抹茶ゴーフレット
愛知県西尾市産碾茶１００％の抹茶を原料に使用してい
ます。西尾産特撰抹茶を使った芳醇な香りの抹茶クリーム
を、香ばしく焼き上げた生地でサンドした濃厚抹茶のゴーフ
レットです。

◍ 内容量 ：10枚/1箱
◍ 販売期間：通年

玄米ポン菓子
玄米をそのまま加工したことにより甘い中にも、ほろ苦さを感
じる、くせになる味わいのお菓子になっています。玄米を使用
することで食物繊維なども豊富に含まれています。フレー
バーが3種類あり、シュガー、メープル、黒糖となっています。
アイスクリームにのせて食べてみたり、牛乳でシリアルの代わり
にしてみても美味しいです。もちろんそのまま食べても美味し
く食べられます。袋も食べ残しても大丈夫なようにチャック付
きになっています。
◍ 内容量 ：70-80g/1袋
◍ 販売期間：通年
希望小売価格（税抜）

希望小売価格（税抜）

750円

250円

おにぎり商店きはち、（有）鍋八農産

トヨタ生協、JAあいち中央、古川美術館

（有）鍋八農産

株式会社 H＆Fカンパニー

弥富市鍋田町稲山393-15 TEL:0567-68-1367

名古屋市中川区横井2-18 TEL:052-412-5170

URL：https://ssl.nabe8.co.jp/index.html

URL：http://handf-company.jp/index.html

小牧市

弥富市

つぶせん
自社で生産をしたお米を使いお米本来の食感を残し、従業
員一人一人が試作の段階から味見を行いお茶にも合うしっ
かりとした味付けをしています。またチャックがついており保存
もしやすくなっております。
◍ 内容量 ：120g/1袋
◍ 販売期間：通年

スターしるこサンド抹茶
西尾の抹茶を使用した風味豊かなビスケット生地と半世紀
にわたり愛されてきたしるこサンドの餡がマッチしたビスケットで
す。しるこサンドフレーバーの中でも人気のあった抹茶味を個
包装にすることで配りやすくなり、持ち運びしやすくなりました。

◍ 内容量 ：85ｇ/1袋
◍ 販売期間：通年

170円

希望小売価格（税抜）

希望小売価格（税抜）

380円
菓

おにぎり商店きはち、（有）鍋八農産

子

東海三県のスーパーやドラックストアなど

（有）鍋八農産

小牧市大字西之島330番地 TEL:0568-72-1211

弥富市鍋田町稲山393-15 TEL:0567-68-1367

URL：http://www.matsunaga-seika.co.jp/

URL：https://ssl.nabe8.co.jp/index.html

西尾市

類

松永製菓株式会社

西尾市

三河産カンショ入り
西尾の抹茶えびせんべい
北海道産馬鈴薯でんぷんにローストしたダイス状の三河産
カンショと「西尾の抹茶」と国内産えびを練り込んだ生地の焼
き菓子です。抹茶の風味を消さないようにカンショ粉とえびの
配合比率を考慮し、地域ブランド（地域団体商標）として認
定された「西尾の抹茶」及び「三河一色えびせんべい」の両
方の良い特徴を持つ焼き菓子です。

バームクーヘン「いちご」

◍ 内容量 ：50g
◍ 販売期間：通年

G.GAP(グローバルギャップ)認証取得農園直営の「King
Farm Cafe」工房でつくられる いちごバウムクーヘンは自社栽
培のいちごと厳選したバターや地元素材を使用。丁寧な手
作りで「ふんわりしっとり食感」に拘り抜いた いちご風味たっぷ
りのバウムクーヘンは本年度モンドセレクション金賞を受賞。

◍ 内容量 ：240g/1ホール
◍ 販売期間：通年
希望小売価格（税抜）

希望小売価格（税抜）

300円

1,500円

King Farm Cafe

トヨタ生協、JAあいち中央、古川美術館

農園カフェ&バウムクーヘン専門店King Farm Cafe

一般社団法人西尾市観光協会

西尾市西浅井町坂下6-1 TEL:0563-65-2922

西尾市花ノ木町四丁目64番地 TEL:0563-57-7882

URL：https://king-farm.jp/cafe/

URL：http://nishiokanko.com/

豊橋市

柿あんジャム＆柿あめ
豊橋の恵み

豊橋市

次郎柿を使った柿ペーストとセミドライ柿を合わせたジャムは
柿の食感を残します。柿ペーストとセミドライ柿を使った贅沢
なジャムです。又、柿の糖度が20度と甘いため砂糖は控え
めで健康的。柿あめは人工甘味料、着色料は使わず自然
なものでできています。
◍ 内容量 ：ジャム130g、柿あめ7個
◍ 販売期間：通年

愛知県産 メヒカリ魚醤 深輝
地元漁港で水揚げされたメヒカリのあらを使用した魚醤です。
味、香り、うま味とともにバランスのとれた上品な仕上がりにな
りました。日本料理にはもちろん、洋食にも合う美味しさです。

◍ 内容量 ：90mL/1本
◍ 販売期間：通年
希望小売価格（税抜）

500円

希望小売価格（税抜）

1,500円

とよはし道の駅、豊橋ステーションビル、
田原めっくんはうす

道の駅

調

有限会社 まんてん．

株式会社 石巻柿工房

豊橋市神野新田町字ヲの割40-1 TEL:0532-33-2461

豊橋市石巻町字上屋敷11-1 TEL:0532-88-1771

URL：https://manten-ff.com/

URL：https://kakikoubou.com/

味

豊橋市

豊橋市

料

トマト万能だれ
豊橋産ミニトマトピューレをたれの原料の一部に使用してい
ます。濃縮ミニトマトピューレの甘味、酸味、旨み成分が素
材の美味しさを引き立たせます。

◍ 内容量 ：300g
◍ 販売期間：通年

しらすとチーズのアヒージョ
愛知県産のしらすとキューブタイプのチーズをあわせたアヒー
ジョです。サラダのトッピングに、またパンにのせてかるくトースト
してお召し上がりください。

◍ 内容量 ：180g/1瓶
◍ 販売期間：通年
希望小売価格（税抜）

希望小売価格（税抜）

694円

787円

道の駅とよはし

道の駅とよはし

株式会社スマイル-リンク

株式会社スマイル-リンク

豊橋市西小鷹野町1丁目2-６ TEL:0532-62-9615

豊橋市西小鷹野町1丁目2-６ TEL:0532-62-9615

URL：http://www.egao-tsunagu.com/

URL：http://www.egao-tsunagu.com/

豊田市

岡崎市

八丁味噌のパウダー
三河産大豆を使用した八丁味噌をフリーズドライ製法により
パウダー状にしました。味噌本来の香りや栄養成分を保ちつ
つ、携行性に優れた商品です。いろいろな料理にコクと旨み
をプラスします。（タレやドレッシングに混ぜて、コクを深めたり、
バニラアイスにかけて味噌スイーツにどうぞ）
◍ 内容量 ：2g×10個
◍ 販売期間：通年

豊田桝塚 豆みそ Original
大豆、食塩を主原料とした無添加で、火入れしていない生
タイプの豆味噌です。蔵出しの味噌を火入れせずに直接カッ
プに充填する事で劣化などを最小限に抑え、風味良い味
噌を長期間お楽しみ頂けます。

◍ 内容量 ：400g
◍ 販売期間：通年
希望小売価格（税抜）

希望小売価格（税抜）

550円

量販店、生協、JA、高速道路サービスエリア

350円

直営売店、お土産店舗、百貨店

合資会社 野田味噌商店

合資会社 八丁味噌

豊田市桝塚西町南山６番地 TEL:0565-21-0028

岡崎市八帖町字往還通69番地 TEL:0564-21-0152

URL：http://www.masuzuka.co.jp/

URL：http：//www.kakukyu.jp

名古屋市

蒲郡市

めひかり味噌

乳酸菌と食物繊維を豊富に含む「乳酸発酵おから」を使用
しています。乳酸発酵おからの特徴を生かし、食材への絡み
の良い「食べる」タイプの新感覚のソースに仕上げました。愛
知県産野菜や抹茶を使用した郷土色の高い商品です。
◍ 内容量 ：83g×5個
◍ 販売期間：通年
希望小売価格（税抜）

4,000円

自店舗

包装食品技術協会 食品創造研究会
名古屋市西区新福寺町2-1-1 TEL:052-521-1320

希望小売価格（税抜）

550円

蒲郡海鮮市場、蒲郡市内旅館、蒲郡駅構内ベルマート蒲郡

蒲郡海鮮市場

㈱マルコ

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

料

Vege Oka(ベジオカ)

味

◍ 内容量 ：105g
◍ 販売期間：通年

調

蒲郡産めひかり100％と岡崎カクキュー赤だし味噌を使用し
たこだわりの味噌。30年度蒲郡市観光協会「推奨お土産
品」に、認定されました。野菜スティックでおつまみに、やっこ
豆腐や焼きおにぎりにして食べたり、ニンニクと生姜を効かせ
たお父さんに大人気です。

豊橋市

カートン入 愛知クラフトジン
キヨス40度

清須市

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、
バランスのとれた風味が特徴です。
◍ 内容量 ：500mL
◍ 販売期間：通年

野菜だし
豊橋産キャベツ粉末を使用した野菜だけのだしパックを企
画・販売致しました。キャベツ本来の甘みが生きた優しい味
のだしパックです。

◍ 内容量 ：80g(8パック)
◍ 販売期間：通年

2,000円

希望小売価格（税抜）

700円

希望小売価格（税抜）

百貨店、量販店、弊社オンラインショップ

道の駅とよはし

調

株式会社スマイル-リンク

清洲桜醸造株式会社

豊橋市西小鷹野町1丁目2-6 TEL:0532-62-9615

清須市清洲1692 TEL:052-409-2121

URL： http://www.egao-tsunagu.com/

URL： http://www.onikoroshi.co.jp/

味

長久手市

豊橋市

料

お茶農家三代目が作った煎茶ラテ

飲

3世代にわたり3回農林水産大臣賞を受賞し、技と経験が
認められた匠お茶農家の3代目が自慢の茶葉を使いラテを
作りました。溶けやすい粉末になっているので、お湯で溶かす
だけでいつでもどこでも簡単に美味しく頂けます。水で溶かし
て氷を浮かべればアイスでも楽しめます。

料

◍ 内容量 ：120g
◍ 販売期間：通年

愛riche(あいりっしゅ)
産学共同研究「知の拠点あいち重点プロジェクト」により誕
生した商品です。シンクロトロン光を利用し、酵母の変異処
理、選抜、育種をすることで、香味のバランスに優れ、なおか
つ尿素非生産性酵母を使用した純米酒の製造を国内で
初めて実現しました。その清酒の酒粕を利用してつくられた
のが、愛県大オリジナルあまざけ「愛riche」です。
◍ 内容量 ：360g
◍ 販売期間：通年
希望小売価格（税抜）

希望小売価格（税抜）

463円

愛知県立大学生協、萬三商店

道の駅とよはし

愛知県立大学

株式会社スマイル-リンク

長久手市茨ケ廻間1522－3 TEL:0561-76-8811

豊橋市西小鷹野町1丁目2-6 TEL:0532-62-9615

URL： https://www.aichi-pu.ac.jp/

URL： http://www.egao-tsunagu.com/

520円

豊田市

知多市

FIG ICHIJIKU WEIZEN
(フィグ イチジク ヴァイツェン)

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
酒の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
の岡田の古い街並み内の古民家を改修した醸造所におい
て製造しています。
◍ 内容量 ：330mL
◍ 販売期間：通年

ノンアルコール甘酒 赤とんぼ
愛知県豊田市の中山間地で栽培された「赤とんぼ米（ミネ
アサヒ）」を原料に口当たり柔らかく、飲みやすい軽やかな味
わいが楽しめます。

◍ 内容量 ：500g
◍ 販売期間：通年
希望小売価格（税抜）

700円

希望小売価格（税抜）

650円

自店舗

JAあいち豊田、管内店舗、メグリア

あいち豊田農業協同組合

OKD KOMINKA BREWING

豊田市西町4-5 TEL:0565-31-2527

知多市岡田字中谷4番地 TEL:090-3155-7188

URL： https://www.ja-aichitoyota.or.jp/

知多市

飲

PLUM UME SAISON
(プラム ウメ セゾン)

昔からベルギーで夏の暑い中農家さんが畑で飲めるように作
れた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、すっきりとした喉越しと少し感じる酸味
が特徴です。知多市の岡田の古い街並み内の古民家を改
修した醸造所において製造しています。
◍ 内容量 ：330mL
◍ 販売期間：通年
希望小売価格（税抜）

650円

自店舗

OKD KOMINKA BREWING
知多市岡田字中谷4番地 TEL:090-3155-7188

愛知県の農林水産業の応援団に
なってもらい、消費者と生産者が一
緒になって愛知県の農林水産業を
支えていこうという運動を行っているよ。

料

いいともあいち運動

※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、 令和元年８月３１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/

