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平成25年の台風18号が弊社の地元にもたらした大きな被害、
そしてその中で生まれた奇跡や出会いから生まれた驚きの日本酒です。
奇跡的に収穫できた契約米は、実は農家さんが圃場に
入った泥水を掻き出すなど、懸命の努力の賜物でした。
そんな農家さんの努力に応えるため、私たちも新しい挑
戦をしよう、奇跡の酒米の美味しさが詰まった日本酒を
造ろうと思い、現在ではとても珍しい「十水仕込（とみず
じこみ）」という江戸時代後期に行われていた醸造手法に
取組みました。現代の醸造手法では生み出せない、濃縮
感があり爽やかな鮮烈な美味しさを実現しています。

桜えびの生のおいしさを気軽に楽しんでいただきたく、開発しました。
色味を活かすため白醤油ベースの特製ダレに漬けています。

「駿河湾」「桜えび」の認知度をもっともっと高めていき
たい。そして「生」の味わいをもっと多くの人に知って
いただきたい、という思いのもと生まれた商品です。
地元の漁師料理として親しまれている沖漬けをベース
に味・品質へのこだわりとともに、桜えびの自然の色
がより鮮やかに残せるよう工夫を重ね“づけ”が完成し
ました。

種子島純産の安納芋をスイートポテトに仕上げ、
チョコレートで包んだ新感覚スイーツです。
種子島の農家様より、安納芋を使ったスイーツを
開発してみませんかとお声を掛けていただき、ま
ずはスイートポテトを製造し本場ベルギーチョ
コレートで包みました。
チョコとスイートポテトが絶妙に混ざり合う食
感、甘さに仕上げております。

無添加、調味料なしの飲むかつおダシ。

ダシが健康にいい事はわかっていても毎日だし
料理を作るには手間がかかる。それならお茶や
コーヒーなどの代わりに無添加のかつおダシを
飲み物として飲んでもらいたいという思いから
開発しました。

海や山に囲まれ、自然豊かな淡路島で育った玉ねぎです。土つくり、
肥料にこだわり、できるだけ農薬を使わずに栽培しております。
淡路島は１年の平均が16℃前後、日照時間が長いため、
玉ねぎ作りに最適です。土壌には玉ねぎの辛みを少な
くすると言われる海のミネラル成分が豊富に含まれて
います。一般的な玉ねぎは４カ月ほどで収穫されるの
がほとんどのところ、淡路島の玉ねぎは約６～７カ月
もの時間をかけて育てています。収穫後に成熟させる
ことでさらに糖度を高めます。

愛知県産の大豆粉と米粉を使用し、脂質を抑え、
化学調味料・着色料は使わずに仕上げたフレークタイプのカレールウです。

「畑の肉」と呼ばれるほど、豊富なたんぱく質を持つ大
豆に注目し、大豆粉カレールウを開発。カレールウの
主原料である小麦粉の代わりに、大豆粉をメインに米
粉とブレンドし、独自の直火焼製法により丹念に焼き
上げました。大豆の本来もっている脂質を活かすこと
で、使用する油脂を控えたフレークタイプのカレール
ウに仕上げました。

幻の酒米「但馬強力」100%使用の贅沢な純米大吟醸酒。
重厚感のあるデザインボトルでふくよかな味わいを表現しています。
兵庫県では様々な酒米が栽培されていますが、別格の
知名度を誇る山田錦以外の酒米はほぼ認知されてい
ません。弊蔵では地元兵庫県産の但馬強力、兵庫北錦
という個性のある酒米に注目し、山田錦以上に活用す
ることで認知度を上げ、未来に繋いでいきたいと考え
ています。但馬強力のふくよかな旨口という特徴を活
かしつつ、スッキリと味わえるバランスにこだわり、
50%精米の純米大吟醸酒として製造しています。

三重県産大粒フクユタカ大豆で美味しい納豆を造り、ドライ加工後
チョコレートコーティングした納豆菌の生きたおやつ納豆です。

当初は地元の子供達に地元の大豆を使った納豆を食べて
もらいたいという所から出来た納豆です。しかしこの納
豆を使ってもっと色んな方に納豆を食べていただけない
か？納豆が苦手、納豆を持ち運んで外出先で食べたい、
お菓子やデザートのトッピングに、こういった今までは
納豆が使われていなかったシーンで食べていただけるよ
うにと考えた商品です。

セイロと臼と杵を使ってもち米の甘味、旨味を
最大限まで引き出した京の堅焼きあられ。
米粉を蒸して練り、乾燥、成型して作ると生産効率は良
いが、もち米の旨味、甘味が無くあられ本来の旨味、甘
味を楽しんで食べる事が薄れてしまうように感じまし
た。そこで、家庭で米を炊くように洗米、寝かせ、蒸し
を行い、ごはんを噛んで食べると甘味が出るよう練るの
ではなく、杵で搗く、焼く仕上げで旨味が出るように生
地を寝かせ、乾燥、寝かせを日ごとに繰り返して作って
います。

干し芋＝古いというイメージを払拭し、
幅広い世代に受け入れられる新しい挑戦を！
10年前に1度だけ販売し、再販の声が殺到した“幻のスイー
ツ”をリニューアル。何とか干し芋ショコラをもう一度お
届けしたい！その想いを胸に商品開発に臨みました。自然
食品である干し芋を加工する難しさに直面しながら、試行
錯誤を重ねました。
コーティングのチョコレートはパリッとした食感にこだわ
り、厚くなりすぎないようバランスを大事にしています。
干し芋も美味しい、チョコレートも美味しい黄金比です。

胚芽が３倍で（日本発のスーパーフード）、白米モードで炊飯でき、
日本初のスチームによる殺卵殺菌された衛生的な無洗玄米です。
近年の消費者の米離れ傾向を逆転するためには、カギを
握る主婦層の心をつかむことが肝要かと存じます。主婦
達は、ＴＶやＳＮＳの芸能人モデル等の影響を受けやす
く美容健康志向が強い動機となりえます。日本発のスー
パーフードであり（胚芽が3倍）手間暇がかかる事を嫌う
主婦達に打って付なのは、無洗玄米（懸念されてきた菌
や虫の卵の問題をスチームで解決）で白米モードで40 ～
50分で炊け、白米と混ぜることも自在な点です。

肉や野菜など使い道たくさんのサッパリ味、海苔のピクルス。

ダシ、海苔の専門店「海産物処ふじ田」と、和ピクル
ス専門店とのコラボ商品。お互いの技術と長所を活
かした商品になるよう、味やかつお節の配合などに
こだわりました。

兵庫県淡路島で育てられたパクチーを根から葉まで練り込んだ
パクチー好きな方はもちろん苦手な方も意外といける緑の手延べ麺。
南あわじ市福良(ふくら)の麺製法は昔ながらの手
延べでコシを生む、14工程約40時間かけて丁寧に
受け継がれた職人の技で製造しています。のど越
しの良さで虜になります。

愛知県蒲郡産のメヒカリ脂のうまさを伝えるため、綿実油に
漬けこんであります。常温で3年の賞味期限があり災害物資としても。
傷みも早いメヒカリを何とか日持ちさせて流通に乗せた
いと考えた中で、缶詰にしました。缶詰にすることで、
美味しさをそのまま凝縮しております。

柿と酵母だけ、柿100％の純柿酢。 
一滴の水も使っていません。
先代社長が規格外の柿の大量廃棄を目の当たりにし、「地域
ブランドの価値を下げずに年中PRできる商品開発」として最
初に考えたのが柿ワインの製造でした。しかし、酒類製造免
許の許可が下りなかったため、そのまま発酵を進めて柿酢に
したのが始まりです。現在は弊社独自の製造方法も確立され、
昔ながらの製法を守りながらも、より旨味を残した美味しい
柿酢をめざすため、研究室で様々な分析をし「柿を科学する」
を実践しています。

非日常のエディブルフラワー（滋賀県産食用花）を
有機純米酢で酢漬けにし、日常のアレンジ液酢に。

「日常にトキメキを」をコンセプトに私たちにしかできない
ローカルなものづくりをしようとエディブルフラワー（食用
花）の六次産業化を始めました。
花ピクル酢専用のエディブルフラワーを年間通して自社栽培
し、手摘みしたエディブルフラワーは一輪一輪全ての花を刷
毛で丁寧にチェックしてから、製造に移っていきます。最初
から最後まで手作業で製造をしています。

株式会社福井弥平商店
所在地：滋賀県高島市勝野 1387-1
電　話：0740-36-1011
U R L：http://www.haginotsuyu.co.jp　E-mail：seishu-haginotsuyu@tea.ocn.ne.jp

おいしい産業株式会社
所在地：静岡県蒲原小金 147-7
電　話：054-625-6710
U R L：https://oic.co.jp　E-mail：hiroe_yamaguti@oic.co.jp

レ・フレール株式会社
所在地：大阪府堺市堺区中瓦町 2-3-22 テクノ大徳ビル 3 階
電　話：072-238-3033
U R L：http://www.cerise-sweets.com　E-mail：online@cerise-sweets.com

海産物処ふじ田
所在地：静岡県島田市新田町 5-24
電　話：0547-37-6671
U R L：http://www.kaisanbutsu-fujita.com/　E-mail：kaisanbutsu@uv.tnc.ne.jp

株式会社 K. ファーム
所在地：兵庫県淡路市浦 933-2
電　話：0799-70-4347
E-mail：k.farm-katahara@ares.eonet.ne.jp

株式会社オリエンタル
所在地：愛知県稲沢市大矢町高松 1-1
電　話：0587-36-1515
U R L：http://www.oriental-curry.co.jp　E-mail：webmaster@oriental-curry.co.jp

株式会社西山酒造場
所在地：兵庫県丹波市市島町中竹田 1171
電　話：0795-86-0331
U R L：http://www.kotsuzumi.co.jp/officialweb/　E-mail：main@kotsuzumi.co.jp

株式会社小杉食品
所在地：三重県桑名市能部字花貝戸 401
電　話：0594-33-3710
U R L：http://www.miyakonattou.com/　E-mail：LEN03222@nifty.com

有限会社藤澤永正堂
所在地：京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森柴東町 18-2
電　話：075-661-3408
U R L：http://www.kuramaan.jp　E-mail：info@kuramaan.jp

株式会社おいもや
所在地：静岡県掛川市大渕 9641
電　話：0537-48-4738
U R L：http://www.oimoya.com/　E-mail：info@oimoya.com

有限会社ホリホック
所在地：大阪府箕面市箕面 1-3-20-110
電　話：0727-34-7172
E-mail：info@hollyhock.ne.jp

海産物処ふじ田
所在地：静岡県島田市新田町 5-24
電　話：0547-37-6671
U R L：http://www.kaisanbutsu-fujita.com/　E-mail：kaisanbutsu@uv.tnc.ne.jp

株式会社八勝 長谷製麺
所在地：兵庫県南あわじ市福良乙 1093-7
電　話：090-7556-7405
U R L：http://fukura-tenobe-seimenjyo.jp　E-mail：haseseimen@river.sannet.ne.jp

有限会社まんてん．
所在地：愛知県豊橋市神野新田町字ヲノ割 40-1
電　話：0532-33-2461
U R L：https://manten-ff.com　E-mail：takahiro@manten-ff.com

石井物産株式会社
所在地：奈良県五條市西吉野町八ツ川 458
電　話：0747-34-0518
U R L：http://www.a-kaki.com　E-mail：info@a-kaki.com

87farm
所在地：滋賀県東近江市池庄町 2125-2
電　話：090-3998-8812
U R L：https://www.instagram.com/87farm　E-mail：87farm@gmail.com

萩乃露 特別純米 十水仕込 雨垂れ石を穿つ駿河湾産生桜えびのづけ

安納芋トリュフだしカフェ

淡路島玉ねぎ大豆粉カレールウ

小鼓  純米大吟醸  路上有花 黒牡丹チョコなっとう
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美しい玄米海苔の和ピクルス
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柿酢花ピクル酢
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「Let’s！和ごはんプロジェクト」の趣旨に沿った身近・手軽に健康的な「和ごはん」を食べる機会を増やすことが期待できる産品。
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職人手焼きのあなごの蒲焼きを、
新鮮な白身魚でつくったかまぼこの上にのせた蒲鉾。
製造のこだわりは、やはり生のあなごを
職人が数時間かけ、秘伝のたれをつけな
がら手焼きで焼くこと。そして蒲鉾自体
も、あなごの旨さを最大限に引き立たせ
るように、食感やのどごしを調整してい
ます。

柑橘「じゃばら」の果皮を苦味エグミの緩和処理をして
機能性成分を残し、美味しく食べられるようにしました。
原材料はじゃばら果皮と砂糖だけで、甜菜糖を使用。
弊社の特許技術で果皮に高機能性成分をのこして、爽
やかな味にしあげています。

日本一の生産量である吉野川産すじ青のりの他
ばらぼしのりとかつおぶし３種類をブレンドした風味豊かな高級万能商品。
生産者とも連携を図り、安定した生産と上質な製品作
りを目標に原料確保、商品化を図っております。特に
すじ青のりは繊細で生産時期によって香り、色が異な
るため、最も最適な時期の物を原料とし、すじ青のり
の本当の良さを全国の方々に発信できるようこだわり
を持って販売しております。

自家農園で大切に育てた有機JAS梅を使用し、
ブランデー・氷砂糖のみで漬け込み6年熟成させました。
日本一の梅の産地である和歌山県みなべ町。地元産の梅
を使った梅酒は多数ありますが、大人のための本物の梅
酒を造りたくて試行錯誤を繰り返す内に、余分なものは
何も加えず「有機JASの紀州南高梅」、「ブランデー」、「氷
砂糖」この3つの原料だけをじっくりと寝かすことで、他
にはない芳醇な香りと深いコクの梅酒が誕生しました。
月日を重ねるほどに深みが増し、豊かな味わいと香りは
記憶に残る美味しさで唯一無二の梅酒となっています。

徳島県の素材を中心に、100％国産原材料のみを使用して、
作り上げた「純国産クラフトジン」です。
世界的なウイスキーブームの流れを受け、蒸留酒・スピリッツが注
目を集め、日本でも2年程前からクラフト・ジンがブームと聞こえて
きています。ジンの個性は、ベースのお酒と使用するボタニカルの
種類、抽出方法で決まります。個性豊かなボタニカルを使用するの
はもちろんのこと、ベースに日本酒・焼酎の技術により自社で醸造・
蒸留を行った「米のお酒」を用いることで、日本・徳島ならではのジ
ンを目指しました。

日本一の【ノドグロ】でつくる、手づくり・無添加の高鮮度缶詰。

浜田市の水産メーカーの現在の主力商品は干物ですが、
昭和の時代に干物と共に水産業を支えていたのが缶詰産
業でした。しかし約28年前、この浜田市を支えていた缶
詰産業が廃業となり跡形もなくなりました。魚の鮮度が
大事な缶詰づくりには、漁船から競りまで鮮度管理を徹
底して行う浜田港はすごく適しています。高級魚ノドグ
ロをご家庭で手軽に味わってもらいたく、シーライフは
１台の小さな機械を購入し製造をスタートしました。

完熟桃太郎トマト使用し「自家製トマト酢」を醸造。
そのトマト酢と無添加柚子果汁をブレンドしたポン酢。リコピン成分含有。
地域農産物では、桃太郎トマト以外に柚子も特産。地
元農家のお母さんたちは昔からゆず果汁を使った自家
製ポン酢を作っています。その伝統の味をもとに、弊
社では「自家製トマト酢」と無添加の柚子果汁を使っ
た独自の味付けポン酢を製造しています。
自家製トマト酢は毎日、観察（室温、樽の温度測定、酸
度測定）をしながら酢酸発酵によりじっくりと熟成さ
せて造っています。

「新見産のお米を新見のおかずでおいしく食べて欲しい」そんな思いから
山紫水明の地元で収穫した農産物と猪肉とで作った肉味噌。

牛肉や豚肉を原料とした肉味噌は土産品として
県内外で販売されているが、猪肉の肉味噌はあ
まり例がありません。当社が生産する自慢の米
と組み合わせ、「ごはんのおかず」として､ 米の
消費拡大とあわせてジビエの利用促進に取り組
んでいます。

種まで含めた国産自給を目指した、
希少な国産鶏種「はりま」を使用した鶏肉です。
飼料自給率を考慮すると、日本の鶏肉自給率は8％と、
畜産の飼料は輸入に頼っている状況にあります。秋
川牧園では2009年より、山口県内の耕種農家とともに
飼料用米の取り組みを開始。「はりま」は、飼料用米を
23％（後期飼料）給与した、飼料自給率の高い鶏肉で
す。また、飼料用米を食べた鶏の堆肥を圃場に還元す
る、理想的な地域循環モデルとしても、毎年全国から
視察が相次いでいます。

紀州南高梅を5つのこだわりの梅に仕上げました。
甘味・塩味・酸味・旨味・香り・食感・色彩など多彩な梅の味わいを表現！
しょっぱくて苦手．．香りがない．．見た目も地味．．
そんな梅干しのイメージをくつがえし、梅干し離れが
進む若年層、特に女性をターゲットに開発。独自の二
度漬け製法で梅の個体差（果皮の厚みや果肉の肉付き
など）による漬け上がりのバラツキを抑え安定した商
品づくりに努めています。一度調味液に漬け込んだ後、
塩度・糖度・酸度・Phの分析を行い、この結果に基づ
き調味液を再配合し再び漬け込み作業を行います。

徳島県産の地鶏「阿波尾鶏」のむね肉の美味しさを活かし
鶏削り節にしました。まったく新しい鶏肉の加工品です。
約10年ほど前に、日本人の鶏肉志向でもも肉が選好さ
れるなかで、鶏むね肉の新たな加工品の商品開発とし
て、鶏の削り節に着目し、数年の歳月をかけ、商品化が
できた製品です。製法は原料肉（阿波尾鶏の皮なしむ
ね肉）を蒸し・乾燥・燻煙（スモーク）し、花削りに仕
上げました。

鳥取県産ビーツを使った色鮮やかなピンク色の
本格的な味のカレーです。

「カレー王国」鳥取県の「とっとり山の手物語・華貴婦
人プロジェクト」が生んだ『華貴婦人のピンク華麗』。1
日数量限定だったところテレビ番組をきっかけに人気が
高まり、約２年の歳月をかけてお土産用にレトルト商品
を完成させました。現在では、海外のお客様も増えてい
ます。ピンク色のカレーには鳥取県産の赤ビーツを使用。
好みの具材をトッピングすると、見た目も楽しい、いつ
もと違う新しいカレーライスの出来上がりです。

ジューシーな阿波ポーク、徳島産甘～いあめ色玉ねぎ、
徳島産ざく切りキャベツたっぷりでヘルシーなメンチカツ。
徳島県は糖尿病の患者数が全国ワースト１という県。
弊社は人工透析剤に使われる塩化カリウムを製造し
ておりますが、自分の家族なら病気になる前に何とか
したいと思うはずで、健康な方が今ある健康を維持す
るための食事を提供したいとお弁当の宅配を始めまし
た。ヘルシーといっても揚げ物も食べたいということ
で豚カツ1枚のカロリーを半分に抑えられるメンチカ
ツを作りました。

ご飯にかけて「チン」するだけ。絶品牡蠣丼の出来上がり。
日生産牡蠣100%使用し無添加。体にやさしい美味しさをお届け。
牡蠣名産地・日生産牡蠣をもっともっと全国にアピー
ルしたい思いから、牡蠣加工開発に着手しました。た
だ、類似産品にない新たなモノを追求開発。どこにも
ない真似の出来ない美味しさ（製法）、無添加にもこだ
わりました。ただ温めるだけで「かんたん絶品牡蠣丼」
の出来上がり。

ひとつぶで土佐文旦の香りが口の中に広がり、
後味はスッキリとさわやかです。金平糖のような新しいピールのお菓子です。
土佐文旦は、高知県民にとってはなじみが深い柑橘です
が、果皮のアルベド部分が厚い上苦味が非常に強く、ま
た熱に弱く独特の香りはすぐに消えてしまうため、加工
食品の原材料には不向きと言われています。「シンプル
でおいしい」をコンセプトに、素材の特徴をしっかり感
じられるよう、高温になる加熱工程を最低限に減らして
います。外皮の下処理から糖漬け・乾燥まで、一週間の
時間をかけて丁寧な手作業で作り上げています。

創業大正12年のたまごせんべい専門店がつくる、
小さなお子様のためのたまごせんべいです。

「子供に食べさせたいお菓子がスーパーには置いてい
ない。」「ほんとは子供のおやつは手作りしたいんだけ
どつくる時間がない。」というお母さんの声から生まれ
たお菓子です。昔ながらの丁寧な製法を受け継ぐ卵せ
んべい専門店だからつくることのできる、どこのご家
庭にもある卵・小麦粉・お砂糖に野菜のパウダーを加
えただけのやさしい味と食感のおせんべいです。

株式会社出野水産
所在地：広島県広島市西区草津港 1-10-26
電　話：082-278-1614
U R L：https://www.anago-chikuwa.co.jp/　E-mail：shop@anago-chikuwa.co.jp

株式会社ナルリッチ
所在地：和歌山県東牟婁郡那智勝浦町朝日 2-239
電　話：0735-29-3535
E-mail：info@jyabara.com

徳島県漁業協同組合連合会
所在地：徳島県徳島市東沖洲 2-13
電　話：088-636-0520
E-mail：eigyou@tokushimagyoren.or.jp

有限会社紀州高田果園
所在地：和歌山県日高郡みなべ町晩稲 849
電　話：0739-74-2113
U R L：http://www.umeland.com　E-mail：umeland-4@mb.aikis.or.jp

日新酒類株式会社
所在地：徳島県板野郡上板町上六條 283
電　話：088-694-8166
U R L：http://www.nissin-shurui.co.jp　E-mail：sudachi-chu@nissin-shurui.co.jp

株式会社シーライフ
所在地：島根県浜田市原井町 907-2
電　話：0855-23-3105
U R L：http://sealife-hamada.net/　E-mail：sea_life@nifty.com

企業組合遊子川ザ・リコピンズ
所在地：愛媛県西予市城川町遊子谷 2370-1
電　話：0894-89-1663
U R L：http://yusukawamoriagetai.com　E-mail：lycopins48@gmail.com

株式会社米見
所在地：岡山県新見市哲西町大野部 4945
電　話：0867-94-2360
U R L：http://www.shokokai.or.jp/33/335641S0006/index.htm　E-mail：heiron473@yahoo.co.jp

株式会社秋川牧園
所在地：山口県山口市仁保下郷 317
電　話：083-929-0630
U R L：https://www.akikawabokuen.com/

株式会社紀和農園プロダクツ
所在地：和歌山県和歌山市本渡 239-4
電　話：073-479-2839
U R L：http://www.kiwanouen.co.jp　E-mail：kiwanouen10@kiwanouen.co.jp

株式会社丸本
所在地：徳島県海部郡海陽町大井字大谷 41
電　話：0884-73-0566
U R L：http://www.malmoto.com/　E-mail：nakauti.yukihiro@malmoto.co.jp

ブリリアントアソシエイツ株式会社
所在地：鳥取県鳥取市大榎町 3-3
電　話：0857-30-4891
U R L：http://www.hanakifujin.com　E-mail：infohanakifujin@allure-ba.com

宇治製薬株式会社
所在地：徳島県徳島市川内町加賀須野 463-19
電　話：088-665-1522
U R L：http://fine-table.jp/　E-mail：k_uji@uji.vs1.jp

株式会社ホームグリーン（日生珍味日陽）
所在地：岡山県備前市日生町日生 843-18
電　話：0869-72-3221
E-mail：umifuchi@hyper.ocn.ne.jp

有限会社桂
所在地：高知県高知市旭駅前町 43
電　話：088-872-9754
E-mail：info@meika-katsura.com

株式会社鈴木屋
所在地：岡山県岡山市北区神田町１-3-21
電　話：086-224-8085
U R L：http://suzukiya-senbei.com/　E-mail：info@suzukiya-senbei.com

あなご蒲鉾ナルリッチじゃばらの恵み

ちょっとひとふり高級料亭の味 すじ青のり高田の梅酒

AWA GINどんちっちのどぐろ水煮缶

トマトユズポン里山新見のめぐみジビエ肉味噌

国産鶏種「丹精國鶏」（鶏肉）紀州南高梅 夢葵 彩の舞 25 粒

阿波尾鶏 地鶏の旨み華貴婦人のピンク華麗

阿波ポークの無添加メンチカツかんたん 絶品 牡蠣丼

土佐文旦クランチピールこどものためのたまごせんべい にんじんとほうれん草

第10回 フード・アクション・ニッポン アワード2018

入賞産品
第10回 フード・アクション・ニッポン アワード2018

入賞産品
和歌山県 和歌山県

和歌山県 鳥取県

島根県 岡山県

岡山県 岡山県

広島県 山口県

徳島県

徳島県

徳島県

徳島県

愛媛県 高知県

「Let’s！和ごはんプロジェクト」の趣旨に沿った身近・手軽に健康的な「和ごはん」を食べる機会を増やすことが期待できる産品。
Let's !
和ごはん

Let's !
和ごはん

Let's !
和ごはん


