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石油系溶剤を含まないインキを使用しています。
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ツ式の直火式燻煙で仕上げます。
ドイ

tel. 042-558-7439

埼玉県戸田市早瀬 1-12-7
tel. 048-421-4128
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食べてみて　東京のイイシナ

ht tps : / /s tore .shopp ing.yahoo.co . jp /maruta/

少量でもお送り致します。御賞味下さい。



食べてみて　東京のイイシナ

ht tps : / /s tore .shopp ing.yahoo.co . jp /maruta/

少量でもお送り致します。御賞味下さい。







江戸時代から今に伝わる江戸甘味噌は、米麹を
たっぷり使った風味豊かな米味噌です。金紋みそ
ピーは、発売から 60 年が経ち、今も変わらぬ美味
しさ。江戸甘味噌を使った独特な風味をお楽しみ
ください。

【商品取扱店】 自社 WEB サイト／東京江戸味噌広尾本店／ギフトショップ
「ザ・台場」（ダイバーシティ東京プラザ 2F）

味噌

味噌

・   Full Moon Ocean・シホ
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【商品取扱店】 イトーヨーカ堂、ライフ、サミット、北野エース、コモディイイダ等
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サカガミ

、
、足立市場「たけうち」、区立小中学校の給食、

（ ）

東京都の食品技術センターと弊社で開発して生ま

東京納豆菌で発酵した「納豆」東京生まれの「生てんぺ」

まちテナ

れた東京納豆菌、国産大豆、水で製造した納豆です。
こだわりの「薫煙炭火造り」製法の逸品を是非ご賞味ください。

東京都の食品技術センターの技術指導で生ま
れたテンペ。国産のテンペ菌で発酵した大豆テンペです。

（「生てんぺ」は受注生産となります）

・武蔵府中納豆　けやき

【納豆】 【生てんぺ】

あだち菜うどん＆あだち菜パスタは、徳川家献上の
歴史がある足立区産小松菜〈あだち菜〉です。福祉
施設でパウダーへ加工し、宮内庁御用達で東京唯一
乾麺製麺所の伝統製法で、「助六と揚巻」の江戸の
香りを小松菜と共にたっぷり練り込んだ麺です｡

遺伝子組換えでない菜種油の明日葉キーマ鶏ひき肉と甘
めのソース

エキストラバージンオリーブオイルと明日葉　野菜、豆、
鶏肉で作ったカレー

【商品取扱店】自社ホームページ、文化堂、大野屋（武蔵小杉店）、大阪（大近）、
東京愛らんど（本カタログ P27 参照）

スパイスブレンド 24 年の当社が、栄養価の高い明
日葉を独自製法により美味しさを創りだしました。
食品添加物を使わずに仕上げたやさしい味は、ホっ
とする甘さと辛さが絶妙につかれた気分をときほ
ぐしてくれる新しい味のカレーです。

ホっとする甘さと辛さ・明日葉の味が絶妙なカレー。優しい味がつかれたときもおいしくいただけます。

【商品取扱店】までいマーケット /JA 東京「えどちゃんショップ」
JA 東京「あだち菜の郷」

●    將軍小松菜うどん

https://www.madei.shop
江戸川区西小松川町 22-4
株式会社島村商店

大山稲庭うどんで「つるつる、もちもち」食感。
凝縮された小松菜パウダーも 6％入っており、見た
目も緑色鮮やかで、小松菜のうまみを十分にお楽し
みいただけます。

江戸川区産小松菜と鶴岡市大山稲庭うどんのコラボレーション

tel. 03-5879-3891
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https://www.roseandm.com
港区南青山２-24-11

「にっぽんの宝物　圏央道大会 2021-2022」スイーツ
部門で準グランプリを受賞しました！三鷹産吉野農園
の平飼卵と国産（佐賀・広島産）の減農薬レモン、北海
道産の小麦粉を使いレモン果汁を生地に混ぜ込みア
イシングをかけて１本１本丁寧に作っています。レモ
ンの酸味と卵の風味（コク）が程よく調和して人気の商
品になりました。一度食べたら忘れられない味です。
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東京は江戸時代から続くお茶の生産地、多摩北部
で栽培から製造まで行う製茶工場で、茶の製造方
法を変えて職人が丹精込めて国産紅茶を復刻させ
ました。独特な甘みのあるすっきりとした後味が
特徴で日本人好みの仕上がり、和菓子や普段の食
事にも合わせやすいのも特徴のひとつです。

●    東京サブレ 東京緑茶

/ 田無駅まちテナ SHOP

主原料は国産 100％さらに、
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青梅市今寺 5-8-5
【商品取扱店】農園ネットショップ / 農園自販機（夏季を除く）
 ふるさとチョイス（青梅市ふるさと納税返礼品）

に関するもののみ）
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４ 商工部経営支援課
20階北側 （３）90

石油系溶剤を含まないインキを使用しています。


