
事業者数 商品数 事業者名 掲載商品 ジャンル 備　　　考 商品イメージ 住　　　所

1 有限会社　マルヨシ水産
老舗網元　減塩浜田の
ちりめん

水産

網元老舗の味　地元で代々継承された長年ご愛顧賜っております
『浜田のちりめん』愛媛県産の新鮮な原材料を漁獲・製造・販売の
一貫生産。水揚げしたものをしたものをその日のうちに自社製造
ラインで製造。最新設備のクリーンルームで安心安全という付加
価値をつけたこだわりの逸品。
毎日”一所懸命”仕上げております。

西予市明浜町高山甲3529番地

2 有限会社　マルヨシ水産
愛媛県産　老舗網元浜
田の釜揚げしらす

水産

大型低温急速冷凍庫完備。網元老舗の味　地元で代々継承され
長年ご愛顧賜っております『浜田のちりめん』　愛媛県産の新鮮な
原材料を漁獲・製造・販売の一貫生産。水揚げしたものをその日
のうちに自社製造ラインで製造。最新設備のクリ－ンルームで安
心安全という付加価値をつけたたこだわりの逸品。　毎日“一所懸
命”仕上げております。それが『浜田のちりめん』です。※HACCP
ガイドラインに沿り取組中、許認可取得申請準備中

西予市明浜町高山甲3529番地

3
株式会社　大三島みん
なのワイナリー

島紅　2020　マスカット・
ベーリーＡ　×　シャル
ドネ

酒

大三島内の契約農家さんを含む、全ての畑のマスカット・ベーリー
Aとシャルドネを混醸した赤ワインです。杏子や梅のような香りと優
しい味わいで、普段のお食事とも相性が良い、気軽に楽しんでい
ただけるライトなワインです。
アルコール度数9.5%

今治市大三島宮浦5562番地

4
株式会社　大三島みん
なのワイナリー

島ロゼ　2020　マスカッ
ト・ベーリーＡ　×　シャ
ルドネ

酒

大三島内の契約農家さんを含む、全ての畑のマスカット・ベーリー
Aとシャルドネを混醸したスパークリングワインです。杏子や梅の
ような香りと優しい味わいで、普段のお食事とも相性が良い、気軽
に楽しんでいただけるライトなワインです。
アルコール度数9.5%

今治市大三島宮浦5562番地

3 5 スリーラインズ株式会社
きぬ青のり　手もみタイ
プ

グローサリー

青のりの品種のなかで最も「磯の香り」が良くきれいな緑色になる
スジアオノリです。離乳食もや介護食も含めて普段の食事に混ぜ
たり、仕上げに振ったりするだけで、気軽に彩りが増えて栄養
（鉄・葉酸・カルシウム・ビタミン類）をプラスできます。

宇和島市遊子3127番地

6 いのうえ養蜂場
百花蜜＆蜜柑蜜セット
300ｇ、160ｇ

グローサリー

純粋で他では味わえない濃厚なハチミツが特徴。百花蜜はいろい
ろな花の蜜を集めているが、特に「からす山椒」の花から採れたコ
クのある味が特徴。蜜柑蜜は愛媛県のミカンの花から採取したハ
チミツで、フルーティでさっぱりとした味わいが特徴。

喜多郡内子町五十崎乙626-1

7 いのうえ養蜂場 百花蜜300ｇ グローサリー
純粋で他では味わえない濃厚なハチミツが特徴。百花蜜はいろい
ろな花の蜜を集めているが、特に「からす山椒」の花から採れたコ
クのある味が特徴。

喜多郡内子町五十崎乙626-1
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8 いのうえ養蜂場 蜜柑蜜300ｇ グローサリー
純粋で他では味わえない濃厚なハチミツが特徴。。蜜柑蜜は愛媛
県のミカンの花から採取したハチミツで、フルーティーでさっぱりと
した味わいが特徴。

喜多郡内子町五十崎乙626-1

5 9 石鎚黒茶さつき会 石鎚黒茶（茶葉40ｇ） グローサリー

愛媛県西条市石鎚地区に古くから伝わる石鎚黒茶は、日本に４つ
しかない後発酵茶の一つです。糸状菌により好気発酵させた後、
乳酸菌により嫌気発酵を行うことによって製造されている二段発
酵茶でもあります。

西条市小松町北川396

10
あけはまシーサイドサン
パーク株式会社

伊予柑丸搾り グローサリー
愛媛の伊予柑の中身を丸ごと搾った100％のストレート果汁です。
伊予柑特有の爽やかな香りと、ほどよい苦みと酸味が大人の方
に人気です。

西予市明浜町高山甲461-1

11
あけはまシーサイドサン
パーク株式会社

ぽんかん丸搾り グローサリー

愛媛県西予市明浜町産のポンカンをの中身を丸ごと搾った１０
０％果汁です。海を見下ろす南向きの白い石垣を積み上げた段々
畑で育ちます。燦々と降りそそぐ太陽の光と、海からの反射光、そ
して潮風を受け、更に美味しいポンカンジュースに仕上がっていま
す。

西予市明浜町高山甲461-1

7 12 株式会社あわしま堂 はだかむぎゅ スイーツ・菓子

愛媛県産のはだか麦を使用し、はだか麦の風味と食物繊維を含
むピーナッツ入りのおせんべいになりました。優しい食感と香ばし
さが最大の特徴です。健康志向の高い方やお子様、お年寄りの
方など幅広い方に食べていただきたいです。

八幡浜市保内町川之石1-237-53

8 13
有限会社カフェー工房松
山

坊ちゃん珈琲　いよか
んフレーバー

グローサリー
瀬戸の潮風と太陽が育てた「いよかん」を加えたフレーバーコー
ヒーです。爽やかな香りをお楽しみください。

松山市余戸中３丁目10-33

9 14 吉井食品株式会社
愛媛の２大鯛めし食べ
比べセット

水産
鯛の漁獲量日本一の愛媛には鯛めしという料理がありますが、地
域によって全く違う２種類の鯛めしが存在します。そんな２大鯛め
しを食べ比べできるセットです。

今治市鯉池町３丁目3-44
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10 15
株式会社地域法人無
茶々園

青ゆずこしょう50ｇ グローサリー

無茶々園の直営農場・てんぽ印が栽培期間中農薬不使用で育て
た青ゆず、青唐辛子を原料としています。鍋物・炒め物・お素麺の
風味づけをはじめとして、マヨネーズとあわせて和風タルタルソー
スを作ったりと、工夫次第で様々な使い方が出来ます。

西予市明浜町狩浜2-1350

11 16 株式会社中田水産 わっぱ鯛めし 水産
わっぱの香りと共に心温まる味。無添加養殖で育てた鯛が、たっ
ぷりと混ぜ込まれているので、口の中で鯛の旨味が広がります。
レンジで３分温めるだけの時短料理です。

西宇和郡伊方町川永田乙536番
地1

12 17 フェザンフィレール きじ出汁しょう油 グローサリー
鬼北きじのガラと香味野菜から出汁をとり、半日かけてゆっくりと
煮詰めた「コクと旨味」が凝縮されたきじエキスを使用したしょう油
です。冷や奴、卵かけご飯等のお料理によく合います。

北宇和郡鬼北町大字川上1961

18 株式会社名所堂
名所堂せんべい詰め合
わせ

スイーツ・菓子

創業以来の原材料と製造法にこだわったたまごせんべいです。
手焼きたまごせんべいは３種類の味、名所煎餅は、道後温泉のお
茶請け菓子として出されていました。生姜煎餅は高知県産の三州
生姜を使用したお煎餅。愛媛県イメージアップキャラクターみきゃ
んの焼印を使ったお煎餅もあります。

松山市北藤原町1-14

19 株式会社名所堂 たまごせんべい スイーツ・菓子
サクッと香ばしく、卵の風味がふわっと広がり、やさしい甘みで素
朴な味わい。年配者はもちろん子供にも好まれ、年代を問わず幅
広く愛されている商品です。

松山市北藤原町1-14

14 20 Hinel メンマチョ グローサリー

放置竹林問題を楽しく、そして美味しく解決していくことを目指す、
竹林と食卓をつなぐニューヒーロー。それがメンマチョ。
爽やかにレモンで味付けしたメンマをオリーブオイルに浸けた「メ
ンマチョ　わたしの瀬戸内レモン」味と、発酵たけのこの旨味とシャ
キシャキの食感が、料理の幅を広げる「調理用メンマチョ」出来ま
した。

西条市大町1699-3 エストレイユ
紺屋町　1F紺屋町dein

15 21 どうごのパン屋 愛媛のみかんラスク スイーツ・菓子
愛媛県産のみかんや柑橘を使って、米粉で作ったラスクです。サ
クサク軽い食感と優しい自然なみかんの香りを愛媛からお届けし
ます。

松山市岩崎町2丁目８-２２
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22 浅野食品株式会社 もち○生餃子　25粒 畜産

もちもち食感の皮で包んだ『お団子のような』ま-るい餃子です。原
料の豚肉は愛媛県産の『ふれ愛・媛ポーク』を使用し、野菜も国産
のものを使用しています。焼けば『焼小籠包風』に秋冬は『お鍋』
にすれもっちもちの食感で食べることができます。

松山市姫原３丁目5-6

23 浅野食品株式会社
もち○の皮で作った水
餃子　16粒

畜産

愛媛県産の『松山どり』と国産の野菜を使用した餃子です。もっち
もちでつるんとしたのどごし食感が味わえる『水餃子用』の皮を使
用し製造しています。餃子の皮がうどんの様な食感ですので『ソー
ス』や『だし』をかけて自分だけの『Mｙぎょうざ』を楽しむ事ができま
す。

松山市姫原３丁目5-6

24 東陽製菓株式会社 せとみ庵　しおあられ スイーツ・菓子
国産もち米を100％使用した生地に伯方の塩のみで味付けしたシ
ンプルなサクサクあられ。噛めば噛むほど、もち米本来の旨味・甘
味が味わえます。

西条市周布243番地1

25 東陽製菓株式会社 せとみ庵　よもぎあられ スイーツ・菓子

愛媛県久万高原産生よもぎを国産もち米100％の生地に練り込
み、焼き上げました。よもぎ本来の風味、味を楽しんでいただくた
めに味付けはシンプルに伯方の塩のみ。多くの根強いファンに支
えられている、渾身の一品。

西条市周布243番地1

26 東陽製菓株式会社
せとみ庵　真鯛骨おか
き

スイーツ・菓子
カルシウムたっぷりの愛媛県宇和海の養殖真鯛を骨ごと国産もち
米100％の生地に練り込み焼き上げました。味付けはシンプルに、
伯方の塩のみにすることで鯛の風味を存分に味わえます。

西条市周布243番地1

27 東陽製菓株式会社
かつおぶしと塩のあら
れ

スイーツ・菓子

高知県土佐清水産宗田鰹のかつおぶしを使った、旨味とコクの強
い和風な味わいのかつおぶしあられと、シンプルに旨塩で味付け
した塩あられのミックスです。生地はどちらもサクサクとした食感で
食べ応えがあります。

西条市周布243番地1

28 東陽製菓株式会社 ゆずと梅のあられ スイーツ・菓子

四国産柚子を使い甘く仕上げた爽やかな柚子あられと、紀州南高
梅と昆布の旨味を合わせたさっぱり梅昆布あられをミックスした商
品です。甘味と酸味のコラボレーションがやみつきになる商品で
す。

西条市周布243番地1
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29 東陽製菓株式会社
はだか麦とねぎ味噌の
あられ

スイーツ・菓子

愛媛県産はだか麦を生地に練り込み焼き上げることで、はだか麦
の独特な食感と香りが楽しめます。ついつい癖になる愛媛県民が
大好きな甘めのねぎ味噌を使い、多くの人に気に入られる味に仕
上げました。

西条市周布243番地1

18 30
ＬＡＮＴＡＮＡ　ＦＯＯＤ　Ｓ
ＥＲＶＩＣＥ　株式会社

プレーンチーズケーキ スイーツ・菓子

四国乳業さんのクリームチーズと当店が厳選したオーストラリアの
クリームチーズを独自にブレンドした特製チーズベースに愛媛の
大地で生まれた新鮮な卵。濃厚なのに甘すぎない感動のチーズ
ケーキができました。

松山市二番町３丁目3-1 びりけん
びる2F

31 梅美人酒造株式会社 純米大吟醸　梅美人 酒

柔らかくとろけるような旨さが魅力の贅沢な日本酒です。華やかな
香りを感じながらスッキリと後味の良い飲み口をお楽しみいただけ
ます。【酒造好適米を50％まで削り、10度以下の低温で約30日発
酵させる事により、比較的雑味の少ないお酒に仕上げました。】

八幡浜市1557番地

32 梅美人酒造株式会社 みかんのお酒　媛麗 酒
全国に誇る一級品”愛媛県八幡浜産みかん”果汁100％のお酒で
す。糖類、保存料等が一切入っていない健康志向の優しいリ
キュールを是非お楽しみください。

八幡浜市1557番地

33
道の駅　みしょうＭＩＣ　有
限会社　愛南総研

やさしい金のフルーツ
ソース

グローサリー

和製グレープフルーツといわれる愛南ゴールドとの程よい酸味と
苦み、甘みと桃やパインなどフルーツをふんだんに使ったフルー
ツソースです。愛南ゴールドの爽やかな香りとともに、サラダだけ
でなくお肉でもおいしくお召し上がりいただけます。

南宇和郡愛南町御荘平城4296-1

34
道の駅　みしょうＭＩＣ　有
限会社　愛南総研

やさしい金のポン酢 グローサリー

愛南町の特産品の愛南ゴールドと愛南町の老舗醤油の上撰醤油
で作りました。和製グレープフルーツといわれる愛南ゴールドの果
汁をたっぷりと使っているので、愛南ｺﾞｰﾙﾄﾞの程よい酸味と苦み、
爽やかな香りを楽しめる一品となっています。

南宇和郡愛南町御荘平城4296-1

21 35 株式会社アトリウム
ライム＆ゆずマーマ
レード

グローサリー

マーマレード世界大会で3年連続金賞受賞。愛媛県産柑橘の美味
しさをそのまま活かした安心無添加製法。皮の厚みにもこだわり、
食べた時にお口いっぱいに爽やかさが広がる香り高いマーマレー
ド。ライムのハートが、幸せを運びます。

八幡浜市松柏乙999
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36 株式会社アトリウム
樹齢100年夏みかん
マーマレード

グローサリー
八幡浜市に1本しか残っていない、樹齢120年以上の夏みかんの
木から収穫した実のみを使用。皮の苦味を活かしつつ、夏みかん
の爽やかさと甘さを引き出した食べやすい一品。

八幡浜市松柏乙999

37 株式会社アトリウム マドンナマーマレード グローサリー
ぷるぷる果肉で有名なまどんなを使用した、ちょっと特別な一品。
酸味も少なく、皮も薄いので食べやすいマーマレード。

八幡浜市松柏乙999

38 株式会社アトリウム 河内晩柑マーマレード グローサリー
和製グレープフルーツと呼ばれる河内晩柑。その果実そのままの
味わいを活かした爽やかなマーマレード。テレビでも紹介された、
老若男女食べやすい味わい。

八幡浜市松柏乙999

39 株式会社アトリウム
アロマコンフィチュール
ティみかん

グローサリー

ハーブの効能で選べる３種のアロマコンフィチュールティ。みかん
はリラックス効果の高いオレンジフラワーに、カモミールをブレン
ド。甘やかな香りが心と体をやさしくほぐし、気持ちを前向きにして
くれます。

八幡浜市松柏乙999

22 40
株式会社グリーンボック
ス

原木栽培しいたけ『べっ
ぴんさん』

青果

ゴルフ場の空き地スペースを活用し、林福連携事業の一つとして
原木椎茸の栽培を始めました。肉厚で人気の品種「原木しいたけ
115号」は濃厚で頬張るとジューシーな旨味が広がり、まるで上質
な「あわび」を食べているかのように舌触りもとてもなめらかです。

今治市菊間町西山1621

41 フジワラ化学株式会社
ベルデンケールパウ
ダー

グローサリー

名水百選にも選ばれた町で、住みたい田舎ランキング1位。愛媛
県西条市産の有機ケールのみを使用したケールパウダーです。
マイクロパウダー製法で溶けやすく、クリームソースやハンバー
グ、マカロニサラダなどいろんな料理にご使用いただけます。食卓
やお弁当にも栄養と彩りをプラスします。

西条市大新田94

42 フジワラ化学株式会社
ベルデン生のケールの
オイルソース

グローサリー

愛媛県西条市産の有機ケールをふんだんに使用して、美味しく
ケールを食べられるソースに仕上げました。食べやすく加工した
ケールを中心に、たまねぎやにんにく、ビネガー等を合わせたお
肉や魚のソテー、フライなど、いろんなものにかけて食べられる
さっぱりとしたオイルソースです。また、チーズやパンなどいろんな
料理とあわせてお楽しみください。マヨネーズやポテトサラダなど
和えてお使いいただいてもおいしくお召し上がりいただけます。

西条市大新田94
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24 43 株式会社燧灘水産 今治産コロコロ牡蠣 水産

海水地で養殖しており、山からの水も入ってくるためミネラルが豊
富で磯臭さが少なく、干出（育成著中で海水から上げて牡蠣を抑
制すること）を行っているので貝柱の大きな牡蠣となっておりま
す。生食、焼き、蒸し、お好みの食べ方でお召し上がりください。

今治市本町６丁目３番45号

44 日本ユニプロ株式会社 ひめくり茶 グローサリー

【愛媛県産】栗の果肉付き渋皮を使用した
ほのかに栗の甘い香りがする後味スッキリな
美味しいお茶です。
良質の栗ポリフェノールが豊富にふくまれており
毎日飲むことで皆様の健康をサポート！

松山市河原町4-15

45 日本ユニプロ株式会社 ひめくりパウダー グローサリー

【愛媛県産】栗を使用した栗果肉付き渋皮パウダーです。
ごはん、パン、麺類、お菓子など調理時に適量加えて頂くだけで
良質の栗ポリフェノールを摂取することが出来ます。
（薄い食材ならほんのり栗の色が着色します）
飲食店、外食店、ホテル調理関係の新メニュー開発におすすめで
す。

松山市河原町4-15

26 46
株式会社メルファーふた
がみ

手作り完熟ブルーベ
リージャム

グローサリー

当園で一粒一粒手摘みで収穫した無農薬栽培ブルーベリーに、
瀬戸内海のレモンの島“岩城島”のレモンと、グラニュー糖のみで
作った、添加物を一切使用していない甘さ控えめ、果肉たっぷり
当園自慢の特製ブルーベリージャムです。

新居浜市篠場町２番15号

26 47
株式会社メルファーふた
がみ

メルファーさんちのさくさ
くブルーベリークッキー

スイーツ・菓子

当園で一粒一粒手摘みで収穫した無農薬栽培ブルーベリーに、
瀬戸内海のレモンの島“岩城島”のレモンと、グラニュー糖のみで
作った添加物不使用のジャム使い、新居浜市の就労支援施設で
丁寧に作られたクッキーで、ブルーベリーの味がしっかり出た逸品
です。

新居浜市篠場町２番15号

27 48 新居浜製豆協同組合 愛媛の朝一番 日配

同組合では、「柔らかくて味が濃い豆腐が食べたい」とのご要望に
お応えする形で新商品の開発に取り組みました。永年に亘り豆腐
を製造してきた技術を駆使し独自の製法から生まれたおぼろ豆腐
は、繊細でありながら愛媛の土で育った大豆の全てを味わえるも
のになっています。新居浜の太鼓台をイメージしたデザインを取り
入れたパッケージにもこだわりましたので、是非ともご賞味くださ
い。

新居浜市田所町6-25

49 有限会社井上蒲鉾本舗 いのうえのあげ巻 日配
宇和海で獲れた鮮魚「えそ」を手さばきで身を採り、石臼ですりあ
げたすり身を、職人が一本一本油揚げで巻き、蒸しあげました。卵
は使用しておりません。

宇和島市桜町1-47
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50 有限会社井上蒲鉾本舗 いのうえのじゃこ天 日配

ハランボやグチなど宇和海で獲れた鮮魚を使って、石臼ですりあ
げたすり身を木型に入れて一枚一枚を職人が手押しで成型して
菜種油で揚げております。魚本来のうまみがギュッと詰まってま
す。なお、卵を使用しておりません。

宇和島市桜町1-47

51 尾崎食品株式会社 かけるポン酢青みかん グローサリー
封を開けて感じる青みかんの新鮮な青みのある香りと果皮繊維
の渋味、椎茸・昆布・鰹節でとった手作り出汁醤油の旨味、 が見
事に調和しています。

宇和島市高串1-710

52 尾崎食品株式会社
ブラッドオレンジ塩
チョコレート

スイーツ・菓子

愛媛県産ブラッドオレンジと伯方の塩を練りこみ、相性の良いカカ
オ55％成分のクーベルチュールチョコレートでさらに高級で口どけ
の良いチョコレートになりました。味、商品デザインともに本格的な
逸品です。

宇和島市高串1-710

53 尾崎食品株式会社 食べる酢グミ グローサリー
1粒に温州みかん約1個分（30ミリグラム）のビタミンCを含有。4粒
で1日の必要量100ミリグラムを摂取することができる栄養機能食
品です。

宇和島市高串1-710

54 尾崎食品株式会社 飲む酢ブラッドオレンジ グローサリー
愛媛県産の希少なブラッドオレンジ果汁を独自の製法でお酢とブ
レンド。酸っぱさだけでなく、柑橘の美味しさと爽やかな香りを
ジュース感覚で楽しめます。

宇和島市高串1-710

55 有限会社亀井蒲鉾 じゃこ天 日配
宇和海の新鮮な小魚を主原料にして、昔ながらの製法で１枚ずつ
手作りしています。小魚を丸ごとすり潰しているので、カルシウム
もたっぷりです！Ｈ30年度全国蒲鉾品評会「水産庁長官賞」受賞

宇和島市栄町港1-2-11

56 有限会社亀井蒲鉾 ふわ天 日配
歯がなくても大丈夫！ニュータイプの揚げ蒲鉾です。とにかく柔ら
かさにこだわって作りました。「ふわふわ・もちもち・とろとろ」で食
べるとビックリしますよ！全国蒲鉾品評会受賞！

宇和島市栄町港1-2-11
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31 57 有限会社宮居醤油店
金時みそ　無添加麦み
そカップ　800g

グローサリー
国内産裸麦を贅沢に使用した、甘口の麦みそ。創業より変わらな
い無添加製法で仕上げた、素朴な味わいです。

宇和島市和霊元町１丁目6番14号

58 有限会社宮居醤油店
みがらしみそスパウト入
り
150g

グローサリー
みがらしみそとは愛媛県南予地方に伝わる、麦みそ、砂糖、お
酢、からしなどを混ぜ合わせた伝統調味料です。

宇和島市和霊元町１丁目6番14号

59 有限会社宮居醤油店
もろみたっぷり焼肉のた
れ　230g

グローサリー

自家製醤油と麦麹を合せじっくり発酵させたもろみ(ひしお)を、たっ
ぷり使用した奥深い味わいが特長です。焼肉たけでなく、炒め物
や焼きそば、唐揚げの下味付けなどメニューが広がる万能調味料
です。

宇和島市和霊元町１丁目6番14号

32 60
Citrus-Line (シトラスライ
ン）

宇和島農産品マーマ
レード＆ジャム

グローサリー

宇和島で採れた新鮮な農産品にこだわった、無添加のマーマレー
ドです。一つ一つ手作りなので沢山は作れませんが「ホッ」と一息
つけるような、心温まる本物のマーマレードで、「ジャムのある暮ら
し」をお楽しみください。

宇和島市夏目町3丁目5丁目10号

61 坂ダイニング 自然卵の昔プリン スイーツ・菓子

地元四国中央市の素材を厳選しました。レモンのピール（皮）で後
味をさわやかにしました。また、焙じ茶と抹茶を使用し、お茶のか
ぐわしさや旨みを出しました。シンプルな作りではありますが、添
加物に頼らない素材の味をぜひご賞味ください。

四国中央市三島宮川2丁目1-16

62 坂ダイニング 猪ミンチのジビエカレー グローサリー
愛媛県産のイノシシ肉のミンチをたっぷり使用しました。キャンプ
などでお子様と一緒に食べられる優しい甘みが特徴です。

四国中央市三島宮川2丁目1-16

34 63 かじ坊 キャビアライム 青果

フィンガーライムは、オーストラリア原産の果実。
外観は指に似ており、果実を切ると中からプチプチとした粒状の
果肉が溢れて食感も似ていることから「キャビアライム」とも呼ば
れる。
皮は山椒のような香りがあり、外観、食感、香りなどを楽しむ食
材。

八幡浜市高野地1856番地
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35 64 味和居Dining敬kei 里芋のからあげ グローサリー

隣接する農産品豊富な大洲市の契約農家さんの里芋を、手作業
で皮をむき、茹でながら地元の醤油で味付け。小麦粉をまぶして
冷凍、油で揚げるだけの簡単調理。粘りが強くきめ細やかな里芋
の食感と、ほんのり甘い醤油の香ばしさのハーモニーをお楽しみ
下さい。

八幡浜市保内町宮内2-89-1

65 liberal
紅マドンナジュース
720ml

グローサリー
愛媛の高級柑橘として地名度が上がっている紅マドンナジュース
です。特殊製法で皮のえぐみを取り除き、低温殺菌で豊かな風味
に仕上げております。

松山市道後湯之町17-14-2F

66 liberal GOLD千両【天】　大箱 青果
愛媛が誇日の丸みかんの中でもわずか数パーセントのみの厳選
された商品です。糖度センサーにて味の選別をし、選別機と人の
目で良い状態の柑橘のみを心を込めて包装しております。

松山市道後湯之町17-14-2F

67 liberal
完全無添加１００％
ジュースギフトセット

グローサリー
愛媛県産柑橘をつかった100%みかんジュースです！温州みか
ん、不知火、高級柑橘紅マドンナのジュースが入った贈り物で喜
ばれる商品です！

松山市道後湯之町17-14-2F

68 liberal 柑橘ジュース グローサリー
愛媛県産柑橘をつかった完全無添加の100%みかんジュースで
す！品種による飲み比べで味の違いを楽しめます。食べごろであ
る旬の順番にナンバーを１からスタートさせております。

松山市道後湯之町17-14-2F
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