
６次産業化の商品事例集

平 成 ２ ８ 年 １ 月



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 掲載情報は編集時点（平成 28 年１月）のものです。常に最新のもの

とは限らないことをご了承ください。 

○ それぞれの商品事例は、事業者様のご好意により掲載させていただ

いております。掲載事業者様へのお問い合わせや視察等をお考えの

際は、各事業者様の活動の妨げとならないよう、ご配慮願います。 
 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年１月末現在、六次産業化・地産地消法に

基づく総合化事業計画の認定を受けた事業者は

2,100 件を超え、地域の特色ある農林水産物を活用し

た６次産業化商品が数多く生まれています。 

このうち、平成 27 年３月 20 日に開催された６次産

業化サミットに出展・紹介された商品の情報を取りま

とめました。 

本書により、６次産業化の成果が関係者の皆様に広

く共有され、更なる取組の拡大と事業者の皆様の経営

の飛躍につながれば幸いです。 

利用上の留意点 

【お問い合わせ先】 

農林水産省食料産業局産業連携課 

担 当：企画班 

ＴＥＬ：０３－３５０２－８２４６ 



北海道

商品名 事業者名 都道府県 項

トマトベリー・ジュース 株式会社岡本農園 北海道 1

ミディトマト・ジュース 株式会社岡本農園 北海道 2

十勝まるまる生シュークリーム（トマト、とうもろ
こし、あずき）

株式会社岡本農園 北海道 3

農家の手造味噌 有限会社澤田農場 北海道 4

グリーンチーズ（ミルク風味の黄）
旭川あらかわ牧場合同
会社

北海道 5

グリーンチーズ（コクの赤）
旭川あらかわ牧場合同
会社

北海道 6

「ＣＯＷＣＯＷ　Ｃａｆｅ」
ファームレストランメニュー

株式会社大野ファーム 北海道 7

パン・菓子パン
アオキアグリシステム
有限会社

北海道 8

あけさと和牛のステーキ料理 有限会社伊藤畜産 北海道 9

ベイクドチーズケーキ 有限会社伊藤畜産 北海道 10

みるくシフォンケーキ 有限会社伊藤畜産 北海道 11

外一田舎生蕎麦（といちいなかきそば）
農事組合法人ロックス
プリング農場組合

北海道 12

ミモレットチーズ「仁（じん）」 有限会社冨田ファーム 北海道 13

ラクレットチーズ「煌（こう）」 有限会社冨田ファーム 北海道 14

ゆきんこパン、米粉ピザ 尾﨑　浩氏 北海道 15

目次



ゆきんこ味噌 尾﨑　浩氏 北海道 16

自家農園有機栽培ブルーベリーを使用したジェラー
ト

有限会社ベリーファー
ム

北海道 17

大豆まるごとフレッシュソース
株式会社イソップアグ
リシステム

北海道 18

富良野るるる牡丹そば（乾麺） 有限会社井上農産 北海道 19

石臼挽きぐるみ、石臼挽き牡丹そば粉 有限会社井上農産 北海道 20

恵のげんこつ（南瓜・鮭の２個セット） 株式会社清流農園 北海道 21

ラズベリージャム 阿寒農業協同組合 北海道 22

阿寒丹頂黒和牛ハンバーグ（冷凍） 阿寒農業協同組合 北海道 23

たまごソフトクリーム 株式会社永光農園 北海道 24

ロールケーキ 株式会社永光農園 北海道 25

コッコシュー（シュークリーム） 株式会社永光農園 北海道 26

パンケーキ 株式会社永光農園 北海道 27

有機ＪＡＳ認証パン 有限会社営農企画 北海道 28

干しの王様しいたけ 有限会社福田農園 北海道 29

干しの王様しいたけ粉末 有限会社福田農園 北海道 30

あんパン 仁原　憲和氏 北海道 31

美幌小麦中太ちぢれ麺（生ラーメン） 美幌町農業協同組合 北海道 32



美幌小麦中太ちぢれ麺（乾燥中華麺） 美幌町農業協同組合 北海道 33

東北

商品名 事業者名 都道府県 項

Kimori CIDRE（キモリシードル） 株式会社百姓堂本舗 青森県 34

真菰茶（まこもちゃ） 佐々木　和枝氏 青森県 35

かまやきベーグル 手作り工房きくぱん 岩手県 36

リースリング・リオン2014、ミュラートゥルガウ
2014、ツヴァイゲルトレーベ2014、ホイリガー2014
（ワイン）

高橋葡萄園
高橋　喜和氏

岩手県 37

こめかし 有限会社ヒーロー 宮城県 38

ミガキイチゴ・ムスー（スパークリングワイン） 株式会社ＧＲＡ 宮城県 39

コメネピュレ 株式会社ネピュレ東北 秋田県 40

ブルーベリージャム、ラズベリージャム、ミックスジャム
（ブルーベリー＆ラズベリー）、ミックスジャム（ブルー
ベリー＆チョークベリー）、無加糖コンフィチュール（ブ
ルーベリー）

合資会社エコニコ農園 秋田県 41

ＳＯＹ　ＢＡＲ（ソイバー）
株式会社白鷹農産加工
研究会

山形県 42

米粉ソースだこ君、米粉ネギだこ君 農事組合法人いずえむ 山形県 43

シードル、グリーンシードル
ふくしま農家の夢ワイ
ン株式会社

福島県 44

関東

商品名 事業者名 都道府県 項

大根百笑 有限会社ナガタフーズ 茨城県 45

だいこん（ヌカ漬け） 入江　康弘氏 茨城県 46



壷焼き芋 株式会社鹿吉 茨城県 47

丸干し干しいも
有限会社常澄農作業支
援センター

茨城県 48

焼き芋ジェラート
農事組合法人白鳥干し
いも生産組合

茨城県 49

発芽玄米おかき 大川　喜美氏 茨城県 50

おこめてんしロール 有限会社横田農場 茨城県 51

大地からのご褒美 有限会社大地 茨城県 52

米粉のおやつ「はにポン」
有限会社アグリクリエ
イト

茨城県 53

さつまいもあいす 戸崎農園株式会社 栃木県 54

西方米（にしかたまい）切り餅 坂本　政明氏 栃木県 55

とちぎ　にっこり梨の祭(さい）だぁー
金田果樹園
金田　正氏

栃木県 56

ブルーベリージャム
Love Berry Farm
発田　亮氏

栃木県 57

りんごジャム
加藤農園
加藤　隆重氏

栃木県 58

ウィンナーソーセージ
有限会社星種豚場　ば
とう手づくりハム工房

栃木県 59

赤城深山そば
株式会社赤城深山
ファーム

群馬県 60

赤城深山丸ヌキそば
株式会社赤城深山
ファーム

群馬県 61

琥珀庵 戸丸　桂一氏 群馬県 62

大根の下処理済野菜 グリンリーフ株式会社 群馬県 63



国産有機栽培ほうれん草（使いやすいバラ凍結） グリンリーフ株式会社 群馬県 64

国産ブロッコリー（使いやすいバラ凍結） グリンリーフ株式会社 群馬県 65

ビーフジャーキー 國分　唯史氏 埼玉県 66

ビーフウィンナー 國分　唯史氏 埼玉県 67

榎本牧場の飲むヨーグルト、榎本牧場のヨーグルト 農事組合法人榎本牧場 埼玉県 68

小江戸黒豚　生ハム・サラミ 有限会社大野農場 埼玉県 69

ブルーベリージャム
野口農園
野口　文夫氏

埼玉県 70

生ハム・生ソーセージ 株式会社惣左衛門 千葉県 71

梨ジャム 杉野　光明氏 千葉県 72

米粉シフォンケーキ 杉野　光明氏 千葉県 73

イカの沖漬・沖干し
御宿岩和田漁業協同組
合

千葉県 74

干し芋（べにはるか）、干し芋（シルクスイート）
農事組合法人かんらん
車

千葉県 75

にんじんジュース 株式会社耕す 千葉県 76

たまねぎのオリジナルドレッシング 株式会社耕す 千葉県 77

フォルマッジョ・フルッタ 磯沼ミルクファーム 東京都 78

Re:fruトマト
株式会社ワールドネイ
チャー

東京都 79

熟成黒にんにく
株式会社グリーンピア
相模原

神奈川県 80



焼き菓子
神奈川中央養鶏農業協
同組合

神奈川県 81

ソフトクリーム
神奈川中央養鶏農業協
同組合

神奈川県 82

アイスクリーム（ジェラート） 有限会社相澤良牧場 神奈川県 83

須加湊（すかみなと）の燻し魚（シイラ） 平塚市漁業協同組合 神奈川県 84

桃茶豚のとん漬 臼井　千恵子氏 神奈川県 85

桃茶豚（精肉） 臼井　千恵子氏 神奈川県 86

レーズンアソート 有限会社ぶどうばたけ 山梨県 87

甲州名産　百目のあんぽ柿
有限会社マルサフルー
ツ古屋農園

山梨県 88

ラ・フランスジュース 株式会社斎庵 山梨県 89

無添加　あんぽ柿
有限会社山梨フルーツ
ライン

山梨県 90

ワインパミスジャム 株式会社東夢 山梨県 91

甲斐あかね鱒スモモーク 有限会社忍沢養殖場 山梨県 92

天空の里　お漬け物
（きゅうり、セロリ粕漬け、人参ピクルス）

有限会社まごころ・ふ
れあい農園

長野県 93

枝付セミドライ巨峰、巨峰ストレートジュース（早
摘み/一霜完熟）

株式会社秀果園 長野県 94

日滝原、シャルドネ樽熟成、ピノノワール、シャル
ドネスパークリングワイン

楠わいなりー株式会社 長野県 95

ドライアップル、ドライプルーン 福井りんご園 長野県 96

のんちゃんのりんごゼリー、丸ごとプルーンゼリー 北村農場 長野県 97



ねずみ大根　和牛つけだれ　アプリコットソース 味ロッジ株式会社 長野県 98

森のサファイア
　コンフィチュール（無糖・微糖）
　コンポート（ヘネシーＸＯ）

株式会社未来農業計画 長野県 99

「信州からの贈りもの」
上野さんちのフルーツとうもろこしスープ

虎岩旬菜園
上野　真司氏

長野県 100

ランチＢＯＸ 株式会社エスファーム 静岡県 101

緑茶のパスタソース ちゃの生 静岡県 102

いちごラスク、さくさくいちごキャンディ
株式会社朝霧高原フ
ルーツ村

静岡県 103

活あじのわさび葉寿司 内浦漁業協同組合 静岡県 104

牛乳ジェラート、フレーバージェラート 土井牧場 静岡県 105

うなぎいもぷりん、さつまいもペースト
有限会社コスモグリー
ン庭好

静岡県 106

～遠州からっ風の恵み～　やわらかほしいも 株式会社まるやま農場 静岡県 107

北陸

商品名 事業者名 都道府県 項

そら豆　甘納豆 さいとう農園 新潟県 108

笹だんご（甘藷）
ふーど工房ゆうこ
五十嵐　祐子氏

新潟県 109

あいの桑茶 株式会社ふるさと福島 新潟県 110

だんご
有限会社佐々木耕起組
合

新潟県 111

トリュフの極み　ポークソーセージ 新潟麦酒株式会社 新潟県 112

トリュフの極み　パンチェッタ 新潟麦酒株式会社 新潟県 113



トリュフの極み　豚肉味噌漬け 新潟麦酒株式会社 新潟県 114

エディブルフラワー 株式会社脇坂園芸 新潟県 115

ぎゅっとしぼったアロニア・ポリフェノールスト
レート果汁

株式会社サンファーム
泉

新潟県 116

ぎゅっとしぼったアロニア＆リンゴストレート果汁
株式会社サンファーム
泉

新潟県 117

ミョウガの葉、朝日伝統・押し寿司
有限会社朝日池総合農
場

新潟県 118

雅福（みやびふく） 株式会社ごはん 新潟県 119

かんたん・ひと手間　カレーの具
（ミックス乾燥野菜）

株式会社たべたがり 新潟県 120

豆乳さつまいもプリン 有限会社農園ビギン 新潟県 121

やぎミルクののむヨーグルト（フラクトオリゴ糖） 株式会社あるぺん村 富山県 122

立山の農家が作ったみそ
農事組合法人いこいの
杜

富山県 123

黒豆茶　ティーパック みな穂農業協同組合 富山県 124

ウコンタブレット　21粒 みな穂農業協同組合 富山県 125

男キムチ、おふくろキムチ
農事組合法人末友営農
組合

富山県 126

米（べい）たまジェラート 有限会社仁光園 富山県 127

氷見牛　たなかのカレー 有限会社たなか 富山県 128

米粉シフォンケーキ 有限会社梅香園 富山県 129

十割そば生めん
農事組合法人美川の名
水

石川県 130



トマトと大麦の野菜カレー 小松市農業協同組合 石川県 131

金沢百万石ビール３種
（ペールエール、コシヒカリエール、ダークエー
ル）

有限会社わくわく手づ
くりファーム川北

石川県 132

おちらしかきもち 有限会社のむら農産 石川県 133

ブレンドはとむぎ茶 能美農業協同組合 石川県 134

加賀れんこんちっぷ 農事組合法人蓮だより 石川県 135

米粉パスタ（玄米・人参・紫いも・ビーツ） 白山若葉株式会社 石川県 136

能登野菜カステラ
株式会社スギヨファー
ム

石川県 137

加賀の紅茶 打越製茶農業協同組合 石川県 138

鮮魚（活締め処理） 株式会社鹿渡島定置 石川県 139

農家屋ぽてと 有限会社かわに 石川県 140

ワイン（ソーヴィニヨンブラン　2014）
株式会社ハイディワイ
ナリー

石川県 141

のらたまごマヨネーズ 株式会社ＪＩＮ 福井県 142

うみたて卵プリン 株式会社ＪＩＮ 福井県 143

梅酒　ＢＥＮＩＣＨＵ　無糖38°/　微糖20°
株式会社エコファーム
みかた

福井県 144

アメイジング　ガスパチョ ワトム 福井県 145

イカへしこオイル漬け
越廼漁業協同組合
ぬかちゃんグループ

福井県 146

粕漬けシイラへしこ（スライス）
越廼漁業協同組合
ぬかちゃんグループ

福井県 147



千日鯖へしこ（スライス）
越廼漁業協同組合
ぬかちゃんグループ

福井県 148

東海

商品名 事業者名 都道府県 項

奇跡の果汁　美人姫ジュース
「25％果汁」、「40％果汁」

奥田農園
奥田　美貴夫氏

岐阜県 149

味なラー油、味なみそ 株式会社七ツ平高原 岐阜県 150

乳酸球菌ＢＩＯ配合・国産玄米100％使用した玄米だ
んご

株式会社ＬＳふぁーむ 岐阜県 151

とり沢の奥美濃古地鶏
「黒カレー」、「手羽先やわ煮カレー」

有限会社とり沢 岐阜県 152

岐阜県産ハツシモ使用した種類豊富なおにぎり 有限会社福江営農 岐阜県 153

「果汁入り」25％ドラゴンフルーツ果汁入り飲料 有限会社ＦＲＵＳＩＣ 岐阜県 154

飛騨サーモンスライス　燻製 株式会社穂高養魚場 岐阜県 155

50°CLUB　カット野菜パック
50°CLUB　野菜ピューレパック

有限会社まんま農場 岐阜県 156

和仁農園のお米で作った米粉食パン
和仁農園のお米で作った米粉プチパン

株式会社和仁農園 岐阜県 157

ミル付き山椒 有限会社飛騨山椒 岐阜県 158

パパッとごはんシリーズ
（トウモロコシごはん、豚汁のもと、ニンジンごは
ん）

有限会社ひるがのラ
ファノス

岐阜県 159

桃源いわな笹巻きすし
小坂町淡水魚養殖漁業
協同組合

岐阜県 160

飛騨山恵自然薯（ひだやまみじねんじょ）鉱泉とろ
ろ

農業活性化組合飛騨小
坂ファーム

岐阜県 161

石徹白　つぶもろこし
石徹白ふるさと食品加
工組合

岐阜県 162

ドライトマト　太陽のかけら 有限会社橋場農園 岐阜県 163



猟師フランク（鹿肉入フランクフルト） 猪鹿庁 岐阜県 164

山武ファーム飛騨産和牛　ビーフカレー 有限会社山武ファーム 岐阜県 165

そばフロランタン、そばパウンド、とちの実パウン
ド

蕎麦庄やまこし
山腰　博文氏

岐阜県 166

彩り餅（よもぎ・たかきび・レットビート・あわ・
きび・黒豆餅）

有限会社南ひだヘルス
ファーム

岐阜県 167

Ｍｉｕトマトジュース黄金、Ｍｉｕトマトジュース
赤

飯田農園
飯田　実氏

愛知県 168

飲む野菜酢　プチヴェール酢 株式会社尾東農産 愛知県 169

イチジク王国愛知県産　美馬園芸のイチジクを使っ
たジャムシリーズ

株式会社美馬園芸 愛知県 170

金時生姜と桃のお酢 有限会社木村農園 愛知県 171

まろやか和風牛煮込み 株式会社たけうち牧場 愛知県 172

なのはな油 なのはな農園株式会社 愛知県 173

とよはしこめこ　米粉のホットケーキミックス
清須ライスセンター
安田　晃朗氏

愛知県 174

ブルーベリーパイ 株式会社杉田組 愛知県 175

柿あん 株式会社石巻柿工房 愛知県 176

カラフルトマト 村松　誠士氏 愛知県 177

MIXベリージャム
〔BlueBerry&G.HucleBerry〕

東三河農産加工販売協
同組合

愛知県 178

三河わ紅茶
宮ザキ園
梅村　芳正氏

愛知県 179

国産ティートゥリー精油
タナカ園芸
田中　康章氏

三重県 180



古御門餃子（こみかどぎょうざ） 有限会社田園 三重県 181

桑名もち小麦「もちっと小麦麺」うどん・ラーメン
今安ライスセンター
伊藤　宏幸氏

三重県 182

うりぼ～のカップジェラート 農事組合法人うりぼう 三重県 183

原木椎茸の宝物　塩 野呂食品株式会社 三重県 184

退色に強い「石榑（いしぐれ）産　伊勢茶ペース
ト」

マル信緑香園
伊藤　哲也氏

三重県 185

米粉山切り食パン
農事組合法人百姓工房
伊賀の大地

三重県 186

近畿

商品名 事業者名 都道府県 項

かける小松菜 株式会社横江ファーム 滋賀県 187

特別栽培　信楽高原　和風うーろん茶（農薬不使用
栽培）

かたぎ古香園
片木　明氏

滋賀県 188

米粉入りうどん（乾麺）
有限会社エコ農業ニシ
サカ

滋賀県 189

トマトジュース
タカファーム
立入　孝司氏

滋賀県 190

とよ坊かぼちゃんペースト
とよさと特産物振興協
議会

滋賀県 191

京乃香
株式会社Ｋ・Ｋファー
ム

京都府 192

黒豆茶ペットボトル
農事組合法人グリーン
日吉

京都府 193

京の九条の葱の油 こと京都株式会社 京都府 194

九条ねぎ こと京都株式会社 京都府 195

まるごとみかんドレッシング（200ｍｌ/本） 有限会社いずみの里 大阪府 196



のびる乾燥粉末 株式会社のーびる本舗 兵庫県 197

きくいも乾燥粉末「菊の華」 株式会社のーびる本舗 兵庫県 198

なめらかプリン
株式会社芦田ポート
リー

兵庫県 199

たまご農家のふんわりシフォン
プレーン＆黒豆きな粉

株式会社芦田ポート
リー

兵庫県 200

レモンハーモニー
株式会社香寺ハーブ・
ガーデン

兵庫県 201

アーモンド・ブリュレ
あいす工房らいらっく
吉井　英之氏

兵庫県 202

美方但馬牛 美方ファーム株式会社 兵庫県 203

プロトン「浜ほたる」 浜坂漁業協同組合 兵庫県 204

皇女桃（ひめもも）コンポート
プレシャスピーチ
治田　紀美子氏

奈良県 205

イブ美豚あらびきウインナー 株式会社イブファーム 和歌山県 206

イブ美豚チョリソウインナー 株式会社イブファーム 和歌山県 207

イブ美豚フランク 株式会社イブファーム 和歌山県 208

イブ美豚モモハム 株式会社イブファーム 和歌山県 209

イブ美豚ロースハム 株式会社イブファーム 和歌山県 210

イブ美豚備長炭入りウインナー 株式会社イブファーム 和歌山県 211

金柑ジャム
松川農園
松川　哲朗氏

和歌山県 212

紀州健康梅　乾燥梅　自然そのまま
紀州健康梅の伏村農園
伏村　博和氏

和歌山県 213



紀州健康梅　種なし　すっぱ味
紀州健康梅の伏村農園
伏村　博和氏

和歌山県 214

紀州健康梅　種なし　まろやか味
紀州健康梅の伏村農園
伏村　博和氏

和歌山県 215

紀州健康梅　梅シロップ
紀州健康梅の伏村農園
伏村　博和氏

和歌山県 216

乾燥トマト 蓬臺　雅吾氏 和歌山県 217

有機JAS認定「昔ながらのしそ梅干」 有限会社紀州高田果園 和歌山県 218

有機JAS認定「蔵出し白干梅」 有限会社紀州高田果園 和歌山県 219

桃のコンフィチュールジャム
藪本畑下農園
籔本 悦子氏

和歌山県 220

桃みるく　イタリアンジェラート
藪本畑下農園
籔本 悦子氏

和歌山県 221

中国四国

商品名 事業者名 都道府県 項

いちじくはっ酵茶 体験農場ナオ 鳥取県 222

スパークリングワイン「ＳＫＹ」 北条ワイン醸造所 鳥取県 223

マウンドクーヘン　ＹＡＺＵバウム「響」
有限会社ひよこカンパ
ニー

鳥取県 224

マウンドクーヘン　ＹＡＺＵバウム「いち輪」
有限会社ひよこカンパ
ニー

鳥取県 225

cocoマカロン
有限会社ひよこカンパ
ニー

鳥取県 226

大山エキナセアハーブティー
大山メディカルハーブ
株式会社

鳥取県 227



大山エキナセアのどあめ
大山メディカルハーブ
株式会社

鳥取県 228

さとに医食同源米
株式会社さとに医食同
源

鳥取県 229

ズコット 小川養鶏場 鳥取県 230

パンプキンアイス 大山乳業農業協同組合 鳥取県 231

大山おいしいさつまいもモナカ 大山乳業農業協同組合 鳥取県 232

まつえ宝箱謹製　上煎茶 有限会社宝箱 島根県 233

まつえ宝箱の紅茶 有限会社宝箱 島根県 234

まつえ宝箱の有機番茶 有限会社宝箱 島根県 235

ピオーネ果肉入りアイスミルク 足立　昌俊氏 島根県 236

いわがき（荒みがき加工品）
生食用いわがき（仕上げ加工品）
冷凍生食用いわがき（プロトン凍結商品）

隠岐観光株式会社 島根県 237

「宝隠岐物語」（たからじまものがたり）米粉煎餅 勝部表装有限会社 島根県 238

味付け玉子 有限会社旭養鶏舎 島根県 239

アイスクリーム 有限会社旭養鶏舎 島根県 240

タルタルソース 有限会社旭養鶏舎 島根県 241

プリン 有限会社旭養鶏舎 島根県 242

厚焼き玉子 有限会社旭養鶏舎 島根県 243

茶碗蒸し 有限会社旭養鶏舎 島根県 244



玉子豆腐 有限会社旭養鶏舎 島根県 245

泡々酒（ほうほうしゅ） 丸本酒造株式会社 岡山県 246

清水白桃（しみずはくとう）コンサーブ
瀬戸農産物加工企業組
合

岡山県 247

桃太郎カットネギ 有限会社岡山県農商 岡山県 248

生姜シロップ 株式会社岡本工業所 岡山県 249

瀬戸内古都の丘ハーブ　ステビア 株式会社夢百姓 岡山県 250

瀬戸内古都の丘ハーブ　セントジョンズワート 株式会社夢百姓 岡山県 251

牡蠣の佃煮 野崎　末廣氏 岡山県 252

牡蠣の燻製オリーブ漬け 野崎　末廣氏 岡山県 253

魚介類の燻製 野崎　末廣氏 岡山県 254

むかし味（自然栽培米味噌）
有限会社フクダノウサ
ン

岡山県 255

むかし味（自然栽培玄米酢）
有限会社フクダノウサ
ン

岡山県 256

むかし味（自然栽培米甘酒）
有限会社フクダノウサ
ン

岡山県 257

ニューピオーネ　大福 オブリガード有限会社 岡山県 258

円城密芋クッキー
株式会社吉備の国野菜
村

岡山県 259

円城密芋スイートポテト
株式会社吉備の国野菜
村

岡山県 260

円城半生そば　６食セット
株式会社吉備の国野菜
村

岡山県 261



ハモの切り身、ハモの湯引き
岡山県漁業協同組合連
合会

岡山県 262

ブラウニー ホトトギス株式会社 岡山県 263

アミの佃煮（ゴマ味、山椒味） うなぎ水産 岡山県 264

バラジュース　520ｍｌ マチモト株式会社 広島県 265

米粉パン、米粉そうざいパン、米粉フルーツパイ、
米粉ピザなど

株式会社福田農場 広島県 266

八朔（はっさく）ぷりん、檸檬（れもん）ぷりん
万汐農園
濱浦　志保香氏

広島県 267

じゃがいもジェラート 芸南農業協同組合 広島県 268

酪農家の手作りみるくカレー
有限会社トムミルク
ファーム

広島県 269

米粉パン
農事組合法人ファー
ム・おだ

広島県 270

ジェラート（まーさんのみるく味・抹茶味（宇治
産）・イチゴ味・酒粕味・チョコ味（ベルギー
産）・ラムレーズン味　他季節限定品あり）

株式会社久保アグリ
ファーム

広島県 271

ゆずママレード 川根柚子協同組合 広島県 272

アーティチョークのつぼみ 株式会社カンサイ 広島県 273

長州奇兵隊乾パン 有限会社名田島農産 山口県 274

黄金とろろ〈冷凍〉
やまいもまつり有限会
社

山口県 275

山芋のかるかん（蒸し菓子）
やまいもまつり有限会
社

山口県 276

山子弁当
やまいもまつり有限会
社

山口県 277

山子おにぎり〈冷凍〉
やまいもまつり有限会
社

山口県 278



じねんじょうの漬物「山海漬け」
やまいもまつり有限会
社

山口県 279

長門産　純粋黒みつ
有限会社長門アグリス
ト

山口県 280

釜炒り小野茶 株式会社山口茶業 山口県 281

和牛コロッケ 有限会社鹿野ファーム 山口県 282

和牛ハンバーグ 有限会社鹿野ファーム 山口県 283

マロンファームの箱入栗娘
マロンファーム合同会
社

山口県 284

萩ワインＳＨＩＢＵＫＩ2013マスカットベリーＡ
ミディアムボディ

山田　克也氏 山口県 285

浜干し海苔 株式会社海苔漁師 徳島県 286

丸ごと柿酢 半田あたご柿柿酢の会 徳島県 287

ＭＵＣＣＡミルク 有限会社広野牧場 香川県 288

特選枇杷蜜 株式会社中田養蜂 香川県 289

びわ蜂蜜と和三盆糖のキャラメルコンフィ 株式会社中田養蜂 香川県 290

はちみつと国産きな粉の豆粒よ 株式会社中田養蜂 香川県 291

エキストラバージンオリーブオイル
株式会社アライオリー
ブ

香川県 292

小豆島産オリーブ新漬け
株式会社アライオリー
ブ

香川県 293

さぬきのまんなかドライトマトの洋風だしの素
まつもと農園
松本　稔氏

香川県 294

さぬきのまんなか自分好みでつくるドライトマトの
オリーブオイル漬け

まつもと農園
松本　稔氏

香川県 295



たこ刺し（生刺し・冷凍）
たこのやーちゃん
庄司　尉晶氏

香川県 296

たこめしの素
たこのやーちゃん
庄司　尉晶氏

香川県 297

ネイチャーインフレーム 有限会社モリヒロ園芸 香川県 298

じゃからマーマレード
株式会社内子フレッ
シュパークからり

愛媛県 299

粒楽（冷凍みかん）
有限会社南四国ファー
ム

愛媛県 300

フローズンゼリー
株式会社みかん職人武
田屋

愛媛県 301

飲むジュレシリーズ 株式会社岡林農園 高知県 302

ジンジャーパウダー 刈谷　真幸氏 高知県 303

焼き菓子（ソフトバームクーヘン） 有限会社ニシモト 高知県 304

九州

商品名 事業者名 都道府県 項

さくらんぼ大根のやさしい酢漬け
（ラディッシュの酢漬け）

株式会社カラーリング
ファーム

福岡県 305

富有柿・干し柿ペーストを練り込んだパン
（あんパン、あんロールパン、メロンパン、カレー
パン、マヨネーズシュガーパン）

株式会社そよかぜ館 佐賀県 306

長崎ゆめびわ茶
社会福祉法人出島福祉
村

長崎県 307

ホットドッグ
有限会社ファームヨシ
ダ

熊本県 308

阿蘇小国ジャージーゴールデンミルクのむヨーグル
ト

農家レストラン　カッ
プル　梅田　喜久男氏

熊本県 309

モリンガサプリ（つぶのお茶） 株式会社彩農園 熊本県 310

かぼすのしずく あねさん工房株式会社 大分県 311



甘藷を原材料とした菓子（おいもぽっくる） 株式会社ぽっくる農園 宮崎県 312

甘藷を原材料とした菓子（いもっコロ） 株式会社ぽっくる農園 宮崎県 313

有機三年番茶 株式会社宮﨑茶房 宮崎県 314

あめんどろ（スウヰートポテトシロップ） 株式会社唐芋農場 鹿児島県 315

葡萄ソース
クラシックブドウ浜田
農園　濵田　隆介氏

鹿児島県 316

葡萄ドレッシング
クラシックブドウ浜田
農園　濵田　隆介氏

鹿児島県 317

沖縄

商品名 事業者名 都道府県 項

乙羽タンカン100％ジャム
株式会社あいあい
ファーム

沖縄県 318

パイナップルのフルーツドレッシング
株式会社あいあい
ファーム

沖縄県 319

玄米味噌の油味噌
株式会社あいあい
ファーム

沖縄県 320

プリザーブドフラワー 有限会社大嶺ファーム 沖縄県 321

やんばるスパイスカレー 株式会社クックソニア 沖縄県 322

やんばるピクルス 株式会社クックソニア 沖縄県 323

自家製シャルキュトリー（自家製ベーコン・ソー
セージ）

株式会社クックソニア 沖縄県 324

モリンガ野草酵素カプセル
株式会社琉球エコプロ
ジェクト

沖縄県 325



モリンガスーパーＸ
株式会社琉球エコプロ
ジェクト

沖縄県 326

くめじまの黒糖ジンジャーシロップ 有限会社南の風 沖縄県 327

くめじまのおかか生姜 有限会社南の風 沖縄県 328

くめじま生姜パウダー 有限会社南の風 沖縄県 329

くめじまのガーリック塩 有限会社南の風 沖縄県 330
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