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１ ２０１４豊田市農林畜産物品評会 

≪日 時≫  平成 2６年6月１０日（火）から平成2７年２月２１日（土） 

≪会 場≫  ＪＡ産直プラザ、豊田スタジアム、公設卸売市場他 

≪品 目≫  にんじん、なす、桃、ぶどう、いちじく、梨、茶（かぶせ茶、てん茶）、柿、

はくさい、サニーレタス、ねぎ、椎茸、花木、鶏卵、いちご 

  ■品評会実績 

品 目 出 品 物 出品数 実施日 実施場所 

にんじん ﾍﾞｰﾀｰﾘｯﾁ 6 6 月 10日 Ａコープうねべ店 

桃 白鳳 23 7 月 18日 ＪＡ産直プラザ 

ぶどう デラウェア 14 7 月 29日 グリーンセンター高岡店 

梨 豊水 25 9 月 5日 ＪＡ産直プラザ 

なす 筑陽 30 9 月 26日 ＪＡ産直プラザ 

いちじく 桝井ドーフィン 32 9 月 27日

豊田スタジアム
茶 

かぶせ茶 10 9 月 27日

てん茶 15 9 月 29日

柿 富有 5 11月15日
卸売市場 

椎茸 菌床生椎茸 15 1１月15日

ｻﾆｰﾚﾀｽ レッドウエーブ 3 12月11日

グリーンセンター松平店 

ねぎ 長悦 3 12月11日

はくさい 黄ごころ85 8 12月11日

花木 榊、南天 3 12月11日

鶏卵 鶏卵 6 12月11日

いちご 
とちおとめ 

章姫・ゆめのか
12 2 月 21日 卸売市場 

■品評会表彰状交付

≪日 時≫  平成 27年 3月14日（木）以降 

≪会 場≫  ＪＡあいち豊田各営農センター及び各部会 

≪内 容≫  特別賞16名、金賞15名、銀賞８名、消費者賞9名の各受賞者名に、表彰

状・楯・記念品を交付 

【特別賞受賞者一覧】 

賞   名 品 目 氏  名 

愛知県知事賞 てん茶 山内 祥正 

豊田市長賞 ぶどう 市川 喜久雄

愛知県議会議長賞 梨 澤村 恵子 

豊田市議会議長賞 なす 加藤 誠一 

愛知県農業協同組合中央会長賞 いちじく 井深 きみ子

愛知県経済農業協同組合連合会経営管理委員会長賞 桃 梅村 釼二 

愛知県中央青果株式会社 取締役社長賞 いちご 都築 康郎 

豊一豊田青果株式会社 代表取締役社長賞 はくさい 吉田 清仁 

愛知県茶業連合会長賞 かぶせ茶 石川 龍樹 

豊田市林業振興会議会長賞 椎茸 前田 弘 

豊田加茂地区農業改良推進協議会長賞 鶏卵 佐久間 和彦

豊田市農業委員会長賞 にんじん 成田 晃 

豊田市農産物ブランド化推進協議会長賞 サニーレタス 川上 典男 

豊田市農産物ブランド化推進協議会長賞 柿 梅村 釼二 

豊田市農産物ブランド化推進協議会長賞 ねぎ 加藤 政幸 

豊田市農産物ブランド化推進協議会長賞 花木 岡田 清 
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■品評会特別賞受賞者のブランド化推進協議会長への表敬訪問

≪日 時≫  平成 2７年3月１３日（木） 

≪会 場≫  あいち豊田農業協同組合 5F  

≪内 容≫  特別賞受賞者１３名が、会長を表敬訪問し、 

懇談 

２ 「豊田農産物ブランドマーク」の推進 

■ブランドマークの使用承認 

≪承認品目≫（Ｈ２６年度分）  

豊田の桃ソース（小澤商店）、豊田の桃のコンポート（小澤商店）、 

豊田のほうれん草入りうどん（小澤商店）、 

サンエンジェルのパウンドケーキ（ながた農園）以上４品目 

 平成 27年3月末現在 32品目 

桃（JAあいち豊田桃部会） 梨（JAあいち豊田梨部会） 乾燥しいたけ（豊田森林組合）

生しいたけ（JAあいち豊田松平

椎茸部会） 

なのはな油、なのはな醤油（な

のはな農園株式会社） 

ペットボトルとよた茶（あいち

豊田農業協同組合） 

米（あいち豊田農業協同組合） 柿（JAあいち豊田柿部会） 
生しいたけ（JA あいち豊田足助

生しいたけ部会） 

シンビジウム（磯村園芸） 
いちご（JAあいち豊田いちご部

会） 

かぶせ茶、てん茶など（豊田市

茶業組合） 

茶べりん だんご（株式会社ど

んぐりの里いなぶ、高香園） 

スイカ（JAあいち豊田猿投西瓜

部会） 

特別栽培米「香恋の田んぼ米」

（香恋の田んぼ米の会） 

甘長ピーマン（JAあいち豊田甘

長ピーマン部会） 

いちじく（JAあいち豊田いちじ

く部会） 

七草 （JA あいち豊田セリ・七

草部会） 

米ジェラート（夢農人とよた） 苺ジェラート（夢農人とよた）
果実（かみ）さまジェラート（は

せがわ農園） 

佐久間養鶏場「佐久間さんのた

まご」（夢農人とよた） 

碧園お茶の純平「和紅茶」（夢

農人とよた） 

Mama's 農園「玄米米粉のカッ

プケーキ」（夢農人とよた） 

はっぴー農産「はっぴー米」（夢

農人とよた） 
小菊（下山高原生花生産組合）

サンエンジェル（サラダいちご）

（夢農人とよた） 

谷澤牧場「ゆたか牛しぐれ煮」

（夢農人とよた） 
豊田の桃のソース（小澤商店）

豊田の桃のコンポート（小澤商

店） 

豊田のほうれん草入りうどん

（小澤商店） 

サンエンジェル（サラダいちご）

パウンドケーキ（夢農人とよた）

■使用支援の助成 

≪支援品目≫   

サンエンジェルのパウンドケーキ（夢農人とよた）、ゆたか牛しぐれ煮（夢農人とよた）、 

米粉カップケーキ（夢農人とよた）、和紅茶（夢農人とよた）、桃（ＪＡ桃部会）、 

梨（ＪＡ梨部会）豊田の桃ソース（小澤商店）、豊田の桃コンポート（小澤商店）、 

豊田のほうれん草入りうどん（小澤商店）、ぱっぴー米（夢農人とよた）、 

いちご（ＪＡいちご部会）以上11品目 

≪対象事業≫   

販売用パッケージ、のぼり、シールなどの製作費 
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■ブランドマークを中心とした豊田産農産物の広報活動 

  ○第２回とよた絶品スイーツフェア（７月２０日） 

  ・豊田産業文化センターにて、５０分×３回（各７０名）で 

チケット制にて１人１４個とよた産農産物（桃、ぶどうなど）を 

使用したスイーツを提供 

・桃（JA）、お茶（高香園）の直売も実施 

○トップセールス 

  ・豊田市長定例記者会見で、旬の農産物の展示・試食を行い、市長がトップセールスを実施 

   5 月 7日（水） 鮎（加工品） 

   ６月 ６日（金） ペットボトルとよた茶 

   8 月２9日（金） いちじく 

タイ・バンコクへの輸出PR（桃、梨など）  

     １１月２８日（金） こめった米 

      １月 ８日（木） ビジネスフェア出展物ＰＲ（しいたけせんべいなど） 

  ○企業立地セミナー（１０月） 

  ・東京（１０月２３日（木））で行う企業立地セミナーで豊田産農産物 

（梨、茶べりんだんご、とよた茶）をPR 

 ○豊田マラソンでのPR（１１月）※マラソン参加者１万２千人余 

  ・豊田スタジアムで行われた豊田マラソン（11月 1６日開催）でのPR 

≪場所≫ 豊田スタジアム 公共ブース 

≪主体≫ JAあいち豊田 

≪事業≫ 来場者にこめった米を販売 

３ 地産地食の推進 

■地産地食応援店制度

制度開始  平成 25年9月 1日（飲食店追加 平成 26年 9月 1日） 

内  容  市内で収穫された農産物又は、市内で製造された加工品を積極的に 

         販売し地産地食の推進に取組む市内飲食店で豊田市農産物ブランド 

         化推進協議会に届出たものを地産地食応援店として登録。のぼりなどの 

PRグッズを配布するとともに市フェイスブックなどでPRを行う。 

登 録 店  小売店４９店舗、飲食店４６店舗 （平成２７年３月末時点） 

そ の 他  〇メグリアの地産地食催事（イベント支援） 

       ≪日  時≫ 平成２６年７月２６日（土） 

       ≪場  所≫ メグリア本店 

       ≪支援内容≫ のぼりなど販売促進グッズの支援等 

〇やまのぶフードフェスタ（イベント支援） 

       ≪日  時≫ 平成２６年１１月８日（土） 

       ≪場  所≫ 豊田スタジアム 

       ≪支援内容≫ 後援 
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〇名鉄トヨタホテル地産地食春満開フェア（イベント支援） 

       ≪日  時≫ 平成２７年３月１日（日） 

～４月３０日（木） 

       ≪場  所≫ 名鉄トヨタホテル 

       ≪支援内容≫ 共催、ＰＲチラシ作成支援等 

■市公設卸売市場一般開放でのＰＲ 

日  時  平成２６年８月9日（土） 

内  容  市場、ＪＡあいち豊田、当協議会で 

とよたの夏のブランド農産物をＰＲ 

    ・梨の試食宣伝 

    ・子ども対象の模擬セリ 

    ・桃、梨、ぶどうの当たる大抽選会 

来場者数  約 2,800人 

■とよた地産地食の贈り物 

制度開始  平成２６年９月２４日 

内  容  とよたエコポイントの交換メニュー（2,500ポイント）として、月替わりで

旬のとよたの農産物を届け地産地食の取組を推進する。 

実  績  ４件（平成２７年３月末時点） 

交換メニュー 

■地産地食啓発物品の作成 

目  的  普段買い物をする女性向けにとよたの農産物を知

ってもらうために、イベント等で配布する地産地

食啓発物品を作成。 

啓発物品  マグネット付ポケットファイル 3,000部 

想定利用シーン 普段から冷蔵庫に貼り書類や薬 

              などを入れて使う 

用  途  イベント等で市民に配布 

         （要望に応じて各種団体にも配布します） 

商品 

４月 原木しいたけ・椎茸せんべいセット 

５月 とよたの桃リキュール・梨リキュールセット 

６月 新茶 

７月 桃（白鳳） 

８月 ブルーベリー 

９月 黄桃（ゴールデンピーチ） 

１０月 新米（ミネアサヒ） 

１１月 柿（富有） 

１２月 愛宕梨 

１月 七草がゆセット 

２月 生しいたけ 

3 月 柿酢セット 
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４ とよた地産地食冒険隊  

≪日 時≫  体 験 作 業 ：平成26年７月２８日（月）～８月２９日（金） 

        バーベキュー：平成26年９月２０日（土） 旭高原元気村 

≪体験内容≫  市内農家を最大５つめぐり農作業体験を行う。 

体験した農家で収穫された農産物を食材として、バーベキューを行い市内農

産物を味わう。 

≪参 加 者≫  市内小学生とその保護者３０名 

≪体 験 先≫  久保田牧場、谷澤牧場、池ヶ平牧場、宮澤養鶏園、 

水耕房いなぶ、四季彩農園、蒼星農園、mama’s 
農園、アースアズマザー、いしかわ製茶、 

ちゃーりーS’ガーデン、ながた農園、はせがわ農園、 
TAKファーム、くらら農園、はっぴー農産、 

大橋園芸、碧園お茶の純平、トヨタファーム 

（合計19箇所） 

５ 輸出支援事業 

（１）イギリスへの輸出可能性調査事業    

①事 業 ダービーシャーフード＆ドリンクフェスティバル出展  

場 所 エルバストン・キャッスル・カントリーパーク（ダービーシャー） 

内 容 ５月１７日（土）、１８日（日） 

とよたの農産物（茶、米、シイタケなど）及び加工品 

（漬物、日本酒、リキュール、米菓子など）の販売 

②事 業 インターネット販売  

日 時 ６月１９日（木）～ 

③事 業 店頭フェア「とよた特産市」

場 所 Tk Trading 販売店舗（ロンドン） 

日 時 ６月２１日（土）、２２日（日） 

④事 業 ハイパージャパン出展（ヨーロッパ最大の日本食フェスティバル）

場 所 アールズ・コート・ワン（ロンドン） 

内 容 ７月２５日（金）～２７日（日）

とよたのリキュールを使ったカクテルや加工品の販売 

（２）アジアへの輸出可能性調査事業 

事 業 愛知フェア in タイ・バンコク出展事業 

場 所 サイアム・パラゴン（バンコク市内の百貨店） 

内 容 9 月５日（金）～９月１４日（日）（１０日間） 

    ・とよたの農産物（桃、梨）及びとよたの加工品 

（なのはな醤油、漬物、味噌、シイタケせんべい、 

ブルーベリーのど飴など）の試食宣伝、販売。 
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（３） 桃・梨の輸出支援事業 

≪主 体≫  ＪＡあいち豊田 

事 業 試食宣伝・販売 

場 所 香港（APITA太古店） 

期 間 ９月 23日（水）～9月29日（火） 

品 目 豊田産桃（ゴールデンピーチ）、豊田産梨（あきづき） 

売 上 5,177ケース（対前年度比 79％）（愛知フェア、経済連等含む） 

（４）シンビジウムの輸出支援事業 

≪主 体≫  豊田洋らん研究会 

事 業 日本産花き見本市（ＪＰＥＣフラワーショー２０１４in 香港） 

場 所 香港 

期 間 １２月５日（金）～７日（日） 

売 上 35鉢 

（５）愛知県農林水産物食品輸出促進連携会議（主催：ジェトロ）への出席 

   ≪日時・内容≫  平成 26年7月 10日（木）、ジェトロ講演会、事例発表 

         平成 26年 11月 13日（木）、事例発表 

（６）あいちの農林水産物輸出促進会議（主催：愛知県）への出席 

≪日時・内容≫  平成26年 7月 10日（木）、平成26年度農林水産物輸出関連事業 

         平成 27年 2月 19日（木）、平成27年度農林水産物輸出関連事業 

６ 産業フェスタ２０１４ 

≪日 時≫  平成 26年９月27日（土）～２8日（日）  

≪会 場≫  豊田スタジアム 

≪内 容≫   農林畜産物直売会（29団体）及び、品評会（夏の部）出品物展示ＰＲ 

≪来 客 数≫ 産業フェスタ 延 124,500人    （昨年実績 123,000人） 

     農林マーケット 延 15,472人   （昨年実績  21,522人） 

≪売 上 額≫ 産業フェスタ   2,908万円     （昨年実績  2,606万円）

  農林マーケット    574万円     （昨年実績   587万円） 

【JAあいち豊田：これまでの成果】 

・平成19年度から取組を開始しているが、年々拡大している。 

・産地における輸出への取組は、愛宕梨の国内贈答需要の低迷を克服する手段として実施することから始

まっており、H25には生産者代表からは「愛宕梨が有利販売でき、所得向上につながっている」とコメン

トをいただき、一定の成果は出ていると認識している。 

・現地（香港・バンコク）では、特に桃“ゴールデンピーチ”や、梨“あきづき”の評価は高い。 

【豊田洋らん研究会：これまでの成果】 

・豊明花き市場等を通じ、海外で開催される見本市等へ定期的に出展する気運・体制が確立された。 
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■農林マーケット実績 
出展

番号
団    体    名 品     目 

来客数

（人）

1 豊田みよし４Hクラブ 農産物、遊戯 297

2 シルバー人材センター 山室花はうす 花苗 180

3 豊田市林業振興会議 木ぼっくり工作 478

4 愛知県豊田加茂農林水産事務所 林務課 木材産業 PR 138

5 （有）おど観光やな 鮎の塩焼 370

6 JA あいち豊田 百姓部会 野菜、漬物 390

7 大野瀬生活改善グループ大野瀬加工所 五平餅、からすみ、漬物、みょうが、舞茸、米菓子 560

8 （株）どんぐりの里いなぶ フランク、米粉パン、お菓子 170

9 JA あいち豊田 産直部会 野菜、漬物 350

10 香嵐渓 かあさんの店 花もみじ 木製品など 360

11 手づくり工房 山遊里 ソーセージ類、飲料水 500

12 御立産直 野菜 130

13 松平観光協会 五平餅 950

14 （株）三州足助公社 三州足助屋敷（桧茶屋） 五平餅 102

15 （株）三州足助公社 百年草事業部バーバラはうす ZiZi 工房のフランクフルト、バーバラはうすのパン 1,500

16 餅神商店 ももの店 もち、赤飯、ミネアサヒ 1,000

17 農村輝きネット・豊田加茂支部 米、野菜、漬物、五平餅、手芸 480

18 石野竹工芸グループ 竹かご、竹製品 420

19 豊田農ライフの会 米、野菜、漬物 600

20 ブルーベリーのこみち 
ブルーベリー苗、ブルーベリー商品（ジャム、焼き菓子等）アイ

スクリーム 320

21 
NPO 法人豊田・加茂菜の花プロジェクト 

（豊田菜種生産部会） 
なのはな油、なのはな醤油、なのはなポン酢、手づくり石鹸 

300

22 豊田地域きのこ会 生きのこ類、乾燥きのこ 1,400

23 JA あいち豊田 生き活き部会 野菜、漬物、果物、生花 285

24 
豊田市農産物ブランド化推進協議会 

（農林マーケット事務局） 
農産物 PR 

292

25 あいじょう市場～ファーマーズマーケット定期市～ 野菜、農産物加工品、漬物 600

26 滝川ふれあい工房 薬草入五平餅、かき氷 400

27 JA あいち豊田 営農部 米、ソフトクリーム、とよた茶 500

28 JA あいち豊田 梨部会 梨 2,000

29 豊田市茶業組合 日本茶ＰＲ 400

計 ２９団体 15,472
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７ あいちの農林水産フェア２０１４

≪日 時≫  平成 2６年11月 1３日（木）～１８日（火） 

≪会 場≫  丸栄８階大催事場

≪内 容≫   なのはな農園（株）（前半11/13～11/15）、高香園（後半11/16～11/18）

によるとよたの農産物等の展示販売とＰR 

８ 農商工連携推進事業

≪名  称≫  とよたビジネスフェア 

         （主催：豊田商工会議所、共催：ＪＡあいち豊田、豊田市農産物ブランド化

推進協議会） 

≪日  時≫  平成 27年１月14日（水）、15日（木） 

≪会  場≫  スカイホール豊田 

≪内  容≫  食と農ブースの中に市内農林水産者等が中心に出展し、商工業者（小売店、 

飲食店、加工業者）が来場して商談 

出展事業者 29事業者 

来場者   4,642人 

商談数    283件 


