
商品名 いちじくはっ酵茶 
 

事業者名 体験農場ナオ 
（鳥取県琴浦町） 

連絡先 TEL:080-3055-4830 
E-mail：noujyounao@yahoo.co.jp 
URL:http://noujyounao.web.fc2.com/ 

商品の特徴  いちじくは世界最古の果物で、漢方薬でも
あります。 農薬不使用の農場産いちじくの
葉と茎だけを使用し、日本初のいちじくはっ
酵茶を、鳥取県のお茶屋さんと共同開発しま
した。 香り豊かで、ハーブティーに似た香り
がし、いちじく好きな方には「たまりません」。   
 また、使い終わったティーバックを取って置
き、5～10バックをネットに入れ、お風呂の中
につけると、体全体が温まります。 健康が
気になる方に、特にお勧めです。 

原材料 いちじく（鳥取県産） 

主な販売先 農場のお客様、全国のお客様（直販）、道の
駅、直売所、旅館、ホテルなど。 

商品イメージ 
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商品名 スパークリングワイン「ＳＫＹ］ 
 

事業者名 北条ワイン醸造所 
（鳥取県北栄町） 

連絡先 TEL:0858-36-2015 
URL:http://www.hojyowine.jp/ 

商品の特徴  地元産甲州種で造った北条ワインのスパーク
リングワイン。 
 伝統的なシャンパーニュ製法(瓶内2次発酵)で
造ったドッシリとした辛口の白です。 
 しっかりとした厚みで、丸い酸と日本を代表す
る世界的ワイン用品種甲州種の特有の心地よ
い苦み、爽快感が見事に調和され、クリーミー
で泡立ちはきめ細かく、香りからは熟成感を感
じる。アフターも長めで、とてもバランスが良くと
てもエレガントなスタイルに仕上げました。 

原材料 葡萄果(甲州種)（鳥取県北条砂丘産） 

主な販売先 国分㈱、伊藤忠食品、林兼太郎商店、フカヤ
等々。 

商品イメージ 
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商品名 マウントクーヘン ＹＡＺＵバウム「響」 
 

事業者名 有限会社ひよこカンパニー 
（鳥取県八頭町） 

連絡先 TEL:0858-73-8211 
E-mail：soumu@oenosato.co.jp 
URL:http://www.oenosato.com/ 

商品の特徴  自社生産の平飼い鶏卵「天美卵」と国産発
酵バターを使用し、職人が長い時間をかけて
一層一層じっくり焼き重ねた無添加製法のバ
ウムクーヘンです。 外側はカリッ、中はもっち

りとした独特の食感が特徴で、噛むほどに卵
の存在感と、芳醇なバターの香りが広がりま
す。 

原材料 天美卵（鳥取県産／自社生産） 
発酵バター（鳥取県産） 
小麦粉（北海道産） 
蜂蜜（鳥取県産） 

主な販売先 通信販売、ココガーデン（直売所） 

商品イメージ 
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商品名 マウントクーヘン ＹＡＺＵバウム「いち輪」 
 

事業者名 有限会社ひよこカンパニー 
（鳥取県八頭町） 

連絡先 TEL:0858-73-8211 
E-mail：soumu@oenosato.co.jp 
URL:http://www.oenosato.com/ 

商品の特徴  マウントクーヘンをまるで木の切り株のよう
にカットとした手土産にちょうどよい大きさの
バウムクーヘンです。 
 香ばしくて濃厚な卵の味と、噛み応えはそ
のままに、故郷への想いを馳せた逸品として
卵とのセットなどでお買い求めいただける商
品として大変人気があります。 

原材料 天美卵（鳥取県産／自社生産） 
発酵バター（鳥取県産） 
小麦粉（北海道産） 
蜂蜜（鳥取県産） 

主な販売先 通信販売、ココガーデン（直売所） 

商品イメージ 
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商品名 ｃｏｃｏマカロン 
 

事業者名 有限会社ひよこカンパニー 
（鳥取県八頭町） 

連絡先 TEL:0858-73-8211 
E-mail：soumu@oenosato.co.jp 
URL:http://www.oenosato.com/ 

商品の特徴  新鮮な天美卵のメレンゲを、一切の着色を
せず焼き上げたマカロンはほんのり焼き色の
ついたピュアなクリーム色になります。挟み
込むクリームも、有機宇治抹茶、天然バニラ
ビーンズ、丁寧に煮詰めたフロンボワーズ
ソースなど無添加の製法にこだわり、素材の
味を活かした商品になっています。 

原材料 天美卵（鳥取県産／自社生産） 
生クリーム（鳥取県産） 
無塩バター（鳥取県産） 
有機抹茶（京都府産） 

主な販売先 通信販売、ココガーデン（直売所） 

商品イメージ 
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商品名 大山エキナセアハーブティー 
 

事業者名 大山メディカルハーブ株式会社 
（鳥取県大山町） 

連絡先 TEL:0859-54-2100 
E-mail：info@dmh.co.jp 
URL:http://www.dmh.co.jp/ 

商品の特徴  鳥取県で栽培された機能性ハーブ「エキナ
セア」を原材料として使用したハーブティーで
す。鳥取県産のエキナセアはその機能性に
ついて鳥取大学農学部及び医学部と共同研
究しており、抗インフルエンザや抗スギ花粉
症などの機能性が認められています。 
 栽培は全て農薬を使用せず行われており、
安全で高品質なエキナセアを使用しておりま
す。 

原材料 エキナセア（鳥取県産） 
【ブレンド原料】番茶(鳥取県産)、なた豆(鳥取
県産)、どくだみ(鳥取県産)、ゆず(鳥取県産) 

主な販売先 大山恵みの里公社、㈲長田茶店、成城石井 

商品イメージ 
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商品名 大山エキナセアのどあめ 
 

事業者名 大山メディカルハーブ株式会社 
（鳥取県大山町） 

連絡先 TEL:0859-54-2100 
E-mail：info@dmh.co.jp 
URL:http://www.dmh.co.jp/ 

商品の特徴  鳥取県で栽培された機能性ハーブ「エキナ
セア」を原材料として使用したのどあめです。  
 抗インフルエンザなどの機能性を活かすた
め、エキナセアがのどに留まるよう微粉末を
飴に練りこんであります。着色料などの添加
物不使用の健康志向な商品です。 

原材料 砂糖、水飴、エキナセア（鳥取県産） 

主な販売先 大山恵みの里公社 

商品イメージ 
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商品名 さとに医食同源米 
 

事業者名 株式会社さとに医食同源 
（鳥取県鳥取市） 

連絡先 TEL:0857-50-0613 
URL:http://satoni.jp/ 

商品の特徴  低グルテリン米として育成された「春陽」と
「ＬＧＣソフト」をブレンドし食味を整えたお米
です。家族と共に、お米中心の健康的食生
活が楽しめるように食味を改善した身体に優
しいお米です。 
 低グルテリン米とは、易消化性タンパク質
(グルテリン）の含量が低位の特性をもった品
種です。 

原材料 春陽（鳥取県産）、ＬＧＣソフト（鳥取県産） 

主な販売先 医療機関、腎臓病患者、家族 

商品イメージ 
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商品名 ズコット 
 

事業者名 小川養鶏場 
（鳥取県大山町） 

連絡先 TEL:0859-54-2488 
URL: 
http://cms.top-page.jp/p/sakuratamago/8/2/  

商品の特徴  大きなドーム型のチーズケーキ（直径
19cm、高さ12cm）です。 
 北海道産のクリームチーズを使用してい
ます。 
 小川養鶏自慢の新鮮な朝採れさくらたま
ごをふんだんに使用しており、ふわふわし
た軽い食感で食べやすくなっています。 

原材料 鶏卵（鳥取県産）、牛乳、クリームチーズ（北
海道産）、砂糖、小麦粉、バターコーンス
ターチ、レモン果汁 

主な販売先 たまご屋工房 風見鶏（自社直売店） 
  鳥取県西伯郡大山町名和696-1 
  TEL:0859-54-5055 

商品イメージ 
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商品名 パンプキンアイス 
 

事業者名 大山乳業農業協同組合 
（鳥取県琴浦町） 

連絡先 TEL:0858-52-2211 
E-mail：y-hamakawa@dainyu.or.jp 
URL：http://www.dainyu.or.jp 

商品の特徴  鳥取県で栽培されたカボチャを使用しまし
た。口溶けの良いカボチャ味のアイスをコー
ンフレークを混ぜ込んだホワイトチョコで包み
ました。 
 ホワイトチョコに混ぜ込んだコーンフレーク
の食感がアクセントになっています。 

原材料 チョコレートコーチング、カボチャペースト（鳥
取県産）、乳製品、砂糖 

主な販売先 生協 

商品イメージ 
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商品名 大山おいしいさつまいもモナカ 
 

事業者名 大山乳業農業協同組合 
（鳥取県琴浦町） 

連絡先 TEL:0858-52-2211 
E-mail：y-hamakawa@dainyu.or.jp 
URL：http://www.dainyu.or.jp 

商品の特徴  鳥取県産のさつまいもを使用したモナカア
イスです。 
 口溶け良く、口の中に広がるさつまいもの
風味をお楽しみください。 

原材料 水あめ、モナカ、果糖ぶどう糖液糖、サツマ
イモペースト（鳥取県産）、乳製品、植物油脂、
砂糖 

主な販売先 高速道路PA・SA、地元観光地 

商品イメージ 
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商品名 まつえ宝箱謹製 上煎茶 
 

事業者名 有限会社宝箱 
（島根県松江市） 

連絡先 TEL：0852-21-1489 
E-mail：info@e-takarabako.com 
UＲＬ：http://e-takarabako.com/ 

商品の特徴  島根県で初めて有機認証を受けた有機茶の
一番茶を丁寧に仕上げたお茶です。松江市近
郊から集めた植物由来の原料で作った自家製
の植物性堆肥をつかって育て、自社で生産、加
工、袋詰めまで一貫した品質管理を行っている
松江産の安心安全なお茶です。きれのある味
わいとほんのり甘く残る後味は、昔ながらのお
茶らしい味がすると喜ばれています。 
 低めの湯で入れていただくと、渋みがなく、茶
葉由来の甘みとうまみが味わえます。               

原材料 有機茶（島根県松江市産） 

主な販売先 直売所、物産館、松江市内各小売店、ネット
販売等 

商品イメージ   
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商品名 まつえ宝箱の紅茶 
 

事業者名 有限会社宝箱 
（島根県松江市） 

連絡先 TEL：0852-21-1489 
E-mail：info@e-takarabako.com 
UＲＬ：http://e-takarabako.com/ 

商品の特徴  島根県で初めて有機認証を受けた有機茶の
二番茶をじっくり熟成させた有機紅茶です。松
江市近郊から集めた自家製の植物性堆肥をつ
かって育てた、松江産の安心安全な和紅茶で
す。しぶみが少なく、お子様でも飲みやすい紅
茶で茶葉由来の甘みとうまみでお砂糖なしでも
おいしく味わえます。やさしく体にはいってくるの
でのどごしもよく、若い女性のリピーターが多い
お茶です。 

原材料 有機茶（島根県松江市産） 

主な販売先 直売所、物産館、松江市内各小売店、ネット
販売等 

商品イメージ   
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商品名 まつえ宝箱の有機番茶 
 

事業者名 有限会社宝箱 
（島根県松江市） 

連絡先 TEL：0852-21-1489 
E-mail：info@e-takarabako.com 
UＲＬ：http://e-takarabako.com/ 

商品の特徴  島根県で初めて有機認証を受けた有機茶の夏の日差
しをしっかり浴びて育った三番茶を焙煎したほうじ番茶で
す。栽培期間中農薬は不使用で、松江市近郊から集めた
木くずとぬか、おからでつくった自家製の植物性堆肥で育
てた、松江産の安心安全なお茶です。丁寧に焙煎した香
ばしい風味と茶葉由来の甘味は、年代問わず幅広く喜ば
れています。 特に砂糖の甘味を覚える前の小さい子供さ
んに好かれているお茶です。カフェインが少なめなので、
からだにやさしいお茶です。 

原材料 有機茶（島根県松江市産） 

主な販売先 直売所、物産館、松江市内各小売店、ネット  
 販売等 

商品イメージ   
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商品名 ピオーネ果肉入りアイスミルク 
 

事業者名 足立 昌俊氏 
（島根県安来市） 

連絡先 TEL：080-6318-0604 
E-mail：masa.adachi@ivory.plala.or.jp 
UＲＬ：http://www.adachi-grape.jp/index.html 

商品の特徴  ピオーネのつぶつぶを残し、大人のティスト
に仕上げました。 
 フランス料理のデザートの様に、甘さを控
えた味となっています。        

原材料 ピオーネ（島根県産）、乳（島根県産） 

主な販売先 スーパー、道の駅、直売所、ネット販売 

商品イメージ   
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商品名 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） 

事業者名 隠岐観光株式会社 
（島根県西ノ島町） 

連絡先 TEL：08514-6-0016 
E-mail：okikanko@fine.ocn.ne.jp 
UＲＬ：http://www.okigaki.com/ 

商品の特徴  全国で、初めて岩牡蠣の養殖に成功した島根県隠岐郡
西ノ島町。その熟練した技術により、消費者にとって最も
大切な安心安全をご提供します。大自然そのままが残る
隠岐の島。堅い殻に守られた、一つの岩牡蠣の中には、
その大自然の旨味が、全て入り込んでいます。 
 煮てよし、焼いてよし、生でよし。もちろん、蒸しても、揚

げても。その魅惑の味は、決して期待を裏切りません。         

原材料 岩牡蠣（島根県隠岐産） 

主な販売先 旅館、ホテル、飲食店、個人 

商品イメージ   
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商品名 「宝隠岐物語」（たからじまものがたり） 
 米粉煎餅 

事業者名 勝部表装有限会社 
（島根県隠岐の島町） 

連絡先 TEL：08512-2-3065 
E-mail：katsube-3318@alto.ocn.ne.jp 
ＵＲＬ：http://katsubehyousou.com/senbe.html 

商品の特徴  食用インクで隠岐の島の特徴が出る絵付
けを施した米粉せんべいです。 
 隠岐で生産されたお米と、隠岐で採れた藻
塩・イカなどを原料としており、あっさりした風
味でありながら豊かなコクを持つ、飽きの来
ない味わいです。         

原材料 米、いか（島根県産） 

主な販売先 スーパー、直売所、空港、港、ホテル等 

商品イメージ   
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商品名 味付け玉子 
 

事業者名 有限会社旭養鶏舎 
（島根県大田市） 

連絡先 TEL：0854-85-8421 
E-mail：nekka@asahiegg.co.jp  
UＲＬ：http://www.asahiegg.co.jp/plant.html 

商品の特徴  半熟の黄味がとろーり。濃すぎない味付け
で、思わず２個、３個と手が伸びる食べやす
い味付け玉子です。 
 ネッカエッグを使用しています。 
 農場で産まれた卵を、農場内の自社工場
で加工しております。      

原材料 卵（島根県産）、醤油、砂糖、発酵調味料、か
つお節エキス、こんぶエキス 

主な販売先 スーパー、ネット販売、直売所 

商品イメージ   
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商品名 アイスクリーム 
 

事業者名 有限会社旭養鶏舎 
（島根県大田市） 

連絡先 TEL：0854-85-8421 
E-mail：nekka@asahiegg.co.jp  
UＲＬ：http://www.asahiegg.co.jp/plant.html 

商品の特徴  卵が決め手！のアイスクリーム。とってもク
リーミーで濃厚な味わいに仕上がりました。 
 ネッカエッグを使用しています。 
 農場内で産まれた卵を、農場内の自社工
場で加工しております。    

原材料 卵（島根県産）、牛乳、砂糖 
 

主な販売先 スーパー、ネット販売、直売所 

商品イメージ   
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商品名 タルタルソース 
 

事業者名 有限会社旭養鶏舎 
（島根県大田市） 

連絡先 TEL：0854-85-8421 
E-mail：nekka@asahiegg.co.jp  
UＲＬ：http://www.asahiegg.co.jp/plant.html 

商品の特徴  えごまマヨネーズを使用して、さらにおいし
くなった、自慢の逸品です。 
 ネッカエッグを使用しています。 
 農場内で産まれた卵を、農場内の自社工
場で加工しております。 
       

原材料 卵（島根県産）、えごまマヨネーズ、ピクルス、
玉ねぎ 

主な販売先 スーパー、ネット販売、直売所 

商品イメージ   
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商品名 プリン 
 

事業者名 有限会社旭養鶏舎 
（島根県大田市） 

連絡先 TEL：0854-85-8421 
E-mail：nekka@asahiegg.co.jp  
UＲＬ：http://www.asahiegg.co.jp/plant.html 

商品の特徴  とろーり濃厚、とろける口溶け、卵の味わい
をしっかり楽しめる素朴で美味しいプリンです。 
 ネッカエッグを使用しています。 
 農場内で産まれた卵を、農場内の自社工
場で加工しております。 
        

原材料 卵（島根県産）、砂糖、牛乳、カラメル 

主な販売先 スーパー、ネット販売、直売所 

商品イメージ   
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商品名 厚焼き玉子 
 

事業者名 有限会社旭養鶏舎 
（島根県大田市） 

連絡先 TEL：0854-85-8421 
E-mail：nekka@asahiegg.co.jp  
UＲＬ：http://www.asahiegg.co.jp/plant.html 

商品の特徴  えごまマヨネーズを使用して、ふんわり仕上
げ。冷めても美味しくいただける絶妙の味付
けです。 
 ネッカエッグを使用しています。 
 農場内で産まれた卵を、農場内の自社工
場で加工しております。 
           

原材料 卵（島根県産）、えごまマヨネーズ、こんぶエ
キス、かつお節エキス、砂糖、食塩 

主な販売先 スーパー、ネット販売、直売所 

商品イメージ   
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商品名 茶碗蒸し 
 

事業者名 有限会社旭養鶏舎 
（島根県大田市） 

連絡先 TEL：0854-85-8421 
E-mail：nekka@asahiegg.co.jp  
UＲＬ：http://www.asahiegg.co.jp/plant.html 

商品の特徴  具材の鶏肉に島根県産ハーブ鶏肉を使用。
卵のなめらかな口あたりも特長です。 
 ネッカエッグを使用しています。 
 農場内で産まれた卵を、農場内の自社工
場で加工しております。          

原材料 卵（島根県産）、鶏肉、砂糖、みりん、醤油、
こんぶエキス、かつお節エキス 

主な販売先 スーパー、ネット販売、直売所 

商品イメージ   
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商品名 玉子豆腐 
 

事業者名 有限会社旭養鶏舎 
（島根県大田市） 

連絡先 TEL：0854-85-8421 
E-mail：nekka@asahiegg.co.jp  
UＲＬ：http://www.asahiegg.co.jp/plant.html 

商品の特徴  食感さわやか、濃厚な味わい。添付のタレ
は、お好みでどうぞ。 
 ネッカエッグを使用しています。 
 農場内で産まれた卵を、農場内の自社工
場で加工しております。         

原材料 卵（島根県産）、みりん、醤油、かつお節エキ
ス、こんぶエキス、酵母エキス 

主な販売先 スーパー、ネット販売、直売所 

商品イメージ   
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商品名 泡々酒（ほうほうしゅ） 
 

事業者名 丸本酒造株式会社 
（岡山県浅口市） 

連絡先 TEL:0865-44-3155 
E-mail：nfo@kamomidori.co.jp 
URL:http://www.kamomidori.co.jp/ 

商品の特徴  常温で流通できる発泡日本酒。 
 シュワッとはじける微炭酸、 
   ほんのり甘いこうじの美味しさ、 
      美味しいのはお米の力です。 

原材料 米（岡山県産）、米こうじ（国産） 

主な販売先 イオン、クイーンズ伊勢丹、ローソンほか 

商品イメージ 
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商品名 清水白桃（しみずはくとう）コンサーブ 
 

事業者名 瀬戸農産物加工企業組合 
（岡山県岡山市） 

連絡先 TEL:086-953-9211 
E-mail：kakouset@po11.oninet.ne.jp 
URL:http://fruits-gourmet.net/ 

商品の特徴  岡山の特産品である清水白桃を独自の製
法（コンサーブ技術）で果物特有の色合い、
風味、食感を残したシロップ漬け商品です。 
 お中元やお歳暮などの贈答用としても人気
の商品です。  
 
 

原材料 清水白桃（岡山県産） 

主な販売先 イオンほか 

商品イメージ 

 

 

-247- 



商品名 桃太郎カットネギ 
 

事業者名 有限会社岡山県農商 
（岡山県岡山市） 

連絡先 TEL:086-275-1115 
E-mail：nosho1115@nifty.com 
URL:http://kennosho.com 

商品の特徴  自社ブランド‘桃太郎ねぎ’のカットネギで
す。 うどん、ラーメンのトッピングや薬味とし
て手軽に使っていただけます。  
 カットの幅は1.7ミリや2ミリなど調整可能で
す。 

原材料 ネギ（岡山県岡山市産） 

主な販売先 うどん屋、ラーメン屋、カット野菜屋 

商品イメージ 
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商品名 生姜シロップ 
 

事業者名 株式会社岡本工業所 
（岡山県総社市） 

連絡先 TEL:0866-93-0457（生姜農園） 
E-mail：okamotokogyosyo@gmail.com 
URL:http://ginger-plantation.com               

商品の特徴 昔ながらの製法で作ったシロップです。 
 生姜の美味しさや旨味がそのまま凝縮され
ています。 
 生姜湯や紅茶はもちろん、お料理などにも
いろいろ使えるシロップです。 
 寒い時期にピッタリの体ポカポカ商品です。 

原材料 生姜（岡山県産）、砂糖、ゆず果汁(岡山県
産）トレハロース 

主な販売先 直売所（農マル園芸、サンロード吉備路ｅｔｃ
… ）吉備サービスエリア、ＪＲサービスネット、
美観地区ｅｔｃ…  

商品イメージ 
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商品名 瀬戸内古都の丘ハーブ ステビア 
 

事業者名 株式会社夢百姓 
（岡山県岡山市） 

連絡先 TEL:086-279-0671 
E-mail：mail@yume-hyakusho.jp 
URL:http://yume-hyakusho.jp 

商品の特徴 ステビア             
 低カロリーの天然の甘味料。 
 しょ糖の約200倍の甘みと100分の１のカロ
リーをあわせ持つ南アメリカが原産のキク科植
物です。抗酸化力が強く、緑茶の約５倍と言わ
れアンチエイジングや健胃，強壮効果が期待で
きるようです。 
 使い方は、料理の甘味づけ、ハーブティーとし
て他のハーブにブレンドしてください。 

原材料 ステビア（岡山県矢津産） 

主な販売先 自社のカフェ、岡山県内の天満屋ハピータウ
ン・ハピッシュ、稚媛の里、晴れの国おかやま館、
マルイ（ノースランド店、米子店）、農マル園芸、
とっとり・おかやま新橋館 

商品イメージ 
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商品名 瀬戸内古都の丘ハーブ 
セントジョンズワート 

事業者名 株式会社夢百姓 
（岡山県岡山市） 

連絡先 TEL:086-279-0671 
E-mail：mail@yume-hyakusho.jp 
URL:http://yume-hyakusho.jp 

商品の特徴 セントジョンズワート             
 ヨ－ロッパのサンシャインサプリメント。 
 自律神経を整え、更年期障害のイライラ、落
ち込んだ気持ちを緩和する効果が期待できま
す。 
やさしい味なのでティーのブレンドにおすすめで
す。 
 使い方は、ハーブティーとして他のハーブとブ
レンドしてください。 

原材料 セントジョンズワート（岡山県矢津産） 

主な販売先 自社のカフェ、岡山県内の天満屋ハピータウ
ン・ハピッシュ、稚媛の里、晴れの国おかやま館、
マルイ（ノースランド店、米子店）、農マル園芸、
とっとり・おかやま新橋館 

商品イメージ 
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商品名 牡蠣の佃煮 
 

事業者名 野崎 末廣氏 
（岡山県瀬戸内市） 

連絡先 TEL:0869-25-0225 
E-mail：spqy9989@adagio.ocn.ne.jp  
URL:http://www.kaki-shiokaze.jp/ 

商品の特徴  岡山県瀬戸内市虫明海域の豊かな海で手
塩にかけた牡蠣を使い、じっくりと時間をか
け佃煮に仕上げています。 

原材料 牡蠣（瀬戸内市産）、三温糖、醤油、みりん、
酒、カラメル色素（原材料の一部に小麦、大
豆を    含む） ※ 種類により生姜、山椒、マッ
シュルームが入ります。 

主な販売先 直売 
天満屋（空港ショップ） 
岡山県アンテナショップ（東京新橋） 
 

商品イメージ 
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商品名 牡蠣の燻製オリーブ漬け 
 

事業者名 野崎 末廣氏 
（岡山県瀬戸内市） 

連絡先 TEL:0869-25-0225 
E-mail：spqy9989@adagio.ocn.ne.jp  
URL:http://www.kaki-shiokaze.jp/ 

商品の特徴  自社養殖した牡蠣むき身をローリエ、タイム、黒
砂糖などで下味をつけ、桜チップでじっくりと燻製
にし、地元産トマトをドライにしたものと、エキストラ
バージンオリーブオイルに漬け込みました。 

原材料 牡蠣（瀬戸内市産）ミニトマト にんにく唐辛子 エキストラ
バージンオリーブオイル オリーブの葉 加工黒糖（原料
糖、黒糖）食塩 白粒胡椒 ローリエ タイム クエン酸 

主な販売先 直売 
岡山高島屋、天満屋（岡山店、アリオ倉敷「ふるさと館」、
空港ショップ）、ホテルリマーニ、道の駅黒井山「グリーン
パーク ゆうゆう館」、瀬戸内きらり館、備前・福岡こだわり
うどん一文字、岡山県アンテナショップ（東京新橋）、日本
百貨店 しょくひんかん（秋葉原、吉祥寺）、㈱宮市（栃木）、
JR名古屋高島屋、ふるさとセレクトショップ 北海道～か
ごしま館（大阪市中央区）、お中元・お歳暮ギフト（天満屋、
高島屋） 

商品イメージ 
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商品名 魚介類の燻製 
 

事業者名 野崎 末廣氏 
（岡山県瀬戸内市） 

連絡先 TEL:0869-25-0225 
E-mail：spqy9989@adagio.ocn.ne.jp  
URL:http://www.kaki-shiokaze.jp/ 

商品の特徴  岡山県瀬戸内市虫明海域の豊かな海で手
塩にかけた牡蠣を始め、自社で水揚げした
海産物(魚、烏賊、蛸など)を、桜のチップで
じっくりと時間をかけ燻製に仕上げています。 

原材料 牡蠣、魚、烏賊、蛸など（瀬戸内市産）、加工
黒糖（原料糖、黒糖）、食塩、ローリエ、タイム、
白粒こしょう、唐辛子、クエン酸 

主な販売先 直売 
天満屋（岡山店、空港ショップ）、道の駅黒井
山「グリーンパーク ゆうゆう館」、岡山県ア
ンテナショップ（東京新橋） 

商品イメージ 
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商品名 むかし味（自然栽培米味噌） 
 

事業者名 有限会社フクダノウサン 
（岡山県倉敷市） 

連絡先 TEL:086-456-3577 
E-mail：tkmsaaaa@hotmail.com 

商品の特徴  自然栽培米・大豆100％、海のミネラルをバ
ランス良く含む「福塩」だけを使って紀州吉野
杉の木桶に仕込み、備長炭で囲まれた炭蔵
の中でじっくり熟成したお味噌です。マイナス
イオンを含む、醸造に適した高梁川の伏流
水を使用しています。米麹をたっぷりと使用
しているのでマイルドな甘口で、お味噌のや
さしい味をしっかりと感じていただけます。 

原材料 岡山県産 米穀・大豆、塩 

主な販売先 イオン岡山、ニシナ 

商品イメージ 

 

 

-255- 



商品名 むかし味（自然栽培玄米酢） 
 

事業者名 有限会社フクダノウサン 
（岡山県倉敷市） 

連絡先 TEL:086-456-3577 
E-mail：tkmsaaaa@hotmail.com 

商品の特徴  自然栽培の玄米と生きた麹から出来たもろ
みを絞り、ゆっくり時間をかけて熟成させた
玄米酢です。旨みが強く丸みのあるまろやか
な香りと優しい酸味を醸します。 

原材料 岡山県産 米穀 

主な販売先 イオン岡山、ニシナ 

商品イメージ 
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商品名 むかし味（自然栽培米甘酒） 

事業者名 有限会社フクダノウサン 
（岡山県倉敷市） 

連絡先 TEL:086-456-3577 
E-mail：tkmsaaaa@hotmail.com 

商品の特徴  自然栽培100％の玄米と生きた麹を、炭蔵
の中でじっくり熟成した、栄養豊富でスッキリ
とした飲み口の玄米甘酒です。 
 マイナスイオンを含む醸造に適した高梁川
の伏流水を使用。玄米を使用することでミネ
ラルや繊維質を豊富に含んでいます。 

原材料 岡山県産 米穀 
 

主な販売先 イオン岡山、ニシナ 
 

商品イメージ 
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商品名 ニューピオーネ 大福 
 

事業者名 オブリガード有限会社 
（岡山県真庭市） 

連絡先 TEL:090-7120-1123 
E-mail：oburigardo@snk1.qtt-fun.jp 

商品の特徴  自家栽培の完熟ニューピオーネを、粒あん
と餅で包んだ果汁たっぷりの美味しい大福で
す。 栽培農家ならではのニューピオーネの
特徴である大粒で、真っ黒い厳選ブドウを使
用するため、思わず「旨っ！」と言われる程
の美味しさです。 

原材料 ニューピオーネ（岡山県真庭市（北房阿口）
産、小豆（北海道産）、もち粉（国内産） 

主な販売先 道の駅風の家、休暇村蒜山高原、休暇村奥
大山、心斎橋大丸 など 

商品イメージ 
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商品名 円城蜜芋クッキー 
 

事業者名 株式会社吉備の国野菜村 
（岡山県吉備中央町） 

連絡先 TEL:0867-34-0888 
E-mail：marumi2@c.do-up.com                  
URL:http://www.kibi-yasai.com 

商品の特徴  安納芋の素材の甘さを活かして造ったクッ
キーです。 
 焼き芋にすると糖度が40度くらいになりそ
の甘さを活かし、後味に甘さが残らない、さっ
ぱりとサクサクした食感が特徴です。 
地産地消に貢献しています。 

原材料 安納芋（岡山県産）、バター、グラニュー糖、
小麦粉、鶏卵、洋酒、食塩、膨張剤 

主な販売先 道の駅（4か所）、天満屋ストアー 

商品イメージ 
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商品名 円城蜜芋スイートポテト 
 

事業者名 株式会社吉備の国野菜村 
（岡山県吉備中央町） 

連絡先 TEL:0867-34-0888 
E-mail：marumi2@c.do-up.com                  
URL:http://www.kibi-yasai.com 

商品の特徴  安納芋の素材の甘さを活かして造ったス
イートポテトです。 
 安納芋の香りとジューシーで粘りのある食
感が特徴です。 
 地産地消に貢献しています。 

原材料 安納芋（岡山県産）、バター、砂糖、クリーム
（乳製品）、卵、洋酒、ごま、食塩 

主な販売先 道の駅（4か所）、天満屋ストアー 

商品イメージ 
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商品名 円城半生そば ６食セット 
 

事業者名 株式会社吉備の国野菜村 
（岡山県吉備中央町） 

連絡先 TEL:0867-34-0888 
E-mail：marumi2@c.do-up.com                   
URL:http://www.kibi-yasai.com 

商品の特徴  そばに適した円城の赤土で、栽培したそば
粉を55％使用しています。 
 のどごしがつるっとした、香り豊かな半生そ
ばです。 

原材料 そば粉（岡山県吉備中央町産）、小麦粉、 
食塩、酒精、スープ：醤油（小麦大豆）、鰹節、
サバ節、こんぶエキス、砂糖、米発酵調味料、
たん白加水分解物、調味料（アミノ酸等）、 
カラメル色素、酸味料 

主な販売先 天満屋百貨店 

商品イメージ 
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商品名 ハモの切り身、ハモの湯引き 

事業者名 岡山県漁業協同組合連合会  
（岡山県岡山市） 

連絡先 TEL:086-262-4443（大代表）          
TEL:0869-72-9111（事業所直通） 
E-mail：okayama@oygyoren.jf-net.ne.jp 

商品の特徴  岡山県産を中心に瀬戸内海産のハモを加
工販売しています。需要期を外れたハモを使
用し、骨切機導入により効率的に加工出来
ることから値頃感ある製品になっています。 

原材料 ハモ（岡山県産、瀬戸内海産） 

主な販売先 中央卸売市場、商社、水産加工業者、レスト
ラン、自営直売所 

商品イメージ 
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商品名 ブラウニー 
 

事業者名 ホトトギス株式会社 
（岡山県岡山市） 

連絡先 TEL:086-724-1501 
E-mail：admin@hototogisubakery.com 

商品の特徴  自家栽培の米粉と平飼いの地鶏卵を使っ
たチョコレートケーキで、濃厚でしっとり
とした食感が特徴です。 

原材料 卵、バター、米粉、砂糖、カカオパウダー 

主な販売先 ＪＡはなやか中央店、らんらん亭、ナチュ
ラルマーケットIKO、おばあちゃんの台所
イオン店 

商品イメージ 

 

 

-263- 



商品名 アミの佃煮（ゴマ味、山椒味） 
 

事業者名 うなぎ水産 
（岡山県岡山市） 

連絡先 TEL：080-8231-4601 
E-mail：kuban.unasui@gmail.com 

商品の特徴   ゴマ味は、「昔懐かしい」を、山椒味は、
「老舗の料理屋」をイメージした商品です。 
  三角あみ漁法というアキアミを傷つけない

漁法で漁獲し、足が速いとされるアキアミを
新鮮な状態のまま加工するという、漁師なら
ではの強みを生かした商品です。 
    全国の競合品と比べても形がきちんと残っ

ており、アキアミの味をしっかりと生かしてい
るのが特長です。 

原材料 アキアミ（岡山県産） 

主な販売先 イオン岡山専門店（おばあちゃんの台所）・サ
ウスヴィレッジ・むらからまちから館・とっとり・
おかやま新橋館・道の駅 

商品イメージ 
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商品名 バラジュース 520ｍｌ 
 

事業者名 マチモト株式会社 
（広島県福山市） 

連絡先 TEL:084-958-5511 
E-mail:bara@machimoto.co.jp 
URL:http://www.machimoto.co.jp/ 

商品の特徴  栽培期間中、農薬不使用・有機肥料使用
の食用バラを加工したバラジュースです。バ
ラの香りと風味をお楽しみ頂けます。 
 1.5倍～2.0倍に薄めてお飲み下さい。炭酸
で割っても美味しくいただけます。 

原材料 バラ （広島県福山産）、 レモン（広島県産） 

主な販売先 駅売店、デパート、ホテル 

商品イメージ 
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商品名 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 

事業者名 株式会社福田農場  
（広島県三次市） 

連絡先 TEL:0824-66-2765 
E-mail:fukudak@p1.pionet.ne.jp 
URL:http://www.kinsai-e.com/visit/gourmet/fukuda.html 

商品の特徴  自社生産の米を原料とした米粉を使用し、  
季節の地場産野菜や果実を活かした地域性
に溢れた商品です。 
 お客様に高付加価値の商品を提供するた
め、米粉パンや米粉そうざいパンなどを製造
し、自社直売所「米豊霧（まいほうむ）」などで
販売しています。 

原材料 （米粉パンの場合）米粉、小麦粉、砂糖、食塩、
ドライイースト、バター 

主な販売先 自社直売所、ＪＡアンテナショップ、移動販売、
学校給食、イベント等 

商品イメージ 
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商品名 八朔（はっさく）ぷりん、檸檬（れもん）ぷりん 

事業者名  

万汐農園 濱浦 志保香氏 
（広島県尾道市） 

連絡先 TEL:0848-44-1645 
URL:http://www.manchou3.com/ 

商品の特徴  なめらかなプリンの中に、瀬戸内の島々で
生産された「八朔」と「レモン」の果肉をたっぷ
り使用しました。「八朔」のほろ苦さ、「レモン」
のやさしいさわやかな風味と同時にクリー
ミーな味わいが楽しめる新食感のプリンです。 
 

原材料 八朔（広島県産）、レモン（広島県産） 
※詳細については、ＨＰの商品案内参照 

主な販売先 卸売、道の駅、通販 

商品イメージ 

まんちょう 
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商品名 じゃがいもジェラート 
 

事業者名 芸南農業協同組合 
（広島県東広島市） 

連絡先 TEL：0846-46-1166 
URL：http://www.ja-geinan.or.jp/ 

商品の特徴  安芸津産のマル赤馬鈴薯（じゃがいも）を使
用。 
 口どけなめらかで、馬鈴薯の風味を活かし
た甘さ控えめのジェラートです。 
 JA芸南のホームページで通信販売の注文
を承ります。 

原材料 牛乳、じゃがいも（広島県産）、乳製品、グラ
ニュ糖、トレハロース、乳化剤、安定剤（増粘
多糖類） 

主な販売先 JA芸南農産物直売所「ふれあい市」 

商品イメージ 
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商品名 酪農家の手作りみるくカレー 
 

事業者名 有限会社トムミルクファーム 
（広島県東広島市） 

連絡先 TEL：082-420-3323 
URL:http://tommilk.co.jp/ 

商品の特徴  牛乳と地元産の野菜を中心に使用したカレーで
す。長時間かけてじっくりと煮込み、お子様やお年
を召した方にも楽しんでいただけるようにマイルド
な味に仕上げました。 
 農場併設の直売施設では、ゆったりした気分でと
れたての新鮮な野菜サラダと一緒に、お召し上がり
いただけます。 
 レトルトパック（220g)商品もあります。 

原材料 牛乳（東広島市産）、野菜（じゃがいも、玉ねぎ、人
参、ニンニク）、鶏肉、米粉、バター、食用なたね油、
チャツネ、香辛料、ビーフコンソメ、食塩、チキンコ
ンソメ、カレーパウダー、調味料 他 

主な販売先 加工販売施設「ファーマーズマーケット十夢（トム）」
やJA直売所及び道の駅「湖畔の里福富」など 

商品イメージ 
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商品名 米粉パン 
 

事業者名 農事組合法人ファーム・おだ 
（広島県東広島市） 

連絡先 TEL：082-438-0987 
URL：http://kyouwanosato-oda.com/ 

商品の特徴  清流小田川と緑豊かな山に囲まれた小田地区の
特別栽培米「清流の小田米」を使用。 小田米に農
機メーカーの㈱サタケと提携して、アミノ酸ＧＡＢＡ
（ギャバ）が豊富に含まれるＧＡＢＡ加工を施し米粉
にしました。ほかには見られない全製品米粉８割使
用の上質米粉パンです。 
 食パン・菓子パン・デニッシュパン・フランスパン
の他、地元の新鮮野菜を使った惣菜パンや四季
折々の新商品を提供中。 

原材料 米粉（東広島市産）、その他 
「その他原材料はパンの種類・バリエーション
により異なります」 

主な販売先 直売施設「パン＆米夢 （パントマイム）」及び
「パン＆マイム西条店」 

商品イメージ 
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商品名 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） 

事業者名 株式会社久保アグリファーム 
（広島県広島市） 

連絡先 TEL：0829-86-0337 
E-mail：altopiano@kuboagrifarm.co.jp 
URL：http://kuboagrifarm.co.jp/ 

商品の特徴 牧場は、自然豊かな湯来町にあります。澄みきった空
気と美しい水、自社生産の牧草を食べてすくすく育っ
た牛たちの生乳を使用。その生乳を低温殺菌で処理
して素材そのままのおいしさを堪能できる手づくりの
ジェラートです。 
しかも、低脂肪、甘さ控えめで、後味スッキリ！ 
120ｍｌカップに詰めてお届けしています。 
チョコはベルギー産、抹茶は京都から仕入れ贅沢に
使用。 
季節限定商品は、地元産野菜や果物を厳選して使用。 

原材料 牛乳（広島県産）、生クリーム、脱脂粉乳、グラニュー
糖、トレハロース、安定剤（増粘多糖類） 
「原材料はジェラートの種類・バリエーションにより異なります」 

主な販売先 牧場内の直売所、居酒屋、ゴルフ場レストラン・ネット
通販等 

商品イメージ 
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商品名 ゆずママレード 
 

事業者名 川根柚子協同組合 
（広島県安芸高田市） 

連絡先 TEL：0826-58-0330 
E-mail：kyz@kawaneyuzu.com 
URL：http://kawaneyuzu.com/ 

商品の特徴  ゆず果汁、ゆず皮、砂糖のみをじっくりと煮
込み仕上げました。 
 農薬不使用のゆず果汁、ゆず皮と、自然
のペクチン、砂糖のみで仕上げた、糖度約
50度の「ママレード」。皮は薄くスライスして
います。 
【内容量】 1瓶（145g）小売価格494円（税込） 
ギフト用に詰め合わせもできます。 

原材料 砂糖、柚子皮（川根産）、 
柚子果汁（川根産） 

主な販売先 三越広島店、ネット販売、道の駅「北の関
宿」 

商品イメージ 
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商品名 アーティチョークのつぼみ 
 

事業者名 株式会社カンサイ 
（広島県廿日市市） 

連絡先 TEL：082-941-1641 
URL：http://www.ekinari.com 

商品の特徴  国内最大級のアーティチョークの農園・きな
り村からお届け致します。 
  きなり村で農薬や化学肥料を一切使わず
有機肥料のみで大切に育てたアーティチョー
クです。 

原材料 アーティチョーク（広島県産） 

主な販売先 レストラン Ｃａｆｅ ｄｅ ｋｉｎａｒｉ及び併設の直売
所、ネット通販 

商品イメージ  
                              
                パープル 
 
                   
                                                     
   グリーン 
 
                  パープル 
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商品名 長州奇兵隊乾パン 
 

事業者名 有限会社名田島農産 
（山口県山口市） 

連絡先 TEL：083-972-7020 
URL：http://www.natajima.co.jp/ 

商品の特徴  明治維新の原動力となった「長州奇兵隊」
が軍隊の西洋化を進めていく中で、編み出さ
れたのが携帯軍用乾パン「備急餅」です。維
新の原動力となった長州米を原料として現代
によみがえりました。是非、お土産にどうぞ。 

原材料 米粉（山口県産）、バター、卵、緑茶、小麦粉 

主な販売先 山口県内道の駅、ＪＡ直売所等 

商品イメージ 
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商品名 黄金とろろ〈冷凍〉 
 

事業者名 やまいもまつり有限会社 
（山口県周南市） 

連絡先 URL：http://www.maturi.co.jp 

商品の特徴  山口県産のブランド品種を摺りおろして、ダ
シを加えて冷凍しており、解凍するだけで手
軽に風味豊かな本物のとろろ汁が味わえま
す。 

原材料 じねんじょう山芋（山口県産） 

主な販売先 直営店、道の駅、産直売店 

商品イメージ 
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商品名 山芋のかるかん（蒸し菓子） 
 

事業者名 やまいもまつり有限会社 
（山口県周南市） 

連絡先 URL：http://www.maturi.co.jp 

商品の特徴  独自ブランド品種を使うことで独特の風味と
ふんわりとやわらかく口当たりがよい生菓子
です。 

原材料 じねんじょう山芋（山口県産） 

主な販売先 直営店、道の駅、産直売店 

商品イメージ 
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商品名 山子弁当 
 

事業者名 やまいもまつり有限会社 
（山口県周南市） 

連絡先 URL：http://www.maturi.co.jp 

商品の特徴  じねんじょうの風味が強い部分とムカゴの
炊込みご飯に地域色食材をふんだんに使用
した地元ならではの山里弁当です。 

原材料 じねんじょう山芋（山口県産） 

主な販売先 直営店、道の駅、産直売店 

商品イメージ 

  

-277- 



商品名 山子おにぎり〈冷凍〉 
 

事業者名 やまいもまつり有限会社 
（山口県周南市） 

連絡先 URL：http://www.maturi.co.jp 

商品の特徴  山芋の歯ごたえのある部分とムカゴが同時
に味わえる炊込みご飯が、手軽に味わえる
ように冷凍保存したおにぎりです。 

原材料 じねんじょう山芋（山口県産） 

主な販売先 直営店、道の駅、産直売店 

商品イメージ 
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商品名 じねんじょうの漬物「山海漬け」 
 

事業者名 やまいもまつり有限会社 
（山口県周南市） 

連絡先 URL：http://www.maturi.co.jp 

商品の特徴   じねんじょうの希少部分である細首を漬け

汁にじっくり漬け込むことで深い風味と歯ご
たえが楽しめる自然生山芋の山海漬けです。 

原材料 じねんじょう山芋（山口県産） 

主な販売先 直営店、道の駅、産直売店 

商品イメージ 
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商品名 長門産 純粋黒みつ 
 

事業者名 有限会社長門アグリスト 
（山口県長門市） 

連絡先 TEL：0837-22-4671 

商品の特徴   長州どり、長州黒かしわの鶏糞と長門市沿岸で

駆除されるウニと長門産の米ヌカをブレンド発酵さ
せた１００％天然素材有機肥料「長門の恵」を使い、
山口県で初めてサトウキビの栽培し、純粋な黒み
つの精製に成功しました。 
 この純粋黒みつはミネラル分が多く特にカリウム
がメープルスロップの約７倍、マグネシウムは約３
倍、リンはハチミツの約３０倍と美味しいだけでなく
健康面にもうれしい素材です。料理のコクだしや飲
み物等幅広くご使用できます。 

原材料 さとうきび（山口県産） 

主な販売先 長門Aコープ、直売所、阿武道の駅 

商品イメージ 
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商品名 釜炒り小野茶 
 

事業者名 株式会社山口茶業 
（山口県宇部市） 

連絡先 TEL：0836-64-2116 
URL：http://www.onocha.com 
E-mail：horino@onocha.com 

商品の特徴  平成12年から農薬、化学肥料を使わない
で栽培し、その茶葉を鉄釜の直火で発酵を
止める釜炒り製造の茶です。高くて優しい香
りを特徴とし、熱湯でだしても、渋みや苦み
がゆっくりと抽出され、飲みやすくて飽きない
味です。 

原材料 小野茶の煎茶（山口県産） 

主な販売先 山口宇部井筒屋、山口宇部空港、下関直営
店、ドン・キホーテ 

商品イメージ 
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商品名 和牛コロッケ 
 

事業者名 有限会社鹿野ファーム 
（山口県周南市） 

連絡先 TEL：0834-68-3420 

商品の特徴  自社で飼育した黒毛和種のみを贅沢に
使ったコロッケです。 
 その他の原料も国産に拘った逸品です。 
 和牛ならはの旨味がたっぷり。 
 サクッと美味しいシンプルな味わいのコロッ
ケです。 

原材料 黒毛和牛（黒毛和種）（山口県産） 

主な販売先 道の駅ソレーネ周南（直売店） 

商品イメージ 
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商品名 和牛ハンバーグ 
 

事業者名 有限会社鹿野ファーム 
（山口県周南市） 

連絡先 TEL：0834-68-3420 

商品の特徴  自社で飼育した黒毛和種のみを贅沢に
使ったハンバーグです。 
 その他の原料も国産に拘った逸品。 
 肉と野菜の旨味がたっぷり、ふっくらジュー
シーな本格ハンバーグです。 

原材料 黒毛和牛（黒毛和種）（山口県産） 

主な販売先 道の駅ソレーネ周南（直売店） 

商品イメージ 
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商品名 マロンファームの箱入栗娘 
 

事業者名 マロンファーム合同会社 
（山口県美祢市） 

連絡先 TEL：0837-58-0870 

商品の特徴  当社の所在地は山口県でも有数の栗産地
です。栗栽培に適した急斜面の多い地形で、
近くを流れる川から発生する霧と、栄養分を
多く含んだ土で作られた栗は、甘くておいし
いのが特長です。マロンちゃん（当社イメージ
キャラクター）の焼き栗は、そのおいしい栗を、
丁寧に焼いて、その甘みを最大限に引き出
しています。 

原材料 栗（山口県美祢市厚保（あつ）くり使用） 

主な販売先 道の駅、インターネット販売、美祢市ふるさと
納税、山口県内デパート（期間限定） 

商品イメージ 
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商品名 萩ワインSHIBUKI2013ﾏｽｶｯﾄﾍﾞﾘｰA 
ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾞﾃﾞｨ 

事業者名 山田 克也氏 
（山口県萩市） 

連絡先 TEL：0838-53-0014  
URL：http://budounoeki.chu.jp 

商品の特徴  自家栽培ブドウ（マスカットベリーＡ）100％
で造った赤ワイン（辛口）。 
  既存製品の自家栽培ブドウ（アーリース
チューベン）で造ったフレッシュタイプ甘口赤
ワインと比べて澱引き期間を約６ヶ月と長くし
てから瓶詰めした熟成タイプです。 
 栽培は化学肥料・化学農薬を50％以上削
減したエコやまぐち50認証農産物。 
 ラベルは農園から見える紫雲山をイメージ
しました。 

原材料 ブドウ（山口県萩市紫福産）、酸化防止剤（亜
硫酸塩） 

主な販売先 山田フルーツファーム直売所及びネット販
売、萩市内道の駅・飲食店・土産物店 

商品イメージ 
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商品名 浜干し海苔 

事業者名 株式会社海苔漁師 
（徳島県北島町） 

連絡先 URL: http://www.noriryoshi.com/ 
E-mail: kobayashi@spec-lab.net 

商品の特徴  徳島の海で育った生海苔を、新鮮なままに
乾燥させた商品です。 
 通常、板海苔は生海苔をミンチにして真水
で攪拌しますが、浜干し海苔はミンチにする
必要がなく、洗いの工程も少ないため旨みが
凝縮しています。 
 そのままちぎって料理に使っていただくと、
海苔の旨みが料理に溶け込み、より美味しさ
がアップします。 

原材料 スサビノリ（徳島県産） 

主な販売先 スーパー、百貨店、生協、ネット販売 

商品イメージ 
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商品名 丸ごと柿酢 

事業者名 半田あたご柿柿酢の会 
（徳島県つるぎ町） 

連絡先 TEL: 0883-64-3517 
E-mail: sprz4K29@wit.ocn.ne.jp 

商品の特徴  原材料の渋柿（あたご柿）は、渋を抜かず
にそのまま使っているので、栄養価が高く
なっています。 
 柿と天然酵母だけでつくりあげる静置法と
いう本格的な製法で約１年かけてじっくりつ
くっているので、まろやかですっきりとした後
味の良い酢に仕上がってます。 
 完熟柿を使うことによって、しっかりとした
酸のある酢です。  

原材料 あたご柿（徳島県産） 

主な販売先 スーパー、アンテナショップ、土産物店、道の駅 

商品イメージ 
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商品名 MUCCAミルク 
 

事業者名 有限会社広野牧場 
（香川県三木町） 

連絡先 TEL：087-899-0555 
E-mail：info@hirono-farm.com 
URL：http://www.hirono-farm.com 

商品の特徴  夕暮れ時にしぼってから12時間かけてじっ
くり熟成、旨みを引き出す製法の「サンセット
ミルク（商標登録）」を70％も贅沢に使用した
本格ジェラートです。 
 ジェラートメニューには、MUCCAミルクのほ
か、香川県産のフルーツを使用したものや、
ピスタチオを使用したものなど約25種類をラ
インナップしています。 

原材料 生乳、生クリーム、グラニュー糖、脱脂粉乳、
トレハロース、安定剤 
（上記のベースミックスに加え、原材料はジェラート
の種類により異なります） 

主な販売先 自社ジェラートショップ、カフェ、通信販売等 

商品イメージ 

 
 

-288- 



商品名 特選枇杷蜜 
 

事業者名 株式会社中田養蜂 
（香川県高松市） 

連絡先 TEL：087-881-3457 
E-mail：nakata-youhou@gaea.ocn.ne.jp 

商品の特徴  日本で初めて高純度の枇杷蜜の商品化に
成功しました。 
 枇杷蜂蜜は冬場に採蜜するため、気温が
低く採蜜そのものが難しい反面、他に花が咲
いていないため枇杷の花の蜜の純度100％
近い状態で採蜜できます。 
 口に含んだ瞬間、フワッと広がる香りと雑
味のないクリアな味わい、透き通った色が特
徴です。 
※その他商品として、採蜜花によってアカシ
ア・みかん・山れんげ・はぜ・百花・玉ねぎ・そ
ばの蜂蜜があります。 

原材料 はちみつ 

主な販売先 自社直売所、道の駅、JA産直市 

商品イメージ 
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商品名 びわ蜂蜜と和三盆糖のキャラメルコンフィ 

事業者名 株式会社中田養蜂 
（香川県高松市） 

連絡先 TEL：087-881-3457 
E-mail：nakata-youhou@gaea.ocn.ne.jp 

商品の特徴  貴重な枇杷蜜と讃岐和三盆糖で仕上げた
やさしい甘さが広がるコンフィチュールです。 
有名パティシエとの共同開発により、和三盆
の甘さを残しつつ、枇杷蜂蜜の芳醇な香りが
楽しめる手づくりの一品です。 
 希少な枇杷蜜を使用しているため、数量限
定販売です。 
 

原材料 生クリーム、和三盆糖、バター、白下糖、は
ちみつ、水あめ 

主な販売先 自社直売所 

商品イメージ 
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商品名 はちみつと国産きな粉の豆粒よ 

事業者名 株式会社中田養蜂 
（香川県高松市） 

連絡先 TEL：087-881-3457 
E-mail：nakata-youhou@gaea.ocn.ne.jp 

商品の特徴  中田養蜂で採蜜した蜂蜜をパウダー状に
加工し、国産きな粉と組み合わせたやさしい
甘さと香りが包み込む豆菓子です。 

原材料 落花生、国産きな粉、小麦粉、黒砂糖、植物
油脂、もち米、黒ごま、トレハロース、マル
トース、もちとうもろこし澱粉、砂糖、蜂蜜パ
ウダー、コーンスターチ、食塩 

主な販売先 自社直売所 

商品イメージ 
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商品名 エキストラバージンオリーブオイル 

事業者名 株式会社アライオリーブ 
（香川県小豆島町） 

連絡先 TEL：0879-82-0733 
E-mail：arai@araiolive.co.jp 
URL：http://www.araiolive.co.jp/ 

商品の特徴  瀬戸内海の小豆島でオリーブの果実を一
粒一粒丁寧に手摘みして収穫し、収穫後６時
間以内に採油、酸度0.1％（酸価0.2）を実現し
ています。 
 青りんご、ハーブ、刈りたての草などの
清々しい香りと、豊かで厚みのある味わいで
す。 
 小豆島産のオリーブ果実を100％使用し、
酸度0.1％を実現した最高品質のオイルです。 

原材料 食用オリーブ油 

主な販売先 インターネット販売、香港・シンガポール等海
外大手百貨店及びレストラン 

商品イメージ 
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商品名 小豆島産オリーブ新漬け 
 

事業者名 株式会社アライオリーブ 
（香川県小豆島町） 

連絡先 TEL：0879-82-0733 
E-mail：arai@araiolive.co.jp 
URL：http://www.araiolive.co.jp/ 

商品の特徴  オリーブの実はそのままでは苦くて食べら
れないものですが、渋みを抜き、塩水だけで
漬けているので、オリーブの実の味がしっか
り残り、コリコリとした食感です。 
 アライオリーブの新漬けは、塩気は感じて
いただけますが、オリーブの実の味そのもの
を大事にするため、塩気は控えめです。摘み
取った新鮮な若い実を時間を置かずにその
まま漬け込むので、オリーブの実はきれいな
緑色をしています。 

原材料 オリーブ、食塩 

主な販売先 インターネット販売 

商品イメージ 
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商品名 さぬきのまんなかドライトマトの洋風だしの素 
 

事業者名 まつもと農園 松本 稔氏 
（香川県綾川町） 

連絡先 TEL：090-4970-4267 
E-mail：e_oyasai@ybb.ne.jp 
URL：http://matsumotonouen.com/ 

商品の特徴  まつもと農園で育てたミディトマトを乾燥さ
せた自家製ドライトマトを使った、ちょっと珍し
い洋風「だしの素」です。甘みが強く、濃厚な
完熟ミディトマトをドライにすることで、
ぎゅーっと旨みが濃縮されています。濃く、グ
ルタミン酸の旨みたっぷりのお出汁が色んな
料理に使えます。 

原材料 トマト（香川県産）、昆布、塩 

主な販売先 イタリアンレストラン、乾物店、道の駅 

商品イメージ 
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商品名 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 

事業者名 まつもと農園 松本 稔氏 
（香川県綾川町） 

連絡先 TEL：090-4970-4267 
E-mail：e_oyasai@ybb.ne.jp 
URL：http://matsumotonouen.com/ 

商品の特徴  まつもと農園で育てたミディトマト。甘みが
強く、濃厚な旨みがぎゅーっと濃縮されたドラ
イトマトに好みのオリーブオイルを注ぐだけで
オイル漬けがお楽しみいただけるキットです。 
トマトのエキスがにじみ出すオリーブオイル
の美味しさは絶品です。 

原材料 トマト（香川県産）、塩 

主な販売先 イタリアンレストラン、乾物店、道の駅 

商品イメージ 
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商品名 たこ刺し（生刺し・冷凍） 
 

事業者名 たこのやーちゃん 庄司 尉晶氏 
（香川県観音寺市） 

連絡先 TEL：090-7780-6597 
E-mail：info@takonoyachan.com 
URL：http://takonoyachan.com 

商品の特徴  タイラギ貝・ミル貝・ワタリガニ・舌平目など
のおいしい魚介類を食べて育った真たこを使
用しています。 
 朝どれの天然真たこを生きたまますぐに丁
寧に洗い、仕上げた「たこ刺し」は、新鮮な真
たこ独特の深い甘みと歯ごたえが楽しめるま
す。 
 夏はコリコリとした歯ごたえ、冬は弾力のあ
るやわらかな肉質が特徴です。 

原材料 真たこ（備讃瀬戸産） 

主な販売先 自社店舗、通信販売（冷凍のみ） 

商品イメージ 
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商品名 たこめしの素 
 

事業者名 たこのやーちゃん 庄司 尉晶氏 
（香川県観音寺市） 

連絡先 TEL：090-7780-6597 
E-mail：info@takonoyachan.com 
URL：http://takonoyachan.com 

商品の特徴  タイラギ貝・ミル貝・ワタリガニ・舌平目など
のおいしい魚介類を食べて育った真たこを使
用しています。 
 漁師秘伝の調味料は、地元香川県産の醤
油と酒を使用、甘みの素となる砂糖は、北海
道産の大根由来のてんさい糖を使用し、あっ
さりまろやかな仕上がりです。 
 無添加による加工を行っています。 

原材料 真たこ（備讃瀬戸産）、醤油、てんさい糖、酒、
みりん、食塩 

主な販売先 自社直売所、通信販売 

商品イメージ 
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商品名 ネイチャーインフレーム 
 

事業者名 有限会社モリヒロ園芸 
（香川県観音寺市） 

連絡先 TEL：0875-24-2099 
E-mail：morihiro.eng@hi2.enjoy.ne.jp 
URL：http://www.morihiro-flower.com 

商品の特徴  耐水性に優れた紙製フレームと鉢花を一
体化し、フレームから花が飛び出しています。
背景には季節を感じさせる言葉や癒しの言
葉、風景写真を５種類セットしており、お好み
で入れ替えて楽しむことができる。壁掛けお
よび自立式フレームとして飾ることができ、背
景イメージの前に花が見える立体感がポイ
ントです。  
 一味ちがう工夫で相手を喜ばせたいという
方のプレゼントとして、また、自然を感じさせ
るオフィスやリビングのインテリアとしておす
すめです。 

原材料 鉢花（ポインセチア・サイネリア・ハイビスカス
など季節に応じた花を一種類）、紙製フレー
ム、背景イメージ 

主な販売先 花屋、量販店（ホームセンター、スーパー） 

商品イメージ 
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商品名 じゃからマーマレード 
 

事業者名 株式会社内子フレッシュパークからり 
（愛媛県内子町） 

連絡先  TEL：0893-43-1122 
 URL：http://www.karari.jp/ 

商品の特徴  香酸系柑橘である「じゃばら」独特の風味を
丸ごと生かしたマーマレードです。 
 また、「じゃばら」には、花粉症の症状が改
善するとされる抗酸化物質のナリルチンが、
豊富に含まれています。 

原材料 じゃばら（愛媛県内子町産、内子町の特定農
産物等認証（減農薬・減化学肥料）） 

主な販売先 直売所、ネット販売 

商品イメージ 
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商品名 粒楽（冷凍みかん） 
 

事業者名 有限会社南四国ファーム 
（愛媛県宇和島市） 

連絡先 TEL：0895-52-0330 
E-mail：minamishikoku-f@leaf.ocn.ne.jp 

商品の特徴  着色料、甘味料を使用せずに冬みかんの
生をフレッシュなまま冷凍しました。 
 外皮を手で剥いて房を分けているので、内
皮が薄く、氷菓子のように凍った状態で、即
食べられます。 

原材料 みかん、しらぬい（愛媛県宇和島市産） 

主な販売先 カタログ販売、ネット販売、百貨店  

商品イメージ 
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商品名 フローズンゼリー 
 

事業者名 株式会社みかん職人武田屋 
（愛媛県愛南町） 

連絡先 TEL：0895-72-6730 
URL：http://www.takedanouen.com/ 

商品の特徴  「河内晩柑」は、和製グレープフルーツと言
われる希少な柑橘です。 
 着色料、香料、酸味料を使用せず、柑橘生
産者の強みを生かして、果汁率を50％と高
めることで自然の風味を増しています。 

原材料 河内晩柑（愛媛県愛南町産、高知県産） 

主な販売先 学校給食、一般給食など 

商品イメージ 
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商品名 飲むジュレシリーズ 
 

事業者名 株式会社岡林農園 
（高知県越知町） 

連絡先 TEL:0889-27-2205 
E-mail : office@buntan-ok.com 
URL：http://buntan-ok.com/ 

商品の特徴  高知県産の果物・野菜を使ったちょっと贅沢
な大人のスイーツです。 
 高知で採れた土佐文旦・ゆず・生姜・トマト４
種の味をベースに、合成添加物不使用・国産
原料100％にこだわりました。 
 おいしさはもちろん、ゼリーとはまた違う柔ら
かな口どけを楽しめます。 

原材料 【文旦】土佐文旦、てんさい糖、寒天、貝カルシウム 
【ゆず】ゆず、てんさい糖、寒天、貝カルシウム 
【生姜】生姜汁、てんさい糖、寒天、小夏(日向夏) 
【トマト】トマト、てんさい糖、寒天、田熊すだち（直七） 

主な販売先 高知県内のお土産屋、岡林農園ウェブサイ
ト、関東・関西圏の高質スーパーなど 

商品イメージ 
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商品名 ジンジャーパウダー 
 

事業者名 刈谷 真幸氏 
（高知県いの町） 

連絡先 TEL:088-892-0691 
URL:http://kariya716.com/ 

商品の特徴  「美と健康・美意識」をコンセプトに女性に
特化した商品です。原材料の生姜は高知県
いの町の自家農園で栽培しています。 
 首都圏在住者をターゲットに、女性が持ち
歩く小物としての違和感がないデザインで安
全性はもちろん、本物の味と風味のある生姜
パウダーです。 

原材料 生姜（高知県産） 

主な販売先 首都圏の飲食店、雑貨店 

商品イメージ 
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商品名 焼き菓子（ソフトバームクーヘン） 
 

事業者名 有限会社ニシモト 
（高知県高知市） 

連絡先 TEL：088-894-3321 
E-mail: tamago3001@onyx.ocn.ne.jp 

URL：http://tamagofamily.com/（たまごファミ

リー） 

商品の特徴  自社農場でとれる新鮮たまごなど、素材に
こだわり、製法にこだわって、膨張剤、乳化
剤、保存料を使わないおいしいスイーツです。 
 「大切な人に安心なものを食べてもらいた
い」そうお考えになられるお客様お一人お一
人のやさしい気持ちにこたえられる、おいしさ
いっぱいのバームクーヘンです。 

原材料 たまご（高知県）、バター、砂糖、小麦粉、 
生クリーム、アーモンドプードル、 
コーンスターチ、はちみつ、バニラビーンズ、
ごま油、洋酒、食塩 

主な販売先 たまごファミリー（直営店）、インターネット 

商品イメージ 
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