地域ブランド商標登録
第5066922号
シャリシャリとした食感とみずみ
ずしい甘さが自慢の日本のなし
（和梨）。千葉県は、和梨の収穫
量が全国一位の「和梨の国」で
す。その中でも市川で栽培され
ている梨は、品質の高さ、味の良
さで全国に知れ渡っています。
『市川のなし』には、200年以上
の歴史があります。他の生産地
の追随を許さない糖度の高さと、
ジューシーな味わいは土質のよ
さと、先人たちの努力の賜物。
『市川のなし』は、ＪＡいちかわ
の地域団体商標登録の梨なの
で、安心・安全です。

市川地域ブランド協議会ホームページ
発行／市川地域ブランド協議会・市川市
【市川地域ブランド協議会】市川商工会議所・市川市農業協同組合・
市川市行徳漁業協同組合・南行徳漁業協同組合・市川市商店会連合会・
市川市観光協会・市川パン菓子商工組合・市川鮨商組合
市川商工会議所内
市川地域ブランド協議会事務局

TEL.047-377-1011

http://ichikawa-chiikibrand.jp

市川市内の各商店が、
市川の地域ブランドの
「市川のなし」を使った商品を開発しました。
バラエティ豊かな味をお楽しみください。

2018年版

※各店舗の番号は、
広域地図の番号とリンクしています。
1

1

「市川梨ぜんざい」
御菓子司 峰月堂 （大野町 2-786）

「ありのみ」
御菓子司 峰月堂

3

4

5

「市川梨のデニッシュ」
コンコルド 若宮店 （若宮 2-9-5）

「冷凍梨ゼリー」
洋菓子 マロニエ （若宮 3-23-11）

「市川の梨ゼリー」
パティスリー いわき

6

6

7

「梨のアーモンドケーキ」
ワゴン洋菓子店 （八幡 6-3-24）

「梨タルト」
ワゴン洋菓子店

8

9

10

「市川梨の杏仁豆腐」
ジェイホテル 中国ラウンジ 味雅（みが）（八幡 3-19-3）

「市川のなしかき氷」
魁（かい）ジェラート

11

11

「梨味禅」

「生姜味禅」

（ホームページで販売）

（ホームページで販売）

「梨かすてら」
カステラ専門店 さかえ屋 宮久保店

（宮久保 1-8-16）

10

2

（大野町 2-786）

（八幡 6-3-24）

「市川の梨ラー油」
四川料理 梨花麻婆豆腐店

各メニュー・各店舗の詳細は上記ホームページでご確認
JAいちかわ「梨の直売所」の詳細は、上記HPあるいは
ご覧ください。

「市川のなしシャーベット」
魁（かい）ジェラート （八幡 5-1-26）

万能うまだれ 味禅

（南大野 3-23-10）

（北方 2-12-2）

「梨の杏仁豆腐風デザート」
中国料理 村越屋 （宮久保 3-35-9）

ください。
「JAいちかわ」のHP『http://ja-ichikawashi.or.jp/ 』を

市川のな
し
を
使
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勢揃い！

商品は期間限定品のため︑お店に置いていない場合があります︒
※
販売期間︑販売価格︑営業時間等を各店にお問合せの上ご来店ください︒

■市川のなし

市川のなし
食べ歩きマップ
42店舗
56品

万能うまだれ 味禅

（八幡 5-1-26）

12

「和梨市川産のギムレット」
Stylish Bar Groovy（グルーヴィー）本店

（八幡2-14-16）

15

13

14

28

「市川のなし味噌ラーメン」
ラーメン 魂麺（こんめん）（南八幡 3-6-17）

「おすすめの白身魚と梨のカルパッチョ」
手造り居酒屋 たまらん （南八幡 3-7-15 スクウェアハイム 102）

「市川のなしとマスカルポーネのピザ」

17

16

なしのオリジナルカクテル「ヴェルジェ」
BAR PEAT（バーピート）（南八幡 3-4-8 HKアルファビル 2F）

※写真はイメージです

「鶏ささみと市川なし胡麻辛サラダ」
炙り料理 まるみや （南八幡 5-3-20）

29

29

「いちかわ梨プリン（3 個入）」
ヤマザキプラザ市川 （市川 1-9-2）

「和梨バームクーヘン」
ヤマザキプラザ市川 （市川 1-9-2）

29

29

30

「梨の生ハム巻パッチョ」
居酒屋 七の子 （南八幡 4-5-4 藤ビル２階）

「パン屋さんが作ったジャム 市川の梨」
ヤマザキプラザ市川 （市川 1-9-2）

「梨ウォーター」
ヤマザキプラザ市川

CONA 凹（コナ）市川店

（市川 1-2-11）

（市川 1-9-2）

18

18

18

31

31

「ありの実の酢」「純梨酢」「梨ポン酢」
与佐ヱ門 （北国分 2-6-10）

「ありの実 100% ジュース」・
「すりおろし ありの実ジュース 果肉入り」
与佐ヱ門 （北国分 2-6-10）

「ありの実ジャム」
与佐ヱ門 （北国分 2-6-10）

「果樹園の朝 市川の梨ゼリー」
創作洋菓子 モンペリエ （市川南 1-5-17）

「梨のカトルカール」
創作洋菓子 モンペリエ

18

18

19

32

33

「ありの実ドライフルーツ」
与佐ヱ門 （北国分 2-6-10）

「飲むありの実ゼリー」
与佐ヱ門 （北国分 2-6-10）

「梨のスコーン」
ガルテンカフェ ぶ楽り

（国分 4-3-23）

「市川産梨のジントニック」
Stylish Bar Groovy（グルーヴィー）市川店

（市川南 1-2-22）

31

（市川南 1-5-17）

21

22

35

36

「梨シャーベット」「梨ゼリー」
御菓子司 望月 （市川 3-27-20-101）

「和梨のフローズンカクテル」
和ビストロ EdoYa! 江戸家 （真間 2-17-11）

「梨みるく」
大門岡埜 （真間 2-23-8）

「梨のしずく」
菓匠京山 （富浜 2-5-3）

「アン・リヴィエール」
パティスリー アンファン

23

23

24

38

39

「梨の爽やかドレッシング」
アランチャドレッシング （真間 2-10-18）

「市川梨のコンポート マスカルポーネチーズ添え」
レストラン＆ワインバー フェリア （市川 1-12-11）

「梨水ようかん」
季彩菓庵 しげつ

27

41

（真間 2-10-18）

25

26

（行徳駅前 4-19-2）

「梨のブッセ」
創作洋菓子 モンペリエ

（市川南 1-5-17）

34

「市川なしデニッシュ」
パン工房 ルチア （新田 4-7-7）

20

「梨のたれ」
アランチャドレッシング

「有りの実の水菓子」
わしょく たつろく （新田 5-7-13）

サラダバー限定アイテム「市川産梨」
ステーキハンバーグ＆ サラダバーけん ショップス市川店 （ショップス市川 2F）

37

（行徳駅前 1-7-2）

「本日のお肉のソテー 市川のなしとセミドライトマトのソース」
千葉ットリア Sorriso （行徳駅前 3-15-1 ルファールホリキ１F）

「梨ジャム」
ケーキ工房 ロチュス

（行徳駅前 4-2-1）

40

「ぶっかけラーメンセット市川梨ジャム添え・ギョーザ３ケ + ライス付き」
ら〜めんタンク （日之出 18-18）

42
「ふるさと名品オブザイヤー」の地
域 の 将 来につながる名 品として、
市川の梨を全国に PR している市
川地域ブランド協議会が、お土産
にしたい地元名産部門部門賞に選

「市川の梨麺」
㈲壮健君 （市川 1-23-18-101）

「梨菓（りか）」
市川ちもと 本店

（市川 1-23-2）

「市川のなし巻き酢豚丼」
ごはんや元（げん）（新田 2-28-9）

「梨てんぷら」
旬鮮華 なか家 （行徳駅前 3-15-12）

「無添加市川のなし完熟スイートドライチップス（幸水・豊水）」
貴州菜園 （行徳駅前 4-6-13）

ばれ表彰されました。

