


発酵の力を活用して、通常では利用されて
いない鰻の頭部を魚醤にするという全国的
にも例のない未利用資源の活用。(株)海み
らい研究所の発案、イチビキ(株)の発酵製
造、(株)あつみの鰻の頭部提供による３社共
同開発。商品名とキャラクターは、東三河高
校生より募集し、1,470通の応募の中から選
びました。

● 希望小売価格(税抜) 800円
● 内容量：90ml
● 販売期間：通年

道の駅とよはし、PHラボ・ラグー
ナ店、通販他

豊橋市
受
賞
商
品

鰻能（ばんのう）

株式会社あつみ 豊橋市柳生町44 TEL：0120-727-291
URL https://www.atsumi-unagi.jp/

https://www.eico-shop.jp/

株式会社ココトモファーム
自社各店舗、通販

● 希望小売価格(税抜) 1,760円
● 内容量 ：220g/個
● 販売期間：通年

「ハードバウム玄米」の原料は、犬山市今井の広
大な田んぼで自家栽培したお米を精米・製粉した
フレッシュな生米粉を使っています。そのため、カ
リッと感×もっちり感の異なる歯ごたえが楽しめ、
新世代のバウムクーヘンと話題になっています。

犬山市

ハードバウム玄米

東海市富木島町東広52
TEL：0120-147-296
URL http://www.dainichi-foods.co.jp/

大日食品株式会社
愛知県を中心としたスーパー

● 希望小売価格(税抜) 200円前後
● 内容量 ：180g/パック
● 販売期間：通年

県産の未利用資源３種（名古屋コーチンエキス、
豊浜しこの露魚醤、知多半島産玉葱）をブレンドし
た、あまうまっなキムチ。未利用資源の使用で廃
棄物の削減という観点から地域に還元できる商品。
リンゴピューレの甘味と魚介の旨味をベースにし
た愛知のキムチは、ごはんのお供に最適です。

キャラクター
「とうしょー君」

愛知のキムチ

東海市

旨味抜群！

新食感甘くて
旨い

販売店舗

販売店舗 販売店舗

犬山市橋爪石畑60-2
TEL：0568-54-4717
URL https://www.cocotomo-farm.jp/

https://www.cocotomobaum.jp/
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津島市

● 希望小売価格(税抜) 368円
● 内容量 ：160g/缶
● 販売期間：通年

あいち海部農業協同組合
津島市大縄町９丁目63
TEL：0567-23-3363
URL http://www.ja-aichiama.com/

蒲郡市

蒲郡市丸山町４番38号
TEL：0533-69-3111
URL https://www.kintobi.co.jp/

株式会社金トビ志賀

● 希望小売価格(税抜) 350円
● 内容量 ：200g/把
● 販売期間：通年

スーパー、ドラッグストア、通販 グリーンセンター、スーパー他

食後の血糖値・血中中性脂肪の上昇を穏やかに
する成分イソマルトデキストリン（食物繊維）を配
合した機能性表示食品です。県産小麦「きぬあか
り」を創業100年の製粉技術でゆっくり丁寧に挽き、
のど越しの良さとソフトなコシのあるうどんに仕上
げました。

ＪＡあいち海部が誇る生産量・出荷量県下１位の
「れんこん」を贅沢に使った缶詰です。カレーには
大きくカットしたゴロゴロのれんこんがたっぷり。デ
ミグラスシチューにはミニトマト、ホワイトシチュー
には八開人参を使用しています。賞味期限は３年
で、保存食としてもおすすめです。

名古屋市守山区八剣２丁目118
TEL：052-737-6000
URL https://www.sagami.co.jp/spacefood/

株式会社サガミホールディングス
自社店舗他

● 希望小売価格(税抜) 556円
● 内容量 ：120g/箱
● 販売期間：通年

名古屋コーチンと国産の大根、人参、ちくわ、こん
にゃくを八丁味噌で煮込みました。ＪＡＸＡ宇宙日
本食にも認定されています。常温で２年間保存で
きるため、防災食としてもご利用いただけます。

サガミ純鶏名古屋コーチン味噌煮

惣

菜

類

ゴロゴロれんこん缶詰３種

名古屋市

販売店舗

販売店舗 販売店舗

金トビ細切りざるうどん



名古屋市中区錦1-17-13 名興ビル704
TEL：052-231-2051
URL
https://www.oiden-sanson.com/takameru/entry-920.html

株式会社ワイズ
自社店舗、どんぐりの里、山恵、通販等

● 希望小売価格(税抜) 602円
● 内容量 ：200g/箱
● 販売期間：通年

豊田産の鹿肉をじっくり煮込んで、炒めた玉ねぎ
の香ばしさとワインのコクがきいた欧風カレーです。
鹿肉は地元獣肉加工施設（株）山恵で加工、カ
レーハウスCoCo壱番屋FC（株）ワイズで商品化、
足助高校生によるPRと３者連携による共同開発
商品です。

豊田市

とよた里山 鹿肉欧風カレー 豊橋チキンカレー

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

地元豊橋産の食材を使い、豊橋の食品工場で
作ったチキンカレーです。 野菜の水分を利用して
煮込み、凝縮した野菜と鶏肉の旨味が絶妙です。
ゴロゴロと具材たっぷり。パッケージは豊橋カル
チャーであるサーフィンやサイクリングをイメージ
したポップでおしゃれなデザインになっています。

三共食品楽天市場店、道の駅とよはし、
あぐりパーク食彩村

豊橋市老津町字後田25-1
TEL：0532-23-2361
URL https://sankyofoods.co.jp/

三共食品株式会社

豊橋市

蒲郡市

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

蒲郡海鮮市場
販売店舗

● 希望小売価格(税抜) 2,575円
● 内容量 ：メヒカリ370g、ニギス150g、ﾋｹﾞﾅｶﾞ

エビ140ｇ（季節により魚種の変更あり）
● 販売期間：通年

手間いらず蒲郡産の深海魚の
食べ比べセット3品

自店舗、通販

蒲郡ならではのメヒカリとひげながえび唐揚げ、ニ
ギスのフライを食べ比べできるセットです。魚の骨
を取り、味付け済みなので冷凍のまま油で揚げる
だけ。お子様も食べやすく骨まで柔らか。魚は地
元の学校給食にも使用されています。

蒲郡市

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

蒲郡海鮮市場

● 希望小売価格(税抜) 3,500円
● 内容量 ：メヒカリ230g、ニギス150g、ﾋｹﾞﾅｶﾞ

エビ140g、タコ120g、白ムツ140g（同左）
● 販売期間：通年

手間いらず蒲郡産の深海魚の
食べ比べセット5品

自店舗、通販

蒲郡ならではのメヒカリとひげながえび唐揚げ、ニ
ギスと白ムツのフライ、人気のタコの唐揚げを贅
沢に食べ比べできるセットです。魚の骨を取り、味
付け済みなので冷凍のまま油で揚げるだけ。お子
様も食べやすく骨まで柔らか。魚は学校給食にも
使用されています。

惣

菜

類

販売店舗

販売店舗
販売店舗



豊橋市

メヒカリー

● 希望小売価格(税抜) 1,000円
● 内容量 ：200g/個
● 販売期間：通年

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

道の駅（豊橋・田原・赤羽根）、
蒲郡市竹島水族館

蒲郡産メヒカリの魚醤を隠し味にしたコクのある
キーマカレーです。蒲郡の竹島水族館小林館長
監修のもと出来上がった「メヒカリー」。竹島水族
館のパッケージお土産第４弾として竹島水族館で
も販売しています。魚醤のコクが後味をひくクセに
なる旨味カレーです。

あいちのかおり
お米のガトーショコラ

● 希望小売価格(税抜) 1,186円
● 内容量 ：300g/個
● 販売期間：通年

販売店舗

酒と米のおぜき
丹羽郡扶桑町小淵1188
TEL：0587-93-1487
URL https://s.ekiten.jp/shop_884830/

県産あいちのかおりの米粉とチョコレートの相性
抜群なガトーショコラです。洋菓子用に精製された
米粉を使い、小麦粉は一切使用しておりません。
冷凍、冷蔵、常温、温めと、全温度帯で味を楽しめ
る美味しい菓子です。

自店舗

扶桑町

豊橋市石巻小野田町下切田31
TEL：0532-88-2932
URL https://www.bell-farm100.com/

道の駅とよはし、キヨスク豊橋駅カルミア店

● 希望小売価格(税抜) 1,000円
● 内容量 ：16g×３袋
● 販売期間：通年

生産量日本一を誇る豊橋産次郎柿を100%使用。
皮ごとスライスした柿を真空フライ製法で加工し、
添加物不使用で、柿本来の味を楽しめるサクサク
なチップスに仕上げました。軽くて常温で保存でき、
可愛らしい箱に入っていますのでお土産にぴった
りです。

百年柿園ベル・ファーム

お！柿

豊橋市

豊橋市石巻町字中白50-1
TEL：0532-88-0901
URL http://okafarm.com/

食べチョク、通販他

● 希望小売価格(税抜) 486円
● 内容量 ：120ml/個
● 販売期間：通年

自然栽培で育てた豊橋特産の次郎柿の葉を田原
産のどうまい牛乳で煮だしてジェラートにしました。
くせが無く、さっぱりとした甘さと味で食べやすく、
子供からお年寄りまで食べていただける商品です。

おかもと農園

柿の葉茶ジェラ－ト

豊橋市

惣

菜

類

菓

子

類
販売店舗

販売店舗 販売店舗



● 希望小売価格(税抜) 360円
● 内容量 ：98g/個
● 販売期間：通年

サロン・ド・テ名古屋ふらんす本店、
長久手店

豊田市高岡町松葉145番１
TEL：0120-758-542
URL https://www.nagoyafrance.co.jp/

名古屋フランスcorp株式会社

みよし市

名古屋コーチンのとろけるプリン
「サロン・ド・テ名古屋ふらんす」の看板商品のひと
つ、濃厚な名古屋コーチンの卵を使用した無添加
プリンです。希少な「ジャージー牛乳」や精糖度の
低い「花見糖」など、素材と製法にこだわったとろ
ける味わいが特徴です。

販売店舗

「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）

名古屋コーチンのシフォンケーキ
名古屋郊外に２店舗を構える「サロン・ド・テ名古
屋ふらんす」の人気商品です。軽くきめ細かい焼
き上がりながら、「名古屋コーチンの卵」を使用す
ることにより、しっかりした弾力もあるシフォン生地
に仕上がっています。シフォンの「穴」にはお店自
慢のクリームを詰めました。

● 希望小売価格(税抜) 680円
● 内容量 ：200g/個
● 販売期間：通年

みよし市

サロン・ド・テ名古屋ふらんす本店、
長久手店

豊田市高岡町松葉145番１
TEL：0120-758-542
URL https://www.nagoyafrance.co.jp/

名古屋フランスcorp株式会社
販売店舗

ストロベリーパークみふねの安心・安全ないちごを
たっぷりと使用。もっちりとした不思議な食感のア
イスです。いちごの果汁が多いため、甘味だけで
なくいちご本来の酸味もしっかりと感じられる逸品
です。原料にくずもちや寒天を使用していますの
でとろっとしたくちどけ。あらゆる年代の方に食べ
やすくなっています。

キュービックいちご

● 希望小売価格(税抜) 297円
● 内容量 ：62g/個
● 販売期間：通年

自店舗

豊田市御船町東山畑34-2
TEL：0565-47-1830
URL http://strawberry-park-mifune.com/

TAIKEIファーム株式会社
ストロベリーパークみふね

豊田市

販売店舗

菓

子

類



県産大豆100％と県産米100％を使用し、木桶で
醸造した米みそと、県産大豆100％使用し、木桶
で醸造した豆みそを特別に配合した調合みそ（あ
わせみそ）です。学校給食にも採用されている安
心安全な味噌を家庭でも楽しめるようカップに詰
めました。しっかりとだしを取り、季節の野菜の味
噌汁をご堪能ください。

調
味
料
他

● 希望小売価格(税抜) 540円
● 内容量 ：450g/個
● 販売期間：通年

自社直売店、小売店

こどものあわせみそ

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/

県産大豆100％と県産米100％を使用し、木桶で
醸造した味噌本来の味を楽しめる風味豊かな米
みそです。学校給食にも採用されている安心安全
な味噌を家庭でも楽しめるようカップに詰めました。
しっかりとだしを取り、季節の野菜の味噌汁をご堪
能ください。

こどもの米みそ

菊芋酢
豊田市稲武地区の菊芋を使い、二段発酵させた
菊芋100％のお酢です。調味料やドリンクとして、
健康野菜を手軽に摂取できます。素朴なイラスト
でお土産としても人気です。ブルーベリー酢とミネ
アサヒの黒酢との箱入り３本セットもあります。ふ
るさと納税返礼品としても利用されています。

● 希望小売価格(税抜) 908円/本
３本セット 2,778円/3本

● 内容量 ：300ml/本
● 販売期間：通年

自店舗

どんぐりの里いなぶ どんぐり横丁
豊田市武節町針原22-1
TEL：0565-82-3666
URL http:dongurinosato.com/

炊く野菜

● 希望小売価格(税抜) 3,000円/箱
● 内容量 ：約560g/箱（5袋入り）
● 販売期間：通年

まるっと！あいち、通販他

合資会社 雅風
田原市和地町瀬戸山46-6
TEL：0531-26-9088
URL https://www.drysalad.jp/

田原市

お米と一緒に炊き込むタイプの乾燥野菜です。
無添加で離乳食や介護食にも少量使えて便利。
食物繊維や野菜の栄養を手軽に摂ることができま
す。味付けは、お好みで。災害時の保存食として
も備蓄できます。

自社直売店、小売店

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

豊田市

● 希望小売価格(税抜) 540円
● 内容量 ：450g/個
● 販売期間：通年

販売店舗販売店舗

販売店舗 販売店舗

豊田市



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、抹茶等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。

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

清須市

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
愛知クラフトジンキヨス40度

百貨店、通販他

知立産のまこもたけとこだわりの国産材料をふん
だんに使用しています。ご飯に混ぜるだけの簡単
で美味しい農家のおかあさんの味。長期保存ので
きるレトルト食品です。ふるさと納税の返礼品とし
ても利用されています。

● 希望小売価格(税抜) 815円
● 内容量 ：220g/袋
● 販売期間：通年

知立市上重原町本郷67
TEL：0566-81-3817

知立マコモ研究会

まこもたけのまぜごはんの素

JAあいち中央産直市

知立市

リキュール Rincha ほうじ茶×みりん

● 希望小売価格(税抜) 945円
● 内容量 ：300ml/本
● 販売期間：通年

本みりんでつくられたリキュール「Rincha」。
もち米、米こうじ、米しょうちゅうのみでつくられた
本格本みりんのおいしさを、若い方にも知って頂
きたいという想いでつくられたこの商品。本みりん
のやさしい甘さと、ほうじ茶の香ばしい味わいをお
楽しみください。

公式オンラインショップ TEL：0120-59-9939
URL https://www.kokonoe-shop.com/
石川八郎治商店
碧南市浜寺町2-11 TEL：0566-45-7998
URL https://kokonoe.co.jp/directstore

九重味淋株式会社
通販、直売店 石川八郎治商店

碧南市

発 行

※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、 2021年９月末日現在のものです。

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

販売店舗


