
あいちのおいしいをお届け!!
平成29年度愛知のふるさと食品コンテスト 出品食品カタログ
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半田市天然記念物「萬三の白モッコウバラ」の花酵母と知
多半島で栽培された酒造好適米の「若水」を使用した清酒。
口当たりは甘くまろやかで「はじける愛」を込めたシャンパン風
のスパークリングと「つのる想い」を酵母に残したうすにごりでカ
クテル風のプレミアムの２本セット。

◍内容量 ：各300ml、２本セット
◍販売期間：2017は販売終了。

2018は2月中旬から販売予定（数量限定）

希望小売価格（税抜） 1,852円

中埜酒造株式会社

春の「萬三の白モッコウバラ祭り」、Webによる通信販売

半田市受
賞
商
品

愛してる2017セット

生餃子 邦純 津島市宇治町字小切40番 TEL：0567-22-3918 URL http://www.ho-jun.com/

津島市

津島市周辺の水郷地帯産のれんこんを使用。皮はもっちり
パリパリとしたオリジナル。さっぱりした味わいの中にもれんこん
の歯ごたえを感じられる餃子です。

◍ 内容量 ：16個入/1袋
◍ 販売期間：通年

希望小売価格（税抜） 556円

生餃子 邦純、旭湯津島、旭遠山株式会社

冷凍・シャキシャキれんこん餃子

県産酒造好適米「夢吟香」と三ヶ根山麓の伏流水で醸し
た純米大吟醸酒です。この地から世界へ翔いていく酒・・・そ
んな夢と希望を託して醸しました。華やかな香りで幅のある
豊かな味わいをお楽しみください。

◍内容量 ：720ml
◍販売期間：通年

希望小売価格（税抜） 1,600円

山﨑合資会社 西尾市西幡豆町柿田57番地 TEL:0563-62-2005 URL http://www.sonnoh.co.jp

【西尾市】（有）ばおばぶ、道の駅にしお岡ノ山、やっこ酒店
【岡崎市】浪漫酒創庫あつみ（有）
【名古屋市】（株）酒泉洞堀一

西尾市

清酒 山﨑醸 夢吟香DREAM  純米大吟醸原酒

半田市東本町２-24 TEL:0569-23-1231
URL https://www.nakanoshuzou.jp/

冷凍

や ま ざ き かもし ゆ め ぎ ん が



蒲郡市水揚げのメヒカリ。素焼きしたメヒカリを綿実油に漬け
込みました。メヒカリは栄養価がとても高く、カルシウムや鉄分
が豊富に摂れるお魚です。メヒカリ自身が持つ脂質もオメガ3
と機能性の高い脂質でとてもヘルシーです。
白ワインや日本酒、またペペロンチーノに混ぜても美味しく召
し上がれます。

◍内容量 ：65g（総重量105g）
◍販売期間：通年

希望小売価格（税抜） 3,000円

有限会社 まんてん．
豊橋市神野新田町字ヲノ割40-１ TEL:0532-33-2461
URL http://manten-ff.com

自社Webによる通信販売、ピピッと!あいち

豊橋市

惣

菜

類

愛知県産 メヒカリ油漬け(3缶セット)

愛知県豆腐商工業協同組合
名古屋市熱田区神宮３-10-1５ TEL:052-681-0291

名古屋市

あいちの めぐみ豆冨
県産大豆（フクユタカ）と焙煎した愛知県産米（あいちのかお
り）でうまいとうふをつくりました。
温めていただくと、もちもちっとした食感と焙煎した香りをより
一層味わっていただけます。

◍内容量 ：350g
◍販売期間：通年

希望小売価格（税抜） 300円

有限会社星野水産
西尾市東幡豆町東前田31-10 TEL:0563-63-4070
URL http://hoshino-suisan.com/

西尾市

海の美食家 エイカラ

幡豆漁港水揚げのアカエイのフライです。かりっと揚げていた
だくと外はサクサク、中の身は淡泊で、ふんわり柔らかい食感
をお楽しみいただけます。小骨がないので、パクパク食べてい
ただけます。

希望小売価格（税抜） 463円

道の駅藤川宿、Webによる通信販売
わくわく広場（アピタ岡崎北店、イオン新瑞橋店、
名古屋南店、なるぱーく店）

幡豆漁港水揚げのアカエイの唐揚げです。
国産大豆の醤油、三河味醂『愛桜』を使用した特製ダレに
漬け込み、県産小麦『きぬあかり』をまぶしました。
エイの身は、小骨がなく柔らかな食感で、幅広い年齢層にお
すすめです。

希望小売価格（税抜） 463円

有限会社星野水産
西尾市東幡豆町東前田31-10  TEL:0563-63-4070
URL http://hoshino-suisan.com/

西尾市

海の美食家 エイフライ

◍内容量 ：200g／パック
◍販売期間：通年

◍内容量 ：250g／パック
◍販売期間：通年

道の駅藤川宿、Webによる通信販売
わくわく広場（アピタ岡崎北店、イオン新瑞橋店、
名古屋南店、なるぱーく店）

冷凍

冷凍

組合に問い合わせください。



美浜町産の海音貝（ツメタガイ）を旨煮にしました。ツメタ貝
の貝殻から海の音が聞こえるので『海音貝』と名付けました。
ツメタ貝の独特な食感と歯ごたえをお楽しみください。

◍内容量 ：100g
◍販売期間：通年

希望小売価格（税抜） 600円

つくだ煮街道 浜幸
知多郡美浜町古布字枡池６-３ TEL:0569-82-5151
URL http://www.tsukudanikaido.jp/

自社店舗、美浜町観光協会、食と健康の館など

美浜町

惣

菜

類

海音貝惣菜（旨煮）

つくだ煮街道 浜幸
知多郡美浜町古布字枡池６-３ TEL:0569-82-5151 
URL http://www.tsukudanikaido.jp/

美浜町

海音貝惣菜（オリーブ）
美浜町産の海音貝（ツメタガイ）を洋風のオリーブオイル漬け
にしました。
ぜひ、磯の香る海のエスカルゴ『海音貝の惣菜』をお試しくだ
さい。

◍内容量 ：100g
◍販売期間：通年

希望小売価格（税抜） 600円

自社店舗、美浜町観光協会、食と健康の館など

う ん ね

う ん ね

岡崎商業高校総合ビジネス科3年の生徒とコラボした企画
商品になります。岡崎市の特産品“岡崎おうはん”の胸ひき
肉とまるや八丁味噌”赤だし“を使用したにんにく風味をきか
せた肉味噌です。

◍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/

豊橋市

岡崎ぎゅーっと肉味噌

カネリ尾崎食品有限会社
蒲郡市西浦町大塚35 TEL:0533-57-3026
URL https://nishiurakaneritukudani.jimdo.com/

蒲郡市

蒲郡からのおすそわけ
蒲郡みかんの果汁で炊いたアサリのつくだ煮。うま味たっぷり
のあさりにみかんの風味がマッチしたさわやかな味わいをお楽
しみください。クラッカーの上にクリームチーズと本製品をのせ
たり、フランスパンにのせてオリーブオイルをかけて洋風のおつ
まみとしてもお召し上がりいただけます。

◍内容量 ：60g
◍販売期間：H29は終了。

H30は１月頃から販売予定（数量限定）

希望小売価格（税抜） 1,000円

市内旅館、お土産店、カネリ尾崎食品西浦店駅売店、道の駅売店、高速道路売店など



惣

菜

類

こだま食品
名古屋市西区幅下２-20-10 TEL:052-561-8423

名古屋市

くみ豆腐

渥美半島沿岸、三河湾に産する貝類、藻類と健康機能
性の高い野菜を合わせ煮た惣菜です。ひじき煮には赤ニシ
貝を、青のり佃煮にはあさりを、わかめ芯には玉ヒメ貝を入れ
ました。渥美半島とその沿岸の恵みをお召し上がりください。

希望小売価格（税抜） 195円

自社店舗

豆腐の品評会で「名古屋市長賞」を受賞した豆腐です。県
産大豆（フクユタカ）を使用。大豆の香り、甘みをしっかり味
わっていただける豆腐です。

希望小売価格（税抜） 各250円

ヤマウフーズ
豊川市御津町西方揚浜30 TEL:0533-65-8583

豊川市

健康貝菜藻

◍内容量 ：90～100ｇ/1カップ
◍販売期間：通年

◍内容量 ：450g
◍販売期間：通年

尾張中央ファーマーズマーケット、CAINZ名古屋堀田店、
Webによる通信販売など

◍内容量 ：守口漬（70g）、瓜奈良漬（80g）
◍販売期間：通年

希望小売価格（税抜） 1,300円

名古屋市

なごやめし本舗
名古屋市昭和区明月町2-51 TEL:052-853-5514
URL http://nagoyameshi-honpo.com

名古屋市

コリコリ軟骨入り鶏肉みそ
県産の錦爽どりの軟骨にむね肉ともも肉を程よくブレンドした
コリコリとした食感が楽しい肉みそです。はと屋の豆味噌と愛
桜三年熟成古式みりんが風味を引き立てます。

希望小売価格（税抜） 430円

香よ味（守口漬・瓜奈良漬）詰合せ
こ よ み

種まきから完成まで足かけ３年。愛知の伝統野菜でもある
守口大根と瓜を手間を惜しまず、じっくり仕上げました。歯
切れのよい食感と酒粕の芳醇な香りをお楽しみいただけます。

株式会社大和屋守口漬総本家
名古屋市中区栄３-15-１ TEL:0120-12-8108
URL http://www.moriguchizuke.co.jp/

デパート、自社店舗、 Webによる通信販売など

JA直販店、道の駅

◍内容量 ：100g
◍販売期間：通年

か い さ い そ う



惣

菜

類

髙橋豆腐店
名古屋市中川区昭和橋通４-24-２ TEL:052-661-5864

名古屋市

したづつみ

名古屋コーチンの挽肉とトマトをじっくり煮込んだ、ソースをつ
けないでそのまま食べる串かつです。他には豚バラ肉を三日
間煮込んだ煮込み串かつや味噌串かつ、煮込みカレー串か
つなどもあります。一切ソースを付けない新名古屋名物を目
指してます！

希望小売価格（税抜） 250円

県産大豆フクユタカとにがりでつくった絹ごし豆腐です。大豆
本来の旨味、甘みが口いっぱいに広がります。
ぜひ一度御賞味ください。

希望小売価格（税抜） 160円

名古屋市

名古屋コーチン煮込みトマト串カツ

◍内容量 ：30g／本
◍販売期間：通年

◍内容量 ：300g
◍販売期間：通年

自社店舗

遊食酒家 かねSuShi
名古屋市中川区草平町１-32-１ TEL:052-355-1829 
URL http://www.kanesushi.com/

自社店舗など

冬の伊勢湾の荒波に揉まれて育った「黒ダイヤ」とまで呼ば
れた黒海苔を主原料に佃煮にしました。昔ながらの製造方
法にこだわり、不要な添加物を一切使わずつくった生海苔の
佃煮を、ぜひ御賞味ください。

希望小売価格（税抜） 600円

美浜町

生海苔佃煮

◍内容量 ：100g
◍販売期間：通年

つくだ煮街道 浜幸
知多郡美浜町古布字枡池６-３ TEL:0569-82-5151 
URL http://www.tsukudanikaido.jp/

自社店舗、美浜町観光協会、食と健康の館など

株式会社カネミツ食品
春日井市六軒屋町1-163 TEL:0568-81-8982
URL http://kanemitsu-shokuhin.com/

春日井市

ほうれん草とあおさの刺身こんにゃく

希望小売価格（税抜） 118円

ＪＡ尾張中央（産直、ぐぅぴぃひろば） 等

県産の生のほうれん草とあおさを使用した刺身こんにゃくです。
一般的な刺身こんにゃく同様、醤油や酢味噌だけでなく、
野菜と一緒にサラダとしたり、味噌汁の具としてもお召し上が
りいただけます。

◍内容量 ：300g
◍販売期間：通年

冷凍



独自の養殖技術により、常にきれいな水と流れのある環境
で育てたほんもろこを佃煮にしました。酒の肴に最高の一品
です。一口食べて「笑顔」になる三河の味を、ぜひ御賞味く
ださい。

希望小売価格（税抜） 1,200円

株式会社Sunコーポレーション
豊川市国府町中道12-１ TEL:0533-56-8872
URL http://www.sun-water.jp/

豊川市

ほんもろこ佃煮

◍内容量 ：100g
◍販売期間：通年

Webによる通信販売（楽天）

だし専門店 だし屋大友
名古屋市中区錦２-15-22 りそな名古屋ビル
TEL:0120-07-5181 URL http://ohtomo-s.co.jp/

名古屋市

鰻おこわ2人前

希望小売価格（税抜） 2,000円

自社店舗、 Webによる通信販売など

国産鰻のうま味がしっかり味わえる逸品。もち米・だし汁・鰻
のセットです。だし専門店がこの商品のために作っただし汁付。
材料を炊飯器に入れ、早炊きスイッチを押すだけ。約20分
で上品な鰻おこわが炊きあがります。

◍内容量 ：390ｇ
◍販売期間：通年

「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。大あさりの風味もしっかり感じら
れる、個性派の肉まんです。

希望小売価格（税抜） 1,000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/

豊橋市

大あさり肉まん

◍内容量 ：90g×5個
◍販売期間：通年

道の駅、工場直売所、Webによる通信販売など

惣

菜

類

主

食

類

冷凍

愛知のふるさと食品コンテスト

愛知県では、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

コンテストを毎年開催しているよ。



主

食

類

◍内容量 ：125g×３個入り
◍販売期間：通年

希望小売価格（税抜） 907円

豊橋市

大あさりバーガー
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生地ではさみました。形
もかわいい大あさりの形です。

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、工場直売所、 Webによる通信販売など

和食処 松屋
豊川市門前町５番地 TEL:0533-86-2825
URL http://www.ccnet-ai.ne.jp/matuya/

豊川市

柿っ木物語 豊川柿葉いなり寿司
ひつまぶしをイメージしたいなり寿司をはじめ、豊川いなりの
特徴でもある五目、わさび、あさり、どんこといろいろな具材を
のせ、柿の葉で包みました。また、同封のドライ次郎柿と柿
の葉茶もあわせてお楽しみください。

希望小売価格（税抜） 2,000円

自店舗

山手製麺所
名古屋市守山区川宮町394-６ TEL:052-793-0108

名古屋市

米粉入冷凍うどん

希望小売価格（税抜） 70円

自社

県産小麦「きぬあかり」と県産「ミネアサヒ」の米粉を使用した
うどんです。甘みのあるモチモチした食感をお楽しみください。

味噌ソースであえて食べるウコン入りパスタ感覚のきしめん。
世代を問わず、より多くの人にきしめんを楽しんでもらうために
『簡単』『健康』『新しい』『おいしい』の４つをテーマとして生ま
れました。愛知学院大学と共同開発商品です！

希望小売価格（税抜） 370円

株式会社角千本店
名古屋市北区西味鋺５-113 TEL:052-901-8591
URL http://www.kadosen.co.jp/

名古屋市

なごめん

◍内容量 ：200g
◍販売期間：通年

自社直売、刈谷ハイウェイオアシス、愛知学院大学

◍内容量 ：260g
◍販売期間：通年

冷凍

冷凍

◍内容量 ：いなり寿司８個、柿（ドライ）、柿葉茶
◍販売期間：通年

かき っ こ



JAあいち産直、猿投温泉、ホテル金泉閣、メグリア本店、
道の駅瀬戸しなの など

◍内容量 ：180g／個
◍販売期間：通年

希望小売価格（税抜） 500円

名古屋市

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。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/

名古屋市農業センター、 Webによる通信販売など

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

ビタミンB1入りうどん
糖質をエネルギーに変える助けをする栄養素ビタミンB1を練
りこんだうどんです。電子レンジ調理でビタミンB1を逃さず調
理可能。県産小麦きぬあかりを使用したもちもち食感とおい
しさ。椙山女学園大学とのコラボ商品です。

希望小売価格（税抜） 100円

主

食

類

菓

子

類

◍内容量 ：200g／袋
◍販売期間：通年

株式会社H&Fカンパニー
名古屋市中川区横井２-18 TEL:052-412-5170
URL http://handf-company.jp/

名古屋市

いちじくゴーフレット

希望小売価格（税抜） 500円

愛知県はいちじく生産量日本一。県産いちじくの美味しさを
味わってもらいたいと創作しました。いちじくの甘みを楽しんで
いただけるゴーフレットです。

◍内容量 ：10枚入り
◍販売期間：通年

蒲郡みかんの味をしっかりと感じていただける、果汁・果肉入
りのゼリーです。夏の時期に食べやすいあっさりとした味わい
です。

希望小売価格（税抜） 176円

株式会社プチフレーズ
名古屋市千種区茶屋が坂1-21-16 TEL:052-711-3553
URL http://www.petit-fraise.jp/

名古屋市

蒲郡みかんのドームゼリー

◍内容量 ：78g／個
◍販売期間：夏季限定

冷凍

冷蔵

自社店舗

星が丘三越、サポーレ瑞穂店、
ファーマーズマーケットぐぅぴぃひろば



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/

菓

子

類

新しい豊橋土産を開発することを目標に、生産量日本一
の豊橋うずらを使用したメープルカスタード味のフィナンシェで
す。ホイル焼きにすることで美味しさを閉じ込めて焼き上げて
います。お土産用に箱入の商品です。

希望小売価格（税抜） 1,000円

豊橋市

豊橋穂の菓 おつつみフィナンシェ（箱）

◍内容量 ：10個入り／箱
◍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） 450円

豊橋市

豊橋穂の菓 おつつみフィナンシェ（袋）
新しい豊橋土産を開発することを目標に、生産量日本一の
豊橋うずらを使用したメープルカスタード味のフィナンシェです。
ホイル焼きにすることで美味しさを閉じ込めて焼き上げていま
す。自分買い用の4個入りの商品です。

JR豊橋駅 売店

希望小売価格（税抜） 176円

名古屋市

蒲郡みかんの焼きリング
しっとりとした食感がちょっと贅沢な揚げていないドーナツ型の
焼きリング。蒲郡みかんの果汁と果肉の入った風味豊かな
味わいです。

株式会社プチフレーズ
名古屋市千種区茶屋が坂1-21-16 TEL:052-711-3553
URL http://www.petit-fraise.jp/

自社店舗

◍内容量 ：75g/個
◍販売期間：通年

名古屋市守山区の野田農場の新鮮なトマトを使用した寒
天ゼリーです。
無香料・無着色で仕上げました。
瑞々しいトマトの味わいがそのまま生きています。

希望小売価格（税抜） 500円

土筆屋株式会社
半田市成岩本町３-51 TEL:0569-21-9522

半田市

野田農場トマト寒天ゼリー

◍内容量 ：250g／袋
◍販売期間：通年

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/

JR豊橋駅 売店

冷蔵



直売所、スーパー など

◍内容量 ：３個セット
◍販売期間：通年

希望小売価格（税抜） 3,500円

高浜市

ふぱうんどけーき
ふわふわの軽い生地の中に、本物のお茶が色鮮やかに薫り
高く、そしてさっくりとしたお麩とドライフルーツや豆類がたっぷり
入っています。「有機ほうじ茶×黒豆レーズン」、「有機わ紅
茶×さつまいもクランベリー」、「有機抹茶×小豆オレンジ」の
3種の味をお楽しみいただけます。

株式会社麩屋銀
高浜市豊田町１-213-49 TEL:0566-54-5577
URL http://www.fuyagin.co.jp/

直営店、でんまぁと

鈴盛農園
碧南市日進町３-65 TEL:0566-93-4093
URL http://www.suzumori-farm.jp/

碧南市

碧南人参寒天ゼリー
着色料や香料を使わず、カラフルにんじんそのものの色と香り
を活かした寒天ゼリーです。糖度が一番高くなる真冬に収
穫したにんじんを使用しているため、フルーツのような甘さと旨
みをお楽しみいただけます。

希望小売価格（税抜） 537円

菓

子

類

◍内容量 ：200g／袋
◍販売期間：通年

環業開発研究機構
みよし市莇生町明知原276-109 TEL:090-9193-9388

みよし市

ローゼル寒天ゼリー

希望小売価格（税抜） 400円

きれいな透き通ったルビー色の甘酸っぱい寒天ゼリーです。
独特の歯ごたえと甘さ控えめな大人の味に仕上げました。

◍内容量 ：120g／袋
◍販売期間：通年

産直施設、道の駅、Webによる通信販売など

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。



きれいなルビー色のハーブジャムです。爽やかな酸味があり、
パンだけでなく、アイスクリームやヨーグルトと一緒に食べるの
もおすすめです。

希望小売価格（税抜） 800円

みよし市

ローゼルジャム

◍内容量 ：120g
◍販売期間：通年

◍内容量 ：Lサイズ/33g、Sサイズ/16g
◍販売期間：通年

希望小売価格（税抜） Lサイズ 800円
Sサイズ 400円

みよし市

ローゼルハーブティー
きれいなルビー色のハーブティーです。カフェインフリーで、健
康志向の方にもおすすめです。

希望小売価格（税抜） 300円

一宮市

とろけるきな粉 抹茶
西尾の抹茶使用。ほろ苦い抹茶の風味とほのかな香りに絶
妙な舌ざわりが特徴の和三盆糖ブレンド。口に入れた途端
にふんわりとろっと溶ける、絶妙の食感と香ばしさが味わえる
きな粉です。

株式会社タクセイ
一宮市伝法寺５-14-13 TEL:0586-81-2444

名鉄百貨店一宮店

◍内容量 ：60g／袋
◍販売期間：通年

そ

の

他

直売所、スーパー など

環業開発研究機構
みよし市莇生町明知原276-109 TEL:090-9193-9388

直売所、スーパー など

環業開発研究機構
みよし市莇生町明知原276-109 TEL:090-9193-9388

※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29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/


