
商品名 奇跡の果汁 美人姫ジュース
「25％果汁」、「40％果汁」

事業者名 奥田農園株式会社
（岐阜県羽島市）

連絡先 TEL: 058-322-9105
URL: http://www.bijinhime.jp/item_list/juice.html

商品の特徴 いちご一筋35年、奥田農園からお届けしま
す。13年間、試行錯誤を重ねて、特大いちご
『美人姫』を誕生させました。

大きいもので、１粒100ｇ、糖度13度以上と
色、艶、香り、甘さ、大きさの５拍子そろった
他にはない「奇跡のいちご」です。

その奇跡の高級いちご『美人姫』の果汁を
贅沢にもジュースにしました。

原材料 【25％果汁】苺（岐阜県産）、グラニュー糖、
酸味料、酸化防止剤(ﾋﾞﾀﾐﾝC)、着色料(ｱﾝﾄｼ
ｱﾆﾝ)
【40％果汁】苺（岐阜県産）、砂糖、酸味料、
酸化防止剤(ﾋﾞﾀﾐﾝC)、着色料(ｱﾝﾄｼｱﾆﾝ)

主な販売先 ネット販売、直売所

商品イメージ

（40％果汁 320g）（40％果汁 320g）（25％果汁 180g）（25％果汁 180g）
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商品名 味なラー油、味なみそ

事業者名 株式会社七ツ平高原
（岐阜県中津川市）

連絡先 TEL: 0573-67-9488
URL:  http://www.ajime-pepper.com/

商品の特徴 「あじめコショウ」は中津川市の名産で、岐阜
県の飛騨・美濃伝統野菜にも認定されたこの地
方特有の在来品種の唐辛子です。

唐辛子には珍しく糖度が高く、ピリッとした辛さ
の中に「甘み」を含む味わいが特長で、この味に
一度ハマったら抜けられない「味女(あじめ)」と評
されるほど、独特かつ流通量が限られている貴
重な野菜です。

「味なラー油」と「味なみそ」は、農薬・化学肥料
を使用せず栽培した「あじめコショウ」を使用して
います。

原材料 【味なラー油】 あじめコショウ（中津川市産）、タマネ
ギ、ニンニク、長ネギ、ゴマ、ショウガ、しょう油、ひ
まわり油、なたね油、塩、三温糖
【味なみそ】 あじめコショウ（中津川市産）、みそ、ざ
らめ、シイタケ、ゴボウ、ニンジン

主な販売先 ネット販売、直売所

商品イメージ
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商品名 乳酸球菌ＢＩＯ配合・国産玄米100％使用
した玄米だんご

事業者名 株式会社ＬＳふぁーむ
（岐阜県岐阜市）

連絡先 TEL: 058-213-0711
URL:  http://www.ls-farm.com/item/sample_1/

商品の特徴 だんご１本あたり約91億個の乳酸球菌ＢＩ
Ｏ株を配合！整腸作用は、もちろん免疫力を
高める作用が期待できます。

食べ方もお好みに合わせて自由自在、さら
に食べて健康管理にもうれしい一石二鳥な
お団子です。

玄米は食物繊維・ビタミンＢ群・ビタミンＥ・ミ
ネラル・ギャバ・アミノ酸が豊富！

ビタミン群の抗酸化作用で疲労回復や、皆
様の美容を守ります。

原材料 乳酸球菌ＢＩＯ配合、国産玄米100％

主な販売先 ネット販売

商品イメージ
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商品名 とり沢の奥美濃古地鶏
「黒カレー」、「手羽先やわ煮カレー」

事業者名 有限会社とり沢
（岐阜県海津市）

連絡先 TEL: 0584-55-2488
URL:  http://www.torisawa.net/shina.html

商品の特徴 昭和16年に天然記念物に指定された岐阜
地鶏を品種改良をしたものが、奥美濃古地
鶏です。「とり沢」では、奥美濃古地鶏に、ト
ウモロコシ飼料と岐阜県産飼料米を食べさ
せ、平飼いにこだわり、自然に近い環境で育
てております。その奥美濃古地鶏をじっくりと
煮込み、贅沢なカレーに仕立て上げました。

原材料 鶏肉（奥美濃古地鶏）、タマネギ、小麦粉、鶏がら
スープ、ラード、牛乳、オニオンエキス、砂糖、香辛
料、りんごピューレ、マンゴウチャツネ、ビーフエキ
ス、食用調合油、食塩、ニンニク、ショウガ、ウス
ターソース、しょうゆ、コーヒー、調味料(アミノ酸等)、
カラメル色素 ※原材料の一部に大豆を含む。

主な販売先 直売所、ネット販売

商品イメージ

（手羽先やわ煮カレー 230ｇ）（手羽先やわ煮カレー 230ｇ）（黒カレー210ｇ）（黒カレー210ｇ）
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商品名 岐阜県産ハツシモ使用した種類豊富な
おにぎり

事業者名 有限会社福江営農
（岐阜県海津市）

連絡先 TEL: 0584-53-7079
URL:  http://www.nocca.info/menu.html

商品の特徴 直売所「彩菜おにぎりnocca」（三重県桑名
市）では、直営農家で育てた岐阜県産ハツシ
モを使用した約30種類のおにぎりを販売して
います。生産者の顔が見える安心・安全なお
米を、お手ごろ価格で提供しています。

毎朝、店内のお釜でじっくり炊き、ご注文の
後にひとつずつ握ります。

具の混ぜ込みも、その都度、ご用意します
ので、いつでも、握りたてをお召し上がりいた
だけます。

原材料 岐阜県産ハツシモ、おにぎりの具材等

主な販売先 直売所

商品イメージ
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商品名 「果粒入り」25％ドラゴンフルーツ果汁入り
飲料

事業者名 有限会社ＦＲＵＳＩＣ
（岐阜県高山市）

連絡先 TEL: 0574-25-7183 
URL:  http://www.frusic.co.jp/
E-mail: okuhida@frusic.co.jp

商品の特徴 奥飛騨温泉郷の温泉熱を活用して育てた、
ドラゴンフルーツを地元で加工し、地元で
販売しています。果実の品質にこだわって
いるのでジュースにも自信があります。

原材料 ドラゴンフルーツ、グラニュー糖、レモン果汁

主な販売先 直売所、土産物店

商品イメージ

ドラゴンフルーツ
飲料 180ml 原料の果実
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商品名 飛驒サーモンスライス 燻製

事業者名 株式会社穂高養魚場
（岐阜県高山市）

連絡先 TEL: 0578-89-2760 
URL:  http://shinhotaka.com/place/478/

商品の特徴 サーモンと言っても鮭ではなく、独自の餌と
環境で通常より大型に育てた虹鱒のことです。
上質な脂がのった濃厚な味わいの赤身を丁
寧に自家燻製しました。

原材料 飛騨サーモン（虹鱒）、食塩

主な販売先 直売所

商品イメージ
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商品名 50°CLUB カット野菜パック
50°CLUB 野菜ピューレパック

事業者名 有限会社まんま農場
（岐阜県高山市）

連絡先 TEL: 0578-86-2212 
URL:  http://www.manmanj.jp/
E-mail: manma@manmanj.jp

商品の特徴 低温スチーム加工により、野菜本来の味わ
いと旨味が引き出され、素材のもつ栄養素を
そのまま残しています。

すでにカットや下処理をしてあるので、簡単
な味付けだけで調理ができ、スープやスイー
ツの材料にも利用できます。

また、少量パックで、介護食や離乳食として、
高齢者や忙しい主婦にもおすすめです。

原材料 【カット野菜パック】だいこん、にんじん、
じゃがいも、たまねぎ、さつまいも、かぼちゃ
【野菜ピューレパック】トマト、にんじん、
たまねぎ、さつまいも、かぼちゃ、りんご

主な販売先 介護食配食サービス会社、食品卸売会社、
スーパー

商品イメージ

（カット野菜パック） （野菜ピューレパック）
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商品名 和仁農園のお米食パン【黄金の煌き】

事業者名 株式会社和仁農園
（岐阜県高山市）

連絡先 TEL: 0578-86-2030 
URL:  http://www.wani-nouen.com/

商品の特徴 「米・食味分析鑑定コンクール」で、ダイアモ
ンド褒章を受賞した当社のお米と、飛騨高山
産こだわりの原材料で作ったお米の食パン
【黄金の煌き】。お米本来のほのかな香りと
やさしい甘さが特徴です。

原材料 米粉（岐阜県産）、玄米粉（岐阜県産）、小麦
グルテン、キャラメルチョコ、甘酒、バター、粗
糖、乾燥フルーツ砂糖浸け、くるみ、酵母、え
ごま、食塩、胡麻

主な販売先 直売所、旅館・ホテル、保育園、ネット販売

商品イメージ
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商品名 ミル付き山椒

事業者名 有限会社飛騨山椒
（岐阜県高山市）

連絡先 TEL: 0578-89-2412 
URL:  http://www.hidasansyo.com/

商品の特徴 営業、展示会にミルに入れたホールの山椒
をサンプルで持って行くと、「是非、商品化し
てほしい」との声が多く寄せられ、商品化しま
した。

挽きたての香りが楽しめます。

原材料 山椒（飛騨地域産）

主な販売先 直売所、アンテナショップ、ホテル、
ネット販売

商品イメージ
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商品名 パパッとごはんシリーズ
（トウモロコシごはん、豚汁のもと、ニンジンごはん）

事業者名 有限会社ひるがのラファノス
（岐阜県郡上市）

連絡先 TEL: 0575-72-2061 
URL:  http://www.hirugano-raphanus.com/

商品の特徴 当社のドライ技術を生かし、“手間いらず”
“作って便利” “貰って便利” “いつでも美
味しい” をコンセプトに乾燥野菜や乾燥野
菜に調味料をセットにして、簡単調理で混ぜ
ごはんや豚汁ができます。

豚汁の味噌は地元産にこだわりました。

原材料 【トウモロコシごはん】とうもろこし

【豚汁のもと】調合みそ、大根、人参、大根葉、
ごぼう、しいいたけ
【ニンジンごはん】にんじん
（野菜はいずれも岐阜県産を使用）

主な販売先 直売店、観光施設、スーパー、
アンテナショップ

商品イメージ
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商品名 桃源いわな笹巻きすし

事業者名 小坂町淡水魚養殖漁業協同組合
（岐阜県下呂市）

連絡先 TEL: 0576-62-3045
URL:  http://www.seiryu.ne.jp/~amagogo8/
E-mail: o-tansui@gero.dcs.neo-gn.com

商品の特徴 御嶽山の恵みの清流を利用して採卵し、卵
から育てた“いわな”を、地元産のコシヒカリ
を使用して、笹で巻いた“すし”です。

地産地消・安心安全にこだわって作りました。
いわな蒲焼風の寿司は絶品です。

原材料 米、いわな、酢、醤油（小麦、大豆を含む）、
しょうが、酒、砂糖、みりん、片栗粉、塩、
なたね油

主な販売先 観光施設等

商品イメージ
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商品名 飛騨山恵自然薯（ひだやまみじねんじょ）
鉱泉とろろ

事業者名 農業活性化組合飛騨小坂ファーム
（岐阜県下呂市）

連絡先 TEL: 0576-62-2850
URL:  http://www.hidaosakafarm.jp/

商品の特徴 岐阜県下呂市小坂町は、全国でも珍しい
炭酸泉が湧き出し炭酸泉料理も名物です。

そこで自然薯のすりおろしに、鉱泉を丁寧
に加え、味わい深い“鉱泉とろろ”を生み出し
ました。

原材料 自然薯（岐阜県飛騨地域産）、鉱泉（岐阜県
下呂市小坂町／湯屋温泉）、薄口醤油（食塩、
小麦、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、
大豆（遺伝子組換えでない）、ぶどう糖、
小麦たんぱく、米、アルコール

主な販売先 道の駅、土産物店、ネット販売

商品イメージ
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商品名 石徹白 つぶもろこし

事業者名 石徹白ふるさと食品加工組合
（岐阜県郡上市）

連絡先 TEL: 0575-86-3320
URL:  ｈttps://www.facebook.com/furusato.itoshiro

商品の特徴 岐阜県郡上市石徹白産のとうもろこし（あま
えんぼう）を100%使用した、乾燥とうもろこし。
無添加・無着色で、風味をそこなうことなく凝
縮されたとうもろこしの甘みが噛むほど広が
ります。

ご飯と一緒に炊き込むなど使い方はアイ
ディア次第。

また、製造工程の一部に自然エネルギー
(小水力発電)を導入しています。

原材料 とうもろこし（石徹白産）

主な販売先 物産卸商社、ネット販売、道の駅、
飲食店、小売店

商品イメージ
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商品名 ドライトマト 太陽のかけら

事業者名 有限会社橋場農園
（岐阜県高山市）

連絡先 TEL: 0577-78-1161
URL:  http://www.hasibanouen.net/
E-mail: tomo@hasibanouen.net

商品の特徴 飛驒高山の大自然のもとで育ったトマトを
使用しています。 調味料は一切使用しない
トマト100％です。

何も足さない、甘酸っぱく濃厚なトマト本来
の味が楽しめます。

原材料 トマト （桃太郎エイト・岐阜県産）

主な販売先 道の駅、直売所、ネット販売

商品イメージ
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商品名 猟師フランク（鹿肉入フランクフルト）

事業者名 猪鹿庁
（岐阜県郡上市）

連絡先 TEL: 0575-88-1085
URL:  http://inoshika.jp/

商品の特徴 鹿肉と豚肉が絶妙に合わさり、スモークの
香りも加わって、加工品ながら、しっかり
ジビエの良さが表れています。

調理もフライパンで焼くだけの、「お手軽ジ
ビエ」です。

原材料 豚肉（岐阜県産）、鹿肉（岐阜県産）、食塩、
砂糖、香辛料、リン酸Na、発色剤（亜硝酸Na)

主な販売先 道の駅、イベント販売

商品イメージ
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商品名 山武ファーム飛驒産和牛 ビーフカレー

事業者名 有限会社山武ファーム
（岐阜県高山市）

連絡先 TEL: 0577-32-0571
URL:  http://www.hida-yamatake.jp/

商品の特徴 山武ファーム産和牛をふんだんに使用して
独自のレシピにてじっくりと時間をかけて

丁寧に作りました。缶からあけて、レンジまた
は湯煎にて温めてからお召し上がり下さい。

原材料 牛肉、野菜（玉葱、にんにく、生姜）、カレー
ルー、フォンドボー、デミグラスソース、小麦
粉、砂糖、水飴、香辛料、トマトピューレ、

動物たん白加水化物、大豆油、調味料（アミ
ノ酸等）、増粘剤（加工澱粉、グァーガム）、
乳化剤、カラメル色素、香料

主な販売先 直売所

商品イメージ
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商品名 そばフロランタン、そばパウンド、とちの実パ
ウンド

事業者名 蕎麦庄やまこし 山腰 博文氏
（岐阜県白川村）

連絡先 TEL: 05769-6-1165
URL:  http://www.hidatakayama.ne.jp/sobasyou-yama/

商品の特徴 白川郷の山里で、在来のそばの実を自家
栽培し、天日に干して石臼挽きをしたそば粉
を使っています。トッピングしたトチの実やラ
ムレーズンとの相性もよく、そばの香り豊か
に焼き菓子にとじこめました。

原材料 【そばフロランタン】蕎麦粉、バター、砂糖、
アーモンド、小麦粉、生クリーム、鶏卵、蜂蜜、
牛乳、バニラエッセンス
【そばパウンド】マーガリン、砂糖、卵、
そば粉、小麦粉、ベーキングパウダー

【とちの実パウンド】マーガリン、砂糖、卵、そ
ば粉、小麦粉、レーズン、とちの実、ラム酒、
ベーキングパウダー

主な販売先 道の駅、直売所

商品イメージ
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商品名 彩り餅（よもぎ・たかきび・レットビート・あわ・
きび・黒豆餅）

事業者名 有限会社南ひだヘルスファーム
（岐阜県下呂市）

連絡先 TEL: 0576-56-4029
URL:   https://ja-jp.facebook.com/Nanhidaherusufamu

E-mail： h-farm@gero.dcs.neo-gn.com

商品の特徴 ぎふクリーン農業で栽培した、たかやまもち
に、自社で栽培した、レッドビート、よもぎなど
の野菜や雑穀を添加して、素材本来の色や
栄養を生かしたヘルシーなお餅に仕上げま
した。

原材料 【よもぎ餅】たやまもち（岐阜県産）、よもぎ
【たかきび餅】たかやまもち（岐阜県産）、

たかきび
【レッドビート餅】たかやまもち（岐阜県産）、

レッドビート
【あわ餅】たかやまもち（岐阜県産）、あわ
【きび餅】たかやまもち（岐阜県産）、きび
【黒豆餅】たかやまもち（岐阜県産）、黒豆、食塩

主な販売先 農産物直売所、通信販売（ネット販売も含
む）

商品イメージ
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商品名 Miuトマトジュース黄金、Miuトマトジュース赤

事業者名 飯田農園 飯田 実氏
（愛知県名古屋市）

連絡先 TEL: 052-301-5046
URL: http://iida-farm.jimdo.com
E-mail: mako2makoto@infoseek.jp

商品の特徴 【Miuトマトジュース黄金】
透き通った黄金のすっきりとした飲み口のミ

ニトマトジュースです。

【Miuトマトジュース赤】
濃厚な甘味が特徴のミニトマトジュースです。

化学肥料は一切使用せずカツオと昆布で
栽培した、高糖度ミニトマト100％のジュース
です。miuトマトは、カツオと昆布、海の恵み
からできているので「umi」→「miu」としました。

原材料 ミニトマト

主な販売先 百貨店、アンテナショップ、ネット販売

商品イメージ
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商品名 プチヴェール酢ストレートタイプ リンゴ味

事業者名 株式会社尾東農産
（愛知県日進市）

連絡先 TEL: 0561-74-1411

商品の特徴 JAあいち尾東特産品プチヴェールの搾汁
液をアルコール発酵と酢酸発酵させたものを
使い、甘くジュースのような口当たりの酢に
仕上げました。

女性や子どもにおいしく飲んでもらえる味で、
酢だとわからないくらい、甘くて飲みやすく、
酢が苦手な方にもおすすめです。

そのままストレートでお飲みいただけます。

原材料 醸造酢、果糖ぶどう糖液糖、りんご果汁、ビ
タミンC、香料、甘味料（スクラロース）

主な販売先 直売所、道の駅

商品イメージ
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商品名 イチジク王国愛知県産 美馬園芸のイチジク
を使ったジャムシリーズ

事業者名 株式会社美馬園芸
（愛知県東海市）

連絡先 TEL: 0562-33-2420
URL: http://mimaengei.com
E-mail: info@mimaengei.com

商品の特徴 愛知県東海市で祖父の代からイチジク栽培
を続けている果樹農家が栽培する糖度の高い
イチジクを使用した、砂糖20％以下の無添加
手作りジャムです。

『余計なものを加えない』ことにこだわり、家
族や大切な人に食べてもらえるように製造しま
した。是非、本当の果物の美味しさ、味わい、
食感、香りを１年中味わって頂きたいです。

ラインナップはイチジク、ドラゴンフルーツ、
パッションフルーツを始め、新作のキウイ、イ
チゴ、バンペイユ、八朔など全13種まで広がり
ました。

原材料 いちじく（愛知県知多半島産）、グラニュ糖、
レモン汁（愛知県東海市産）

主な販売先 直売所等

商品イメージ
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商品名 金時生姜と桃のお酢

事業者名 有限会社木村農園
（愛知県稲沢市）

連絡先 TEL: 0567-46-0228
URL: http://shougaya.com/
E-mail: info@shougaya.com

商品の特徴 金時生姜を皮ごと使用することによって成
分的に優れ、香りが良く味の濃い液を抽出し
ています。

大正時代からお酢を作り続けている川上酢
店により伝統的製法（静置発酵法）で作られ
たまろやかで香り豊かなピーチ酢。これらに
飲みやすいようリンゴとレモン果汁を加えて
仕上げた、すべて国産原料のドリンクビネ
ガーです。

また、ドレッシングの酢としてお楽しみいた
だけます。

原材料 金時生姜抽出液、ビートグラニュー糖、果実
酢（ピーチ酢）、果汁（りんご、レモン）

主な販売先 百貨店、ネット販売 、アンテナショップ、
サービスエリア、催事販売

商品イメージ
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商品名 まろやか和風牛煮込み

事業者名 株式会社たけうち牧場
（愛知県設楽町）

連絡先 TEL: 0536-65-0638
URL: http://teleco.jp/takeuchi/

商品の特徴 白みそをベースに、大ぶりでやわらかな牛
肉の角切りを煮込み、まろやかに仕上げまし
た。隠し味には地元関谷醸造の三河煎り酒
を、また設楽町JAこんにゃく村のコンニャクを

使用し、奥三河設楽町ならではの商品にしま
した。

そのまま温めて和風ビーフシチューに、温
かいご飯にかけて牛煮込み丼に。急な来客
に。お酒の肴に。登山ハイキングのおともに。

原材料 牛肉（愛知県産）、こんにゃく等

主な販売先 道の駅、直売所、土産物店

商品イメージ
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商品名 なのはな油

事業者名 なのはな農園株式会社
（愛知県豊田市）

連絡先 TEL: 0565-41-4837
URL: http://www.hanaoka.biz/700.htm
E-mail: nanohana@hanaoka.biz

商品の特徴 愛知県産菜種100%の菜種油です。農薬、
除草剤、殺虫剤を使わずに栽培しました。

一番搾り製法で酸化物質などの不純物を
取り除いているため、酸化しにくくコシの強い
油になります。さらっとしてまろやかな味わい
で、素材の味や香りを大切にしたいときにお
すすめです。ドレッシングやお菓子作り、揚
げ物、炒め物等幅広く使うことができます。

原材料 食用なたね油

主な販売先 小売店等

商品イメージ
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商品名 とよはしこめこ 米粉のホットケーキミックス

事業者名 清須ライスセンター 安田 晃朗氏
（愛知県豊橋市）

連絡先 TEL: 0532-33-0203
URL: http://www.kome2-shop.com/index.shtml

E-mail: jin_1682@yahoo.co.jp

商品の特徴 小麦粉を使わない米粉ミックス粉シリーズで

す。原料の米は、すべて特別栽培あいちの
かおりを使用しています。アルミニウムフリー
のベーキングパウダーを使用し、もっちり
ふっくらとした生地に仕上がります。味は、あ
いちのかおりの特徴でもある、引き立つ甘味
もあり小麦粉よりも少量の粉で、腹持ちが十
分にあります。

原材料 米（愛知県産）

主な販売先 ネット販売、百貨店、道の駅

商品イメージ
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商品名 ブルーベリーパイ

事業者名 株式会社杉田組
（愛知県豊田市）

連絡先 TEL: 0565-82-3365
URL: http://www.komichi-
inabu.jp/blueberry-komichi.html
E-mail: msugita@hm10.aitai.ne.jp

商品の特徴 大切に育てて収穫した新鮮なブルーベリー
を 真心込めて手づくりしたジャムと果実をそ
のままギュッと詰め込んで焼き上げました 。
食べるとサクサクのパイの甘さと ブルーベ
リーの甘酸っぱさがやさしく口にひろがります。

豊田市稲武のブルーベリー農園がお届けす
るブルーベリーがたっぷり入ったパイをどう
ぞ、お楽しみ下さい。

原材料 ブルーベリー、小麦粉、バター等

主な販売先 直売所、イベント販売

商品イメージ
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商品名 柿あん

事業者名 株式会社石巻柿工房
（愛知県豊橋市）

連絡先 TEL: 0532-88-1771
URL: http://www.harata-f.com/
E-mail: ishimaki_kaki@yahoo.co.jp

商品の特徴 柿あん（セミドライ柿）は地域特産の次郎柿
を使って作りました。新しい食感の柿あんは
一年を通して食べられ、柿好きにはたまりま
せん。お茶請け、お料理にと楽しんでいただ
けます。また、柿あんは何も加えず自然な甘
さ、お子様のおやつとしても安心して食べて
いただけます。

原材料 柿（愛知県産）

主な販売先 ネット販売

商品イメージ
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商品名 カラフルトマト

事業者名 村松 誠士氏
（愛知県設楽町）

連絡先 TEL: 0536-83-2276 （直通 090-9661-4087）
URL: http://muramatsu-nouen.com
E-mail: info@muramatsu-nouen.com

商品の特徴 トマト栽培45年の農業家がつくるトマトです。
圃場は標高740m。周囲の1000m級の山々か
ら流れ出る天然の水、高原ならではの昼夜
の気温差によって生み出される独特の甘み
と酸味が特徴です。

また、当農園のトマトは”味が濃い”と好評
を得ており、都市部の高級レストラン、スイー
ツ店でご愛顧いただいています。

原材料 トマト（愛知県産）

主な販売先 飲食店等

商品イメージ
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商品名 MIXベリージャム
〔BlueBerry & G.HucleBerry〕

事業者名 東三河農産加工販売協同組合
（愛知県新城市）

連絡先 TEL: 0536-22-0175
URL: http://www.hnk.or.jp/
E-mail: nosan_kako@yahoo.co.jp

商品の特徴 ブルーベリーに勝る健康機能性をもつもの
の、日本では馴染みの薄いガーデンハック
ルベリーと、ブルーベリーを贅沢にミックスし
たジャムです。

ガーデンハックルベリー、ブルーベリー共に
農薬不使用で栽培しています。

原材料 ブルーベリー（愛知県産）、ガーデンハックル
ベリー（愛知県産）

主な販売先 ネット販売、直売所

商品イメージ
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商品名 三河わ紅茶

事業者名 宮ザキ園 梅村 芳正氏
（愛知県岡崎市）

連絡先 TEL: 0564-83-2710
URL: http://www.miyazakien.info
E-mail: sen.rikyu0124@gmail.com

商品の特徴 150年程前に実生で栽培した在来品種（本
宮）を地元の小学生や地域住民と丁寧に摘
み取り、独自の発酵技術で半発酵、また２日
かけて天日のみで乾燥させた、ここにしかな
い国産紅茶。
和菓子や和食にも合う、まろやかでほのか

に甘い美味しい発酵茶です。

原材料 茶（愛知県産）

主な販売先 ネット販売、ホテル、直売所

商品イメージ
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商品名 国産ティートゥリー精油

事業者名 タナカ園芸 田中 康章氏
（三重県津市）

連絡先 TEL:    059-230-7105
E-mail: info@tanakanursery.com
URL:    http://www.tanakanursery.com/

商品の特徴 オーストラリア原産のメラレウカ ティートゥリー。
農薬や化学肥料を一切使用せず自家栽培した

ティートゥリーを原料とした国産100パーセントのア
ロマオイル（エッセンシャルオイル）です。

国産ティートゥリーを原料としたエッセンシャルオ
イルは殆ど流通がなく、海外産の同商品と比べ遥
かにやさしい香りです。

原材料 メラレウカ ティートゥリー（国産）

主な販売先 直売所、展示会等での販売、ネット販売

商品イメージ
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商品名 古御門餃子（こみかどぎょうざ）

事業者名 有限会社田園
（三重県松阪市）

連絡先 TEL: 0598-58-0987
URL: http//komikado.jp/

商品の特徴 “新鮮な季節のお野菜をひとつひとつ丁寧
に包んだちょっと贅沢な餃子です”

旬の野菜を使用し、1種類の野菜のみを
使った餡で作った新感覚の手作り水餃子で
す。季節ごとに餡の野菜が変わります。茹で
て食べていただくので、油の使用を抑え、ヘ
ルシーです。

原材料 野菜（カリフラワー、いんげん、きぬさや、小
松菜、なす、トマト、白菜等）（三重県産）、豚
肉（三重県産）

主な販売先 直営レストラン、ネット販売

商品イメージ
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商品名 桑名もち小麦「もちっと小麦麺」
うどん・ラーメン

事業者名 今安ライスセンター 伊藤 宏幸氏
（三重県桑名市）

連絡先 TEL: 0594-29-2149
URL: http://imayasu-rice.jp/

商品の特徴 もち小麦とは世界で初めて日本で開発、育種さ
れたもち性小麦で、独特の食感と風味が楽しめる
小麦です。私達が種から育てて作った桑名もち小
麦を使用した「もちっ」、「つるっ」とした食感の小麦
麺です。６次産業化の認定をいただき、たくさんの
方々の協力のもとできあがった農家発の素性の
はっきりした商品です。素材の良さを生かし食べや
すい麺に仕上げました。

原材料 うどん：もち小麦（桑名産）、小麦（三重県産、
あやひかり）

ラーメン：もち小麦（桑名産）、小麦（三重県産、
にしのかおり）

主な販売先 電話・ＦＡＸによる注文販売、ネット販売

商品イメージ
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商品名 うりぼ～のカップジェラート

事業者名 農事組合法人うりぼう
（三重県いなべ市）

連絡先 TEL: 0594-74-5866
URL: http://www.net-uribou.jp/

商品の特徴 いなべ農産物直売所ふれあいのうりぼうへ
出荷される旬の農産物などを使ったジェラー
トです。原材料から生産者の顔が見えるジェ
ラートとして、お客様に安心で安全な商品を
提供しています。

種類は季節により異なりますが、常時14種
類取り揃えています。

原材料 種類によって、使用している原材料が違うた
め、お問い合わせください。

主な販売先 直売所

商品イメージ
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商品名 原木椎茸の宝物 塩

事業者名 野呂食品株式会社
（三重県四日市市）

連絡先 TEL:     059-337-0008
E-mail:  noro@genboku-siitake.com
URL:     http://www.genboku-siitake.com/

商品の特徴 特別な技術を使うと一つ一つの椎茸の粒子が丸くな
り粒の表面積が大きくなる。表面積が多い粒と塩を混
ぜ合わせることで滑らかな口あたり、上品な風味・味
わいの「原木椎茸の宝物 塩」を完成することが出来
ました。全国的にも原木しいたけは希少なものとされ
ています。伊勢神宮おかげ横丁で噂の「しいたけ棒」
の味付け塩としても使用しています。

原木椎茸農家が原木椎茸をどう食べたら一番美味
しいか考えた結果、出来上がった万能調味料です。

原材料 食塩（徳島県産）、原木しいたけ（三重県産）

主な販売先 スーパー、直売所、ネット販売

商品イメージ
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商品名 退色に強い「石榑（いしぐれ）産 伊勢茶
ペースト」

事業者名 マル信緑香園 伊藤 哲也氏
（三重県いなべ市）

連絡先 TEL:     0594-78-0027  （担当 伊藤 典明）
E-mail:  marushin@cty-net.ne.jp

URL:     www.marushin-ryokkouen.com

商品の特徴 光や熱による退色に強く、お茶本来の自然な色

が保たれますので、新たな茶加工品開発の道が
開けます。

三重県いなべ市石榑（いしぐれ）地域の自然を活
かして、有機肥料や堆肥を中心に土作りにこだ
わった当園の畑で収穫した茶葉を使っています。

ペースト状の為、粉茶に比べてだまになりにくく
混ぜやすいです。

原材料 伊勢茶

主な販売先 和洋菓子店、飲食店、パン屋

商品イメージ

ペースト使用例（食パン））ペースト使用例（食パン））

ペースト使用例（ケーキ））ペースト使用例（ケーキ））
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商品名 伊賀米のお米食パン

事業者名 農事組合法人百姓工房伊賀の大地
（三重県伊賀市）

連絡先 TEL:    0595-59-3711
E-mail: matsumori@cronos.ocn.ne.jp

商品の特徴 三重県伊賀市島ヶ原と滋賀県甲賀市信楽
町にまたがる北山の冷水。この冷水を引い
た棚田で育てた減農薬栽培のこしひかり米
を米粉にしました。トンボの大群が飛び、田
んぼの水路では、シジミが取れます。この環
境のお米が原料のお米パンは、モチモチで、
冷凍保管後は、オーブンで温めると周りはパ
リ、内はモチモチの食感がいつまでも味わえ
ます。（この米粉パンは、小麦由来のグルテ
ンを低添加量使用しています。）

原材料 米粉（こしひかり）（三重県産）

主な販売先 直売、地域集会所等への訪問販売

商品イメージ
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