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 【潮騒・ 
   シェーブルチーズ】 
    メイちゃん農場 大下哲治   

○６次産業化にまつわるストーリー 
 日本では珍しい海の傍にある農場で、ヤギ
の飼育を行っています。ストレスを与えない
飼育環境、手での搾乳、チーズの品質管理等
にこだわり、北海道や欧州にも負けない、世
界一のチーズを目指して事業に取り組んでい
ます。 

○商品紹介 
 酵母菌は3℃以上で熟成が進みますので、
お好みの熟成度合いでお召し上がりいただけ
ます。口に入れた瞬間、濃厚なチーズの風味
に包み込まれ、甘いほのかなヤギ乳の香りが
口の中に広がります。  

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） 4,104円／個 

提供可能時期 5月～10月 

原材料 ヤギ乳、塩、塩化カルシウム 

主原料産地 鳥取県米子市淀江町今津 

内容量(※) 
100ｇ 

※熟成度合いにより、重さが若干異 
  なる場合がございます。 

賞味期限／消費期限 30日 

１ケースあたり入数 4個 

保存温度帯 10℃以下 

最低ケース／最大ケース 1個／4個 

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11cm×横35cm×高さ10cm 
（約800g） 

住所：〒689-3401 
 鳥取県米子市淀江町今津418-1  

TEL：0859-56-3454         

HP: http://www2.enekoshop.jp/shop/meichan_farm/  

担当者：大下（meichan_farm@yahoo.co.jp） 
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  【あさひ・プリン】 
      有限会社旭養鶏舎 

○６次産業化にまつわるストーリー 
 規格外の鶏卵を使用して、卵の風味を活
かした加工品をつくりたいと思い事業に取
り組みました。衛生面の整った加工施設を
活かし、無添加商品や地元の食材と連携し
た商品を加工・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） 216円／個 

提供可能時期 通年 

原材料 鶏卵、牛乳、砂糖 

主原料産地 島根県大田市 

内容量 110g 

賞味期限／消費期限 14日 

１ケースあたり入数 20個 

保存温度帯 チルド 

最低ケース／最大ケース 1ケース／4ケース 

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33.5cm×横39.5cm×高さ9cm 
(2,750g) 

住所：〒699-2211 
 島根県大田市波根町221-1 

TEL：0854-85-8421           

HP：http://www.asahiegg.co.jp  

担当者：落合（nekka@asahiegg.co.jp） 

 
 

 

○商品紹介 
 こだわりの飼料と海藻を与えて育った鶏
から生まれた高品質の「ネッカエッグ」を
プリンにしました。農場内の自社工場で新
鮮な卵をおいしさと安全性にこだわったプ
リンに仕上げています。 

http://www.asahiegg.co.jp/plant.html
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  【米粉のブラウニー】 
      ホトトギス株式会社 

○６次産業化にまつわるストーリー 
 家族の小麦アレルギー発症をきっかけに、
グルテンフリーの商品開発に取り組みまし
た。米粉を使うことで、小麦と遜色ないお
いしさを実現。自家栽培の農産物を使用し、
グルテンフリー対応のおいしさを第一に考
えた焼き菓子を作っています。 

○商品紹介 
 小麦を使わないグルテンフリーの焼き菓
子で、しっとりとした軽い食感と濃厚な風
味が特長です。 
 自家栽培の米・黒豆・地鶏卵を使用し、
香り豊かな宇治抹茶と黒きなこ生地をマー
ブルにした、ほろ苦い大人の味わいです。  

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） 240円／個 

提供可能時期 通年 

原材料 米粉・黒豆 

主原料産地 岡山県岡山市北区御津 

内容量 29g 

賞味期限／消費期限 75日 

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 1ケース／30ケース 

発注リードタイム 3〜7日 

販売エリアの制限 なし 

ケースサイズ（重さ） 縦24.5㎝×横11㎝×高さ8㎝  
（450g） 

住所：〒709-2104 
 岡山県岡山市北区御津平岡西719 

TEL：086-724-1501           

HP：http://www.hototogisubakery.com 

担当者：吉原（admin@hototogisubakery.com） 
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 【EIJI MIYAMOTO No.7】 
   株式会社アーリーモーニング 

○６次産業化にまつわるストーリー 
 「紅茶は農である。土に触れずして紅茶
は語れない」が座右の銘。 
 紅茶研究家としての活動を経て、紅茶を
自らの手で育て作りたいという思いから、
紅茶づくりに適した新見市大佐で紅茶の栽
培を開始しました。日本の紅茶を世界に広
めていきたいと考えています。  

 
 

 

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） 823円／缶 

提供可能時期 通年 

原材料 紅茶 

主原料産地 岡山県 

内容量 3ｇ×10Ｐ 

賞味期限／消費期限 2年 

１ケースあたり入数 50缶 

保存温度帯 常温 

最低ケース／最大ケース 1ケース （複数ケースの場合お問い
合わせください）  

発注リードタイム 4日 

販売エリアの制限 国内 

ケースサイズ（重さ） 縦23㎝×横57㎝×高さ24㎝  
 (6.7Kg) 

住所：〒719-3503 
 岡山県新見市大佐小阪部2239-8 

TEL：0867-98-3939           

HP：http://www.earlymorning.jp  

担当者：宮本（kocha39@ybb.ne.jp） 
 

 

○商品紹介 
 ダージリン地方によく似た地形と気候の
新見市大佐で育まれた国産の紅茶です。 
 濃い鮮紅色で豊潤かつ程良い渋みのある
紅茶をティーバッグで楽しめます。 
 こだわりの味や香りが認められ、紅茶の
本場、ロンドンでも販売しています。 
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【赤米甘酒 
    はれのひストレート】 
   レッドライスカンパニー株式会社 

 
  

 

  

○商品紹介 
 岡山県総社市特産品の赤米を使用した甘
酒で、古代米の赤米の桜色が特徴です。開
封してそのまま飲むことができ、アミノ酸
が豊富なことから飲む点滴とも言われてい
ます。 
 麹と米の割合を工夫し、飲みやすいスト
レートに仕上げました。  

希望小売価格（税込） 410円／本 

提供可能時期 通年 

原材料 米、米糀、赤米 

主原料産地 岡山県 

内容量 200ｇ 

賞味期限／消費期限 300日 

１ケースあたり入数 48本 

保存温度帯 常温 

最低ケース／最大ケース 1ケース／要相談 

発注リードタイム 2～3日 

販売エリアの制限 なし 

ケースサイズ（重さ） 縦35.5㎝×横45㎝×高さ16㎝ 
（16ｋｇ） 

住所：〒719-1143  
 岡山県総社市上原162-2 

TEL：0866-90-3117           

HP：http://www.redrice-co.com  

担当者：難波（info@redrice-co.com) 

○６次産業化にまつわるストーリー 
 岡山の新たな土産品を作りたいとの思い
から、総社市の特産品である赤米で６次産
業化に取り組みました。 
 総社市で、1,400年以上続く神事の供物
として使われる、総社赤米の系統を継ぐ
『あかおにもち』を生産・加工しています。   
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   【泡々酒：ブルー】 
  【花泡々酒：ピンク】 
      丸本酒造株式会社 

○商品紹介 
 お米を酵母の自然な力で発酵させたアル
コール5％の「スパークリング純米酒」です。
お米本来の甘さと、発酵による微炭酸ガスが
心地よく喉を潤してくれます。 

人物写真 

調理例又は盛りつけ例 写真 

希望小売価格（税込） （左）668円（右）560円 

提供可能時期 通年 

原材料 （左）米、米こうじ、ハーブ（右）米、米こうじ 

主原料産地 米（岡山県）、ハーブ（エジプト） 

内容量 300ml 

賞味期限／消費期限 9ヶ月 

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 6ケース／限度なし 

発注リードタイム 4営業日 

販売エリアの制限 なし 

ケースサイズ（重さ） 縦19.7㎝×横26㎝×高さ23.3㎝ 
（7.2 kg） 

住所：〒719-0232 
 岡山県浅口市鴨方町本庄2485 

TEL：0865-44-3155           

HP：http://www.kamomidori.co.jp/  

担当者：丸本（info@kamomidori.co.jp） 

○６次産業化にまつわるストーリー 
 日本酒に苦手意識を持つ女性にも、日本酒
を味わってもらいたいとの思いから、飲み口
の軽い、スパークリング純米酒の開発に取り
組みました。その後、試行錯誤を重ね、常温
保存が可能な新商品を開発し、国内外に販路
を拡大しました。  
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  【牡蠣のアヒージョ】 
     牡蠣の家しおかぜ 野﨑寿 

○６次産業化にまつわるストーリー 
 天候等よる売上げの影響を軽減するため、
魚介類の加工・販売を始めました。 
 品質にこだわり、牡蠣の生産から加工・販
売まで自社で一貫して行っています。 

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） 1,026円／本 

提供可能時期 通年 

原材料 牡蠣、ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ、にんにく、唐辛子 

主原料産地 岡山県瀬戸内市邑久町虫明 

内容量 130g 

賞味期限／消費期限 200日 

１ケースあたり入数 15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 7日 

販売エリアの制限 なし 

ケースサイズ（重さ） 縦20ｃｍ×横32ｃｍ×高さ11ｃｍ 
（4.4ｋｇ） 

住所：〒701-4501 
 岡山県瀬戸内市邑久町虫明3901-1  

TEL：0869-25-0225          

HP：http://www.kakinoie.jp/ 

担当者：野﨑（info@kaki-shiokaze.jp） 
 

○商品紹介 
 岡山県瀬戸内市虫明海域で自社養殖した栄
養豊富な曙牡蠣を、国産にんにくで香りづけ
したエキストラバージンオリーブオイルで煮
込みました。無添加・無着色・保存料不使用
で、安心・安全なお酒のおつまみです。 
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    【肉厚きくらげ】 
       株式会社ビナン食販  

○６次産業化にまつわるストーリー 
 食の安全性に対する意識が強まる中、今後
国産食品の需要が高まると考え機械製造業か
ら農業へ参入しました。 
 椎茸生産で培った菌床栽培の技術を活かし、
肉厚で高品質なキクラゲの生産・加工に取り
組んでいます。  

○商品紹介 
 肉厚でぷりぷりとした食感と、豊富なミネ
ラルが特長のあらげきくらげを、収穫後速や
かに乾燥し、水で戻した時の瑞々しい食感を
実現しています。  

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） 350円／袋 

提供可能時期 通年 

原材料 あらげきくらげ 

主原料産地 日本 

内容量 10g 

賞味期限／消費期限 1年 

１ケースあたり入数 200袋 

保存温度帯 常温 

最低ケース／最大ケース 10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 

ケースサイズ（重さ） ご要望に応じて発送します。 

住所：〒719-1176 
 岡山県総社市清音柿木219-1  

TEL：0866-95-2900           

HP：http://binan-kikurage.com/ 

担当者：安藤（kkb-vaio@as-bk.co.jp） 
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