


一宮ダイハツ 小牧ダイハツ
大路米穀店 様

ダイハツ大府

春日井店

地元で愛されているケーキ屋さんです。このお店
の一番人気のアヒルちゃん（レモンケーキ）・
うずらちゃん（アーモンドショコラ）を

ご賞味ください。

Palme(パルム） 様

西店

ちょっと小腹がすいた時に食べる甘いお菓子って、
心もお腹もほっこりと満たされますよね。人気
のサンキューべイクさんよりプチギフト
をご用意していただきました。

THANKYOU,BAKE（サンキューベイク）様
サンキューベイク プチギフト

U-CAR尾張旭

米・食味分析鑑定コンク
ール国際大会受賞・過去
5回の特別優秀賞受賞、
コロナ禍の中、家で美
味しいお米を食べて、
元気を出していただ
きたいと思います。

愛知東農協 設楽支店  金田靖三 様
天狗米

ダイハツ半田北 ・ダイハツ半田南
名古屋地区
各店舗一覧ダイハツロイヤルショップ

愛知ダイハツ店舗一覧

神野商店 様
お米2kg

当社のお客様で老舗のお米屋さんの美味しいお
米です。私自身も神野商店さんのお米を愛
用しております。地域の皆様に愛され

るお米をご提供させて
いただきます。

中川店
タイチ 株式会社 様

世界の美味しい食材のみを常に仕入れているタイチ
様より、新たに海を渡って届いた商品をご提供い
ただきました。まだまだ寒い日が続く中、
暖かい部屋で美味しいお菓子と料理
に合うマスタードをご賞味あれ！

新潟産こしひかり1kg

ハイゼットでお米・灯油を配達されいる大路米穀店
様。お米マイスターの精米した名産地の新潟
産こしひかり1kgをぜひご賞味ください。

米豊商店 様

日本古来からの主食であるお米を、ダイハツハイ
ゼットカーゴ『コメ豊号』で街中に届けてく
れている米豊さんの”魚沼コシヒカリ”
をご提供させていただきます。

■各店のおもてなしについて、数量は豊富にご用意しておりますが、品切れの際はご容赦ください。
■店舗毎におもてなしの内容が異なります(ご来場プレミアム・ご商談プレミアム・査定プレミアム)。

鳴海店

名古屋あたらしい土産コンテストで入賞した『な
るみ くるみ餅 黒糖』。コクのある黒糖と柔ら
かい羽二重餅にローストした胡桃の相性
は抜群です。もちもちコリコリ食

感をお楽しみください！

山田餅 様

東海店

フレッシュバターの風味が豊かで、ふわっと軽い
マドレーヌです。『こだわりの卵』を使用して
いるので、卵の旨味が効いた素朴な味

をご堪能ください。

La PALETTE 様
ママンマドレーヌ

U-CAR鳴海

１つ１つ丁寧に手焼きされたこだわりのメロンパン
から作られた、香ばしさが自慢の絶品特製

ラスクをご用意いたしました。
お子様にも好評の特製ラスクを

ぜひご賞味ください。

焼きたてメロンパン【POPO】 様
メロンパン特製ラスク

新家店

創業55年以上、地元に愛されている和菓子屋さん
の草餅とおはぎをご用意いたしました。国産で
自家製のあっさりした”あんこ”なので、
お子様から年配の方まで食べやす

いのでお勧めです。

御菓子 せんのんじ 様
おはぎ・草餅

ほんのり桜色に染めた道明寺粉で"なめらかな"
こしあんを包みました。程よい塩味の桜葉
で巻いた『春』を楽しむ和菓子です。

お菓子の国 はやし屋 様
さくら餅

竹ノ山店

今回は、コシがあって美味しい三色団子とわらび餅
をご提供！冷めてもやわらかい生団子を使用し
た店主様こだわりの”みたらし団子”は
ぜひお店に足を運んで食べてい

ただきたい逸品です。

みたらし はっちゃん 様
三色団子＆わらび餅

玄米専門店の井上商会
さんだからできる、
こだわりぬいて
選ばれた国産米の味を
ぜひご賞味ください。

井上商会 株式会社 様
日本の味（お米2kg）

岩塚店

地元で愛されている珈琲屋さん。
店主がこだわりつくした珈琲を、
お客様にお渡しする前日に豆か
ら挽いてドリップコーヒーにし
てくださいました。
美味しいコーヒーを
ご賞味ください。

BRIGHT COFFEE STAND 様
ドリップコーヒー

千種店

地元で有名な梅花堂様で大人気の『鬼まんじゅう』
です。梅香堂だからこそ味わえる優しく
上品な甘さがふわっと広がる逸品
でございます。ぜひ、ご賞

味くださいませ。

梅花堂 様
鬼まんじゅう

尾張旭店

1957年に創業されてから60年余り養蜂業をされてい
ます。貴重な天然のはちみつは、自然を感じること
が出来る美味しさです。花により風味の違う

3種類をご用意しました。この機
会にぜひご賞味ください。

井上養蜂  株式会社 養蜂研究所 様
国産天然はちみつ

りんくうシーサイド店・
U-CARりんくうシーサイド

高設栽培で育てられた章姫(あきひめ)のイチゴ狩りが楽しめ
るタニカワ農園様の甘くて美味しいイチゴをご用意しま
した！とても口当たりが良く、甘みをしっかりと感じら
れるイチゴを、ご商談のお客様へプレゼント！ぜ

ひこの機会にりんくうシーサイド店
へお越し下さい。

谷川農園 様

津島店

豆の仕入れから焙煎・抽出の全てに拘りを持った店主が、どな
たでも飲みやすい様に、コクと甘みの調和を熟考した味

わいの一杯を是非ご堪能ください。蟹江町ふる
さと納税返礼品の対象商品にも

認定されています。

珈琲専門店 takenaka coffee 様
一宮店

生で食べても美味しい、もちもち触感がウリの、長さ
43センチのビッグな食パンです。しっとりとした
食感と旨味が凝縮されています。ご家族

皆様でお召し上がりください。

GURUMAN  VITAL 様
もちもち食パン  びっくり!ソフトフランス

半田店

三河湾の豊かな漁場が育んだ魚介類。その恵みを
受け発展した水産業が盛んな南知多町で作ら
れました。甘口醤油仕立てで、ご飯のお共

に絶品のヤマキ海産様自慢の
岩涛のりです。

ヤマキ海産 様

犬山店

職人がふっくら、しっとり焼き上げた生地に、地元犬山産
の栗を贅沢に挟んだ『栗どら焼き』、または香ばしい
黒糖を練り込んだもっちり生地に風味豊かな

北海道産大納言バターを使った
どら焼きをご賞味ください。

もちたけ 様
大納言バター or 栗どら焼き尾西店

地元で愛されているパン工房ポニーさんの毎日
の朝食に欠かせない焼きたて食パンをご紹
介させていただきます。ふわふわ食感

を是非ご賞味ください。

パン工房ポニー 様
ポニー食パン

U-CAR R41小牧店

U-CAR南陽茶屋店
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ジューシーで甘い章姫のイチゴジューシーで甘い章姫のイチゴ

海外のちょっぴり贅沢な詰め合わせ海外のちょっぴり贅沢な詰め合わせ

なるみくるみ餅 黒糖、白糖なるみくるみ餅 黒糖、白糖

ドリップバッグコーヒードリップバッグコーヒー
岩涛のりパック（小）岩涛のりパック（小）

半田市泉町にある地元で大人気の
パン屋さんです。絶品ラスクをご提
供させていただきます。ぜひご賞味
ください。

パン エスト（Pain Est） 様

パン屋さんの特製ラスク

ご来場

プレミ
アム

鳥居松のあひるちゃん  ７丁目のうずらちゃん鳥居松のあひるちゃん  ７丁目のうずらちゃん

魚沼産コシヒカリ 2kg




