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　みなさん、こんにちは。

　この「いちのみや一店逸品カタログ」は、一宮商工会議所

が主催する「いちのみや一店逸品運動」の参加店舗10店

が、研究会を通じて看板商品のコンセプトや売り方を消費者

目線で検討した“逸品”を発表する場として発行させていただ

いたものです。

　研究会では、商品コンセプトの洗い出しや明確化はもちろ

んのこと、お店のことやお客様のこと、そしてお互いの“逸品”

について共に学び、話し合いました。各商品の本文、キャッチ

コピーは参加店舗の代表者、担当者が自ら作成いたしました。

　そんな選りすぐりの“逸品”を通して、一宮の魅力を再発見し

ていただければ嬉しいです。あなたに新しい発見や素敵な出

会いがありますように…

はじめに

いちのみやの逸品をお披露目します！

CONTENTS
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全国菓子大博覧会　最高位賞の2品

発売より35周年
『いちご大福』
名誉総裁賞　（第26回2013年）

発売より30周年
『さくらさくらの赤飯まんじゅう』
内閣総理大臣賞　（第22回1994年）

野田屋菓子舗
一宮市今伊勢町馬寄呑光寺4-6
TEL.︎0586-73-7280
営業  平日9:00～19:00

　　 土日祝8:00～19:00
定休  なし
駐車場  4台
アクセス  名鉄石刀駅 徒歩15分

ホームページ

『いちご大福』と『さくらさくらの赤飯まんじゅう』　各180円（税込）

イタリアから取りよせた粉をふんだんに使ったyuko-
neのナポリピザ。500℃の薪窯で焼くからこそできる
サクッもち！感を味わって下さい。
浮野玉子、千両ナス、千秋ネギと地元の野菜との相性
もすごく良く、野菜のおいしさが楽しめるのもこのピ
ザの魅力です。店内でのご飲食、テイクアウトもでき
ます。冷凍の状態で配送する事も可能です。ご家庭で
もお気軽にナポリピザをお楽しみ下さい。詳細はお店
におたずね下さい。

ウキウキナポリピッツア　1,200円（税込）

yuko-ne
一宮市浅野字花ノ木39-1
TEL.︎0586-76-7337
営業  11:00 ～ 22:00
定休  月・木曜日のディナー
駐車場  32台
アクセス  一宮駅から岩倉駅行きバス
　　 浅野公園下車 徒歩5分

地図

500℃の薪窯で焼く一宮食材のナポリピザ 『いちのみや土産』最強ギフトスイーツ
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日本酒と言えば男性らしいイメージがありますが、弊
社は、女性蔵ならではの華やかでオシャレな味に仕上
げている為、女性からの支持も多く頂いております。
清酒ツインアーチのキリッとしていながら、フルー
ティーな香りは、まるでワインの様だと好評です。酵
母が醸す「旨み」！この旨みでどのタイプの料理にも
合うため、海外の方々にもご愛飲頂いております。創
業280年、守り続けてきた一宮唯一の酒蔵、伝統の味
をご賞味下さい。

金銀花酒造株式会社
一宮市今伊勢町馬寄字山之小路19
TEL.︎0586-73-3282
営業  9:00～19:00
定休  不定休
駐車場  2台
アクセス  名鉄石刀駅 徒歩12分

インスタグラムインスタグラム

尾張の国一宮から地方への御挨拶や初めてこの一宮へ
来られた方へ、この「いちみんのもっちり焼き」は人と
人を繋ぐきっかけとなる和菓子となっております。
北海道産の最高級小豆を低温でじっくり炊き上げた自
慢の粒あんを地元一宮産の卵とハチミツを使用したも
ち粉をブレンドする事でモッチモチの食感を出した皮
で包みました。
いちみんくんの焼印がかわいい逸品です。

和菓子処あんこや
一宮市本町3-6-2
TEL.︎0586-72-6235
営業  8:30～18:30（日曜18:00まで）
定休  月曜日
駐車場  1台
アクセス  尾張一宮駅 徒歩5分

ホームページ

いちみんのもっちり焼き　150円（税込）
大吟醸ツインアーチ
2,200円（税込）
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一宮市に銘菓あり！
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いつもの食卓で様々なお料理を少しだけ辛くして食
べる事ができたら、食の魅力がより一層広がり、楽し
く美味しく皆様に喜んで頂けるのではないのか…と思
い、その一心でお料理に合うコチュジャンを長年にわ
たりこだわり続けてきました。私は農家に生まれ多く
の野菜を食べて育ちました。私だからこそ作れる味!!
を追求し、体に良い米麹味噌に西尾張のお酒木曽三
川、数種類のトウガラシをブレンドし丁寧に作り上げ
ました。ぜひ、お料理にお楽しみ下さい。

ちょっピリッ辛いジャン　［小］600円（税込）　［大］800円（税込）

♪ kitchen のりのり♪
一宮市馬見塚字郷前58-3
TEL.︎0586-27-8656
営業  9:00 ～ 18:00
定休  不定休
駐車場  3台
アクセス  名鉄バス馬見塚下車 徒歩5分

1日6名様限定のヘナ染め専門プライベートサロンです。
ヘナ染めは、髪と頭皮が健康で美しく変わり、ダメー
ジもなくトリートメント効果があり、繰り返すほどに
ツヤ・ハリ・コシが出て若々しい印象になります。
こだわりの石臼挽きヘナは、女性の髪の悩み（白髪・く
せ毛・パサパサ髪・ねこっ毛・ぬけ毛）を解決し、体の健
康を損ねることなく染毛できる植物性のワンランク上
のヘナです。

ピュアチャンスサロン一宮
一宮市花池1-8-23
TEL.︎090-1239-0090
営業  9:00 ～ 18:00
定休  不定休
駐車場  3台
アクセス  尾張一宮駅 徒歩13分

インスタグラム

石臼挽きヘナ染め　8,800円（税込）〜

ホームページ アメブロ

農家がこだわり続けた無添加のコチュジャン 40才からの髪がイキイキ若がえるヘナ染め
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いつまでも自分の脚で歩ける健康な体作りのストレッ
チリリース！筋肉が硬いと怪我をしやすくコリや痛み
といった不調も出やすくなります。ストレッチをして
筋肉をゆっくり伸ばし体の柔軟性をあげると肩・腰・
膝の痛みや違和感・体の重だるさが軽くなり日々の生
活の質をあげます。しかも寝ているだけ！1日3組限定
女性専用トータルボディーケアサロン。施術歴18年
の安心感であなたの健康な体作りのお手伝い。至福な
ひとときを♪

ストレッチ・リリース【身体のばし・肩甲骨＆骨盤】　5,000円⇒3,400円（税込）

amical ～あみかる～
一宮市古金町2-2-2
TEL.︎080-8252-1530
営業  9:00 ～ 16:00
定休  日曜日・祝日
駐車場  1台

アクセス  名鉄バス花岡町下車 徒歩5分

豆腐屋として創業74年。手間ひま惜しまない正直な
豆腐作りをモットーに、様々な商品を生み出してきま
した。「濃い米シフォン」は、国産大豆100％の当店自
慢の絹こし豆腐をたっぷり混ぜヘルシーに仕上げま
した。一般的なシフォンの約30％も低カロリーで、ダ
イエット中の方もお腹いっぱい食べても大丈夫！米粉
100％でしっとり作り、人工甘味料・着色料・保存料な
どの添加物は一切使用していない安心できる自慢の逸
品です。

とうふファクトリー豆の木
（有限会社キシ食品）
一宮市千秋町町屋字宮浦51
TEL.︎0586-77-8224
営業  10:00 ～ 19:00
定休  日曜日
駐車場  6台
アクセス  名鉄石仏駅 徒歩10分

ホームページ ホットペッパー
ビューティー

濃
こ

い米
こめ

シフォン　1,650円（税込）

ホームページ

体の柔軟性があがり日常の動作が楽になる！ 【朗報】食べても言い訳できるシフォン登場

※駐車番号11番に
　必ず前向き駐車
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一目見て、誰もが笑顔になるようなケーキを作りたい。
そんな想いで私たちはフルールを作りました。
花には私たちの五感を奮い起こさせ、魅了する美しさ
や華やかさ、優しさがあります。
優しくかわいらしいパステルカラーの小花はバターク
リーム。ベースのケーキはフワフワスポンジと口どけ
の良い生クリーム。甘酸っぱいイチゴとベリーをアク
セントにしました。きっと大切な人を笑顔にできる。

「あなたは特別な日に何を贈りますか？」

ミディ　フルール　SSサイズ　4,180円（税込）

あなたは特別な日に何を贈りますか？

シトロンヴェール
一宮市三条字エグロ83
TEL.︎0586-64-1656
営業  9:00 ～ 19:30
定休  火曜日
駐車場  10台
アクセス  名鉄バス尾張三条下車 徒歩1分

ヨーロッパや中南米など30ヶ国3,000人に施術し、3
人の子どもを育ててきた優しい手による腸ケアです。
冷えて硬くなった腸をお客様の負担のないよう工夫さ
れた独自の手法であったかゆるふわ腸へと導きます。

平均0.︎8℃体温が上昇した腸活セラピー。
腸内環境が整うと幸せホルモンの分泌が促進され気
持ちが安定してくるとの研究報告もあります。

そらとり自癒力活性サロン
一宮市常願通3-12-3
TEL.︎090-3850-7767
営業  月～金 8:30～17:00、20:00～21:30

　　 土日祝 10:00～17:00
定休  不定休
駐車場  2台
アクセス  名鉄バス中島通1丁目下車 徒歩2分

ホームページ インスタグラム

腸活力セラピー　8,000円（税込）

世界中の三千人に触れた癒し手による腸ケア

ホームページ インスタグラム



研究会リポート
いちのみや一店

逸品
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参加店が集まり、異業種で構成されたグループに分かれて、お店の“ウリ”となる逸品を探し出すと
ともに今後のお店の方向性を考え、お客さんがまた来店したくなるような、魅力あるお店づくりに
ついて話し合いました。異業種と組むことで「消費者目線」の意見が生まれ、お店の魅力の再発見
や逸品の開発・発掘のきっかけにつながりました。

〈第1回 研究会〉
 2019年11月7日（木）　18:00～20:00
 商品コンセプト・強みの明確化、ターゲットの選定

〈第2回 研究会〉
 2019年12月5日（木）　18:00～20:00
 キャッチコピーの作り方、紹介文の作り方

〈第3回 研究会〉
 2020年2月13日（木）　18:00～20:00
 一店逸品運動の振り返り

研究会では、参加者全員が「自社の強みは何か」に向き合
い意見交換を繰り返しました。その努力の結果の一つが、
この冊子です。
ぜひ、この冊子から伝わる参加企業様の「熱気」を、そし
て「自慢の逸品」を感じ取ってください。

〈個別相談〉
 2019年11月20日（水）  14:00～20:00
 商品コンセプトの明確化について

〈個別相談：現地訪問指導〉
 2020年1月27日（月）　18:30～20:30
 お店づくりについて

編集・制作 西濃印刷株式会社

協 力 鳥巣 智嗣（鳥巣経営研究所）

発 行 日 令和2年1月31日

発 行 一宮商工会議所
〒491-0858　一宮市栄4-6-8
☎︎0586-72-4611
http://www.︎ichinomiya-cci.︎or.︎jp

本誌掲載のデータは令和2年1月31日現在のものです。
発行後にデータ変更となる場合がありますので、お買い求めの際は
電話等で事前に確認されることをおすすめします。
※写真は全てイメージです。鳥巣 智嗣氏

一店逸品運動講師

（鳥巣経営研究所 中小企業診断士）
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