
商品名 そら豆 甘納豆

事業者名 さいとう農園
（新潟県新潟市）

連絡先 TEL：0256-86-2686
E-mail：shuugo@lilac.ocn.ne.jp

商品の特徴 新潟市西蒲区産のそら豆を使用しています。
除草剤を使わずに育て、完熟後は天日干し
で自然乾燥させています。新潟市在住の甘
納豆職人によって仕上げられた、手作りの甘
納豆です。保存料は使用していません。

原材料 そら豆（西蒲区産）、砂糖

主な販売先 近隣の土産品店とコンビニエンスストアー等

商品イメージ
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商品名 笹だんご（甘藷）

事業者名 ふーど工房ゆうこ 五十嵐 祐子氏
（新潟県三条市）

連絡先 TEL：0256-46-4061

商品の特徴 甘藷（さつまいも）の風味を生かした笹だん
ごです。ひとつひとつ手作りし、柔らかいのに
コシがあります。

原材料を厳選し、もち米は「こがねもち」、さ
つまいもは「べにあずま」を使用しています。

地元で採れた笹を活用し、笹のみどりを活
かした商品です。

原材料 もち米（新潟県産）、さつまいも（新潟県産）

主な販売先 自社直売所、新潟駅、近隣のホテル等

商品イメージ
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商品名 あいの桑茶

事業者名 株式会社ふるさと福島
（新潟県胎内市）

連絡先 TEL：0254-44-0050
E-mail：info@ai-kuwacha.com
URL：http://ai-kuwacha.com/

商品の特徴 桑の葉に多く含まれているDNJ（１‐デオキ
シノジリマイシン）により、桑茶は血糖値上昇
を抑え、ダイエットにも効果的な健康茶です。

無農薬栽培の桑葉100％使用しています。
当社の桑茶は
・摘み取ってすぐ加工
・より良い桑の葉だけを厳選して使用
・甘さを引き出す秘密の製法

が美味しさの秘訣です。

原材料 桑葉（新潟県産・山形県産）

主な販売先 当社直売所、近隣のホテル、道の駅等

商品イメージ
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商品名 だんご

事業者名 有限会社佐々木耕起組合
（新潟県新発田市）

連絡先 TEL：0254-27-7960
TEL：0254-28-7745（直売所）
E-mail：sasakikk@fine.ocn.ne.jp
URL：http://www.sasakikk.co.jp/

商品の特徴 自社で生産した５割化学肥料減と農薬使用
１回の特別栽培米を使い、米粒から蒸しあげ
ることで米の旨みが引き立つ団子に変身さ
せました。

もともとコシヒカリなので、味付けはご飯に
合うものは何にでも相性抜群の優れ物です。

原材料 うるち米（新潟県産）
※自社生産のコシヒカリ

主な販売先 自社直売所（えちごへいや）

商品イメージ
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商品名 トリュフの極み ポークソーセージ

事業者名 新潟麦酒株式会社
（新潟県新潟市）

連絡先 TEL：0256-70-2200
E-mail：info@niigatabeer.jp
URL：http://www.niigatabeer.jp/

商品の特徴 トリュフを飼料に加えて育てた豚肉を使用し
てソーセージを作りました。

通常のソーセージよりも良質な脂を多く使用
してジューシーに仕上げました。

原材料 豚肉（新潟県産）、香辛料

主な販売先 百貨店、食品スーパーなど

商品イメージ
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商品名 トリュフの極み パンチェッタ

事業者名 新潟麦酒株式会社
（新潟県新潟市）

連絡先 TEL：0256-70-2200
E-mail：info@niigatabeer.jp
URL：http://www.niigatabeer.jp/

商品の特徴 トリュフを飼料に加えて育てた豚肉を使用し
てパンチェッタを作りました。

仕込みの際に新潟県村上笹川流れの塩を
使用し、上品な甘みのあるパンチェッタに仕
上げました。

原材料 豚肉（新潟県産）、塩（新潟県笹川流れ産）

主な販売先 百貨店、食品スーパーなど

商品イメージ
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商品名 トリュフの極み 豚肉味噌漬け

事業者名 新潟麦酒株式会社
（新潟県新潟市）

連絡先 TEL：0256-70-2200
E-mail：info@niigatabeer.jp
URL：http://www.niigatabeer.jp/

商品の特徴 トリュフを飼料に加えて育てた豚肉を使用し
て味噌漬を作りました。
熟成したハムのようなおいしさが味わえます。

原材料 豚肉（新潟県産）、味噌

主な販売先 百貨店、食品スーパーなど

商品イメージ
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商品名 エディブルフラワー

事業者名 株式会社脇坂園芸
（新潟県阿賀野市）

連絡先 TEL：0250-62-6772
E-mail：wakky510@icloud.com
URL：http://www.wakisaka-engei.jp/

商品の特徴 ベゴニア、ビオラ、ナスタチューム等、季節
に応じたエディブルフラワーを生産していま
す。

エディブルフラワー専用のハウスで、温・湿
度管理や、株の定植管理、防虫ネットによる
害虫対策を行い無農薬で栽培しています。

原材料 エディブルフラワー（新潟県産）

主な販売先 自社直売所（エディブルガーデン ソエル）
結婚式場、ホテル

商品イメージ
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商品名 ぎゅっとしぼったアロニア・ポリフェノール
ストレート果汁

事業者名 株式会社サンファーム泉
（新潟県五泉市）

連絡先 TEL：050-3449-8188
E-mail：sunfarm.izumi@wonder.ocn.ne.jp
URL：http://www.sunfarmizumi.com

商品の特徴 ポリフェノールがブルーベリーの３倍以上も
含まれているアロニアは、その特性上非常に
濃い紫色の色素と、渋味を特徴に持つ果実
です。そんなアロニアをジュースにしました。

渋さがウリの大人果汁、是非一度ご賞味下
さい。

原材料 アロニア（新潟県産）

主な販売先 百貨店、高速道路パーキング等

商品イメージ
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商品名 ぎゅっとしぼったアロニア＆リンゴストレート
果汁

事業者名 株式会社サンファーム泉
（新潟県五泉市）

連絡先 TEL：050-3449-8188
E-mail：sunfarm.izumi@wonder.ocn.ne.jp
URL：http://www.sunfarmizumi.com

商品の特徴 ポリフェノールがブルーベリーの３倍以上も
含まれているアロニアは、その特性上非常に
濃い紫色の色素と、渋味を特徴に持つ果実
です。そんなアロニアをリンゴと合わせて
ジュースにしました。渋味が苦手な方やお子
様におすすめです。

原材料 アロニア（新潟県産） リンゴ（会津若松産）

主な販売先 百貨店、高速道路パーキング等

商品イメージ
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商品名 ミョウガの葉、朝日伝統・押し寿司

事業者名 有限会社朝日池総合農場
（新潟県上越市）

連絡先 TEL:0120-345956
E-mail:info@asahiikefarm.co.jp
URL:http://www.asahiikefarm.co.jp/

商品の特徴 この地域には昔からお盆のご馳走の主役
として茗荷の葉を使った押し寿司がありまし
た。卵そぼろや五目煮などの伝統的な具材
の良さを大切にしながら、現代風にツナマヨ
コーンや、チーズ、燻製（鶏肉や卵、鮭）を加
えた豪華６段積みの押し寿司です。

お米は自社産コシヒカリ。具材も自社産の
平飼い卵や野菜を使用しています。

原材料 米（新潟県産）、卵（新潟県産）、鮭（新潟県
産）、しいたけ（新潟県産）等

主な販売先 自社直売所、JA直売所

商品イメージ
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商品名 雅福（みやびふく）

事業者名 株式会社ごはん
（新潟県津南町）

連絡先 TEL:025-765-4834
E-mail:info@uonuma-gohan.com
URL:http://www.uonuma-gohan.com

商品の特徴 自社生産の特別栽培魚沼産しめはりもち
米、こがねもち米と小豆、津張大豆、ごまを
使用した３種類のやわらかもちです。

しめはりもちは作付けが少なく、現在では
幻の品種と言われています。また、津張大豆
は焙煎する事により更に甘味が増し、香ばし
さと甘味がひときわ際立つ香り高いきな粉で
す。きなことごまは、もち玉の中にあんこを入
れ、外側にきなこやごまをまぶしました。

原材料 〆張もち米、こがねもち米：新潟県魚沼産

主な販売先 グループ店舗（津張屋）

商品イメージ
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商品名 かんたん・ひと手間 カレーの具

(ミックス乾燥野菜)

事業者名 株式会社たべたがり
（新潟県長岡市）

連絡先 TEL:0258-89-7741
E-mail:info@tabetagari.jp
URL:http://www.tabetagari.jp/

商品の特徴 忙しいけれど、サッと美味しい手料理を食
べさせたい、という方のために。短時間で野
菜の旨みが出るように製造しました。しかも
無添加です。カレーの他にシチューや豚汁に
も包丁を使わずに簡単に作れます。

キャンプや登山、保存食にもどうぞ。
常温保存、軽い、ゴミが出ません！

原材料 じゃがいも、玉葱、人参、ローリエ
原料原産地（新潟県産）

主な販売先 百貨店、スーパー

商品イメージ
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商品名 豆乳さつまいもプリン

事業者名 有限会社農園ビギン
（新潟県小千谷市）

連絡先 TEL:0258-89-6662
E-mail:bigin6662@yahoo.co.jp
URL:http://www.nouenbigin.jp/

商品の特徴 新潟県のさつまいも農家が作る手作りさつ
まいもプリンです。添加物、卵、乳製品不使
用のため、アレルギーのあるお子さんでも安
心して召し上がれます。さつまいも本来の甘
みを生かすため、砂糖は最小限で低カロリー
なので、学校給食、介護食としてもご利用い
ただいております。

原材料 さつまいも（新潟県産）、豆乳、砂糖

主な販売先 県内学校給食

商品イメージ
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商品名 やぎミルクののむヨーグルト（フラクトオリゴ
糖）

事業者名 株式会社あるぺん村
（富山県立山町）

連絡先 TEL：076-463-1382

商品の特徴 搾りたてのやぎミルクに、フラクトオリゴ糖を
加え乳酸発酵させた健康志向のヨーグルト
です。やぎの飼育管理を工夫し、口当たりが
良く、すっきり召し上がっていただける味に仕
上げています。
【やぎミルクの力】

母乳に近い。アレルギーが起こりにくい。タウリンが牛乳
の20倍。お腹にやさしい。
【フラクトオリゴ糖の力】
善玉菌の栄養源になる。カロリー砂糖の約半分。

原材料
生やぎ乳、フラクトオリゴ糖

主な販売先 あるぺん村店舗、大辻や店舗

商品イメージ

‐122‐



このイメージは、現在表示できません。

このイメージは、現在表示できません。

商品名 立山の農家が作ったみそ

事業者名 農事組合法人いこいの杜
（富山県立山町）

連絡先 TEL：076-461-4321
URL：http://ikoinomori.or.jp/

商品の特徴 地元でおいしいみそを作ると有名な、みそ
作りの名人から伝統的な味を受け継ぎ製造
したみそです。

米麹を使用した手作りの発酵みそは、地場
産味噌として最高の品です。

原材料 米（立山町産コシヒカリ）、大豆（立山町産エ
ンレイ大豆）、塩（国内産）

主な販売先 JAアルプス農産物直売所、グリーンパーク吉
峰、そよかぜ直売所（藤木店）、ネット販売

商品イメージ
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商品名 黒豆茶 ティーパック

事業者名 みな穂農業協同組合
（富山県入善町）

連絡先 TEL：0765-72-1190
URL：http://ja-minaho.shop-pro.jp/

商品の特徴 富山県入善町・朝日町で栽培された極小
黒大豆「黒千石」を焙煎し、ティーパックに仕
上げました。とても香ばしい味わいが特徴で
す。

原材料
黒大豆（富山県産）

主な販売先 あいさい広場（ＪＡみな穂直売所）、ネット販
売

商品イメージ
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商品名 ウコンタブレット 21粒

事業者名 みな穂農業協同組合
（富山県入善町）

連絡先 TEL：0765-72-1190
URL：http://ja-minaho.shop-pro.jp/

商品の特徴 富山県名水の町入善・ひすいの町朝日で
栽培された秋ウコンを原料とした健康補助食
品です。

小さく携帯用として利用できます。

原材料
ウコン粉末（富山県産）

主な販売先 あいさい広場(ＪＡみな穂直売所)、道の駅、
ネット販売

商品イメージ
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商品名 男キムチ、おふくろキムチ

事業者名 農事組合法人末友営農組合
（富山県小矢部市）

連絡先 TEL：0766-69-8049

商品の特徴 「男キムチ」はピリ辛、「おふくろキムチ」は
マイルドな味に仕上がっています。

材料の白菜は、キムチ用に肉厚な物を使
用し、全て手作りで、本漬けは陶器のカメを
使い「田舎のおふくろ」の味を追求したこだわ
りの品です。

原材料
白菜（富山県小矢部市産）

主な販売先
道の駅、村の駅、Aコープ

商品イメージ

‐126‐



商品名 米（べい）たまジェラート

事業者名 有限会社仁光園
（富山県高岡市）

連絡先 TEL：0766-63-8084
URL：http://niko-
en.co.jp/scb/shop/shop.cgi?id=2&kid=0

商品の特徴 富山県産米を主とした餌から生まれた”米
寿の卵”とこだわりの低温殺菌乳”医王ふる
さと牛乳”をたっぷり使って丁寧に手作りして
います。フレーバーのバリエーションに富山
県西部で生産されたブルーベリー・苺を使用
しました。こだわりの卵をたっぷり使用した濃
厚感がたまりません。

原材料 卵（仁光園産）、牛乳（富山県産）、果物等

主な販売先 県内直売所、ネット販売

商品イメージ
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商品名 氷見牛 たなかのカレー

事業者名 有限会社たなか
（富山県氷見市）

連絡先 TEL：0766-73-1995
URL：http://www.himigyu.com/

商品の特徴 肉は氷見市産和牛（A5）を使用し、１コロ20
ｇの大きめのサイズを２コ程度使用し、味とボ
リュームにこだわった、焼き肉屋さんが開発
したカレーです。

和牛は、自社で生産しており、富山県産米
を飼料に加え育てた、自慢の牛です。

原材料
牛肉（富山県氷見市産）、野菜（富山県産等）

主な販売先 氷見牛たなか（自社店舗）

商品イメージ
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商品名 米粉シフォンケーキ

事業者名 有限会社梅香園
（富山県砺波市）

連絡先 TEL：0763-82-7021

商品の特徴 当農園で収穫したコシヒカリと新大正もちを
ふんだんに使った米粉のお菓子です。自家
製粉により、より米粉の味・食感をひきだした
商品に仕上げてあります。

また、自家製の米粉チュイール、米粉マド
レーヌ、米粉ラスク、ハーブティの詰め合わ
せギフトも大好評です。

原材料
米粉・もち粉

主な販売先 米粉カフェ梅香（自社）

商品イメージ
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商品名 十割そば生めん

事業者名 農事組合法人美川の名水
（石川県白山市）

連絡先 TEL：076-278-6767
E-mail：nakayama@binenkai.com
URL：http://www.2000nen.com/

商品の特徴 自社等が生産した玄そばを使用し自社で
選別、脱皮、製粉、製麺したそば生めんです。

原材料 そば（石川県産） 品種 信濃１号

主な販売先 直売店（組合員経営の飲食店）、イベント

商品イメージ

‐130‐



商品名 トマトと大麦の野菜カレー

事業者名 小松市農業協同組合
（石川県小松市）

連絡先 URL：http://www.ja-komatsushi.or.jp/

商品の特徴 水を一切使わず100%小松市産のトマトと大
麦を使用。小麦粉は使用せず、大麦でとろみ
をつけ人参、じゃがいも、いんげんが入った
野菜ごろごろカレーです。化学調味料も使用
していないので、お子様でも安心して召し上
がれます。

原材料 トマト（小松市産）、大麦（小松市産）

主な販売先 直売所、道の駅、空の駅、金沢駅（Aガイヤ）
等

商品イメージ
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商品名 金沢百万石ビール３種
（ペールエール、コシヒカリエール、ダークエール）

事業者名 有限会社わくわく手づくりファーム川北
（石川県川北町）

連絡先 E-mail：wkwk@angel.con.ne.jp
URL：http://wkwkfarm.com/

商品の特徴 地元産の六条大麦を使った、ＧＡBＡの値
が高い高機能性ビールです。（GABA＝
「Gamma-Amino Butyric Acid」の略であり、
血圧降下などの作用があるといわれていま
す。）

ペールエールは、心地よいホップの苦みと
すっきりとした飲み口です。

コシヒカリエールは、さっぱりとしていてまろ
やかな味わいです。

ダークエールは、ホップの柔らかい苦みと
深いコク。濃厚な味わいです。

原材料 六条大麦（石川県産）、ホップ

主な販売先 直売所、卸売、百貨店

商品イメージ
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商品名 おちらしかきもち

事業者名 有限会社のむら農産
（石川県小松市）

連絡先 E-mail：e-shop@nomura-nousan.co.jp
URL：http://www.nomura-
nousan.co.jp/index.html

商品の特徴 自社産のかぐらもちと、大麦を焙煎し粉末
にしたおちらし粉を使用した、おちらしかきも
ちです。香ばしくて、ほのかな塩味が大麦の
おいしさを引き立ててくれます。

原材料 もち米(石川県小松市中海産)、おちらし粉
（小松産大麦）、砂糖、食塩、植物油脂

主な販売先 直売所、ネット販売、道の駅

商品イメージ
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商品名 ブレンドはとむぎ茶

事業者名 能美農業協同組合
（石川県能美市）

連絡先 E-mail：kakou@nomi.is-ja.jp
URL：http://www.is-ja.jp/nomi/

商品の特徴 美容と健康によいとされる地元特産ハトム
ギと、地元産大麦、玄米をブレンドした、すっ
きり、まろやかなお茶です。

原材料 ハトムギ(石川県能美市産）、大麦(石川県能
美市産）、玄米（石川県能美市産）

主な販売先 JA直売所、Aコープ

商品イメージ
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商品名 加賀れんこんちっぷ

事業者名 農事組合法人蓮だより
（石川県金沢市）

連絡先 E-mail：hasudayori@gmail.com
URL：http://doronko-farm.com

商品の特徴 れんこんを皮付きのままスライスし、独自の
ブレンドした油で素揚げしました。

仕上げにじわもんの能登の塩でシンプルな
味付けをし、素材の栄養価の高さを売りにし
たヘルシーなおやつです。

原材料 れんこん（石川県産）、油、塩

主な販売先 直売所・道の駅・アンテナショップ

商品イメージ
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商品名 米粉パスタ（玄米・人参・紫いも・ビーツ）

事業者名 白山若葉株式会社
（石川県白山市）

連絡先 E-mail：asia22tk@yahoo.co.jp
URL：http://www.mt-hakusan.com/

商品の特徴 石川県産コシヒカリの米粉を用い、ほうれ
ん草、紫いも、人参、ビーツなどで着色したカ
ラフルな乾燥パスタです。

原材料 米粉、ほうれん草、クレソン、紫いも、人参、
ビーツなど

主な販売先 自社直売所・道の駅

商品イメージ
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商品名 能登野菜カステラ

事業者名 株式会社スギヨファーム
（石川県七尾市）

連絡先 E-mail：kawakami@sugiyo.co.jp
URL：http://sugiyofarm.jp/

商品の特徴 【能登かぼちゃ、中島菜、能登紫芋】

スギヨファームで育った能登野菜が、ふん
わりしっとり自然な甘さのカステラケーキにな
りました。

北陸の新鮮な卵とともに、無香料・無着色、
食品添加物無添加で自然な甘さに仕上げて
います。

原材料 能登かぼちゃ、中島菜、能登紫芋、鶏卵、砂
糖、小麦粉、米飴、蜂蜜、みりん

主な販売先 直売店、道の駅、ネット販売など

商品イメージ
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商品名 加賀の紅茶

事業者名 打越製茶農業協同組合

（石川県加賀市）

連絡先 TEL：0761-74-0390

商品の特徴 柴山潟から立ち上る朝霧が天然のヴェー
ルとなり、茶葉が柔かなまま新芽を伸ばす、
その地形の良さを活かし加賀市打越地区は
石川県下随一の茶どころとなりました。この
茶葉を使った「加賀の紅茶」は、ほんのりとし
た甘みと香ばしさ、渋みが少くおだやかな味
わい。砂糖を入れずに、良質の茶葉が持つ
自然の旨みをそのままお楽しみください。

原材料 茶（石川県産ヤブキタ・オクヒカリ）

主な販売先 組合店、JA直売所（５店舗）、石川県茶商工
業協同組合加盟店（28店舗）

商品イメージ
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商品名 鮮魚（活締め処理）

事業者名 株式会社鹿渡島定置

（石川県七尾市）

連絡先 E-mail：kadoshimateichi@nanaonet.jp
URL：
http://www.nanaonet.jp/~kadoshimateichi/

商品の特徴 定置網で取れた鮮魚を活締め処理（神経
抜き・脱血）し鮮度を保っています。
活締めには、主に次のような効果があります。
・死後硬直を遅らせて鮮度を保つ

死後硬直が進行するよりも先に延髄及び
中枢神経を破壊することで、 ATPの自己消
化が大幅に遅れ、新鮮さが長持ちします。
・脱血

血管を切り血を抜くことにより、生臭さを押
さえることができます。また、身の透明感が
増します 。

・イワシなどの小魚を除いて、ほぼ全ての魚
を神経〆しています。

原材料 鮮魚（七尾市産）

主な販売先 ネット販売、直売

商品イメージ

か ど しまていち
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商品名 農家屋ぽてと

事業者名 有限会社かわに
（石川県金沢市）

連絡先 E-mail：info@kawani.jp
URL：http://kawani.jp/

商品の特徴 ひとつひとつ大事に育てた五郎島金時を焼
き芋にして、丁寧に生地と混ぜ合わせました。
とてもなめらかで、口の中でとろけるような食
感のスイートポテトです。

原材料 さつまいも（五郎島金時）、白あん・マーガリ
ン、加糖卵黄、生クリーム、グラニュー糖、

トレハロース、ラム酒、食塩、（原材料の一部
に卵、乳、大豆を含む）

主な販売先 直売所（金沢百番街あんと）、ネット販売

商品イメージ
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商品名 ワイン（ソーヴィニヨンブラン 2014）

事業者名 株式会社ハイディワイナリー
（石川県輪島市）

連絡先 E-mail：info@heidee-winery.jp
URL：http://heidee-winery.jp/index.php

商品の特徴 石川県の門前町で栽培収穫したブドウを現
地の醸造所で仕込みました。ブドウ栽培やワ
イン醸造は他の国や地域と同じようにするこ
とはできません。その土地のポテンシャルを
最大限発揮し、一枚一枚の畑それぞれの個
性をワインを通して表現するため、栽培から
醸造に至るまで多くの手作業を要しました。

今年は今年の味、来年は来年の味となり、
同じ畑から生産加工されるものでも毎年違っ
た個性あふれる商品となっております。

原材料 ブドウ（石川県輪島市門前町産）

主な販売先 直売所、ネット販売、卸売り

商品イメージ
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商品名 のらたまごマヨネーズ

事業者名 株式会社JIN

（福井県坂井市）

連絡先 E-mail:nishitsuji@myfarm.co.jp

商品の特徴 元気いっぱいに走りまわって育つ平飼いニワトリ
の卵「のらたまご」でつくったマヨネーズ。化学調味
料を使用せず、卵そのものの美味しさを引き立た
せました。

・平飼いニワトリの「のらたまご」使用・・・遺伝子組
換でないトウモロコシ・福井県産コシヒカリ配合の
自家配合飼料で育った、平飼いニワトリの卵。指で
つまめるほど新鮮な黄身と、味わい深い白身が特
徴です。

原材料 食用植物油脂、鶏卵（福井県産）、醸造酢、食塩、
香辛料

主な販売先 道の駅、直売所、野菜のセレクトショップ（マイ
ファーマー世田谷店、京都店、名古屋店）

商品イメージ

ジ ン
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商品名 卵プリンうみたて

事業者名 株式会社JIN

（福井県坂井市）

連絡先 E-mail:nishitsuji@myfarm.co.jp

商品の特徴 元気いっぱいに走りまわって育つ平飼いニワトリ
の卵「のらたまご」をふんだんに使用した濃厚な卵
プリンです。

卵本来のおいしさを味わっていただくため、キャ
ラメールソースは添付していません。添加物不使
用です。

・平飼いニワトリの「のらたまご」使用・・・遺伝子組
換でないトウモロコシ・福井県産コシヒカリ配合の
自家配合飼料で育った、平飼いニワトリの卵。指で
つまめるほど新鮮な黄身と、味わい深い白身が特
徴です。

原材料 鶏卵（福井県産）、牛乳、砂糖、生クリーム

主な販売先 道の駅、直売所、野菜のセレクトショップ（マイ
ファーマー世田谷店、京都店、名古屋店）

商品イメージ

ジ ン
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商品名 梅酒 BENICHU 無糖38°／ 微糖20°

事業者名 株式会社エコファームみかた
（福井県若狭町）

連絡先 URL：http://www.ecofarm.jp/

商品の特徴 甘くない大人の梅酒
38°無糖 720ml、300ml
20°微糖 720ml、300ml
今までにない甘さを抑えた梅酒。

梅のウイスキーとでも例えられるような、高アルコール
のリキュールです。ウイスキーや焼酎の変わりとして、お
楽しみいただけます。

原料の梅は、福井県若狭の稀少品種「紅映」（べにさし）
を使用し、自家梅園で収穫し、自社工場でじっくりと熟成さ
せた香り高い仕上がりとなっています。

原材料 梅（福井県産）、醸造アルコール、糖類

主な販売先 直売所・生協・ネット販売

商品イメージ
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商品名 アメイジング ガスパチョ

事業者名 ワトム
（福井県福井市）

連絡先 E-mail:watom@watom.net
URL:http://watom.net

商品の特徴 自己農場で栽培したカラートマトを使いスペ
イン料理のトマトの冷製スープ「ガスパチョ」

レッド・グリーン・イエロー・ピーチ・チョコラ（又
はチョコレート）の5色で味もそれぞれ異なり
ます。

パッケージデザインも美しくワクワク感を高
めると共に、それぞれアメイジング（驚き）の
味が楽しめます。

原材料 トマト（福井県産）

主な販売先 通販、ｗｅｂショップ

商品イメージ
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商品名 イカへしこオイル漬け

事業者名 越廼漁業協同組合 ぬかちゃんグループ
（福井県福井市）

連絡先 E-mail : kamomegg@mx4.fctv.ne.jp

商品の特徴 “イカのへしこ”（ぬか漬け）の「食べ方がわ
からない」「どのような味かわからない」という
首都圏消費者の声を受け、“イカのへしこ”を
丹念に挽き、香辛料と共にオリーブオイル漬
けにしました。

原材料 ぬか漬けイカミンチ・オリーブオイル

主な販売先 アンテナショップ・卸販売・百貨店・直売所

商品イメージ
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商品名 粕漬けシイラへしこ（スライス）

事業者名 越廼漁業協同組合 ぬかちゃんグループ
（福井県福井市）

連絡先 E-mail : kamomegg@mx4.fctv.ne.jp

商品の特徴 越廼の港であがった新鮮なシイラ幼魚を、
伝統食である“へしこ（ぬか漬け）”にして、さ
らに酒粕に漬けてまろやかにしました。

原材料 ぬか漬け（シイラ幼魚米糠・塩・唐辛子）
酒粕

主な販売先 アンテナショップ・卸販売・百貨店

商品イメージ
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商品名 千日鯖へしこ（スライス）

事業者名 越廼漁業協同組合 ぬかちゃんグループ
（福井県福井市）

連絡先 E-mail : kamomegg@mx4.fctv.ne.jp

商品の特徴 越廼の港であがった、生まれて3年目の千
日鯖は、小振りで身のしまった、脂ののった
若い鯖です。その千日鯖を伝統食である“へ
しこ（ぬか漬け）”にしました。

原材料 マサバ・米糠・塩・唐辛子

主な販売先 アンテナショップ・卸販売・百貨店

商品イメージ
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