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　濃尾平野の中央に位置し、穏やかで温暖

な気候や風土、豊かな木曽の清流に恵まれ

た愛知県一宮市。古くから真清田神社の門前

町として、尾張北西部の経済の中心として繁

栄してきたこのまちは、洋服地を中心とした毛

織工業の産地として広く知られています。

　一宮の織物の歴史は古く、江戸時代には

縞木綿や絹織物の生産が始まったとされてい

ます。明治以降は工業化された毛織物工業

の中心地として急速な発展をとげ、今でも“尾

州”産の毛織物は全国一の生産量を誇ります。

　また、一宮は喫茶店やカフェでドリンクを頼

むとトーストやサラダなどが付く“モーニング

サービス”発祥の地であり、ほかにも地元で

育った食材を使った美味しい料理や、数々の

名物が味わえる食道楽のまちでもあります。

　この『いちのみや 逸品』ガイドブックを片手

に一宮のまちをめぐり、選りすぐりの「品」や

「食」を通して、逸品ぞろいの一宮の魅力を再

発見してみませんか。
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紳士・婦人服のテキスタイルメーカー。
オーダースーツ地の「HERDREX」は厳
選した糸を使用し、歪みがなく均一に
たて糸を整えることで、適度な伸縮性
と安定性を兼ね備える“仕立て映えする
生地”がコンセプト。ウールの持つ深み
のある色合いと風合い、仕立てた時に
体のラインに沿う美しいシルエットを実
現しています。英国生まれの紳士服の
伝統を重んじ、流行にとらわれることな
く、大切に長く着ることができる一着を
生み出します。

“良いスーツは
良い生地から” を実現する
テキスタイルブランド

ファンシーヤーンとニット生地製造を得意とし、美濃和紙で作る“和
紙糸”の先駆的企業。工業生産で余った糸を利用できないかと考
案された「美濃和紙ニットタイ」は、和紙とラメを撚り合わせたオリ
ジナルの糸を使い、無縫製で立体的に編み立てるもの。美濃和紙
のきめ細やかで軽い質感を生かした清涼感を備え、クールビズや
ギフトにも最適です。

美濃和紙 ×糸で紡ぎ出す
機能的なワークアイテム

一宮本社（要予約）

株式会社 滝善

中外国島株式会社



長大株式会社

防炎性・難燃性の高い糸や生地を生産するメーカーが、ユーザー
の「大切な家族を守りたい」という想いに応えて立ち上げた防災衣
料ブランド「moenain」。火災などの災害時の避難衣料にも最適な
ポンチョや半纏のほか、日常着のポロシャツやニットなども揃う、
幅広いアイテム数も魅力です。寝装やインテリア製品ブランド
「moenca」も展開。

まさかの日に備える
豊富な防災衣料

WEB

T・Sトレーディング株式会社

紳士・婦人服地と自社の生地を
使用した紳士服の製造までを手
掛けるメーカー。繊度が細かい
「SUPER 100’sウール」を贅沢に
使用した柔らかな風合いのシン
グルフォーマルブラックスーツは、
究極の黒を追求した濃色加工で、
より深い黒を可能にしています。
撥水性や静電気軽減機能なども
備える、60年以上にわたり愛さ
れるシリーズです。

限りなく漆黒を追求した
長年愛されるフォーマルスーツ



ウールやカシミヤなどを使用した獣毛高級婦人服の製造販売メー
カー。カシミヤのような滑らかな風合いの「エリシルク」に惚れ込
み、日本では初の衣料用商品化に成功。調温・調湿効果に加え、
天然の抗菌・防臭・UVカット効果を持つ素材の魅力を幅広く伝え
たいと開発された5本指ソックスは、ふんわりと快適な履き心地が
体感できます。

エリシルクの可能性を
幅広く伝えたい

店頭（要問い合わせ）、
WEB、電話、
FAX（0586-61-3208）

早善織物株式会社

ファクトリエ 星が丘テラス店、
ファクトリエWEB
（https://factelier.com/）

今枝メリヤス株式会社

カットソー生地の製造・販売メーカーが、国内工場直結にこだわ
るファッションブランド「ファクトリエ」と共同開発したTシャツ。
オーガニックコットン「アルティメイトピマ」を100%使用し、丁寧
に編み上げています。しなやかでふんわりとした生地と肌触りを
追求した縫製仕様で、着心地の良さと着用時の美しさを両立して
います。

尾州のものづくりの誇りを
シンプルな一枚に凝縮



特設 WEB
「織地也 originali」
（http://originali.jp/）

中伝毛織株式会社
纏ってみてはじめて伝わる
尾州のものづくりを広く発信
尾州生地の魅力を伝えたいと誕生した、服地メーカーによるウエア
ブランド「織地也」。表地は子羊の高級ウールを使用し、シャトル織
機で織り上げてからウールの独特なふくらみを出す縮絨工程で柔
らかな風合いに。「織り・編み」「染色整理加工」「縫製」「企画・販
売」のすべてを国内で行う商品のみが認証される「J∞QUALITY百
選」に選定され、2017年の展示会では「ギャラリー・アイ特別賞」も
受賞しています。

しゅくじゅう

おりじなり 独特のつや感や軽さを備える糸やアルミを使った薄く柔らかいラ
メ糸など、オリジナリティー溢れるファンシーヤーンを製造するメー
カー。糸の持つファッショナブルな風合いを生かしつつ、太さや色
合いなどの特性を見極めてデザインするセーターや帽子、アクセサ
リーなどのトータルコーディネートでファンシーヤーンの遊び心を
提案しています。

糸の楽しい表情を活かした
ファッション小物

WEB

株式会社 泰平商会



「デリケートな赤ちゃんの肌にも優しいガーゼを作りたい」。
海外製食品の安全性が問われる中、肌に触れるものも“国
産で安全に”という想いから平成25年に創業したガーゼ製
品メーカー。国産綿糸のみを使って織り上げた生地を縫製
し、肌触りよく仕上げた尾州生まれのガーゼはハンカチと
しても重宝します。

赤ちゃんの肌を思う
ママが求めるコットンガーゼ

赤ちゃんデパート水谷

株式会社アルク

手編毛糸メーカーが製造する「シルクガーデン」は、シルクやウー
ル、モヘアを原料の段階で染色し、職人たちが色と色が重なるよう
に糸に紡いでいます。1本の糸に20～30の色彩が現れる奥行きの
ある色や、3つの原料の風合いの違いによる立体感は唯一無二。編
み進める度に表情が変わる楽しさが味わえます。

次々と美しい色が現れる
編んで楽しい毛糸を

趣味の店むつ
（松坂屋名古屋店本館 7 階）、
大塚屋車道本店

株式会社 野呂英作



“世界一ワクワクする印刷工場”をモットーに掲げるこの印刷工場で
は、お気に入りの写真やグラフィックデータを、木材やアクリル、金
属、布、ビニールなどのさまざまな素材に印刷することができます。
完成した作品は世界で一つだけのもの。アイデアを自分の手で形
にする、ものづくりのワクワク感を味わってみませんか。

自分のアイデアを形にした
オリジナルアイテムを

店頭

Happy Printers BISHU

除湿機能と強力な防ダニ効果を兼ね備えた「ダニサル除湿シート」。
シートに触れたダニが産んだ卵はふ化することができず、幼虫も
成虫にならないため、繁殖を防ぐことで、効率よくダニを減らす
ことができます。また、非常に安全性が高いため、中部国際空港 
セントレア内にある「エスチャイル セントレア保育園」でも使用
されています。

これまでにない新しい発想で
ダニの繁殖を抑制する

店頭

株式会社ノームラトレーディング



サロンの手もみ洗いを再現する柔らかな伸縮カップを装着したシャ
ワーヘッド「美髪」。カップ内で対流したお湯が地肌を温めることで
毛穴が開き、汚れをしっかり洗い流すことができます。また、ダブル
の突起が地肌にアプローチし、ヘッドスパのような感覚も味わえま
す。毎日のバスタイムで、美しい髪を手に入れませんか。

サロンのような
洗い心地を家庭で実感

WEB、電話

株式会社 鳥越樹脂工業

オーダーメードのクッション「ハグペットメモリアル」は、ペットを
亡くしてしまった飼い主の心を癒やすために生まれました。写真
データをもとに色糸を1本1本ジャガードで織り上げ、すべて手作
業で縫製。大切なペットの写真を本物そっくりに再現します。
ぎゅっと抱きしめると、あの日の思い出が蘇ります。

大切なペットと
再会できるクッション

店頭、WEB

有限会社 サン・オリオン



ナノテクノロジーを使用し、菌より細かなウイルスの発生を99.9%
抑制できるVB溶液を配合した紙おしぼり「AROMA Premium」。
ハーブから抽出したアロマ成分を配合しているため、ラベンダーや
シトラール、ペパーミントなどの本格的な香りを楽しむこともでき
ます。飲食店のみならず、家庭での来客時のおもてなしにもぴっ
たりです。

用途に合わせて
香りを選べる紙おしぼり

WEB、電話

株式会社向陽

素材を生かした飾らない美味しさのアメリカンホームメイド
ケーキの専門店。日本にシフォンケーキを広めた草分け的存
在です。定番の「メープルシフォンケーキ」は余計な脂肪分を
加えず、ふんわりと泡立てた卵白を丁寧に焼くことで、あっさ
りと軽やかな口当たりに。ふわふわの生地とメープルの芳醇
な香りが抜群の相性です。

4 0 年間愛され続ける
シンプルなシフォンケーキ

店頭、メインショップ
（名古屋市名東区よもぎ台 2-611）、
ジェイアール名古屋タカシマヤ、
名鉄百貨店、丸栄、松坂屋 名古屋店 ほか

フレイバー



「大人の目線でかわいいと思えるお菓子作り」が
モットーの洋菓子店。店内にはそのコンセプト通
りのかわいらしいケーキが並びます。純白のドレ
スを纏った女の子をかたどった「スカーレット」
は、女性に大人気のデコレーションケーキ。コク
深い北海道産生クリームのドレスには色とりどり
のカットフルーツをあしらって華やかに。

乙女心がくすぐられる
華やかなデコレーションケーキ

昭和43年に創業したあめ菓子を手がける製菓店。客の声から生ま
れた「抹茶ソフト」は、愛知県西尾産の香り豊かな抹茶を柔らかな
ミルクあめに練り込み、さらに周りにもコーティングしているため、
最後まで抹茶の風味が存分に楽しめます。ビターな深煎りコーヒー
パウダーが決め手の「炭焼珈琲ソフト」は大人の味わいです。

一粒食べたらやみつきになる
香り高いソフトキャンディ

スーパー、コンビニエンスストア、
菓子屋 ほか

アメハマ製菓株式会社

店頭

シトロンヴェール



一宮産のはちみつを
贅沢に使ったかわいいチョコ

多彩なショコラや色鮮やかなケーキ、焼き菓子が揃うパティス
リー。フルーツなどの材料は店主自らが厳選して仕入れています。
チョコの中に一宮産のはちみつ「福来蜜」を絞り入れ、さらに、は
ちみつ入りのガナッシュも閉じ込めた「はちみつ」は、上品な甘さと
はちみつの風味が癖になる味わい。「一宮食ブランド」にも認定さ
れています。

店頭

Pâtisserie K.Shimao

昭和52年、当時高級だった西洋菓子を身近なものにとオープン
した「カンツバキ」。ショーケースにずらりと並ぶスイーツは、どれ
も気軽に楽しめるようにと価格は控えめに設定されています。滑
らかな口溶けの「のぶぷりん」は、バニラ風味のシンプルなプリ
ン。生クリームを多く使用しているため、クリーミーで濃厚な味わ
いです。

良い素材と技術で作る
地域の人々に愛されるプリン

店頭、カンツバキ森本
（一宮市森本 1-3-32）

カンツバキ



国産の食材にこだわり、安心安全な菓子作りを心がける洋菓子店。
焼き菓子の人気No.1は、一宮市内にある伴養蜂場から仕入れるは
ちみつを生地に混ぜ込んで焼き上げた「一宮ハニーマドレーヌ」。
キャラメルソースをかけてコクを加えたマドレーヌは、頬張ると口の
中にはちみつの香りが豊かに広がります。個包装なので手土産にも
最適です。

伴養蜂場のはちみつを使った
しっとりマドレーヌ

店頭、一宮市観光案内所

パティシエール ブリアン ブラン

子どもからお年寄りまで誰にでも気軽に食べてもらえるお菓子を
と、素材や口当たり、新鮮さにこだわって作るスイーツが評判の
洋菓子店。一宮の「うきうき村」から仕入れる地元ブランド卵で
作る「うふバウム」は、専用のオーブンで焼き上げることでソフト
な食感を実現。一口味わうたびに、思わず「うふっ」と笑顔がこ
ぼれます。

地元一宮産の濃厚な卵で作る
バウムクーヘンはいかが

店頭

ラ・カンパーニュ



国産のもち米を100％使い、昔ながらの伝統の製法と味を守る米菓
店。地元・修文女子高等学校の生徒たちのアイデアから誕生した
「ベジタブルあられ」は、ネギ味噌、ガーリックペッパー、ごぼう、ト
マトバジル、玉ねぎ、ゆず味噌の全6種類。愛知県産を中心とした
野菜の風味を生かして香ばしく焼き上げたあられは、つい手が伸び
る美味しさです。

野菜の旨みがぎゅっと詰まった
材料と製法にこだわったあられ

工場直売所、
名鉄百貨店一宮店

菊一あられ

契約農家から仕入れる北海道十勝産小豆を丁寧に炊いて作る自家
製餡を使った和菓子が並ぶ和菓子屋。その自慢の餡の美味しさを
生かした銘菓をと誕生したのが「ふくら餅」です。まぶしたきな粉の
香ばしさ、羽二重餅のふわりとした食感、こし餡のふくよかな風味
とほどよい甘さが見事に調和。店のこだわりが散りばめられた看板
商品です。

心がほっと癒される
口溶けの良いあんこの和菓子

店頭

和菓子 ふくら庵



昭和12年創業の和菓子店。防腐剤を一切使用しない、体に
優しい昔ながらの和菓子が好評です。小麦や卵アレルギーの
人でも食べられるケーキをと店主が考案した「創作和菓子」
は、北海道十勝産一等小豆や宮城県産の米など厳選素材を
使用。好きなデザインがリクエストできる和菓子ケーキで、大
切な人生の節目を祝ってみませんか。

和菓子屋が手がける
カラフルでユニークなケーキ

店頭、WEB、通販サイトRelax
（http://relax-gift.com/）

御菓子司 亀屋 生麩とこし餡が織りなす
絶妙なハーモニー

創業200年の歴史を持つ老舗和菓子店。伝統の技術を守りつつ、
時代に合わせた菓子を追求し続けています。尾張地方でよく食べ
られる麩を和菓子に取り入れた「餡麩三喜羅」は、職人が丁寧に仕
上げたもっちりとした生麩と、丹波産小豆を使った滑らかで上品な
こし餡の組み合わせが絶妙。塩漬けした山帰来の葉の塩味がアク
セントに。

愛知県内全 6店舗の店頭、
JR 名古屋駅コンコース内
「ギフトキヨスク名古屋」、
中部国際空港内「銘品館」

大口屋 一宮店



モーニングを代表とする一宮の喫茶店文化
を伝承しようと、平成17年に誕生した「138
ブレンドいちのみや珈琲」。苦みの奥に濃い
甘みと香りを持つ、オリジナルブレンドコー
ヒーです。平成25年にはドリップパックも
発売され、家庭でもその味を楽しむことが
できます。

一宮ならではの
ブレンドコーヒーと
伝統を受け継ぐ地ビール

う ま

〈 138 ブレンドいちのみや珈琲 〉
店頭、シトロンヴェール、千花、
一宮市観光案内所 ほか

〈 一宮ブルワリーのクラフトビール（発泡酒） 〉
店頭、各種イベント

「com-cafe三八屋」に隣接する小さなビール
工房「一宮ブルワリー」。製造中止になった地
ビールを平成23年に復活させ、自家粉砕し
た麦芽にコーヒーやぶどう、バナナなどのフ
レーバーをプラスしたクラフトビール（発泡
酒）は、すっきりとした味わいの中に個性的
な香りが広がります。

com-cafe 三八屋／一宮ブルワリー

閑静な住宅街に佇む和菓子店。「美味よせ」は、地域の方々に感
謝の気持ちを届けたいとの思いから地名の「馬寄」とかけて名付
けられた和風パイ。サクッとしながらもしっとりと焼き上げた
432層のパイの中には、北海道十勝産小豆3品種をブレンドして
炊き上げたコクのあるこし餡がぎっしり。発売から35年間愛され
続ける地元銘菓です。

秘密の配合で炊き上げた
滑らかな餡がパイに “逢う”

店頭

御菓子司 野田屋菓子舗



安藤鰹節店

店頭、
各種マルシェ・イベント ほか

創業160年余の老舗乾物店が、乾物をもっと身近に味わってほしいと
試行錯誤を重ねて生み出した豆菓子。毎日店で削る鰹本枯節の粉を
使用することで、臭みがなく上品ですっきりとしたかつおの香りと旨み
がふわりと広がるお菓子に仕上げています。化学調味料や着色料を
一切使用していないため、子どものおやつとしてもおすすめです。

素材の旨みが詰まった
味わい深い豆菓子

玄米を精製して得られる米ぬかと米胚芽を原料と
する米油は、γ-オリザノールやトコトリエノール、
植物ステロールなどの豊富な栄養素を含み、機能
性健康油として注目を集めています。「オリザの米
油」は癖がなく、素材の味を引き立たせるため、揚
げ物や炒め物、ドレッシングオイルにと幅広く活
躍。毎日の食卓を支える縁の下の力持ちです。

毎日使う油で
家族の健康を支える

店頭

オリザ油化株式会社



店主が厳選して仕入れる精肉や、その自慢の肉を使った総菜が人気
のお肉屋さん。名物の「焼豚」は、昭和33年の創業当初から継ぎ足す
秘伝のタレに、国産豚バラ肉を12時間以上漬け込み、オーブンで2
時間かけてじっくりと焼き上げた一品。コクのあるタレと豚の脂の芳
醇な旨みが見事にマッチし、何杯でもご飯が進みます。

思わず笑顔がこぼれる
絶品の自家製焼豚

店頭、WEB

肉のロータリー三楽

味や重さ、形など厳しい基準に合格した野菜を、昔ながらの製法で
漬ける漬物が揃う「三井宮蔵」。「宮蔵6品セット」には、主に一宮産の
なすを使用した鮮やかな「千両なす」や、愛知県の特産野菜“かりも
り”を尾張の酒粕で何度も漬け込み、深みのある味わいに仕上げた
「かりもりの粕漬」など、自慢の品々を詰め合わせています。

手間暇かけた漬物を
食卓の一品に

店頭、WEB

尾張一宮香物 三井宮蔵



享保年間創業の酒蔵。清らかな木曽川の伏流水と杜氏の熟練の技
が、香り豊かな日本酒を生み出します。一宮のシンボル「138タワー」
がラベルに描かれた「大吟醸ツインアーチ138」は、ワインのようなフ
ルーティーな味わいが特長で、冷やならよりすっきりと爽やかな口当
たりに。刺身やマリネなどのさっぱりとした料理と好相性です。

木曽川の名水が生んだ
地元で愛される銘酒

名鉄百貨店一宮店、
イオンモール木曽川

金銀花酒造株式会社

ビタミンEやカルシウム、鉄分などを含み、抗酸化作用の高いご
まに注目し、約100商品を展開する「タクセイ」。「オメガセレクト 
クッキングオイル」には、必須脂肪酸を多く含む「えごま油」やビタ
ミンE・Kが豊富な「大豆油」など5種類のオイルや、オイル料理
の缶詰を詰め合わせています。料理に合わせてオイルを選んでみ
てはいかが。

大きなパワーを秘めた
ごまを食卓に取り入れて

株式会社タクセイ

電話、
WEB（お問い合わせフォーム）



中外国島株式会社

株式会社 滝善

長大株式会社

T・Sトレーディング株式会社

早善織物株式会社

今枝メリヤス株式会社

中伝毛織株式会社

明治10年創業の「なごやきしめん亭」の「名古屋味あわせ」は、尾張
名物として全国に知られる「きしめん」と「みそ煮込みうどん」の両方
が味わえる人気のセットです。多加水方式で製麺したコシの強い麺
はのど越し抜群。かつおのだしを良く効かせた、優しい味わいのスー
プに心がほっと落ち着きます。

尾張地域ならではの味を
手軽に楽しめるセット

店頭、名鉄百貨店一宮店、
イオンモール木曽川、
テラスウォーク一宮

株式会社なごやきしめん亭



株式会社 泰平商会

株式会社アルク

株式会社 野呂英作

株式会社 鳥越樹脂工業

有限会社 サン・オリオン

アメハマ製菓株式会社

フレイバー

シトロンヴェール

Pâtisserie K.Shimao

カンツバキ

パティシエール ブリアン ブラン

株式会社向陽

Happy Printers BISHU

株式会社ノームラトレーディング



ラ・カンパーニュ

菊一あられ

和菓子 ふくら庵

御菓子司 亀屋

大口屋 一宮店

com-cafe 三八屋／
一宮ブルワリー

御菓子司 野田屋菓子舗

安藤鰹節店

オリザ油化株式会社

肉のロータリー三楽

尾張一宮香物 三井宮蔵

金銀花酒造株式会社

株式会社タクセイ

株式会社 なごやきしめん亭
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「名鉄名古屋」駅→特急 15 分「名鉄一宮」駅下車

「名古屋」駅→新快速 11 分「尾張一宮」駅下車



一宮商工会議所では、一宮が誇る逸品の数 を々皆さま

に知ってほしいという思いでこの「いちのみや 逸品」ガ

イドブックを発刊いたしました。制作にあたり、名古屋

文理大学情報メディア学科の皆さんに協力をお願いし

ました。取材や記事制作を通して感じたことを語っても

らいました♪取材を通して、一宮の“逸品”をリポート！

学生ならではの感性が光る内容を盛り込みました。ぜ

ひチェックしてみてくださいね。

安藤鰹節店の安藤元ニさん

▲事前に用意した質問内容をもと
にインタビュー。商品への思いやこ
だわりをしっかりと書き留めます。

▲掲載するお菓子をいただきながら、
お話を伺いました。

「食と栄養と情報」の3つを柱として、実践力と
即戦力を養う教育が行われています。稲沢市に
大学2学部3学科、名古屋市に短期大学部1学
科2専攻を擁し、全体で1,300名を超える学生
が日々意欲的な姿勢で勉学に励んでいます。

取材に慣れていないので初めは戸惑いましたが、店主の皆
さんが優しく商品のこだわりを教えてくれました。どうした
ら美味しさが文章で伝わるか悩みながら書きました。

情報メディア学科 2 年　大原 亜也さん

決められた文字数の中で、
伝えたいことをしぼって文
章を組み立てることがとて
も難しかったです。読ん
でもらえるように、読み手
の心を引き付けるような言
葉を一生懸命考えました。

情報メディア学科 2 年
渡辺 真里さん

商品の誕生秘話や作り方
についての話が、自分の
想像と違っていたので、聞
いていてとても面白かった
です。いろいろと試行錯
誤を重ねて完成した逸品だ
ということが分かりました。

情報メディア学科 2 年
小川 幹人さん

話を聞くのと同時にメモ
を取る作業が思っていた
よりも大変でした。ゼミの
みんなと一緒に取材をし
たので、他の子と違う質
問を考えることも難しかっ
たです。

情報メディア学科 2 年
山口 詩乃さん

取材ではお店の方が話し
やすいように、あらかじめ
聞きたい内容を考えておく
といった準備が大切だと学
びました。文章では、商
品の魅力を分かりやすく伝
えることを意識しました。

情報メディア学科 2 年
永澤 樹さん

取材や記事作成の中で、

楽しかったことや大変だったことを語ってもらいました♪

普段なかなかお会いする
機会がない方のお話を聞
けたのが楽しかったです。
取材の内容を文章にまと
めるのが難しかったです
が、読者が読みやすいよ
うに考えて書きました。

情報メディア学科 2 年
市原 菜乃さん

取材はただ質問を投げか
けるだけではなく、会話
の中から話を引き出すこ
とも大切だと実際に経験
してみて分かりました。
とても貴重な体験ができ
て良かったです。

情報メディア学科 2 年
大川 暉生さん

き   お

皆さんのような若い方にこそ
乾物の良さを

知ってもらいたいんです
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