
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

平成30年度あいちのふるさと食品コンテスト
出品食品カタログ



田原市産の野菜を使用したディップ。商品のラインアップは
「トマト」、「ブロッコリー」、「しそ」、「とうもろこし」の４種類。パ
ンやクラッカーにそのまま付けて食べるだけでなく、サラダドレッ
シング、肉・魚料理、パスタソースや隠し味的な調味料とし
て利用可能です。

◍内容量 ：80g/1個
◍販売期間：通年予定

希望小売価格（税抜） 2,160円(4個)

彩農園

自社直接販売、Ｗｅｂによる通信販売など

田原市受
賞
商
品

TAHARADIP(ﾀﾊﾗﾃﾞｨｯﾌﾟ)

株式会社おいしい村 半田市平井町6-33 TEL：0569-58-3800

半田市

愛知県半田市産のうるち米を使用してできた甘酒です。半
田市にゆかりのある新美南吉の作品をイメージしたパッケー
ジです。瓶タイプとパウチタイプの２種類あります。砂糖不使
用ですが、甘くて濃厚な甘酒です。

◍ 内容量 ：390g/1本、200g/1袋
◍ 販売期間：通年

希望小売価格（税抜） 瓶 352円、パウチ 278円

自店舗、ごんの贈りもの（新美南吉記念館内）など

ごんの甘酒

岡崎市が生んだ地鶏“岡崎おうはん”と岡崎市の特産品“ま
るや八丁味噌赤だし”を使用した肉味噌です。2016年に販
売して大ヒットした商品“岡崎ぎゅーっと肉味噌”をベースにに
んにくを使用せずに唐辛子のピリ辛を生かした商品です。

◍内容量 ：130g
◍販売期間：通年

希望小売価格（税抜） 550円

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

駅売店、道の駅売店、高速道路売店など

豊橋市

岡崎ぎゅーと肉味噌（ピリ辛味）

田原市田原町大沢3番地131 TEL:0531-24-1414
URL https://taharadip.com

冷凍

いろどりのうえん



三河一色産のニホンウナギを使用した鰻肝串、手作鰻丼、
鰻昆布煮、鰻蜆茶漬けの４袋セット。

◍内容量 ：250g/4袋
◍販売期間：通年

希望小売価格（税抜） 3,000円

ヤマウフーズ
豊川市御津町西方揚30 TEL:0533-65-8583

JA産直販売所、道の駅

豊川市

惣

菜

類

鰻三昧

合資会社 濱金商店
豊橋市下五井町捨田８ TEL:0532-52-1465
URL http://www.netcom-inc.co.jp/~hamakin/

豊橋市

大葉ちりめん(安海箱入)
安全・安心を徹底した大葉を国産ちりめんと一緒に炊き上
げました。さわやかな香味がちりめんに馴染み、ご飯に最適
です。一切の添加物も化学調味料も使わず、保存料・着
色料も使用しておりません。美しい箱入でプレゼントにも喜
ばれます。

◍内容量 ：100g/1箱
◍販売期間：通年

希望小売価格（税抜） 1,000円

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

豊橋市

岡崎ぎゅーっと肉味噌
(はちみつマイルド味)

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。

希望小売価格（税抜） 550円

駅売店、道の駅売店、高速道路売店など

岡崎市が生んだ地鶏“岡崎おうはん”と岡崎市の特産品“ま
るや八丁味噌赤だし”を使用した肉味噌です。2016年に販
売して大ヒットした商品“岡崎ぎゅーっと肉味噌”をベースにお
子様でもお召し上がれるようにはちみつを加えてマイルドにし
ました。ごはんのおともにいいですが、パンに塗っても美味しく
お召し上がりになれます。

希望小売価格（税抜） 1,350円

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

名古屋市

奥三河どりのうみぁーっ手羽９本入り

◍内容量 ：9本／箱
◍販売期間：通年

◍内容量 ：130g
◍販売期間：通年

東海キヨスク(株)

直売、駅ビル、スーパー、観光土産店など



田原産キャベツを使ったご当地グルメ｢キャベコロ｣の第二弾
です。キャベコロプレーン味は田原産キャベツの甘みを生かし
た、ホワイトソースがベースの優しい味です。もちろんソースを
かけなくても美味しく召し上がれますが、いろいろなソースと組
み合わせても、お好みの召し上がり方が楽しめます。

◍内容量 ：250g(5個)/1パック
◍販売期間：通年

希望小売価格（税抜） 450円

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/

道の駅、イベント、ピピっとあいち、工場直売

豊橋市

惣

菜

類

キャベコロ®（プレーン味）

（株）しいたけ屋平松
知多市新知字仲田36-1-301 TEL:0562-38-7581 
URL https://shiitakeya.jimdo.com/

知多市

原木干し椎茸の旨煮
露地栽培原木椎茸で作った旨煮です。味・香り・食感の三
拍子で揃った美味しい旨煮です。レトルトなのでそのまま食
べられます。露地栽培の原木椎茸なのでしっかりとした食感
が特徴です。

◍内容量 ：170g/1パック
◍販売期間：通年

希望小売価格（税抜） 1,000円

直売所、マルシェ

愛知県産大豆を使用し、大豆の風味を残しつつ、化学調
味料無添加の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） 232円

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

碧南市

白だし寄せ豆富

有限会社 和食処 松屋
豊川市門前町５ TEL:0533-86-2825
メールアドレス：info@i-matuya.com

豊川市

寿しあげ
手作りのおいしさをご家庭で味わってもらうために、無添加の
食材で作った寿司あげです。愛知県産大豆を使用して作っ
た油揚げにきび砂糖、三河みりんを使用して味付けをしまし
た。いなり寿司以外でも工夫次第で色々な料理に使えます。

◍内容量 ：20枚/1パック
◍販売期間：通年

希望小売価格（税抜） 600円

自店舗自店舗、イベント出店

冷凍

冷凍



惣

菜

類

七福醸造株式会社
安城市東端町南用地５７ TEL:0566-92-5213
URL https://www.7fukuj.co.jp/

安城市

にんじんポタージュ

材料が全て国産で無添加の｢濱納豆物語｣。大豆を味噌
醸造したものを天日乾燥した半生タイプの食感の｢濱納豆｣
と｢青じそ｣が絶妙なハーモニーを奏でます。カリカリとしたドラ
イタイプではなく、｢生ふりかけ｣タイプ。お口に入れると｢生ふり
かけ｣がじんわり溶けていくような食感です。

希望小売価格（税抜） 400円

通信販売(七福醸造)、JA販売店

にんじんが苦手な子どもににんじんを美味しく食べさせたいと
いう、お客様の声から開発された商品です。地元碧南市の
にんじんに七福醸造の白だしを併せることで、美味しいスー
プに仕上がりました。

希望小売価格（税抜） 650円

國松本店
豊橋市船町125 TEL:0532-52-5252
URL http://www.kunimatsu-gr.jp/hamanatto/about.html

豊橋市

濱納豆物語 はまなっとう×青じそふりかけ

◍内容量 ：40ｇ/1個
◍販売期間：通年

◍内容量 ：150g/1パック
◍販売期間：通年

ゆたか牛直売所

◍内容量 ：200g/2本入
◍販売期間：通年

希望小売価格（税抜） 1,380円

豊田市

谷澤牧場
豊田市枡塚西町北屋敷120-3 TEL:0565-47-1330
URL http://yutakaushi.com/shop/

豊田市

黒毛和牛｢ゆたか牛｣を氷温熟成することにより肉の旨味、
柔らかさのある肉を使用しています。セルベラソーセージは、
ナツメグ・オレガノといったスパイス・パプリカの風味が牛肉によ
く合います。

希望小売価格（税抜） 1,380円

ゆたか牛フランクソーセージ
(オリジナルソーセージ)

黒毛和牛｢ゆたか牛｣を氷温熟成することにより肉の旨味、
柔らかさのある肉を使用しています。オリジナルソーセージは、
粗挽き肉の食感とスパイスがよく合います。

谷澤牧場
豊田市枡塚西町北屋敷120-3  TEL:0565-47-1330
URL http://yutakaushi.com/shop/

ゆたか牛直売所

ヤマサのちくわ(株)、東海キヨスク(株)、(株)サンヨネ

◍内容量 ：200g/2本入
◍販売期間：通年

ゆたか牛フランクソーセージ
(セルベラソーセージ)

冷凍

冷凍



きさん
刈谷市一ツ木町7-14-1 TEL:0566-27-8537
URL https://kisan1999.jimdo.com/

刈谷市

いもかわうどん味噌煮込み

｢渥美産大あさり｣を刻み、豚肉ベースの具材に加え、オイス
ターソースで味付けしました。大あさりの風味をしっかり感じら
れる、個性派の肉まんです。

希望小売価格（税抜） 1,400円

｢なごやめし｣として、全国で有名なきしめんのルーツと言われ
るのが、いもかわうどんです。きぬあかりを使用して、いもかわ
うどんを製麺しています。

希望小売価格（税抜） 1,000円

豊橋市

大あさり肉まん

◍内容量 ：450g/1パック（5個入）
◍販売期間：通年

◍内容量 ：145g/1袋×4袋
◍販売期間：通年

刈谷ハイウェイオアシス、刈谷観光案内所など

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

道の駅、テイクアウト販売、工場直売

味付けした｢渥美産大あさり｣を鶏肉とれんこんの和風ハン
バーグに加え、ふわふわの中華まんの生地ではさみました。
形もかわいい大あさりの形です。

希望小売価格（税抜） 907円

豊橋市

大あさりバーガー

◍内容量 ：375g/1パック(3個入)
◍販売期間：通年

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

道の駅、テイクアウト販売、工場直売

株式会社 あいち食研
名古屋市西区上名古屋4-7-26 TEL:052-325-5007
URL http://aichisyokken.com/

名古屋市

元祖 愛とん弁当

希望小売価格（税抜） 1,000円

直接販売

愛知県産三元豚「愛とん」を100％使用した、ハンバーグ、
カルビ焼き、そぼろ、とんかつです。県産コシヒカリを100％使
用し「愛とん」から抽出した脂と出汁で炊き込みご飯にしてい
ます。部位によって肉質・脂質が異なるため、加熱温度やス
チーム量を変える独自製法です。保存料・着色料などの添
加物は一切使用しておりません。

◍内容量 ：1個
◍販売期間：通年

冷凍

冷凍

主

食

類



すっきり、美味しい、黄色いきしめん「骨げんきしめん」は、愛
知県産小麦「きぬあかり」を使用し、温州みかんを原料とし
ています。みかん本来の黄色を活かした風味豊かで美味し
い麺に仕上げました。

希望小売価格（税抜） 500円

株式会社秋田製麺所
西春日井郡豊山町大字豊場字下戸41
TEL:0568-28-1844 URL http://www.akitamen.com/

豊山町

骨げんきしめん

◍内容量 ：260g/1パック
◍販売期間：通年

社会福祉法人 みなと福祉会 わーくす昭和橋
名古屋市中川区福船町４-１ TEL:052-361-5150
URL http://www.minato-fukushikai.jp/

名古屋市

名古屋コーチンカレー唐揚げ肉まん

希望小売価格（税抜） 430円

名古屋市

主

食

類

株式会社金トビ志賀
蒲郡市丸山町4-38
TEL:0533-69-3111 http://www.kintobi.com/

蒲郡市

白醤油あんかけきしめん

希望小売価格（税抜） 284円

愛知県産小麦「きぬあかり」を使用した“本場名古屋きしめ
ん”と、愛知県特産“白醤油”のあんかけつゆのコラボ商品で
す。絹のような明るい色合いをより引出した自社製粉のきぬ
あかりは、なめらかで もっちりとした食感が特長です。お鍋で
茹でる際に麺と麺がはり付くのを軽減する波切り製法採用
しました。

◍内容量 ：190g/1パック（2人前）
◍販売期間：通年

愛知県内のスーパー

◍内容量 ：180g／個
◍販売期間：通年

希望小売価格（税抜） 500円

名古屋コーチンカレー肉まん
肉まんの生地は、きぬあかりのもっちりとした食感が特徴です。
具はスパイシーなドライカレーに名古屋コーチンを入れ、半熟
卵とともに包みました。カレーの辛さをとろ～りとした半熟卵が
和らげてくれますよ。

社会福祉法人 みなと福祉会 わーくす昭和橋
名古屋市中川区福船町４-１ TEL:052-361-5150
URL http://www.minato-fukushikai.jp/

冷凍◍内容量 ：120g／個
◍販売期間：通年

冷凍

ほね

日本三大地鶏の「名古屋コーチン」とコーチンの丸鳥スープ
を使用した本格スパイシーなカレーに、「名古屋コーチン」の
唐揚げ、そしてとろ～りチーズが入った贅沢な肉まんです。肉
まんの生地は「きぬあかり」のもっちりとした食感が特徴です。

「名古屋肉まん本舗」楽天市場 「名古屋肉まん本舗」楽天市場



◍内容量 ：670g×２袋/1セット
◍販売期間：通年

希望小売価格（税抜） 5,000円

名古屋市

名古屋コーチン鶏おこわ
名古屋コーチンと国産野菜、ストレートだしを添付の国産も
ち米と一緒に、ご家庭の炊飯器で炊き上げていただくセット。
洗米も加水も不要、早炊きモードで約20分程度で本格的
な名古屋の味が居ながらにして楽しめるセットです。木箱1
袋ずつ2段に重ね風呂敷で包んでいるのでギフトに喜ばれて
おります。

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

七福醸造株式会社
安城市東端町南用地57 TEL:0566-92-5213
URL https://www.7fukuj.co.jp/

安城市

にんじんごはん
古くから愛知県の家庭料理として親しまれてきた｢にんじんご
はん｣。この“母の味”をもっと大勢の人に知って欲しい！そん
な碧南高校商業科の生徒たちの想いと共感し、一緒に作
り上げました。

希望小売価格（税抜） 500円

通信販売（七福醸造）

(有)魚茂
みよし市三好町中鯰ヶ池77-1 TEL:0561-34-2820
URL https://uoshige-miyoshi.gorp.jp/

みよし市

いちご羊羹

希望小売価格（税抜） 1,000円

自社店舗、百貨店、スーパー、インターネット販売

風味豊かな完熟いちごを贅沢に詰め込んだ｢いちご羊羹｣で
す。北海道手亡豆を使用することで、完熟いちごの風味、
甘さ、色を最大限に活かしました。

いちじくのスライスをそのまま乾燥させた無添加の商品です。
小さな子供も安心して食べられ、お菓子作りの材料としても
最適です。

希望小売価格（税抜） 830円

愛楽農園はいぼーなす
西尾市巨海町南河原19 TEL:090-5876-4050
URL: https://www.airakufarm.com/

西尾市

果実がポリっと！ドライいちじく

◍内容量 ：22g/1パック
◍販売期間：通年

イベント出店、市内飲食店、市内産直

◍内容量 ：210g
◍販売期間：通年

◍内容量 ：300g（2合用）/1パック
◍販売期間：冬季限定（12月～２月頃）

主

食

類

菓

子

類 名古屋長者町 だし専門店大友



◍内容量 ：720g(2本)／1箱
◍販売期間：通年

希望小売価格（税抜） 3,000円

豊田市

TOYOCA
しっとりとした食感で口どけの良い新感覚のスイーツです。地
元愛知県小原産の赤卵を始め、豊田市産きぬあかり等を
使用し、卵の濃厚なコクと風味が後をひく、とても贅沢な味
わいのカステラです。

キングパン協業組合
豊田市広美町北繁1－1 TEL:0565-21-0181
URL http://www.kingpan.jp/

契約販売店、インターネット、飲食店、注文販売など

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

豊橋市

豊橋穂の菓 豊橋うずらサブレ
豊橋産のうずらの卵を使用サブレです。メープルシュガー、バ
ターを使用し、こだわりの風味に仕上げました。濃厚バターの
芳醇な香りと、ザクザクっとした食感に思わず心躍るお菓子
です♪

希望小売価格（税抜） 900円

◍内容量 ：18枚/1箱
◍販売期間：通年

名古屋フランスｃｏｒｐ株式会社
日進市藤枝町西外面16 TEL:0561-73-4601
URL https://www.nagoyafrance.co.jp/

日進市

豊田の巨峰まんまるフィナンシェ

希望小売価格（税抜） 2,000円

豊田市で採れたみずみずしい巨峰のコンフィチュールを使用
したしっとりフィナンシェです。厳選したアーモンドプードルをふ
んだんに使い、車のタイヤのようなまんまるの形にしてしっとり
焼き上げました。ほんのりザクザクっとした、クラフト感あふれる
全粒粉の食感も魅力的です。

◍内容量 ：16個/1箱
◍販売期間：通年

｢西尾の抹茶｣を贅沢に使った大人好みの上品な苦みの本
格的な抹茶かりんとうです。愛知県産小麦｢きぬあかり｣、
｢ゆめあかり｣をかりんとうの生地に使用し、抹茶は北海道産
の甜菜糖によってコーティングしてあります。

希望小売価格（税抜） 200円

一般社団法人西尾市観光協会
西尾市住吉町4-18-4 TEL:0563-57-7882
URL http://nishiokanko.com/

西尾市

西尾の抹茶かりんとう

◍内容量 ：70g/1袋
◍販売期間：通年

スギ薬局、道の駅、市内旅館、観光案内所など
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菓

子

類



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

地元で取れたこだわりの材料で作りました。時間をかけふっく
ら焼き上げ、もっちりとした食感のかすてらに東三河地酒純
米吟醸酒「叶」と渥美半島産完熟蜂蜜の香りと味のする大
人のかすてらです。

希望小売価格（税抜） 1,343円

豊川市

花ケ池純米吟醸酒かすてら

◍内容量 ：5個入/1箱（340g）
◍販売期間：通年

◍内容量 ：４個入り
◍販売期間：通年

希望小売価格（税抜） 463円

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とお亀堂との地域活
性化を目指したコラボ商品です。チョコレート菓子ブラックサ
ンダーとなめらかチョコレートを混ぜ合わせて、愛知県産小麦
｢きぬあかり｣を使用したもっちりあん巻きの皮で包みました。

自店舗、豊橋キヨスク、東三河地域のスーパー

希望小売価格（税抜） 200円

西尾市

西尾の抹茶ラテかりんとう
｢西尾の抹茶｣を贅沢に使った大人好みの上品な苦みの本
格的な抹茶かりんとうです。西尾抹茶かりんとうの原材料に
牛乳を加えてマイルドに仕上げました。愛知県産小麦｢きぬ
あかり｣、｢ゆめあかり｣をかりんとうの生地に使用し、抹茶は北
海道産の甜菜糖によってコーティングしてあります。

一般社団法人西尾市観光協会
西尾市住吉町4-18-4 TEL:0563-57-7882
URL http://nishiokanko.com/

スギ薬局、道の駅、市内旅館、観光案内所

◍内容量 ：60g/1袋
◍販売期間：通年

こざかいとらや
豊川市伊奈町縫殿26-207 TEL:0533-72-2390
URL http://www.kozakaitoraya.com/

自店舗

いいともあいち運動

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。
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KURUTOおおぶ 食のアウトレットモール北名古屋

◍内容量 ：110g/1個
◍販売期間：通年

希望小売価格（税抜） 900円

西尾市

果実がゴロっと！いちじくジャム
甘いいちじくの果実がゴロっと入ったいちじくジャムは、砂糖も
少なめで無添加の商品です。果実とジャムペーストの食感
の違いを楽しむことができます。

愛楽農園はいぼーなす
西尾市巨海町南河原19 TEL:090-5876-4050
URL: https://www.airakufarm.com/

イベント出店、市内飲食店、市内産直

合資会社 野田味噌商店
豊田市桝塚西町南山6 TEL:0565-21-0028
URL http://www.masuzuka.co.jp/

豊田市

蔵元の飲む糀
愛知県産の米と米こうじのみで蔵元の発酵技術で作ったノ
ンアルコール、砂糖無添加の２倍濃縮タイプの飲む糀（甘酒
の素）です。キャップ付きですのでお好きな量を使って残った
分はしっかり保存いただけます。

希望小売価格（税抜） 450円

◍内容量 ：300g/1本
◍販売期間：通年

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
URL http://www.pfi-aichi.org/

名古屋市

食べるドレッシング CarroOka

希望小売価格（税抜） 500円

あいちの伝統野菜“木之山五寸にんじん”と乳酸菌で発酵
した“おから”を主成分に、“えごま油”や“すりごま”など健康
維持に役立つ成分をバランスよく配合しました。野菜への絡
みが良く、ディップソースやカナッペにもお使いいただける新感
覚のドレッシングです。

◍内容量 ：250g/1本
◍販売期間：2019年2月販売再開

JA、生協、百貨店

濁酒のイメージを大きく変える！世界に誇る日本のライスワ
イン誕生。甘くフルーティーな香りと雑味のないすっきりとした
口当たり。自家製純米二段仕込み。全工程完全手づくり
少量生産。個人・法人様用の特別・記念ラベル付オーダー
生産対応。量り売可。

希望小売価格（税抜） 1,186円

株式会社ideai(イデア！)
日進市蟹甲町池下201-3 TEL:0561-78-3066
URL https://encoretsubaki.com/

日進市

日進純米濁酒
ENCORE TSUBAKI

◍内容量 ：300mL/1本
◍販売期間：通年

こうじ

にっしんじゅんまいどぶろく
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椿酒造・あんこ椿（株式会社ideai ）



大麦麦芽と小麦麦芽を使用しドイツスタイルのヴァイツェンに
愛知県特産のイチジクを使用したビールです。フルーティーな
香りと、白濁したカラーが特徴です。

希望小売価格（税抜） 602円

知多市

FIG ICHIJIKU ＷEIZEN

◍内容量 ：330ml/1本
◍販売期間：通年

◍内容量 ：200g/1袋
◍販売期間：通年

希望小売価格（税抜） オープン

岡崎市

三河産大豆 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
パウダーにした商品です。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。

希望小売価格（税抜） 417円

名古屋市

2種類の古代米が入った甘酒
JAなごやブランド米「陽娘（ひなたむすめ）」を主原料とし、国
産黒米・赤米をブレンド。すっきりとした甘酒の味わいに、プ
チプチとした古代米の心地よい食感。健康にもこだわった一
品です。ラベルデザインは黒米と赤米をシンプルに表現。
NEXCO中日本、名城大学、JAなごや、愛知県芸術大学、
甘強酒造株式会社の共同開発です。

中日本高速道路株式会社 事業創造部
名古屋市中区錦2丁目18番19号 TEL:0120-922-229
※上記電話をご利用できない場合は 052-223-0333

直接販売

◍内容量 ：390g/1本
◍販売期間：通年

OKD KOMINKA BREWING
知多市岡田字中谷4番地 TEL:090-3155-7188
URL：https://www.facebook.com/OKD.KOMINKA.BREWING/

合資会社 八丁味噌
岡崎市八帖町字往還通69 TEL:0564-21-0151
URL：http://www.kakukyu.jp/

※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、 平成30年９月１日現在のものです。

発 行

愛知県農林水産部食育消費流通課
URL http://www.pref.aichi.jp/nourin/iitomo/iitomoaichi/
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フィグ イチジク ヴァイツェン

お食事処 範丈亭


