2021・2022年度

推奨

尾張旭市商工会

イチオシ商品
「尾張旭市商工会特産推奨品制度」は、尾張旭市商工会が主催となり、
尾張旭地域の産業・観光事業の育成を目的としてつくられました。
数多くの厳しい認定基準に合格した特産推奨品にふさわしい商品だけが
認定登録商品に認定され、
『 推奨品シール』
を貼付し、販売されております。
★価格は変動することがあります。価格や消費税は各事業所にお問い合わせください。
★本ガイドに記載の価格はすべて税込みです。
★「尾張旭まち案内」で取扱いの商品には

のマークが付いています。

紅茶を活用したもの

サクサクほろほろのクッキーと優しい香り
のアールグレイがとても相性よく、ハーリー
で大人気の紅茶クッキーです。

紅茶クッキー

230円

（5個入）

4種類の茶葉を独自にブ
レンドした尾張旭の紅茶
をティーバッグと缶にしま
した。
おいしい紅茶のまち
から生まれた紅茶です。
ぜひお試しください。

一般社団法人

尾張旭市観光協会

OwariAsahi 4Tea8

お菓子屋 ハーリー
尾張旭市城山町三ツ池6119−7
TEL080−3069−9324

尾張旭市東大道町原田34−1
グリーンシティビル1F
TEL0561−52−6500

450円
（缶：1缶）
1,200円

（ティーバッグ：1袋）

ふんわりと優しい味のエミリー自慢の
バームクーヘンを紅茶のまち尾張旭ら
しくアールグレーでさわやかな香りをつ
けました。紅茶の香りとバームクーヘン
の相性もバッチリです。

国産紅茶グランプリにて2年連続優勝
した豊橋のごとう製茶様の茶葉を使用
した国産紅茶飴です。茶葉は無農薬
で深みと香りがお口の中に広がりま
す。
グラニュー糖や水飴も国産原材料
を使用した商品となっております。

紅茶のバームクーヘン

1,350円

国産紅茶飴

（1個）

400円

ふらんす菓子屋 エミリー

（約15粒入）

おかしの実

尾張旭市緑町緑ヶ丘27
TEL0561−54−0756

TEL050−3567−6565

健康のまちづくりに資するもの

無農薬、堆肥栽培でていねいに育てた、体にやさし
いヤーコンの葉、茎を厳選して清浄乾燥焙煎した、
ヤ
ーコン葉、茎100％のおいしいヤーコン茶です。

ヤーコン茶

400円 （1g×30包）1,000円

（1g×10包）

ヤーコンの栄養分を凝縮したパウダーを練り込んで
作りました。つるつる、
もちもちの食感で、大変おいしく
食べられます。

無農薬、堆肥栽培でていねいに育てた、体にやさしく
食べやすい栄養豊富なヤーコンです。

ヤーコンめん

500円

（2食入パック）

三浦企エ(マルチファームみうら)

尾張旭市南新町中畑23

ヤーコン

350円

（500g）

TEL0561−53−5559

地元事業者が企画製造､販売まで一貫して手掛けているもの

しっとり感と口どけの良さを追求したスポ
ンジ生地に最高級の生クリームをサンドし
たロールケーキです。

あさひロール

1,080円

（1本）

株式会社 高砂ベルシュ

厳選された国産さば節と北海道産昆布を甘
辛く炊いてゴマを混ぜたおかか昆布の佃煮で
す。惣菜お弁当グランプリ入選・大阪知事賞を
頂いております。皆様に食べて頂きたい伝統
の佃煮です。そのままご飯と一緒に、おにぎり
の具材、巻き寿司の具材、旬の野菜に調味料
代わりに和えてお召し上がりください。
さば節に
は、
カリウム・リン・ナトリウム・タンパク質・ビタミン
Ｂ２・ＥＰＡ・ＤＨＡといった栄養成分を多く含
み、血液をサラサラにしたり、
コレステロールを
減らしたりする働きがあると言われています。昆
布には、
ネバネバ成分フコイダン等・旨味成分
グルタミン酸・ヨウ素を多く含み、高血圧の予
防、むくみ解消・免疫力アップ・ボケ防止・胃腸
の調子を整える働きがあると言われています。

厳選された小羽片口いわし
（国産）
を
使用しました。田作にこめられた意味・
由来は、健康・豊作・子孫繁栄です。
昔からおせちなどに使用され、おかし
らつきで縁起が良い厳選された田作
を召し上がってください。お酒のおつ
まみ、
おせち料理の１品にどうぞ。
ビタ
ミン・カルシウム・カリウム・ＤＨＡ・ＥＰＡを
多く含みます。新しい赤血球を作り出
し貧血予防の働き・イライラストレスの
解消の働きもあるそうです。

厳選されたカルフォルニア産くるみ使
用、食物繊維、たんぱく質が豊富な
栄養満点食材。
スイーツにも、おやつ
にも、旬の野菜と和えて食べて頂け
る、おかずの１品にもなります。
Α-リノ
レン酸（血液をサラサラ！動脈硬化予
防の働きがあると言われています）、
クルミポリフェノール
（悪玉コレステロー
ルを減少させる働きがあると言われて
います）、
くるみの食物繊維で便秘の
解消にも期待！

那古野の華

田作

くるみの華

729円

1,350円

（150g）

尾張旭市南本地ヶ原町3−79
TEL0561−52−1251

株式会社 ミノカン

尾張煮豚の煮豚 丸タイプ

尾張煮豚の煮豚 角煮タイプ

1,100円〜

（190g）

尾張旭市北山町北山137−2

尾張煮豚の1番人気商品です。国内産豚ばら肉を使用しています。1本1本手作業で製造し、素材にも
こだわり、保存料や着色料は一切使っておりません。
タレにもこだわり、
しょうゆをベースに野菜や果物で
コクや旨味を出しています。豚肉の旨味を最大限に引き出し、今までの煮豚のイメージを変えます。

（価格、
グラム販売、
200ｇ〜）

972円

（100g）

1,100円〜

（価格、
グラム販売、200ｇ〜）

TEL0561−53−2590

麺は細ちぢれタイプです。
スープと煮豚に最高に相性が良く、
おかわり必至です! 家庭用ラーメンでは最高峰の味です。麺、
煮豚、
スープの三味一体の至極の一杯をご賞味ください。
昔ながらのしょうゆ味のほか、
しお、
みそもご用意しております。

尾張煮豚のラーメンセット

490円 ※麺・スープ×1、煮豚2枚×1

（1食分）

味の花は、
さば節100％の風味
の良さに加え、
まるで黄金の花が
咲いたようにフワッと広がる外観
から、
その名前をつけました。国
産さば節と北海道産昆布を甘め
の味付けで炊いた佃煮です。地
元企業のオリジナル商品です。

国産牛肉の牛すじをとろとろに
煮込んでいます。みそがしみこん
でなんともいえないおいしさです。
湯煎で簡単にお召し上がりいた
だけます。
コンニャク、大根を入れ
て、
どて煮にアレンジすることもで
きます。
保存料、着色料不使用

味の花

尾張煮豚の牛すじ

300円〜
837円〜
（500g〜）
1,425円〜
（100g〜）

580円〜

（180g）

株式会社 流通市場

（300g〜）

尾張旭市東印場町3−7−11

TEL0561−51−1530

当地特有の冬の食べ物。昔は広
く各家庭において作られていまし
たが、家庭において餅を作らなく
なると共に、現在では忘れさられ
ようとしています。当地の食文化
を今一度再構し、広くPRするた
めに認定を受けました。

当地においておひなさまの時期
に、子供の成長を願い各家庭に
て作られていましたが、現在では
一部の家庭の行事になっていま
す。昔の風習を思い出し、当地
の食文化を再構することは、地
方文化の再生に役立ちます。

ぼろ餅

おこしもの

500円

400円

（5個入）

深田畳店

尾張旭市西の野町5−2

（3個入）

TEL0561−54−0015

本市の歴史、文化、郷土の風俗、偉人、昔話、あさぴーなどにちなんだもの

発酵バターをふんだんに使った風味豊かな生地に
あさぴーの印を押し、ひまわりの花型に抜き、焼き
上げたクッキーです。

あさぴークッキー

86円

（1個）

カードを使用する消費者の方へ、
カード専用の小物入れ
を新しく作りました。販売前に消費者の方へのアンケート
をとり、
よりよい商品ができました。

①棒の手小物入れ
（カード専用）

株式会社 高砂ベルシュ

②棒の手小物入れ
（小物入れ用）

500円

500円

（1個）

（1個）

尾張旭市南本地ヶ原町3−79
TEL0561−52−1251

この地方に広く伝承されている農民武芸の棒の手を他
市よりもより一層広くPRするため22年前から製作販売
しています。
日常的に使用していただける形態の品物と
して作りました。

深田畳店

尾張旭市西の野町5−2

TEL0561−54−0015

陶磁器などの地場産業で製造されたもの

あさぴーオリジナル珪藻土コースター。お洒落なレリーフデザインとあさぴーのワンポイントの２種。
かわいいあさぴーと一緒にティータイムのひとときをお楽しみください。
ワンポイントデザインは、全国植樹祭あいち２０１９の記念品に採用されました。
アスベストフリーのコースターです。

あさぴーコースター

600円

（1枚）

株式会社 イワサキ
尾張旭市南原山町石原152

TEL0561−53−2445

生活用品で地元事業者が企画製造､販売まで一貫して手掛けているもの

「ホルムアルデヒド・アンモニア・
トルエン」などの有害物質を
吸着し続けます。置いておくだけで、人が快適に過ごせる
湿度に調湿すると同時にお部屋の臭いを取り、長期的に
空気を浄化し続けます。

お客様のご要望にお応えして作られた、吸臭大将のシンプ
ル＆コンパクトモデルです。車・台所・
トｲレ・下駄箱・クローゼッ
ト等のニオイと空気中の有害物質を吸着して、人が快適と
感じる湿度に調整し、空気を浄化し続けます。

吸臭大将MiNi

800円

（1個）

吸臭大将

脱いだ靴の中に入れておくだけで、靴の強烈なニオイと
湿気を長期的に繰り返し吸収するスニーカー・ハイヒール・
ブーツ・作業靴・長靴などあらゆるタイプの靴やロッカーで、
長期的にご利用いただけます。

吸臭大将くつ用

500円

1,000円

（1個）

（1個）

使用済の紙おむつ・生ゴミ
・タバコのニオイも強力に消臭
するペット排泄物用消臭剤で、水分も素早く吸収するた
め、ベタツキなどの湿気を伴う強いニオイに効果を発揮し
ます。動物が食べても安全な粉末の消臭剤です。

プランター・家庭菜園の土壌改良材です。主成分のケイ
酸とカルシウムは水溶性で、作物に吸収されやすいため、
根張りの向上、茎・葉が丈夫になり、結実が良好になる
他、光合成を促進して病害虫への耐性を高めます。

さんぽでパウダー

ツチニカ

500円

300円

（1本）

有限会社 サカエ

（1㎏）

尾張旭市三郷町中井田10

TEL0561−52−4501

いちじくなど本市で認知された農産物を活用したもの
香り高い紅茶のフィナンシ
ェの中には、地元尾張旭
の朝採り完熟いちじくを甘
露煮にして入れています。
紅茶はアールグレーを使
用していて、
いちじくとの相
性もバッチリです。

尾張旭の農家が丹精込めて生
産した「朝採り完熟いちじく」
を
甘 露 煮にして使 用した焼き
菓子です。
さくっと焼き上げた風味豊
かな味わいをどうぞ。

あさひ銘菓いちっこ
尾張旭のいちじくと紅茶のフィナンシェ

173円

（1個）

150円

（1個）

一般社団法人 尾張旭市観光協会

ふらんす菓子屋 エミリー

尾張旭市東大道町原田34−1 グリーンシティビル1F
TEL0561−52−6500

尾張旭市緑町緑ヶ丘27

尾張旭の農家の方が大切に
丹精こめて育てた完熟いちじく
を朝採りしたその日のうちにジャ
ムにし、やわらかなわらび餅で
包みました。
日持ちもよく、
ご贈
答にも最適です。
冷やして頂くとさらに美味しくお
召し上がり頂けます。

尾 張 旭 産のいちじくの
甘 露 煮をふんだんに使
い 、フレッシュバターと砂
糖、小麦粉、玉子を使って
焼き上げたパウンドケーキ。

尾張旭のいちじく畑

いちじくパウンドケーキ

160円

（1個）

1,000円

（1本）

和菓子処 三好屋老泉

株式会社 高砂ベルシュ

尾張旭市東大道町原田2672−268
TEL0561−82−8891（瀬戸店）

尾張旭市南本地ヶ原町3−79 TEL0561−52−1251

尾張旭市特産品「朝採り完熟いちじく」の生産農家が厳
選した美味しいいちじくを使い、甘さ控えめ添加物不使用
のジャムを作りました。赤いちじく
（桝井ドーフィン）
・白いちじく
（バナーネ）
・黒いちじく
（ビオレソリエス）
の３種のジャムで違
った味をお楽しみ頂けます。

いちじくジャム

324円・（30g×赤・白・黒）486円
（155g）
赤・白各486円・黒594円

朝採り完熟いちじくをコトコト煮込んだ甘露煮。
ベ
タつきを抑え食べやすくしてあります。刻んでヨー
グルトやお菓子作りに入れるのもオススメです。

尾張旭市産のいちじくを使用した手造り無添加の
飴です。
いちじくを乾燥してから使用するので風味
等活かされた美味しさを感じ取って頂けるかと思い
ます。
グラニュー糖と水飴も国産を使用し程よい甘
さの飴となっております。

甘露煮

（30g×赤・白）

谷口農園(たにぐちファームズ)

TEL0561−54−0756

162円

（1袋）

尾張旭市西の野町3−65−1 TEL070−4472−0174

いちじく飴

400円

（約15粒入）

おかしの実

TEL050−3567−6565

（一社）尾張旭市観光協会では、観光情報の提供、市PRグッズや特産
推奨品などの展示・販売、市内産業・歴史・文化・伝統の紹介などを行う

「尾張旭まち案内」の運営をしています。
後援／ 一般社団法人 尾張旭市観光協会 TEL〈0561〉52−6500
尾張旭駅前グリーンシティビル1F（午前10時〜午後6時 ※木曜定休、年末年始を除く）

尾張旭市商工会

〒４８８−０８０１ 愛知県尾張旭市東大道町原田２５７０−３
TEL〈０５６１〉５３−７１１１ FAX〈０５６１〉５４−１５２４

E-mail : info@owariasahi.or.jp
http://www.owariasahi.or.jp/

