あわら市

福井市
1．越麺屋（えつめんや）（パン・冷凍生地･フォー）
2．㈱ 髙橋製粉所（米粉）
3．美山そば工房木ごころ（洋菓子）
4．㈱ コロンバ（洋菓子）
5．福井パールライス ㈱（米粉）
6．力泉酒造 ㈲（清涼飲料水）
7．御菓子司 あまとや（和菓子）
8．竹内菓子舗（洋菓子）
9．ベジヤード（洋菓子）
10．洋菓子ハシモト（洋菓子）

11．----------------------

坂井市
12．小麦工房フー （パン）
13．㈲ 街の牛乳屋さん（洋菓子）
14．はんだか地域生活支援事業所（和菓子）
15．㈱ 西洋菓子倶楽部（洋菓子）
永平寺町

越前町

16．(企)ハンドメイド風ふう（和菓子）

18．手作り工房 フ・クレール（パン）
19．越前「田んぼの天使」有機の会（パン・米粉）

鯖江市
勝山市

20．いちごや（洋菓子）
21．お菓子の福寿堂（洋菓子）
22．㈱ マイセン（洋菓子、パン）
23．鯖江菓子工房ヤマハツ（洋菓子）
24．スローベリィ（洋菓子）
25．もうえもん農場（洋菓子）

17．ラブリー牧場（洋菓子）

越前市
26．とことんお米倶楽部
パン・菓子工房 ＤｅＲｉｚ（パン・洋菓子）
27．フランス菓子アトリエ(株)リリアン（洋菓子）

大野市
28．アバンセ乾側（パン・洋菓子）

高浜町
36．㈲ 大谷商店（練り製品）

南越前町
29．リトリートたくら（パン・洋菓子）
30．NPO はす工房 花里音（パン）
敦賀市
31．㈲ 銘菓処 笑福堂 （洋菓子）
32．㈲ 小堀菓舗 （洋菓子）
33． ささえたまご農園（洋菓子）

小浜市
37．アルカンシェル（洋菓子）
38．夢菓子創造うえだ（洋菓子）

若狭町
34．㈲ 氣ごころや（パン・洋菓子）
35．㈲ 藤本農園（パン・洋菓子）

（注） 掲載の取扱い店は、北陸農政局福井県拠点による取材に応じていただいたお店です。（順不同）
取扱い商品の詳細や食物アレルギー等に関しては、各販売店へ直接お問い合わせください。
※ 記載記事、写真等の無断掲載はご遠慮願います。
（平成30年3月31日現在）
北陸農政局 生産部 生産振興課
住所 金沢市広坂２−２−６０
金沢広坂合同庁舎５階
℡ (076)２3２-４３０２ fax (076)２3２-５８２４
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１.越麺屋（えつめんや）

［商品］

フォー、米パン、お米ピザ
お米ドーナツ､おやき

２.（株）髙橋製粉所

［商品］ デコメcake,Oh!!米パン、調理

用米粉、パン用米粉、うどん
用米粉、ケーキ菓子用米粉

［住所］ 福井市黒丸町１４−４８−１
［電話］ ０７７６−８９−１８２５

［住所］ 福井市西開発３−７０１

［ＦＡＸ］ ０７７６−８９−１８２６

［電話］ ０７７６−５４−５６８１

［営業］ ９：００〜１８：００（休：水曜）

［営業］ ９：００〜１７：００

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

http://wwｗ.ajichi.jp/

＝商品の紹介＝
簡単米粉シリーズのデコメcakeや
oh!!米パン、用途別の米粉各種、
委託加工も受けたまわっておりま
す。米を洗って胴搗製粉して出来
た米粉は、素材の良さを引き出し
た安心安全できめ細かな品質が
特徴です。多くの関係業者の方
にご愛用頂いております。

＝商品の紹介＝
自社が栽培した安心・安全のお米
で米粉パンを自社が作る「お米づ
くり⇒精米⇒製粉⇒製パン」の一
貫した天然酵母でつくる米パンで
す。全国どこへでも天然酵母の冷
凍米パン生地（食パン、ロールパ
ンなど）。好評発売中です！！

3.美山そば工房木ごころ

4.（株）コロンバ

［商品］ 米粉シフォンケーキ

にてお問い合わせください。

［商品］ 越前こしひかり 米ロール

［電話］ ０７７６−５２−５６０８

［営業］ 注文販売、各種イベント販売

［営業］ ９：００〜２０：００

ごっつおさん亭
みやま長寿
そば道場

（休：不定休・月１回）
至大野市内

＝商品の紹介＝
銘柄こしひかりは、福井発祥で
あることを全国に発信したいと
考えています。従来のロール
ケーキにはなかった「しっとり
感」と「自然な甘さ」がケーキ党
以外の人も引き付けています。

上新橋
足羽川

至池田町

［商品］

福井県産コシヒカリ使用
米の粉

6.力泉酒造（有）

福井市
中央卸売市場
ワイプラザ

国
道
ネッツトヨタ ８
福井
号
線

国道４１６号線
至 福井北 Ｉ．Ｃ
ＧＳ

［商品］ 米粉・梅ドリンク

［住所］ 福井市高木中央２丁目４２０２番地

［住所］ 福井市島山梨子町２０-１０

［電話］ 0７７６−５４−０２０２

［電話］ ０７７６−５９−１０４６

［営業］ 8：30〜17：00(平日) (休：日曜)

［ＦＡＸ］ ０７７６−５９−１９４８
［営業］ ８：００〜１８：００ (年中無休)

8：00〜16：30（土曜、祝日）
［ホームページ］

http://www.fpr.co.jp/
国
道
８
号
線

福井県
自治会館
経済連
ＧＳ

すき家

ワ
イ
プ
ラ
ザ

＝商品の紹介＝
この商品は、無添加の清涼飲料
水です。福井県産のコシヒカリ、三
方の梅を使用した発酵食品です。
＝商品の紹介＝
米粉と米こうじで糖分を出し、梅果
簡単米粉シリーズのデコメcakeや
汁により酸で菌を抑え熱処理をし
oh!!米パン、用途別の米粉各種、
ています。幼児からお年寄りまで
消費者のニーズに合わせた米粉
安心・安全な飲物として健康のお
シリーズを企画展開しています。
手伝いをしています。

商品の取扱店

・道の駅 「みくに」
・ファームビレッジさんさん
商品の取扱店

・ファームサルート
ホームページ及びスーパーに
・すかっとランド九頭龍
てお問い合わせください。
・ファーレふくい

ＧＳ

8.竹内菓子舗

［商品］ 米粉菓子（越前四季どら）

［商品］

４代目と喧嘩してもつくりた
かった５代目の米粉カステラ

［住所］ 福井市つくも１−４−１０

［住所］ 福井市花堂北２丁目１５−６

［電話］ ０７７６−３６−２７１９

［電話］ ０７７６−３６−２４５６

［営業］ ９：００〜１９：００

［営業］ ７：００〜１９：００（平日）

（休：隔週水曜）

＝商品の紹介＝
福井県産コシヒカリの米粉を使い
蒸して仕上げた皮に四季折々の
餡を包んだ蒸しドラです。もちもち
した食感の皮と季節を感じる餡を
味わうことができて喜ばれていま
す。

ホームページ及びスーパー

［電話］ ０７７６−９０−１８６６

至福井市内

7.御菓子司あまとや

商品の取扱店

［住所］ 福井市林藤島町１９号３１−１

＝商品の紹介＝
米粉のみのプレーンなシフォンケー
キのほか、そば・よもぎ・かぼちゃを
加えた４種類を販売しています。原
材料は、全て福井市美山地区（旧
美山町）産を使用しています。

＝商品の紹介＝
当社の「米の粉」は、県産コシヒカリ
を使用し、パールライスの精米をそ
のまま米粉にしているので、色は白
く・風味が良く、さらに製粉の履歴が
分かるのが特徴です。商品は２５０ｇ、
５００ｇ入りです。なお業務用に１０㎏
入りもご用意しています。

http://uchimame.com/

［住所］ 福井市獺ケ口町２４−９０−１

あいくいてえ
若鮎の里

5.福井パールライス（株）

（休：第２・４土曜、日曜祝日）
［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

７：００〜１７：００（日曜日）

芦
原
街
道

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

照手郵便局
足羽川
九十九橋
福
井
銀
行

西浦病院

＝商品の紹介＝
４代目仁市が「売れない、やめと
け」と反対したが、どうしても作りた
かった５代目の米粉の自信作。
各種メディアに取り上げていただき
県内ははじめ、県外にも「越前コシ
ヒカリ」を発信中。

公園通り
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http://www.takeuchikashiho.com/
花堂
郵便局

福井銀行
花堂支店

Ｊ
Ｒ
旧
８

丸亀うどん
花堂店

福
鉄

越
前
花
堂
駅

ﾍﾞｼﾞ・ﾔーﾄﾞ

9.Veg.Yard

10.洋菓子 ハシモト

［商品］ シロール

［商品］

米粉フィナンシェ旅歩記

［住所］ 福井市高木中央2-4115

［住所］ 福井市つくも２丁目１６−４

［電話］ ０７７６−５０−１５５１

［電話］ ０７７６−３６−６００２

［営業］ １１：３０〜１９：００（夜は予約のみ）

［営業］ ８：００〜１９：３０

木曜定休（但し祝日は営業） 芦

（休：月曜日）

原
街
道

11

ワ
イ
プ
ラ
ザ

中
央
卸
売
市

国道８号線

＝商品の紹介＝
米粉を使用したもちもちの真っ
白い生地は、口の中に入れると
ジュワッと溶ける新しい食感。
甘さ控えめの生クリームの中に
は、甘くて可愛い苺が。
満足感たっぷりのシロールは、
女性がときめくケーキです。

＝商品の紹介＝
“福井県コシヒカリ”米粉を使用した、
しっとり・もっちりした焼き菓子です。
金時かのこ豆をアクセントに、米粉
とバターの風味を生かして香ばしく
焼き上げました。

ナ
ナ
イ
ロ

リ
ラ
イ
ム

ジョーシン

足羽川

照手郵便局

九十九橋

12.小麦工房フー ［商品］ 米粉パン

［商品］
［住所］

［住所］ 坂井市春江町針原１９-４２-５

［電話］

［電話］ ０７７６−５１−２９７９

［営業］

［営業］ ８：００〜１８：３０ (休：月曜・第１日曜)
ＪＡはるえ本店

芦
原
街
道

＝商品の紹介＝
米粉パンの種類は、絹米パン、よもぎ
小倉あんパン、米パンの３種類です。
米粉パンには、小麦パンにはない「も
ちもち感」があるので、その特徴を生
かせるような製品を作り、安全で安心
な米粉パンを販売していきたいです。

13.（有）街の牛乳屋さん

［住所］ 坂井市丸岡町西里丸岡15-19

［電話］ ０７７６−６３−５３６９

［電話］ ０７７６-６８-１３１６

［営業］ １０：００〜１９：００ （不定休）

［営業］ ８：３０〜１７：３０（休：土・日・祝日）

http://machigyu.net/

坂井
警察署

国
道
８
号
線

丸
岡
郵
便
局

高椋
小学校
丸岡
中学校

北
陸
自
動
車
道
丸
岡
Ｉ
Ｃ

つねたろう

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

＝商品の紹介＝
福井県産コシヒカリの米粉をベースにし
たお菓子。無添加・無着色、一口サイズ。
油不使用。味は全部で10種類。トマト、
かぼちゃ、紫いも、ブロッコリー、おから
の野菜シリーズ、玉ねぎととうもろこし・
黒糖、生姜、黄粉、ゴマの和風シリーズ
です。ぜひ、お試しください。

16.（企）ハンドメイド風ふう

［商品］ 常太郎（ミルク饅頭）

［電話］ ０７７６−６７−２２２７
［営業］ １０：００〜１９：００

（定休日：水曜日）
商品の取扱店
・西洋菓子倶楽部
丸岡店・米松店・ピアゴ丸岡店
アピタ大和田店・アピタ福井店
・サロン・ド・テ
西洋菓子倶楽部

http://shiinomi.or.jp/shop/index.php

商品の取扱店

［住所］ 坂井市丸岡町西里丸岡３−４５

＝商品の紹介＝
福井県産のコシヒカリを使用したお
焦げの香りのするミルクまんじゅう
です。「地産の香り」をキーワードに
コシヒカリの煎った米粉を使用し、
昔懐かしい「おこげの香り」を再現
しました。「コシヒカリ」に限定したの
は福井が発祥であることを、アピー
ルしたいとの思いを込めたからです。

福
井
駅
↓

［住所］ 坂井市丸岡町今福１１−３６

Ｇ.Ｓ

15.（株）西洋菓子倶楽部

鷲
ローソン
塚
春江針原店
針
原
駅

え
ち
ぜ
ん
鉄
道

14.はんだか地域生活支援事業所 ［商品］ 福井のコシヒカリせんべい

［商品］ 丸岡こころつつみ

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

＝商品の紹介＝
コシヒカリ発祥の地、福井県丸岡
産のコシヒカリを100％使用した米
粉のみで作った「丸岡こころつつ
み」は、米粉ならではのふわふわ
もちもちの食感をお楽しみいただ
けます。

ＪＡ福井市
河合支店

春江西小

三
国
芦
原
線

・一筆啓上茶屋
・谷口屋
・たけくらべ
・ピアファーム
・ハーツ春江
・坂井地域交流センターいねす

［商品］ シフォンケーキ
［住所］ 吉田郡永平寺町松岡下合月19-12

＝商品の紹介＝
米粉は、永平寺町産のお米
をれんげの里にある製粉機
で粉にしたものを使用してい
ます。
ケーキ以外にも唐揚げや黒
米おはぎ等小麦粉の代わり
に米粉を使った商品を取り
扱っております。

高乃倉

［電話］ ０７７６−６１−２７５３

０９０−２３７６−０２０６
れんげの里（ＪＡ吉田郡）にて販売し
ています。（冬期以外は注文販売）
［営業］ ９：３０〜１９：００（休：火曜）
北
陸
自
動
車
道

グリーンセンター
福井大学
付属病院
九頭龍川
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17.ラブリー牧場

［商品］ 米粉パン、ドーナツ

［住所］ 勝山市平泉寺町小矢谷２８−６

［住所］ 丹生郡越前町朝日１丁目５０４

［電話］ ０７７９−８７−００４７

［電話］ ０７７８−３４−８８０１

みるく茶屋（勝山城博物館内駐車場
内）にて販売しています。
［営業］ 10:00〜17:30（休：水曜）
［電話］ ０７７９−８８−５６９１

［営業］ 店舗営業 １０：００〜１７：００

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

http://lovelyfarm.lovepop.jp/

平泉寺
勝山ニュー
ホテル

勝山城
大野市

越前町役場

＝商品の紹介＝
自家産コシヒカリの「粉」１００％、
平飼いの「もみじたまご」、ジヤー
ジー種乳牛の「牛乳」、これらラブ
リー牧場で育てている厳選素材の
特性を生かして焼き上げた「こしひ
かりロールケーキ」です。牧場主
のこだわりはここまできました。

18.手作り工房 フ・クレール

［商品］ こしひかりロールケーキ

（土・日・祝日休み）
鯖江警察
丹南分署

＝商品の紹介＝
＝商品の紹介＝
福井県産米を使用し、米粉パンを
製造販売しています。現在、地元
産の野菜を使用したパンも製造し
ています。もちもちリングは、なた
ね油で揚げ、きな粉を付けて作り
人気商品の一つになっています。

GS

国道１５７号線

19.越前「田んぼの天使」有機の会 ［商品］

米粉パン､有機米使用こめ粉
有機米使用玄米こめ粉

20.いちごや

［商品］ キナコメコ、ぬかこめ子

［住所］ 丹生郡越前町江波86-27

［住所］ 鯖江市二丁掛町１４-２-９

［電話］ ０７７８−３２−３８０７

［電話］ ０７７８−６２−１０５１

［営業］ 米粉パンは土・日のみ販売

［営業］ １５：３０〜１８：００

（休：日曜祝日）

＝商品の紹介＝
農薬、化学肥料を一切使用しない有
機米１００％使用の米粉、栄養価が
高く健康に良い「玄米こめ粉」を販売
しています。また有機米を利用した
米粉パン（あんパン、豆乳カスタード
クリームパンなど１２種類）や、スイー
ツも販売しています。

21.お菓子の福寿堂

商品の取扱店
〔米粉、玄米米粉、米粉パン、スイー
ツ類〕
・丹生膳野菜（ＪＡ越前丹生）
・みやざきおもいでな

＝商品の紹介＝
体にやさしい福井の商品を考え、
卵、乳製品は使用せずに、みん
なが美味しく食べれるおやつを作
りました。生産者がはっきりして
いる米粉のみを使用。安心・安全
なおやつです。
口どけが良いので、お年寄りにも、
小さい子どもにも人気です。

〔米粉、玄米米粉、スイーツ類〕
・ハーツさばえ
・ハーツたけふ
・百姓の館
村国店、南店、西店

22.（株）マイセン

［商品］ 米粉の焼ドーナツ

商品の取扱店

・ファームビレッジさんさん
・インペリアール珈琲
・ファームサルート
・笑人堂

［商品］ 玄米焼きドーナッツ、玄米パン

［住所］ 鯖江市桜町２−６−１２

［住所］ 鯖江市上野田町１２−７−１

［電話］ ０７７８−５１−０４７４

［電話］ ０７７８−６２−２５５５

［営業］ ９：００〜１９：３０

［営業］ ９：００〜１７：３０（平日）

（休：不定休、月１回程）
［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

＝商品の紹介＝
福井県産コシヒカリの米粉を使った
ふんわりやさしい焼ドーナツです。
プレーン、いちご、チョコ、抹茶、レ
モンの５種類ございます。見た目に
もかわいらしく仕上げたので贈り物
にもおススメです。

23. 鯖江菓子工房 ヤマハツ

（休：土日祝日、弊社休業日）

http://www.fukujyu.com
福
井
鉄
道

西山公園

鯖江シティ
ホテル

嚮陽会館

西
鯖
江
駅

[ご注文方法] お電話、ファックス、ホームページからご注文ください。

お電話 ： ﾌﾘｰﾀﾞｲｱﾙ 0120-81-0932（携帯可）

FAX

ﾌﾘｰﾀﾞｲｱﾙ 0120-81-0272

ホームページ：

http://www.maisen.co.jp/

「マイセン」「玄米マイセン」「マイセンドーナツ」などで検索してください。

【玄米焼きドーナッツのページ】
http://maisen.shop-pro.jp/?pid=2506664

24.スローベリィ

［商品］ 「鯖江できばえすぐれもの」

［商品］

米粉ロール
米粉黒糖ロール

［住所］ 鯖江市北野町２丁目１９−２０

［住所］ 鯖江市水落町２丁目２８−２５

［電話］ ０７７８−５１−１１６２

［電話］ ０７７８−２５−０１４１

［営業］ ９：００〜１９：３０（休：火曜）

［営業］ １０：００〜１９：３０ (休憩11:00〜15:00)

（休：水曜日）

神
明
駅
Ｇ.Ｓ

＝商品の紹介＝
福井県産コシヒカリ米粉を使用し
たロールケーキです。
中に、マスカルポーネと生クリーム
をブレンドし、苺のピューレを中心
に巻き上げました。

＝商品の紹介＝
自社で栽培した残留農薬ゼロの安
全なコシヒカリ玄米を微粉末にま
で加工した玄米粉を使用。卵・白
砂糖・小麦粉・バター・牛乳不使用
でアレルギーを持つお子様でも安
心。油で揚げず、GI値も低く、食べ
ても太りにくいヘルシーなドーナツ
です。

西
縦
貫
線

中央
中学校

アオキ

県
道
福
井
鯖
江
線

福
井
鉄
道

国
道
８
号
線

鯖
江
警
察
署

＝商品の紹介＝
福井県産コシヒカリの米粉を100％
使用し、独自の製法でふんわり
しっとり仕上げてます。
黒糖は、まろやかな甘味のある奄
美大島産のものを使用。
ご要望で地方発送（冷凍します）も
承ります。
（現在、本ロールケーキの小売は、新商
品を検討中のため販売を休止中です）
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Ｇ.Ｓ
中央
中学校

アオキ

県
道
福
井
鯖
江
線

ア
ル
プ
ラ
ザ
鯖
江

福
井
鉄
道

西松屋

国
道
８
号
線

鯖
江
警
察
署

25.もうえもん農場

［商品］

26.とことんお米倶楽部
パン・菓子工房 ＤｅＲｉｚ

お米のフィナンシェ、
お米のシフォンケーキ

［住所］ 鯖江市大野町29-21

［商品］

［住所］ 越前市粟田部町９-１-９

［電話］ 0778-42-8551

［電話］ ０７７８−４３−０８７９

［FAX］ 0778-52-0305

［営業］ １０：００〜１９：００（休：月曜）

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

http://www.komeyasan.jp

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

27.フランス菓子アトリエ
（株） リリアン

＝商品の紹介＝
地元産のコシヒカリ（減農薬、無農
薬）を使ったパン、お菓子などを製
造販売しています。お米パンは、地
場産の野菜などを使った、和のお
惣菜パンが多く、菓子も、和のラス
ク、ココナッツクッキー、シフォン
ケーキなど種類が豊富です。

受注販売になります。
電話、ＦＡＸ、ホームページか
らのご注文をお待ちしており
ます。

［商品］ 米粉菓子（稲寄カスター リッツ）

28.アバンセ乾側

http://okomeclub.org/

商品の取扱店
・ＪＡみどり館（ＪＡ越前たけふ）
・百姓の館 村国店、南店、シピィ
店
・風ものがたり
・プリズム福井
スーパープリズムマート
・福井県民生協
カタログ注文「ふくい〜な」
・道の駅 西山公園

商品の取扱
＝商品の紹介＝
もうえもんのピロール農法コシヒカ
リ100％の超微粒「米粉」を生地に
使った、体にいいスイーツができま
した。米粉100％、小麦粉を使って
いないので食感はなめらかふわふ
わもっちもち！生地は２種類。「さっ
くり米ぬか」と「しっとり酒粉」お好み
でどうぞ

米粉パン、ドーナツ、ラスク、
シフォンケーキ、クッキー

［商品］ 米粉パン、米粉シフォンケーキ

［住所］ 越前市稲寄町２３−１１−７

［住所］ 大野市牛ケ原１０３−２５−１

［電話］ ０７７８−２３−１３３０

［電話］ ０７７９−６５−８０７８

［営業］ ９：３０〜１９：００（平日）

［営業］ ８：００〜１７：００（平日）

８：００〜１０：００（土・日・祝日）

９：３０〜１８：００（日曜・祝日）

（休：月曜・第３日曜）
＝商品の紹介＝
福井県産コシヒカリのお米の粉で
造ったふんわり、しっとりスポンジ
生地に、バニラビーンズの入ったリ
リアン特製カスタードクリームをつ
つんであります。おやつや手土産
に是非お買い求めください。

29.リトリートたくら

国
道
８
号
線

サンドーム

オートバックス

コメリパワー

［商品］

米粉のおやき、米粉シフォンケー
キ

30．ＮＰＯ はす工房花里音
（とんとんパン工房）

・平成大野屋

［商品］

米粉入り食パン・菓子パン

［電話］ ０７７８−４５−１３１０

［電話］ ０７７８−４７−２６４４

［営業］ ９：００〜１７：００（休：水曜）

［営業］ ９：００〜１６：００

http://r-takura.com/

（定休日： 土・日・祝日）
商品の取扱店

今庄 Ｉ．Ｃ

至 敦賀 Ｉ．Ｃ

Ｊ
Ｒ
北
陸
本
線

＝商品の紹介＝
地元産コシヒカリの米粉を使用し、
しっとりもっちりとした食パン、菓子
パンを製造、当施設及び地元スー
パー等で販売をしています。注文に
ての販売もしています。

国
道
３
６
５
号
線

今
庄
駅

・百姓の館
・JA越前たけふ みどり館
・Aコープ平出店・南条店
・南条農産物直売所四季菜
・ハニー南条店

32.（有）小堀菓舗 ［商品］ 敦賀ふわっセ

［商品］ お米の竹炭ロール
［住所］ 敦賀市昭和町２−２１−３１

［住所］ 敦賀市神楽1-2-34

［電話］ ０７７０−２２−４７４７

［電話］ ０７７０−２１−０１４１

［営業］ １０：３０〜１９：００（休：ほぼ無休）

［営業］ ９：００〜１９：００

１０：３０〜２０：００(金・土と祝日の前日)

＝商品の紹介＝
竹炭入り無添加ケーキ「お米の竹
炭ロール」は、第２回「新しいふく
いの味」県加工食品コンクールに
おいて最優秀賞を受賞しました。
福井県産コシヒカリを使用し、膨
張剤などを使用せず、竹炭を加え
た真っ黒な生地は、白い生クリー
ムとの組み合わせがとてもユニー
クな外観にも仕上がっております。

・ハニー新鮮館かつやま

［住所］ 南越前町中小屋５２−１１

ネット注文受け付けています。

31.（有）銘菓処 笑福堂

・ハニー新鮮館こぶし通り

［住所］ 南条郡南越前町古木５９-５２

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

＝商品の紹介＝
＝商品の紹介＝
地元たくら産のお米から作った米粉を
地元たくら産の米から作った米粉を
使用したおやきとシフォンケーキを販
使用したシフォンケーキ・パン・ドー
売
ナツを販売。シフォンケーキは古代
・おやきの具材は、しし肉を使ってみ
米（黒米・赤米・緑米）を使った新商
そ味とすきやき風に仕上げました。
品を開発。自然な色合いとそれぞ
れの持つ特性からの味の違いをお
楽しみ下さい。

商品の取扱店

＝商品の紹介＝
美味しいお米との評価を得ている
大野市乾側（いぬいかわ）の米を使
用し、安心して食べていただける
パンを作っています。また、季節に
あった商品展開をしています。（い
ちごジャム、カボチャなどを使った
米粉パン）

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

http://kobori.tenponyan.com/
気
比
神
宮

http://www.shoufukudou.com

敦賀市役所

アルプラザ

アピタ
東洋紡

敦
賀
街
道

敦
賀
駅

Ｊ
Ｒ
北
陸
本
線

＝商品の紹介＝
敦賀市民にはおなじみ“東浦のみ
かん”のジュレを、福井県敦賀産・
コシヒカリを使ったふんわりブッセ
生地でサンドしました。口どけの良
い生地と、味が濃く酸味の強いみ
かんの風味そのままの味わいは、
創業１１０年の技術があってこそ。
どこにもまねできない敦賀スウィー
ツをどうぞ。
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敦賀郵便局
ア
ク
ア
ト
ム

Ｒ
８
アルプラザ
敦
賀
駅

Ｊ
Ｒ
北
陸
本
線

33.ささえたまご農園

＝商品の紹介＝
かすてらの素材の命は「卵」。ささ
え農園愛情たっぷりの自然卵と福
井県産コシヒカリ１００％使い焼き
上げました。米粉によるもっちり、
しっとりとした優しい味をお楽しみ
下さい。

35.(有)藤本農園

34.（有）氣ごころや

［商品］ お米かすてら

若狭の田んぼの米粉パン

［商品］ 若狭の田んぼの米粉シフォンケーキ

［住所］ 敦賀市沓見８１−２−２

［住所］ 三方上中郡若狭町三宅４４−３０

［電話］ ０７７０−２１−００６３

［電話］ ０７７０−６２−１２７８

［営業］

１３：３０〜１７：００（お急ぎの方はお電話下さい）

［営業］ ８：３０〜１７：００

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

http://www1.rcn.ne.jp/~sasae/
＝商品の紹介＝
原材料にこだわりの｢安心・安全
な自作米｣を使用し自家製粉した
米粉でパン、ケーキを作っていま
す。プレーン、自家製ブロッコ
リー、福井梅干し、自家製黒豆か
のこと季節の味をお届けしていま
す。若狭町内の学校給食にも使
用して頂いています。

商品の取扱店
・アル・プラザ敦賀店
・旬・ときめき広場
（JA敦賀美方）
・ふるさと夢市場
（敦賀市農産物直売所）
・グルメ館敦賀店

［商品］

米粉パン、米粉ケーキ等

36．(有)大谷商店

商品の取扱店
・ハーツ 羽水店、学園店
さばえ店、たけふ店
つるが店、･志比口店
わかさ店

［商品］

［住所］ 大飯郡高浜町三明２−７７

［住所］ 三方上中郡若狭町南前川44−23
［電話］ ０７７０−４５−３１７３

［電話］ ０７７０−７２−０１４７

［FAX］ ０７７０−４５−３１７４

［営業］ ７：３０〜１８：３０

［営業］ 注文販売、イベント販売
［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

＝商品の紹介＝
若狭町の自然の中で栽培した自社
生産米のコシヒカリを米粉にしパン
やスィーツなど販売。パンの種類は
食パンからフランスパンなど25種類。
もっちりとしながらしっとりとした食感
がクセになる米粉パンをお届けして
います。

37.カフェ・アルカンシェル

（定休日：毎週水曜）

http://fujimotofarm.com/

＝商品の紹介＝
契約農家が栽培した福井県産コシヒ
カリを玄米のまま米粉にし練りこんだ
「福井の米かま」はもっちりとした食
感が特徴の新しい蒲鉾です。
また、「福井の米かま」に若狭湾で畜
養されたフグの皮（てっぴ）をいれた
「福井の米かまてっぴ入り」は薄く
切ってポン酢で食べるとてっさ風のお
さしみ蒲鉾として召し上がれます。

受注販売になります。
電話・ＦＡＸからのご注文をお待
ちしております。

［商品］

38．夢菓子創造 うえだ

ふんわりロール

高浜町役場

国道２７号線
高浜駅

［商品］

ＪＲ小浜線

ふわふわお米ロール

［住所］ 小浜市駅前町１−１

［住所］ 小浜市伏原３０号３３−１８

［電話］ ０７７０−５２−３３４１

［電話］ ０７７０−５２−２２９２

［営業］ ９：００〜１９：００

［営業］ ９：００〜１９：００

年末年始を除き無休
＝商品の紹介＝
米粉を１００％使用した、ふんわりや
わらかいロールケーキです。
中のクリームは風味豊かな生クリー
ムにはちみつを混ぜこんだやさしい
味です。
15.5㎝ ￥９８０（税抜）要予約
ギフト、手土産にどうぞ！

福井の米かま
福井の米かまてっぴ入り

定休日 毎週水曜
南
川

明治安田生命
国道１６２号線
小浜駅

ＪＲ小浜線

＝商品の紹介＝
小麦粉の代わりに福井県産コシヒカ
リの米粉を生地に使用し、生クリー
ムと丹波産大納言小豆を挟みまし
た。ふわふわ、もっちりとした食感が
たまりません。
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小浜駅

ＪＲ小浜線

国道２７号線

