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  【なしのチャツネ】 
    農事組合法人世羅幸水農園 

○６次産業化にまつわるストーリー 
 規格外品や傷のある梨をもったいない
と思い、女性スタッフを中心に開発しま
した。果汁を煮詰めた梨蜜や、梨蜜を使
用した梨のコンポートも販売しています。  

○商品紹介 
 世羅幸水農園で栽培された豊水梨だけ
を使用し、丁寧に煮詰めたジャム状の商
品です。 
 砂糖や保存料を使わず、素材本来の甘
さを活かしています。 
 ディップソースや煮込み料理の隠し味
など、様々な料理に使用できます。  

人物写真 商品パッケージ写真 

調理例又は盛りつけ例 写真 

希望小売価格（税込） 864円／個 

提供可能時期 通年 

原材料 梨（豊水梨） 

主原料産地 広島県世羅郡世羅町 

内容量 90g 

賞味期限／消費期限 1年 

１ケースあたり入数 12個 

保存温度帯 常温 

最低ケース／最大ケース 2ケース／5ケース 

発注リードタイム 5日 

販売エリアの制限 なし 

ケースサイズ（重さ） 縦19cm×横25cm×高7.5cm 
（2.5kg） 

住所：〒722-1112 
 広島県世羅郡世羅町本郷365-20 

TEL：0847-22-2219           

HP：http://www.sera-kousui.jp 

担当者：丸次（info＠sera-kousui.jp） 
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【ひのっ子マンゴープリン】 
   ひのっ子ファーム株式会社  

○６次産業化にまつわるストーリー 
 規格外となり加工用として低価格で処分
していたマンゴーをプリン等へ加工し、販
売しています。パートナー企業が持つ瞬間
冷凍技術を活かした商品開発により高い評
価をいただいています。  

○商品紹介 
 石垣島産の完熟マンゴーを贅沢に使った
マンゴープリンです。１個当たりマンゴー
果肉を55グラム使用し、ジュレのような
とろける食感が甘みを一層引き立てます。 

人物写真 商品パッケージ写真 

盛りつけ例 写真 

希望小売価格（税込） 3,564円／箱 

提供可能時期 通年 

原材料 

マンゴ－、砂糖、ぶどう糖・果糖・液糖、
生クリーム、レモン果汁、洋酒ゲル化
剤（増粘多糖類）、ビタミンC、香料、乳
化剤、（一部に乳成分、大豆を含む） 

主原料産地 沖縄県石垣市 

内容量 690g（115g×6個） 

賞味期限／消費期限 6ヶ月 

１ケースあたり入数 1箱 

保存温度帯 常温 

最低ケース／最大ケース ご要望に応じて発送いたします。 

発注リードタイム 応相談 

販売エリアの制限 応相談 

ケースサイズ（重さ） 縦17㎝×横25㎝×高さ6㎝ 
（925g） 

住所：〒731-4311 
 広島県安芸郡坂町北新地1丁目2-59  

TEL：082-820-1333          

担当者：衛藤（hinokkofarm@gmail.com） 
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   【がんね栗衛門】 
       企業組合がんね栗の里 

○６次産業化にまつわるストーリー 
 地域の過疎化などにより衰退した「がんね
栗」の再生のため、加工品の開発に取り組みま
した。販売時期が限定される栗の付加価値を高
め、通年販売することで知名度を上げ、雇用の
確保や所得の向上による地域活性化を図ってい
ます。  

○商品紹介 
 「がんね栗」と保存のために少量使用した砂
糖のみで丁寧に作られた栗きんとんです。 
 口の中に優しく濃厚な甘みが広がり、後から
ほのかに栗の香りが立ち上がります。   

人物写真 商品パッケージ写真 

調理例又は盛りつけ例 写真 

希望小売価格（税込） 864円／本 

提供可能時期 通年 

原材料 がんね栗、砂糖 

主原料産地 山口県岩国市 

内容量 120ｇ 

賞味期限／消費期限 60日 

１ケースあたり入数 24本 

保存温度帯 常温 

最低ケース／最大ケース 1ケース／10ケース 

発注リードタイム 3～5日 

販売エリアの制限 なし 

ケースサイズ（重さ） 縦35㎝×横23㎝×高さ8㎝ 
（3㎏） 

住所：〒740-1231 
 山口県岩国市美和町生見1165-2 

TEL：0827-97-0727           

HP：https://www.ganneguri.com/ 

担当者：下森（ganne@sea.icn-tv.ne.jp） 
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【瀬戸内マーマレードTeraTerra】 
   株式会社瀬戸内ジャムズガーデン 

○６次産業化にまつわるストーリー 
 周防大島特産の柑橘を食べきれずに廃棄す
るのはもったいないと始まったマーマレード
作り。原料からこだわりたいとの思いで、耕
作放棄地を借り、希少柑橘の生産を開始しま
した。マーマレード作りの着想を得た島のお
寺(Tera)と島の大地(Terra)から命名しまし
た。  

○商品紹介 
 主に周防大島特産の柑橘類を使用。数十種
類の柑橘を使用したこだわりのマーマレード
です。 
 品種、栽培方法、収穫時期にこだわった柑
橘で、品種の個性を活かしたものから職人の
感性でマリアージュしたものまで、60種類
以上のマーマレードを製造・販売しています。  

人物写真 商品パッケージ写真 

調理例又は盛りつけ例 写真 

希望小売価格（税込） 1,080円／個 

提供可能時期 通年 

原材料 柑橘・砂糖・その他 

主原料産地 主に山口県周防大島 

内容量 155ｇ 

賞味期限／消費期限 240日 

１ケースあたり入数 40個 

保存温度帯 常温 

最低ケース／最大ケース 1ケース/50ケース 

発注リードタイム  5日 

販売エリアの制限 なし 

ケースサイズ（重さ） 縦47㎝×横30.5㎝×高さ10㎝ 
(12.5㎏) 

住所：〒742-2804 
 山口県大島郡周防大島町日前331-8 

TEL：0820-73-0002          

HP：http://www.jams-garden.com 

担当者:弘中(chinatsu.h@jams-garden.com) 
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【辛し麹和えぴりっとさん】 
     株式会社さんまいん  

○６次産業化にまつわるストーリー 
 経営していた製造業がリーマンショックの
影響を受ける中で、菌床椎茸の生産・販売事
業に参入しました。製造業で培った生産管理
のノウハウを活かし、無駄のない椎茸栽培に
取り組むとともに、当社独自の加工品の開発
に取り組んでいます。  

○商品紹介 
 自社で生産した椎茸を辛子麹で和え、佃煮
にしました。ご飯やお酒のお供から、素麺の
薬味やサンドイッチのマスタード替わり等、
様々な場面で御利用いただけます。  

商品パッケージ写真 

盛りつけ例 写真 

希望小売価格（税込） 756円／袋 

提供可能時期 通年 

原材料 

しいたけ、砂糖、こいくちしょうゆ（混
合）、からし粉、米こうじ、焼酎、はち
みつ、カラメル色素、調味料（アミノ酸
等）、甘味料（甘草）、ビタミンB1（原材

料の一部に小麦を含む） 

主原料産地 山口県 

内容量 170g 

賞味期限／消費期限 180日 

１ケースあたり入数 60個 

保存温度帯 常温 

最低ケース／最大ケース 1ケース／5ケース 

発注リードタイム 1週間 

販売エリアの制限 なし 

ケースサイズ（重さ） ご要望に応じて発送します。 
（22㎏） 

住所：〒754-0211 
 山口県美祢市美東町大田5392-4  

TEL：08396-2-0015          

HP：http://sunmine.co.jp/ 

担当者：宮川（info@sunmine.co.jp） 
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【しょうがシロップすだち果汁入り】 
     西地食品有限会社 

○６次産業化にまつわるストーリー 
 山里に点在する遊休地の活用と雇用の創
出のため、生姜の生産・販売に取り組みま
した。 
 しょうがシロップに、すだち果汁を加え
ることで、酸味のあるきりっとした味わい
に仕上げました。 

○商品紹介 
 新鮮なしょうがの絞り汁に、阿波名産の
すだち果汁を加えたシロップです。  
 夏は炭酸水で割ってジンジャエールに。 
 冬はお湯で割ってホットドリンクに。 
 そして、ビールと合わせてシャンディー
ガフにするのもおすすめです。 
 喜界島の粗糖を加え、飲みやすい味に仕
上げています。 

人物写真 

希望小売価格（税込） 1,500円／本 

提供可能時期 通年 

原材料 粗糖、しょうが汁、すだち果汁、水あめ 

主原料産地 徳島県阿南市 

内容量 500ｍｌ 

賞味期限／消費期限 1年 

１ケースあたり入数 12本 

保存温度帯 常温 

最低ケース／最大ケース 1ケース／10ケース 

発注リードタイム 10日 

販売エリアの制限 なし 

ケースサイズ（重さ） 縦28㎝×横31.5㎝×高さ21㎝ 
（12.6㎏） 

住所：〒779-1510 
 徳島県阿南市新野町谷口121 

TEL：0884-36-2284          

HP：http://www.nishiji-foods.com/ 

担当者：吉永（info@nishiji-foods.com）   
 

【重要】ジンジャーエール以外の画像 
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  【弘法の恵･夢の芋】 
      さんわ農夢株式会社 

○６次産業化にまつわるストーリー 
 建設業から農業に参入しました。 
 香川大学農学部との連携で開発した、竹肥
料を使った土壌改良材による良質な畑で、品
質の良いサツマイモを栽培。収穫後は芋の甘
さを最大限に引き出す独自の熟成技術のキュ
アリングを施し、生産から加工まで一貫して
徹底した品質管理に努めています。  

○商品紹介 
【弘法の恵】 
 焼くと、まるでスイートポテトのように
まったりとした食感。そして天然の濃厚な旨
みと風味が特長です。 
【夢の芋】 
 上品な甘さと優れた旨みを兼ね備えた、上
質な和菓子のような味わいが特長です。  

人物写真 商品パッケージ写真 

住所：〒768-0101 
 香川県三豊市山本町辻1393番地1 

TEL：0875-63-2365           

HP：http://www.sannwanohmu.jp/  

担当者：大橋（nohmu23414@yahoo.co.jp） 
 

希望小売価格（税込） 
2,400円／箱（弘法の恵） 

2,000円／箱（夢の芋） 

提供可能時期 11月～4月末（品切れまで） 

原材料 サツマイモ 

主原料産地 香川県三豊市 

内容量 2㎏ 

賞味期限／消費期限 発送日から2～3ヶ月 

１ケースあたり入数 12～14本 

保存温度帯 常温 

最低ケース／最大ケース 1ケース／200ケース 

発注リードタイム 7日 

販売エリアの制限 なし（海外は香港・台湾・中国） 

ケースサイズ（重さ） 縦22.5㎝×横35㎝×高さ7.5㎝ 
（2㎏） 
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【蒼のダイヤ 
     オリーブオイル】 
    株式会社蒼のダイヤ  

○６次産業化にまつわるストーリー 
 高齢化や後継者不足などで増加していた
耕作放棄地を再生するため、地域の特性を
活かしたオリーブの栽培に取り組んでいま
す。生産者自らが生産・加工を行うことで、
高品質を追求しています。  

○商品紹介 
 香川県多度津町で栽培した手摘みオリー
ブのみを使用しています。収穫後24時間以
内に搾油する事で、口に含んだ瞬間にオ
リーブ本来のフレッシュで芳香な香りとフ
ルーティな風味が広がります。  

人物写真 商品パッケージ写真 

盛りつけ例 写真 

住所：〒764-0036 
 香川県仲多度郡多度津町見立1856番地3  

TEL：0877-89-2797           

HP：http://aonodia.com/ 

担当者：細川（info@aonodaia.com） 

希望小売価格（税込） 2,592円／本 

提供可能時期 12月～5月 

原材料 オリーブ 

主原料産地 香川県 

内容量 90g 

賞味期限／消費期限 1年6ヶ月 

１ケースあたり入数 12本 

保存温度帯 20℃以下 

最低ケース／最大ケース 1ケース／10ケース 

発注リードタイム 1週間 

販売エリアの制限 なし 

ケースサイズ（重さ） 縦20㎝×横15㎝×高さ19㎝ 
（3.5㎏） 
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  【きわみジュース】 
      濵田農園 濵田善純 

○６次産業化にまつわるストーリー 
 自家用に絞ったみかんジュースがあまり
にも美味しかったため、グループを結成し
商品化に取り組みました。多くの方にご愛
飲いただく、愛媛を代表するジュースのひ
とつになりました。  

○商品紹介 
 「３つの太陽」（段々畑に降り注ぐ太陽
光、宇和海からの反射光、石垣からの反射
光）で育まれたみかんを使い、水・砂糖を
一滴も入れていない果汁100％のストレー
トジュースです。  

人物写真 商品パッケージ写真 

調理例又は盛りつけ例 写真 

希望小売価格（税込） 1,296円／本 

提供可能時期 通年 

原材料 温州みかん 

主原料産地 愛媛県八幡浜市向灘 

内容量 780ｍｌ 

賞味期限／消費期限 1年 

１ケースあたり入数 6本 

保存温度帯 常温 

最低ケース／最大ケース 要相談 

発注リードタイム 5日 

販売エリアの制限 なし 

ケースサイズ（重さ） 17.5ｃｍ×19㎝×35㎝ 
（8ｋｇ） 

住所：〒796-0001 
 愛媛県八幡浜市向灘1938番地 

TEL：0894-22-5083           

HP：http://www.kiwami-mikan.net  

担当者：濵田（kiwami_mikann@yahoo.co.jp） 
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 【幻の地鶏 土佐ジロー】 
      有限会社はたやま夢楽 

○６次産業化にまつわるストーリー 
 限界集落となった畑山地区を次代に繋
げるための産業興しとして、養鶏だけで
なく、雇用創出が可能な食鳥処理、食肉
加工、宿・食堂の経営を始めました。事
業を組み合わせることで、通年雇用を実
現し、県外からの移住者の受け入れにも
繋がりました。 

○商品紹介 
 噛めば噛むほど味わいがある「まるで
ジビエ」とも称される地鶏「土佐ジ
ロー」のカット肉です。もも・むね・さ
さみを細長くカットし、200ｇの個包装
にしています。  

調理例又は盛りつけ例 写真 

希望小売価格（税込） 1,620円／パック 

提供可能時期 通年 

原材料 鶏肉 

主原料産地 高知県安芸市畑山 

内容量 200ｇ 

賞味期限／消費期限 6ヶ月 

１ケースあたり入数 ご要望に応じて発送します。 

保存温度帯 冷凍 

最低ケース／最大ケース 1パック／60パック 

発注リードタイム 3日 

販売エリアの制限 なし 

ケースサイズ（重さ） 縦13.5ｃｍ×横17ｃｍ×高さ1ｃｍ 
（200ｇ） 

住所：〒784-0063 
 高知県安芸市畑山丙46 

TEL：090-4787-0413           

HP：http://tosajiro.com 

担当者：小松（tosajiro@hyper.ocn.ne.jp） 
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