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JAあいち中央碧南園芸課
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HEKINAN SALAD ONIONS

タマモン

PRPR
ガイドガイド

農・商・工農・商・工連携連携

碧南産碧南産

たまねぎたまねぎ

みずみずしく辛みの少ない「へきなんサラダたまねぎ」を使った料理が食
べられるお

店を紹
介！みずみずしく辛みの少ない「へきなんサラダたまねぎ」を使った料理が食

べられるお
店を紹

介！

碧南産の自慢のたまねぎ碧南産の自慢のたまねぎ

食べてみりん♪食べてみりん♪

最新情報は
「碧南市農商工連携事業
公式インスタグラム」を見てね！

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業時間等の変更がある場合がございます。※価格は全て税込です。※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業時間等の変更がある場合がございます。※価格は全て税込です。

だいどころ

Shop Information
☎ 0566-46-8058
碧南市江口町 3-15-3
定休日：月曜日（祝日の場合は翌火曜）
営業時間：9:00 ～ 21:00（L.O 20:30）

玉ねぎたっぷり
シャキシャキ丼
858858円円

畑にかこまれた畑にかこまれた
あおいパークの中のレストラン。あおいパークの中のレストラン。

たっぷりの新玉ねぎと野菜がたっぷりの新玉ねぎと野菜が
たくさん入った丼です。たくさん入った丼です。

実施期間

3/31木～4/15金

山八酒店
お店HP

Shop Information
☎ 0566-41-0066
碧南市錦町1-46
定休日：火曜日
営業時間：9:00 ～ 21:00

・碧の里 オニオンドレッシング 605605円円
・碧の里 オニオンステーキソース756756円円
・三河豚オニオンガーリックウインナー756756円円

魔王を始め、皆様に旨いと喜んで頂魔王を始め、皆様に旨いと喜んで頂
ける様、日本酒から洋酒まで約 2,000ける様、日本酒から洋酒まで約 2,000
点ほどの商品でお待ちしております。点ほどの商品でお待ちしております。

いよいよ、サラダたまねぎベースのステーいよいよ、サラダたまねぎベースのステー
キソースが完成しました。コクのある旨味キソースが完成しました。コクのある旨味
はきっと気に入って頂けると思います。又、はきっと気に入って頂けると思います。又、
今や定番となりました、ドレッシングとソー今や定番となりました、ドレッシングとソー
セージもリピーター様が増えて人気です。セージもリピーター様が増えて人気です。

実施期間

常時販売

キッチン台所

Shop Information
☎ 0566-46-8038
碧南市浜町2-3
定休日：月曜日（祝日の場合は翌火曜）
営業時間：10:00 ～ 15:00

新玉ねぎのポトフセット

880880円円

碧南海浜水族館の中にあるレストラ碧南海浜水族館の中にあるレストラ
ンです。ぜひ一度お越し下さい。ンです。ぜひ一度お越し下さい。

新玉ねぎが丸ごと入ったポトフと新玉ねぎが丸ごと入ったポトフと
みそヒレかつサンドのセットです。みそヒレかつサンドのセットです。

実施期間

3/31木～4/15金

Restaurant ＆ Cafe K庵
Instagram お店HP

Shop Information
☎ 0566-45-5999
碧南市浜寺町2-11
定休日：毎週月曜日・第1，第3 火曜日
営業時間：11:00 ～ 17:00

ランチ /11:00 ～ 13:30（L.O）
Instagram：restaurantcafek_an

・みりん角煮御膳
・季節の魚もろみ漬け御膳

各各1,6501,650円円

創業者の本宅をリノベーションした趣あ創業者の本宅をリノベーションした趣あ
る空間で、本みりんの美しさと可能性をる空間で、本みりんの美しさと可能性を
広げるお料理をお楽しみいただけます。広げるお料理をお楽しみいただけます。

スチームしながら低温でじっくりローススチームしながら低温でじっくりロース
トした玉ネギは甘味と旨味がぐっと増しトした玉ネギは甘味と旨味がぐっと増し
て、とろける美味しさ。角煮御膳、お魚て、とろける美味しさ。角煮御膳、お魚
もろみ漬け御膳と共に提供いたします。もろみ漬け御膳と共に提供いたします。

実施期間

3/31木～4/15金

Bake Shop Sol Sol
Instagram

Shop Information
☎ 0566-87-1214
碧南市三宅町 1-82
定休日：月、火曜日
営業時間：11:00 ～ 14:00

16:00 ～ 19:00
Instagram：＠solsol.glutenfree

たっぷりタマネギの
チーズじゃないピザ
302302円円

ココロとカラダにやさしいココロとカラダにやさしい
グルテンフリーのお米パングルテンフリーのお米パン

SolSol の米粉パンは、小麦粉アレSolSol の米粉パンは、小麦粉アレ
ルギーがある方でも安心して召しルギーがある方でも安心して召し
上がっていただけます。上がっていただけます。

実施期間

3/31木～4/15金

お店HP

レストラン美志ま
衣浦港湾会館内

Shop Information
☎ 0566-42-4869
碧南市港本町1-7
定休日：月曜日と不定休
営業時間：昼食ランチ /11:00 ～ 13:30

へきなん焼きそば

700700円円

季節の食材を使った昼食ランチ季節の食材を使った昼食ランチ
ボリューム満点ボリューム満点

自家製玉ねぎドレッシング自家製玉ねぎドレッシング
一度食べてみて！！一度食べてみて！！

実施期間

通年

たぁぶる
Instagram お店HP

Shop Information
☎ 0566-48-2655
碧南市住吉町4-95
定休日：水曜日・第3木曜日
営業時間：平日 /11:30 ～ 14:00、16:30 ～ 23:00
　　　　　土日 /11:30 ～ 23:00
Instagram：＠table.mayo.1107

玉ねぎピクルス

450450円円

たぁぶるは “ 笑顔で食卓を囲むたぁぶるは “ 笑顔で食卓を囲む
お手伝い ” のプロです。お手伝い ” のプロです。
～たぁぶる号でランチ営業中～～たぁぶる号でランチ営業中～

いつもはカレーの付け合わせ。今いつもはカレーの付け合わせ。今
回は主役をはらせて！！お酒と共に、回は主役をはらせて！！お酒と共に、
オリーブとブラックペッパーの香りオリーブとブラックペッパーの香り
を楽しんでいただきたい。を楽しんでいただきたい。

実施期間

3/31木～4/15金

ベントマン 碧南伏見店
Instagram

Shop Information
☎ 0566-46-4488
碧南市日進町2-3
定休日：なし
営業時間：平日/7:00 ～ 20:00（L.O）
　　　　　土日 /10:00 ～ 20:00（L.O）

※火曜日は 14:00 まで
Instagram：＠ben.to.man

豚しょうが焼きセット

760760円円

地域の皆様に支えて頂き地域の皆様に支えて頂き
今年も参加することが出来ました。今年も参加することが出来ました。
ありがとうございます。ありがとうございます。

ステーキ、豚しょうが焼き、天とじステーキ、豚しょうが焼き、天とじ
の他、日替りランチにへきなんサラの他、日替りランチにへきなんサラ
ダたまねぎをアピールしていきたいダたまねぎをアピールしていきたい
と思います。と思います。

実施期間

3/31木～4/15金



東海地区№１のタマネギ産地として知られる碧南市。東海地区№１のタマネギ産地として知られる碧南市。
同市のタマネギは矢作川下流の柔らかい砂地で栽培されています。同市のタマネギは矢作川下流の柔らかい砂地で栽培されています。
砂地では根が張りやすく、タマネギが水分を吸収しやすいため、砂地では根が張りやすく、タマネギが水分を吸収しやすいため、
みずみずしく辛みが少ないのが特徴です。みずみずしく辛みが少ないのが特徴です。
同市のタマネギは 3 月下旬から始まり、同市のタマネギは 3 月下旬から始まり、
6 月下旬までいろいろな品種がリレー形式で旬を迎えます。6 月下旬までいろいろな品種がリレー形式で旬を迎えます。

HEKINAN SALAD ONIONS

へきなんサラダたまねぎ販売店 
あおいパーク 「もぎたて広場」あおいパーク 「もぎたて広場」 にいみトマトにいみトマト ヤマザキYショップ住吉店ヤマザキYショップ住吉店
碧南市江口町 3-15-3
☎ 0566-46-0016
営業時間：9:00 ～ 17:00
定休日：月曜日

碧南市桃山町 2-34
☎ 0566-48-6394
営業時間：10:00 ～ 14:00 （8 ～ 3 月まで）
　　　　　　　 10:00 ～ 16:00 （4 ～ 7 月まで）
定休日：火曜日

碧南市住吉町 3-77
☎ 0566-41-0359
営業時間：7:00 ～ 20:00
定休日：日曜日・祝日

タマモン

みずみずしくてみずみずしくて
辛み少なめの辛み少なめの
玉ねぎ！玉ねぎ！

水にさらさず、水にさらさず、
そのままサラダでそのままサラダで
食べるのに最適♪食べるのに最適♪

加熱をすると加熱をすると
さらに甘みが増し、さらに甘みが増し、
とろりとした食感にとろりとした食感に

なります！なります！

たまねぎ博士の豆知識たまねぎ博士の豆知識
★タマネギを冷蔵庫でよく冷やし、よく切れる包丁を水にぬら
　してからスライドさせるように切ると、泣かずに玉ねぎが切
　れます！

★保存方法は、風通しのよい陽の当たらない場所に吊るして保
　存しましょう！ビニール袋に入れての常温保存は×

小進庵
Instagram お店HP

Shop Information
☎ 0566-41-1560
碧南市錦町4-21
定休日：火曜日・月1回連休あり
営業時間：11:00 ～ 14:00

17:00 ～ 19:30
Instagram：＠koshinan_

カツ丼

680680円円

大浜老舗のてんやもん屋。大浜老舗のてんやもん屋。
お持ち帰りも出来ます。お持ち帰りも出来ます。

麺、寿司、丼等豊富な麺、寿司、丼等豊富な
セットメニューもあります。セットメニューもあります。

実施期間

通年

Kitchen cafe C
カーム

alm
Instagram

Shop Information
☎ 0566-46-0447
碧南市照光町 5-23
ラ・メール 1F B
定休日：月曜日
営業時間：9:00 ～ 18:00（L.O 17:30）
Instagram：＠kitchen_cafe_calm

オニオンスープ仕立ての
とろとろオムライス
1,1501,150円円

Calm（カーム）は、「落ち着く」「穏やか」の意味Calm（カーム）は、「落ち着く」「穏やか」の意味
があり、ゆったりのんびりできるカフェです。食があり、ゆったりのんびりできるカフェです。食
事は、ハンバーグとオムライス、手作りスイーツ事は、ハンバーグとオムライス、手作りスイーツ
があります。モーニング、ランチやっています。があります。モーニング、ランチやっています。

期間の間のランチメニューの本日のオムラ期間の間のランチメニューの本日のオムラ
イスになります。サラダ玉ねぎをきつね色イスになります。サラダ玉ねぎをきつね色
になるまで炒め、オニオンスープのソースになるまで炒め、オニオンスープのソース
のとろとろのオムライスです。ランチセッのとろとろのオムライスです。ランチセッ
トなので、サラダとドリンクが付きます。トなので、サラダとドリンクが付きます。

実施期間

3/31木～4/24日

B
ベーカリー

akery D
ドゥークー

ooku
Instagram お店HP

Shop Information
☎ 0566-55-2121
碧南市源氏町1-15-10
定休日：火曜日・水曜日
営業時間：7:00 ～ 19:00
　　　　　（パンが無くなり次第終了）
Instagram：＠bakerydooku

へきなんサラダたまねぎ
たっぷりグラタンパン
300300円円

毎日手作り。毎日焼きたて！毎日手作り。毎日焼きたて！
美味しいパン、焼いてます。美味しいパン、焼いてます。

当店人気のコーンパン生地に甘くて食べや当店人気のコーンパン生地に甘くて食べや
すい “ へきなんサラダたまねぎ ” をたっぷすい “ へきなんサラダたまねぎ ” をたっぷ
り入れ、トマトピューレとチーズでグラタり入れ、トマトピューレとチーズでグラタ
ン風に仕上げました！熱々をどうぞ！ン風に仕上げました！熱々をどうぞ！

実施期間

3/31木～4月中旬

笑売飯場 あすなろ
Instagram お店HP

Shop Information
☎ 0566-87-7113
碧南市作塚町3-70
定休日：不定休
営業時間：17:30 ～ 23:30（変更あり）
Instagram：＠asunarogn1

へきなんたまねぎの
トロトロチーズ焼き
638638円円

甘みのある「へきなんサラダたまね甘みのある「へきなんサラダたまね
ぎ」にチーズを入れてホイル焼きにぎ」にチーズを入れてホイル焼きに
しました♪しました♪

より一層、甘みが感じられ、より一層、甘みが感じられ、
トロトロチーズとの相性もトロトロチーズとの相性も
バッチリ！バッチリ！

実施期間

3/31木～4/15金

大濱旬彩 大正館
Instagram お店HP

Shop Information
☎ 0566-41-0125
碧南市中町3-18
定休日：月曜日・第3月、火曜日は連休
営業時間：11:00 ～ 14:00

17:00 ～ 22:00（L.O 21:00）
Instagram：＠taishokan1914

季節の会席料理

4,4004,400円円からから

大正 3 年創業。旬のお料理と季節を大正 3 年創業。旬のお料理と季節を
感じさせる室礼でお客様をおもてな感じさせる室礼でお客様をおもてな
しいたします。しいたします。

玉ねぎをはじめ玉ねぎをはじめ
旬な食材をふんだんに盛り込んだ旬な食材をふんだんに盛り込んだ
会席料理はお勧めです。会席料理はお勧めです。

実施期間

3/31木～4/15金

お好み焼 ふくもとや
Instagram

Shop Information
☎ 0566-41-2441
碧南市栄町1-32
定休日：月曜日・第 2、4 火曜日
営業時間：11:00 ～ 14:00（L.O）

17:00 ～ 21:30（L.O）
土日 20:30（L.O）

Instagram：＠fukumotoya412441

サラダたまねぎの
とろ甘鉄板焼
583583円円

“ ここにしかない味 ” を目指して。“ ここにしかない味 ” を目指して。
素材の旨味を最大限に引き出します！素材の旨味を最大限に引き出します！
名物福本焼もぜひ食べに来て♪名物福本焼もぜひ食べに来て♪

鉄板でじ～っくりと焼いて驚くほ鉄板でじ～っくりと焼いて驚くほ
どとろっとろ甘々に！ふわっと香どとろっとろ甘々に！ふわっと香
るバターの風味でたまねぎのとりるバターの風味でたまねぎのとり
こになること間違いなし！こになること間違いなし！

実施期間

3/31木～4/15金

魚魚丸 碧南店
お店HP

Shop Information
☎ 0566-91-1160
碧南市城山町4-1-1
定休日：なし
営業時間：平日・祝日 /11:00 ～ 21:00

土日 /11:00 ～ 22:00

牡蠣の海鮮チーズグラタン

440440円円

魚魚丸は伊勢湾と三河湾の地魚と全魚魚丸は伊勢湾と三河湾の地魚と全
国のうまい魚を市場より毎日直送し国のうまい魚を市場より毎日直送し
ています。ています。

牡蠣と地魚の白身が入ったクリーム牡蠣と地魚の白身が入ったクリーム
ソースが合う美味しいチーズグラソースが合う美味しいチーズグラ
タンです。タンです。

実施期間

3/31木～4/15金

味ふうせん
Instagram

Shop Information
☎ 0566-48-5988
碧南市松本町28
定休日：不定休
営業時間：8:00 ～ 21:30
Instagram：＠ajifusen

豚のしょうが焼定食

880880円円

美味しい料理をお値打ちで。美味しい料理をお値打ちで。
様々なシチュエーションでご利用で様々なシチュエーションでご利用で
きます。きます。

期間中期間中
玉ねぎ増量して提供します。玉ねぎ増量して提供します。

実施期間

3/31木～4/15金

お店HP

日本料理 小伴天
Instagram お店HP

Shop Information
☎ 0566-48-0218
碧南市源氏神明町 256
定休日：水曜日
営業時間：11:30 ～ 14:00

17:00 ～ 21:30（L.O 20:00）
Instagram：＠kobanten.heknan

へきなん玉ネギサラダ
梅酢ジュレ
550550円円

創業大正 9 年。創業大正 9 年。
炭焼うなぎと三河四季の味。炭焼うなぎと三河四季の味。

甘くて瑞々しい碧南の新玉葱と甘くて瑞々しい碧南の新玉葱と
三河の春のものを合せたサラダです。三河の春のものを合せたサラダです。

実施期間

4/1金～4/30土

農家れすとらん 葉菜の舎
Instagram

Shop Information
☎ 0566-41-8544
碧南市川口町6-70
定休日：水曜日
営業時間：11:00 ～ 16:00（L.O 15:30）
Instagram：＠hananoya_87

グリルポーク
新玉ネギたっぷりソース
1,6061,606円円

オーナーの畑で採れた、減農薬の野オーナーの畑で採れた、減農薬の野
菜をたっぷり使った健康定食が人気菜をたっぷり使った健康定食が人気
です。です。

甘くて柔らかい新玉ねぎをお肉に甘くて柔らかい新玉ねぎをお肉に
ぴったりのソースにしました。ぴったりのソースにしました。
柔らかいお肉と共にお楽しみ下さい。柔らかいお肉と共にお楽しみ下さい。

実施期間

3/31木～4/30土

お店HP


