
伊勢志摩サミット関連事業に活用するための県産加工食品推薦品一覧

No. 分類 商品名 事業者名 所在地

1 畜産 鈴鹿山麓クリーンポーク　熟成ベーコン 有限会社 角屋 菰野町

2 日配 熊野揚げ 有限会社 浜地屋 熊野市

3 日配 伊勢志摩あおさのり生造り刺身こんにゃく 有限会社 牧野商店 松阪市

4 日配 伊勢ひじきたっぷり！！味がしみるこんにゃく 有限会社 牧野商店 松阪市

5 日配 熊野特産たかな漬け　めはり 飛鳥たかな生産組合 熊野市

6 グロッサリー 伊勢うどん 株式会社 みなみ製麺 伊勢市

7 グロッサリー 手打式伊勢うどん 株式会社 いとめん本店 四日市市

8 グロッサリー 伊勢焼きうどん 伊勢醤油本舗 株式会社 伊勢市

9 グロッサリー 種まき権兵衛うどん（乾麺） 有限会社 モリタ 紀北町

10 グロッサリー 種まき権兵衛ラーメン（乾麺）しょうゆ 有限会社 モリタ 紀北町

11 グロッサリー 伊勢醤油　吟香仕込み 伊勢醤油本舗 株式会社 伊勢市

12 グロッサリー 伊勢たまり 株式会社 糀屋 伊勢市

13 グロッサリー 「八丁仕込み」黄金味噌 東海醸造 株式会社 鈴鹿市

14 グロッサリー 特撰赤だし味噌 株式会社 糀屋 伊勢市

15 グロッサリー 三重県産コシヒカリ　松阪米 農業屋ファーム 株式会社 松阪市

16 グロッサリー 伊勢名物　田舎風　鶏めしの素 三昌物産 株式会社 四日市

17 グロッサリー じゃこおかか煮 有限会社 新星食品 鈴鹿市

18 グロッサリー 鬼の爪入り佃煮の味比べ 株式会社 やきやまふぁーむ 尾鷲市

19 グロッサリー 即席料亭合わせあおさ汁 サンジルシ醸造 株式会社 桑名市

20 グロッサリー 鯛だしつゆ 三和水産 株式会社 尾鷲市

21 グロッサリー 伊勢えび汁 株式会社 利八屋 伊勢市

22 グロッサリー 九鬼特撰芳醇黒胡麻油 九鬼産業 株式会社 四日市市

23 グロッサリー たまり醤油となたね油の和風ドレッシング 東海醸造 株式会社 鈴鹿市

24 グロッサリー 辻さん家の黒にんにくぽん酢 うれし野ラボ 株式会社 松阪市

25 グロッサリー 萬来豆乳 ミナミ産業 株式会社 四日市市

26 グロッサリー スマックゴールド 鈴木鉱泉 株式会社 桑名市

27 グロッサリー 五ヶ所みかん完熟こつぶストレートジュース 農事組合法人 土実樹 南伊勢町

28 グロッサリー マルチみかん１００％ジュース 株式会社 夢工房くまの 熊野市

29 グロッサリー 新姫果汁 一般財団法人 熊野市ふるさと振興公社 熊野市

30 菓子 小豆憧風（あずきどうふ） 株式会社 桔梗屋織居 伊賀市

31 菓子 老伴４枚入り 株式会社 柳屋奉善 松阪市

32 菓子 銘菓「関の戸」 有限会社 深川屋 亀山市

33 菓子 平治煎餅 有限会社 平治煎餅本店 津市

34 菓子 チーズケーキ 株式会社 鳥羽国際ホテル 鳥羽市

35 菓子 糀ぷりん 株式会社 糀屋 伊勢市

36 菓子 シェル・レーヌ 株式会社 ブランカ 鳥羽市

37 菓子 ロンド・カシュカシュ 株式会社 ブランカ 鳥羽市

38 菓子 元祖もちもち小麦のシフォンケーキ「モフォン」 株式会社 助来 桑名市

39 冷凍食品 紀北の魚ギョーザ 有限会社 ヤマショー 紀北町

加工食品（みえセレクション）



No. 分類 商品名 事業者名 所在地

40 酒 20度　ステラハーフムーン香酸ゆず酎 株式会社 伊勢萬 伊勢市

41 酒 25度　熟成光年　伊勢志摩ボトル 株式会社 伊勢萬 伊勢市

42 酒 あおさ焼酎（この空　この海　このあおさ） 有限会社 マサヤ 南伊勢町

43 酒 伊賀流忍者麦酒 有限会社 美杉観光開発 津市

44 酒 伊勢本街道麦酒 有限会社 美杉観光開発 津市

45 酒 伊勢の梅カップ 株式会社 伊勢萬 伊勢市

46 酒 伊勢梅酒ウメノミコト 株式会社 伊勢萬 伊勢市

47 酒 オレンジ・ベアー ＯＲＡＮＧＥ　ＢＥＡＲ 元坂酒造 株式会社 大台町

48 ギフト 伊勢赤どり燻製 三昌物産 株式会社 四日市

49 ギフト 活鯛　めでたい焼 三和水産 株式会社 尾鷲市

50 ギフト 骨なし串ひもの 有限会社 山藤 南伊勢町

51 ギフト 焼き骨なし串ひもの 有限会社 山藤 南伊勢町

No. 分類 商品名 事業者名 所在地

52 菓子 伊勢おやきセット「伊勢物語（三重めぐり）」 伊勢おやき本舗 四日市市

53 菓子 伊賀のお米を使った２色かりんとう 農事組合法人 百姓工房伊賀の大地 伊賀市

54 菓子 千鳥焼（芋落） 御菓子司 清観堂 津市

55 菓子 伊賀忍者伝承のお菓子　かたやき小焼き 有限会社モンパクトル 名張市

56 菓子 松阪牛おかき 株式会社 風味堂 松阪市

57 菓子 大内山ＮＡＧヨーグルト110g 大内山酪農農業協同組合 大紀町

58 菓子 伊勢志摩塩サブレ 糸川屋製菓 株式会社 熊野市

59 小麦粉 伊勢の響 株式会社 内外製粉 川越町

60 はちみつ 蜜匠　国産花々（はちみつ） 有限会社 松治郎の舗 松阪市

61 肉加工品 鹿肉ブルスト 有限会社 角屋 菰野町

62 肉加工品 原形ベーコン 株式会社 伊賀の里モクモク手づくりファーム 伊賀市

63 肉加工品 松阪牛ローストビーフ PASTA SAUCE KITCHEN 松阪市

64 肉加工品 伊勢どり生ハム 有限会社 宇田ミート 志摩市

65 魚加工品 熟成ソマカツオの塩切り 有限会社 とよや勘兵衛 南伊勢町

66 魚加工品 小女子（天日干し） 鈴鹿市漁業協同組合 鈴鹿市

67 魚加工品 凍眠伊勢まだいの生ハム 株式会社 TA西村 鳥羽市

68 魚加工品 地魚かまぼこ 有限会社 浜地屋 熊野市

69 海産物 伊勢の食卓 株式会社 丸中商店 伊勢市

70 大豆加工品 まめの郷菰野名水豆腐きぬ 株式会社 八里屋 菰野町

71 大豆加工品 大豆まるごと豆腐類（豆腐、豆乳、油揚げ） ミナミ産業 株式会社 四日市市

72 大豆加工品 美し豆腐 井村屋 株式会社 津市

73 大豆加工品 畦豆豆腐（木綿） 有限会社 野瀬商店 松阪市

74 大豆蒟蒻加工品 三重四日市　とんてき味　大豆蒟蒻ステーキ マルフク食品 株式会社 四日市市

75 麺 鈴鹿抹茶めん 有限会社 カネスエ製麺所 鈴鹿市

76 麺 ヒカリのみえ（手延べ干し麺） 有限会社 渡辺手延製麺所 四日市市

77 麺 まるごと伊勢うどん２食（無添加たれ付き） 株式会社 堀製麺 四日市市

78 麺 伊勢うどん３食入り 山口製麺 有限会社 伊勢市

加工食品（製品に占める三重県産の原材料の重量割合が50パーセント以上のもの）



No. 分類 商品名 事業者名 所在地

79 レトルトカレー マハラジャのだいどころ　野菜カレー 日印食品開発 有限会社 四日市市

80 しぐれ煮 桑名産手むき志ぐれ蛤（はまぐり） 有限会社 喜太八時雨本舗 四日市市

81 しぐれ煮 松阪牛しぐれ煮 株式会社 まるよし 松阪市

82 佃煮 はなびらたけ佃煮 株式会社 サンシステム鈴鹿はなびらたけ工房 鈴鹿市

83 佃煮 あおさのりと原木椎茸の宝物 野呂食品 株式会社 四日市市

84 佃煮 浅炊きひじきのり 北村物産 株式会社 伊勢市

85 味噌 おかずみそ 有限会社 精肉のオクダ 名張市

86 漬物 ひのな１本漬 株式会社 マルフク 四日市市

87 漬物 養肝漬 二年熟成 養肝漬宮崎屋 株式会社 伊賀市

88 漬物 松阪赤菜ぬか漬 松阪ちくまの郷 松阪市

89 漬物 松阪赤菜酢漬 紅工房 松阪市

90 漬物 伊勢たくあん（ふる漬け） 伊勢岩尾食品 株式会社 伊勢市

91 漬物 伊勢たくあん 有限会社 林商店 伊勢市

92 にんにく加工品 鈴鹿黒ぼくにんにく　やわらか熟成黒にんにく 鈴鹿ベジタブル 株式会社 鈴鹿市

93 調味料 香味塩（抹茶、柚子、わさび） 株式会社 萬来トレーディングコンサルタント 四日市市

94 調味料 熊野別当御蔵酢　玄米黒酢　玄（しずか） 株式会社 中野御蔵 御浜町

95 調味料 伊勢藏醤油　響 伊勢藏 株式会社 四日市市

96 調味料 丸大豆醤油です 下津醤油 株式会社 津市

97 調味料 鯛醤（たいびしお） 伊勢醤油本舗 株式会社 伊勢市

98 油 伊賀産菜種油　「七の花」エクストラバージン 一般社団法人 大山田農林業公社 伊賀市

99 飲料 アクアマジック（ﾐﾈﾗﾙｳｵｰﾀｰ） 株式会社 中京医薬品 鈴鹿市

100 飲料 森の番人 有限会社 森と水を守る会 大台町

101 飲料 伊勢の和紅茶ペットボトル 株式会社 松阪マルシェ 松阪市

102 飲料 飲めるお酢 “酢eat lady”（マイヤーレモン） 御船富蔵商店 松阪市

103 飲料 みかんのしずく 有限会社 御浜柑橘 御浜町

104 飲料 まるごとギュッ 100％みかんジュース１ℓ 株式会社 かきうち農園 御浜町

105 飲料 甘酒の素（ノンアルコール） 服部農産食品工業所　麹屋 伊勢市

No. 分類 商品名 事業者名 所在地

106 菓子 安永餅 有限会社 柏屋商店 桑名市

107 菓子 安永餅 株式会社 永餅屋老舗 桑名市

108 菓子 亀乃尾 有限会社 瑞宝軒 亀山市

109 菓子 けいらん 有限会社 お焼屋 津市

110 菓子 赤福 株式会社 赤福 伊勢市

111 菓子 太閤出世餅 有限会社 太閤餅 伊勢市

112 菓子 二軒茶屋餅 有限会社 二軒茶屋餅角屋本店 伊勢市

113 菓子 へんば餅 有限会社 へんばや商店 伊勢市

加工食品（餅菓子）


