
平成２２年７月２５日 

 

 

「まるはち弁当」販売の取り組み 
 

 

本市では、市民が生涯にわたって健康で豊かな人間性をはぐくむために、“みんなで「食」

を考えよう”を基本コンセプトに、栄養バランスを始め、コミュニケーションや地産地消、

食品の安全性、食文化の継承等幅広い分野にわたり食育の推進に取り組んでいます。 

このたび「まるはちの日」にあわせ、食育推進協力店＊として登録している株式会社ま

つおか及び株式会社健康デリカと協働し、イベントを盛り上げるために、名古屋の食文化

「なごやめし」を取り入れた食育弁当の販売の取り組みを行います。 

 

 

記 

 

１ 実施内容 

 

（１）まるはち弁当の販売 

 

ア 「名古屋まるはち弁当」（株式会社まつおか） 

（写真添付）… 写真はサンプルのため、内容等一部変更になる場合があります 

内  容 「八」と「名古屋名物」にこだわりながら旬の野菜もたっぷり入った弁当 

販売期間 ８月６日（金）～８日（日） 

販売場所 市内デパート地下食品売り場内「まつおか」５店舗 

   販売価格 ８８８円（税込） 

 

イ 「なごや弁（当）」２種類（株式会社健康デリカ） 

（写真添付）… 写真はサンプルのため、内容等一部変更になる場合があります 

内  容 なごやめしを全面にアピールした弁当 

     スーパーヤマナカ各店舗にてなごやめしのルーツやいわれをＰＯＰで紹介 

販売期間 ８月６日（金）～１３日（金） 

販売場所 スーパーヤマナカ（健康デリカ直営店舗）４３店舗 

     （名古屋市内１８店舗） 

   販売価格 「なごや弁（当）ゆり」   ４００円（税込） 

     「なごや弁（当）くすの木」 ７７７円（税込） 

 

＊「食育推進協力店」 

栄養成分表示を始め、食生活や健康に関する情報を提供する店舗（施設）として

市が登録しているお店 

（平成２２年６月３０日現在、２,７９７店舗） 



㈱まつおか　商品本部

単位

1個

期間 2010年8月6日（金）～8日（日）　　　限定3日間

店舗

「八」… 八角容器

まるはちマークのご飯

販売価格　８８８円

「名古屋名物」… 味噌カツ⇒人気の味噌ひれ串カツをミニサイズに

えび天　⇒　まつおか新作の「名古屋えび天（梅しそ）」

名古屋銘菓「納屋橋饅頭」⇒初めてのコラボレーション

②野菜たっぷり。旬の食材も忘れずに。

まつおかの顔でもある「煮物」を中心に、11種類の野菜が入っています。

1日あたりの野菜摂取量目標値の350g（以上）の約半分を摂取できます。

旬野菜「ゴーヤ」「茄子」「ししとう」で夏を演出。

【商品内容】 店頭に掲示するＰＯＰ

株式会社まつおか　名古屋市内下記５店舗
三越名古屋栄店・三越星ヶ丘店・松坂屋名古屋店
近鉄百貨店名古屋店・ジェイアール名古屋タカシマヤ

この帯をお弁当にかけます。

2010年まるはちの日　食育推進協力店　食育弁当　

①とにかく「八」と「名古屋名物」にこだわりました。

アピールポイント

品名
販売価格（税込）

888円
名古屋まるはち弁当

ふきの佃煮
丹波の黒豆

〈煮物〉
　　・かぼちゃ
　　・れんこん
　　・大根
　　・人参
　　・いんげん

ミニ串カツ
（味噌タレ付）

ゴーヤのお浸し

茄子のうま煮
（ししとう）

白飯
（ゆかり）

白飯
焼のり

名古屋えび天（梅しそ）

納屋橋饅頭



㈱健康デリカ

単位

1個

期間 2010年8月6日（金）～13日（金）　

店舗 スーパーヤマナカ（健康デリカ直営店舗）　43店舗

②販売価格は名古屋市開府400年にかけて“400円”

③コンセプト

　（１）なごやめし（味噌カツ・うなぎまぶし・海老フライ）を全面にアピール

　（２）スーパーヤマナカ各店舗にて、なごやめしのルーツやいわれをＰＯＰで紹介

【商品内容】

単位

1個

期間 2010年8月6日（金）～13日（金）　

店舗 スーパーヤマナカ（健康デリカ直営店舗）　43店舗

②販売価格は名古屋がパチンコ発祥の地であることにかけて“777円”

③コンセプト

　（１）なごやめし（味噌カツ・うなぎまぶし・海老フライ）を全面にアピール

　（２）スーパーヤマナカ各店舗にて、なごやめしのルーツやいわれをＰＯＰで紹介

【商品内容】

アピールポイント
①商品名“くすの木”は名古屋市の木

品名 なごや弁（当）くすの木
販売価格（税込）

777円

2010年まるはちの日　食育推進協力店　食育弁当　

①商品名“ゆり”は名古屋市の花

アピールポイント

販売価格（税込）

400円
なごや弁（当）ゆり品名

ひつまぶし風　うなぎごはん
エビフライ

味噌ひれかつ

煮物

ごはん・梅干し

このシールを中
央に貼ります

このシールを中
央に貼ります

味噌ひれかつ

煮物 手羽唐揚

エビフライ
「八」をあらわす

ひつまぶし風　うなぎごはん



アスティ店 052-771-6184 名古屋市千種区京命1丁目1番32号

● 富士見台フランテ 052-721-6200 名古屋市千種区富士見台5丁目24番地

● 覚王山フランテ 052-752-7201 名古屋市千種区丘上町1-39

大曽根店 052-712-1771 名古屋市東区矢田町4-65-25

八田フランテ館 052-411-8881 名古屋市中村区岩塚町西枝1-1

稲葉地店 052-413-6331 名古屋市中村区稲葉地本通1-16

松原店 052-323-3201 名古屋市中区松原2丁目21-16

● つるまい店 052-242-6511 名古屋市中区千代田２丁目20番1号

安田店 052-761-1955 名古屋市昭和区安田通5丁目6番地

瑞穂店 052-842-7881 名古屋市瑞穂区十六町2丁目20-1

新中島ﾌﾗﾝﾃ館 052-352-8111 名古屋市中川区中島新町2丁目202

柴田店 052-614-2771 名古屋市南区鳴浜町5-1-1

四軒家店 052-772-6311 名古屋市守山区白山1-101

小幡店 052-794-9477 名古屋市守山区小幡1丁目10番22号

白土ﾌﾗﾝﾃ館 052-877-6710 名古屋市緑区白土803

● 極楽フランテ 052-705-0881 名古屋市名東区極楽1丁目25

● 八事フランテ 052-837-5155 名古屋市天白区八事石坂501-1

則武 052-482-3622 名古屋市中村区松原町３丁目３３番地

大府フランテ館 0562-48-3677 大府市大府町柊山町1-98

アルテ東海 052-601-0711 東海市富木島町前田面31番の1

知多フランテ館 0562-54-2300 知多市にしの台2丁目100番地6

高横須賀店 0562-33-0215 東海市高横須賀町六丁目119番地

アルテ新舞子 0569-43-3977 知多市新舞子南西田19番地

神守店 0567-23-3661 津島市蛭間町字新田376-1

○ 西枇フランテ館 052-502-3111 清須市西枇杷島町押花5番

日進フランテ館 0561-74-2800 日進市栄1丁目201

豊田フランテ館 0565-33-2581 豊田市陣中町1丁目26番8

共栄店 0561-82-2253 瀬戸市共栄通2丁目12番地

高浜店 0566-53-3340 高浜市稗田町2丁目1番14

○ 安城フランテ館 0566-74-7111 安城市南町15番18号

西尾下町店 0563-57-5125 西尾市下町神明下25番地

汐田フランテ館 0532-37-5131 豊橋市牟呂町扇田21-1

二川フランテ館 0532-41-8161 豊橋市大岩町字久保田9-1

西羽田店 0532-31-2141 豊橋市西羽田町90番地

田原店 0531-22-1183 田原市東赤石5丁目60番地

豊橋フランテ館 0532-45-9873 豊橋市中野町字平北88-19

赤岩フランテ館 0532-63-4700 豊橋市東田町井原20-1

御油 0533-88-3360 豊川市御油町堺畑13

○ 勝川フランテ 0568-31-6271 春日井市八光町1-5

三郷店 0561-53-1315 尾張旭市三郷町中井田80

岐阜 岐阜フランテ館 058-252-3101 岐阜市香蘭一丁目12番地

四日市富田ﾌﾗﾝﾃ館 059-363-1146 四日市市西富田町大宮田249-12

アルテ津新町 059-229-4790 津市博多町136-1

「協力店」欄の印
●　名古屋市に登録の食育推進協力店○　愛知県に登録の食育推進協力店

愛
知
県

三重

㈱健康デリカ　スーパーヤマナカ店舗一覧（43店舗）
住所TEL店     名協力店

名
古
屋
市
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