
平成29年9月　瀬戸内ブランド登録商品（サービス商品含む）　一覧 (新規）

No 商　品　名 商　品　写　真 事業者名 商　品　の　概　要 商品の特長 瀬戸内ブランドとしての創意工夫 販売エリア

1
【冷蔵お好み焼小ぶりサイ
ズ2枚入り　瀬戸もみじ豚使
用】

サンフーズ株式会社
【冷蔵お好み焼小ぶりサイズ2枚入り
瀬戸もみじ豚使用1389円(税別)】

広島育ちの【瀬戸内もみじ豚】を使用しており、ジュー
シーで柔らかく濃厚な味のお好み焼です。

1枚1枚手焼きの冷蔵お好み焼は瀬戸内もみじ豚、ミツワお
好みソース、広島独特のいか天入り天粕等広島産原材料に
拘った製品です。

高速道路各サービスエリア、
広島空港おみやげ品売場にて
販売

2～3

【瀬戸内ネーブルオレンジ
ヨーグルト】

【瀬戸内柑橘ミックスオ・レ】

チチヤス株式会社

【瀬戸内ネーブルオレンジヨーグルト
220円(税別)】

【瀬戸内柑橘ミックスオ・レ100円(税
別)】

【瀬戸内ネーブルオレンジヨーグルト】
広島県産ネーブルオレンジ果汁を1%使用し、ふわとろ
食感で甘みと酸味のバランスがとれているネーブル
オレンジ味は、フレッシュで豊かな香りが味わえま
す。

【瀬戸内柑橘ミックスオ・レ】
広島県産のはっさく、甘夏、ネーブルオレンジ果汁を
合わせ、牛乳を使用したミックスオ・レです。瀬戸内を
感じる柑橘の甘味とすっきりさわやか、そして牛乳の
まろやかな味わいが楽しめます。

【瀬戸内ネーブルオレンジヨーグルト】
ヨーグルトのまろやかな口当たりと後味すっきり、フレッシュで
豊かな香りが楽しめるよう仕上げました。
デザインは、柑橘類産地である広島の「瀬戸内海」と「ネーブ
ルオレンジ畑」の景観をイメージしています。

【瀬戸内柑橘ミックスオ・レ】
瀬戸内のおだやかですがすがしい印象を、牛乳のまろやか
さと果汁の香りで爽やかさを演出し、パッケージは、瀬戸内そ
して広島を一目で感じてもらえるようなデザインとして、イラス
ト調で表現することで瀬戸内らしさを追求しています。

【瀬戸内ネーブルオレンジヨー
グルト】
全国量販店、小売店、百貨
店、生協など
(平成29年9月25日～平成30
年3月下旬予定)

【瀬戸内柑橘ミックスオ・レ】
全国の量販店、小売店、百貨
店、生協など
（平成29年10月23日発売予
定）

4 【尾道産　純粋はちみつ】
アクロス インターナショナル(有)

おのみつ本舗事業部

【尾道産　はちみつ】
150g=1000円(税別)
300g=1500円(税別)
600g=2500円(税別)
1Kg=4000円(税別)

尾道の野山に咲く花々の蜜を採取し無添加、無加
工、自然そのままの天然蜂蜜です。

ラベルに可愛いミツバチのキャラクターを表示し、尾道の温
暖な気候が生み出す自然食品として蜂蜜を販売しています。

広島市：ひろしま夢ぷらざ 尾
道市：尾道JAええじゃん、福屋
尾道店、新尾道駅売店、一本
堂　三原市：道の駅神明の里
広島空港売店　福山市: 高速
福山PA下りその他、二チエー
各店で販売

5

【尾道レモン塩】

【瀬戸内レモン塩】

塚本株式会社

【尾道レモン塩300円(税別)】

【瀬戸内レモン塩300円(税別)】

瀬戸田のエコレモンをフリーズドライの微粉末に、瀬
戸内小島の「ほんじお｣、蒲刈の藻塩をブレンドしたさ
わやかなレモン塩です。

瀬戸内産の塩と尾道市瀬戸田町産のレモンのみを使ってい
るのが特徴。

【尾道レモン塩】御調、三原、
竹原の道の駅、広島のおりづ
るタワー、銀座ＴＡＵ，尾道駅、
福山駅、高速道路ＰＡ、尾道市
内のお土産店など
【瀬戸内レモン塩】山陽高速道
路瀬戸ＰＡ上り、イカリスー
パー、関西以東

6
【しまcaféきたたにの牛すじ
カレー】

合名会社きたたに
【しまcaféきたたにの牛すじカレー630円
(税別)】

国産の牛すじ肉をとろっとろに煮込み、隠し味として
呉市の安芸灘とびしま海道で育った美味しいレモン
（豊島産を９０％以上使用）しかも農薬を使って無いも
のを厳選してレモンピールジャムにして使用。

とびしま海道一押しの特産品「豊島レモン」を使ったオリジナ
ルカレーを開発。

広島県内。
店舗やネットでの販売予定。

7
【コーヒービーンズホワイト
チョコレート】

ノーイン株式会社
【コーヒービーンズホワイトチョコレート
398円(税別)】

カフェインレスコーヒー豆と蒜山ジャージーミルクで
作ったホワイトチョコで、まろやかな甘みに珈琲のほ
ろ苦さがマッチ。瀬戸内の温暖な気候の中で育まれ
た風味豊かでコクのあるおいしいジャージー牛乳を使
用しローカフェインなチョコレートなので、どなたにもお
楽しみ頂けま
す。

瀬戸内の恵まれた自然環境の中で育った牧草を食べ、育ま
れてきた、風味豊かでコクのあるおいしいジャージー牛乳を
使ったチョコレートを使用。

天満屋・サービスエリア
など岡山県・関東を中心
に全国で販売。
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8 【いりこみそ】 株式会社　ますやみそ 【いりこみそ380円(税別)】
瀬戸内海特産のちりめんいりこを使用し、良質な国産
大麦と大豆を使用した、いりこみそです。

瀬戸内海の穏やかな海域でとれる特産のちりめんいりこを使
用し、手軽に使用できるおかずみそとして販売しております。
また、容器は重厚感のあるものを使用し、高級感のあるもの
に仕上げております。

中国地方のｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ及び
全国の量販店。

9 【さぬきオイルサーディン】 共栄冷凍水産株式会社
【さぬきオイルサーディン】
袋入り/550円(税別)
箱入り/700円(税別)

伊吹いりこで有名な伊吹島近海のイワシを使用して
おります。

ブランド力のある伊吹いりこを使用。伊吹島近海で漁獲され
るカタクチイワシに新たな付加価値を生み出し、伊吹いりこと
並ぶ新たな瀬戸内ブランドを創出した商品です。

香川県のアンテナショップせと
うち旬彩館（東京）、トモニ市場
（東京）、栗林庵（高松）、四国
ショップ88（高松）、ONOMICHI
U2（尾道）、道の駅源平の里
むれ（牟礼町）、道の駅ことひ
きコイン館（観音寺）、四国キヨ
スク観音寺店・丸亀店・イオン
高松東店、ＪＲ四国千年物語、
高松自動車道豊浜SA下り、資
生堂パーラー他

10～
１１

【岡山白桃チューハイ】

【広島はっさくチューハイ】

宝積飲料株式会社

【岡山白桃チューハイ148円(税別)】

【広島はっさくチューハイ148円(税別)】

【岡山白桃チューハイ】
岡山県産白桃果汁を使用し、ほどよく熟した甘みを感
じていただける味わいになっております。

【広島はっさくチューハイ】
広島県産はっさく果汁を使用し、はっさくの甘みと酸
味のバランスよく感じていただける味わいです。

【岡山白桃チューハイ】
温暖な気候で育った「岡山の白桃」を主原料として、飲みや
すい適度なアルコール感にしています。デザインは、瀬戸内
海特有のおだやかな景色を手書き風のイラストで表現し、少
し懐かしくて可愛らしいパッケージに仕上げています。

【広島はっさくチューハイ】
温暖な気候で育った「広島はっさく」を主原料とし、飲みやす
い適度なアルコール感にしています。また、少し懐かしくて可
愛らしいパッケージに仕上げました。

【岡山白桃チューハイ】
JR西日本の駅ナカ限定商品と
して販売（2017年7月）

【広島はっさくチューハイ】
JR西日本の駅ナカ限定商品と
して販売（2017年7月）

12 【コロラムプリン２／６００】 酪農Café Mou Mou Kitchen 【コロラムプリン２／６００　537円(税別)】

希少な「初乳」を使用した日本では初のプリンで、地
元のこだわり卵「うねめもみじたまご」を合わせてコク
をプラスしています。
また、容器やラッピングにもこだわり、ピンクを基調と
した牛のドット柄でカワイイ商品です。

乳牛・肉牛を飼育する西日本でも有数の牧草地帯である笠
岡エリアは、気候温暖で災害も少なく、コロラムプリン2/600
の原材料となる初乳を安定して確保できる環境にあります。
コラムプリン２/６００は、希少な「初乳」を使用した日本では初
のプリンで、地元のこだわり卵「うねめもみじたまご」を合わせ
てコクをプラスし、酪農家が商品開発をしました。

インターネット・笠岡道の駅・岡
山駅新幹線改札口中・当店

1３～
15

【キャンベル　１００％スト
レートジュース】

【是里わいん　　キャンベル・
ロゼ】

【是里ワイン　　リースリン
グ】

株式会社是里ワイン醸造場

【キャンベル　１００％ストレートジュース
1574円(税別)】

【是里わいん　　キャンベル・ロゼ１２０４
円(税別)】

【是里ワイン　　リースリング１４８１円
(税別)】

【キャンベル　１００％ストレートジュース】
赤磐市是里地区で丹念に育てられた貴種ぶどう
「キャンベル・アーリー」。糖度１８度以上の甘い果実
を丸ごと搾り、果汁をそのまま１００％ジュースとして
商品化しました。パワフルでみずみずしい１００％スト
レートジュースです。

【是里わいん　　キャンベル・ロゼ】
赤磐市是里地区で丹念に育てられた貴種ぶどう
「キャンベル・アーリー」から造るロゼ・ワイン。　芳醇
なぶどう本来の味と香りが楽しめます。

【是里ワイン　　リースリング】
赤磐市是里地区で丹念に育てられた貴種ぶどう「リー
スリング」から創られたやや辛の白ワイン。　スッキリ
としたフルーィーな味わい。

【キャンベル　１００％ストレートジュース】
  貴種ぶどう「キャンベル・アーリー」から創られるキャンベル
ワインの原材料となる搾りたての果汁をそのままジュースに
しました。ブドウそのものの味と香りがお楽しみ頂けるここだ
けの１００％ストレートジュースです。

【是里わいん　　キャンベル・ロゼ】
【是里ワイン　　リースリング】
標高３５０ｍ以上の是里地区は古くから高品質なぶどうの産
地であるが、丹念に育てられた食べて美味しいぶどうから造
られるワインはフルーティさをそのまま凝縮している。

【キャンベル　１００％ストレー
トジュース】
ワイナリー店頭販売のみ

【是里わいん　　キャンベル・ロ
ゼ】
ワイナリー店頭販売他、岡山
県内卸売り。

【是里ワイン　　リースリング】
ワイナリー店頭販売他、岡山
県内卸売り。
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16～
17

【（尾道産）旬のセミノールと
完熟レモンのジャム】

【(尾道産）旬の桃と完熟レ
モンのジャム】

レッカーバロン

【（尾道産）旬のセミノールと完熟レモン
のジャム1389円(税別)】

【(尾道産）旬の桃と完熟レモンのジャム
1389円(税別)】

【（尾道産）旬のセミノールと完熟レモンのジャム】
ジャムにするセミノールは、契約農家から選別した新
鮮な素材に限定し、無添加、無着色、保存料や人工
ペクチンなど余分なものは一切加えず、素材そのも
のの味にこだわったジャムです。

【(尾道産）旬の桃と完熟レモンのジャム】
ジャムにする桃は、自家栽培の新鮮な素材に限定
し、無添加、無着色、保存料や人工ペクチンなど余分
なものは一切加えず、素材そのものの味にこだわっ
たジャムです。

【（尾道産）旬のセミノールと完熟レモンのジャム】
瀬戸内尾道の温暖な気候のもとで、木なりのまま完熟させた
セミノールを丸ごと使ってジャムにしています。

【(尾道産）旬の桃と完熟レモンのジャム】
自家栽培で育てた瀬戸内尾道産の桃を丸ごと使ってジャム
にしています。

【（尾道産）旬のセミノールと完
熟レモンのジャム】
尾道グリーンヒルホテル、エ
ディオン蔦屋家電フードショッ
プニチエー、尾道市ふるさと納
税謝礼品

【(尾道産）旬の桃と完熟レモン
のジャム】
尾道グリーンヒルホテル、エ
ディオン蔦屋家電フードショッ
プニチエー、尾道市ふるさと納
税謝礼品

18 【牡蠣ぞうすい】 株式会社阿藻珍味 【牡蠣ぞうすい537円(税別）】
広島県産の牡蠣を使用し、その品質も高く評価され
ています。そんな広島県産の牡蠣を使用したレトルト
加工したぞうすいです。

広島県産の牡蠣を使用し、生産量は全国でも有数である広
島県産の牡蠣は、品質も高く評価されています。

自社店舗（広島駅、福山駅）、
高速道路サービスエリア、

19
【ひまわり畑のフロランタン
広島のレモンの恵み】

㈱エムズ　（店舗名：グラグール）

【ひまわり畑のフロランタン広島のレモ
ンの恵み】
①個包装販売　1袋2個入194円(税別)
②クリアケース　1箱3袋入657円(税別)
③ひまわり箱　1箱6袋入1222円(税別)

 広島県立海田高等学校家政科生徒のアイデアから
誕生した商品。海田町花「ひまわり」の種と広島県産
レモンを皮ごとふんだんに使用し風味・酸味豊かに仕
上げた洋菓子フロランタン。添加物は使用していませ
ん。

 広島県レモンを皮ごとふんだんに使用し風味・酸味を十分に
感じていただける贅沢に仕上げた商品です。またひまわりの
種部分を使用した珍しい商品です。

海田町内及び広島県内お土
産コーナー

20 レモンロックス 中国醸造株式会社 レモンロックス1180円(税別)

瀬戸内レモンをまるごと使用し、合成香料や酸味料を
一切使わずに、天然ピールの香りとレモン果汁の爽
快な酸味を引き立たせた、こだわりのレモンリキュー
ルです。

すべて瀬戸内産レモンを使用し、レモンスピリッツと天然レモ
ンアロマオイルをブレンドする独自開発のダブルフレグランス
メソッドにより、レモンピールの香りを余すことなく纏わせてい
ます。レモン果汁をたっぷり使用しているのでフレッシュで爽
やかなレモンの酸味を感じることができます。

広島を中心とした全国展開。
（2017年7月5日～）

21
無添加  味日本だし 広島産
大羽いりこ入り

味日本株式会社 無添加　味日本だし500円（税別）

化学調味料無添加の「広島産大羽いりこ」入りだし
パックです。食塩と醤油で下味を調えていますので使
い勝手が良く、毎日のお料理が簡単に美味しく仕上
がります。一般のいりこより、苦味や生臭みがなく、豊
かで上品な香りと、強いうま味とコクが特長です。鰹
だしやあご（トビウオ）だしよりも、味の伸びや重厚感
の強いだしがとれます。

瀬戸内海の豊かな海産物を象徴する小魚：いわしを加工した
「いりこ」のだしパックです。希少価値が高く、豊かで上品な香
りと、強いうま味とコクが特徴の「広島産大羽いりこ」にこだわ
りました。「懐かしくて美味しい和風料理」を手軽に味わって
いただける商品です。

広島県及び近郊地域のスー
パーで販売予定（2017年12月
1日発売）」
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22
【堅あげポテト　柑橘ミック
ス】

※商品は１１月下旬に発売予定
発売元 株式会社カルナック
製造者 カルビー株式会社

【堅あげポテト　柑橘ミックス600円(税
別)】

瀬戸内産（広島県産）レモンと愛媛県産いよかん使用
し、瀬戸内レモンの程よい酸っぱさとほんのりした愛
媛いよかんの甘さが特徴です。

瀬戸内限定土産。
瀬戸内レモンの程よい酸っぱさと、ほんのりした愛媛いよか
ん甘さが、カリカリッとした堅あげポテトの食感でじっくり楽し
めます。

中四国のＪＲ駅、空港、高速道
路ＳＡ・ＰＡ、観光地などの土
産売店

23～
24

【天然鳴門鯛 ぽんず】

【天然鳴門鯛 味噌】

株式会社 クオリス

【天然鳴門鯛 ぽんず600円(税別)】

【天然鳴門鯛 味噌800円(税別)】

【天然鳴門鯛 ぽんず】

天然鳴門鯛からとった出汁のまろやかな風味が効い
たほどよい酸味の味付けぽんずです。徳島県産のユ
ズとユコウの果汁も加えたさわやかな味わいが、うど
んやそうめんとの相性も抜群の調味料です。

【天然鳴門鯛 味噌】

浜に上がったばかりで活きのいい天然鳴門鯛の身
を、地元の老舗味噌屋が作った御膳味噌に炊き込ん
だ「おかず味噌」です。

【天然鳴門鯛 ぽんず】
【天然鳴門鯛 味噌】

瀬戸内海と太平洋を結ぶ海峡の激しい潮流で育ち、引き締
まったマダイの美味しさを「天然鳴門鯛 味噌」と「天然鳴門鯛
ぽんず」の2品で余すところなく堪能していただけるようにと企
画した商品です。

【天然鳴門鯛 ぽんず】
【天然鳴門鯛 味噌】

徳島県内の土産物店と徳島県
のアンテナショップ

25 【バラジュース　赤・ピンク】 マチモト株式会社

【バラジュース　赤・ピンク】
赤200ml　 713円(税別)
赤550ml　 1,750円(税別)
ピンク200ml　815円(税別)
ピンク550ml　 1,935円(税別)

自社農園で、栽培期間中、農薬不使用・有機肥料で
食用バラを栽培し、朝摘みした花を自社で加工してい
ます。加工方法は、熱水抽出方式で２０１６年特許出
願。加工した食品には、合成の香料・着色料・保存料
を使用しておらず、安心・安全な食品です。

瀬戸内の温暖な気候で栽培した食用バラをを利用し、加工
食品には、合成の香料・着色料・保存料を使用せず安心・安
全な食品です。

高島屋クロスメディア・天満
屋・広島三越・広島そごう・近
隣ホテル・福山サンステ・広島
ゆめプラザ・近隣商店

26
【瀬戸内レモンの米粉入クッ
キー】

株式会社サラニ
【瀬戸内レモンの米粉入クッキー100円
(税別)】

岡山県産の米粉と小麦粉と瀬戸内レモンを使用して
仕立てた、さっくりと爽やかで美味しいクッキーです。

瀬戸内地方で実ったレモンを限定して使用し、また米粉、小
麦粉にも岡山県産を使用しました。

岡山県内･大阪府の自社店鋪
ほか

27 【雄町純米吟醸】 嘉美心酒造株式会社
【雄町純米吟醸】
1800ml 　3,000円(税別)
720ml　　1,450円(税別)

自社酵母を使うことで味は淡麗で甘く、香りは華やか
さがお楽しみいただけます。

自然豊かな岡山県小田郡矢掛町の契約農家で栽培した、岡
山県が発祥の地である酒造好適米「雄町米」を100％使用。

岡山県内スーパー、酒販店、
日本名門酒会加盟店

28 【瀬戸内レモンココナッツ】 増永食品株式会社

【瀬戸内レモンココナッツ】
70ｇ　400円(税別)
30ｇ　200円(税別)

瀬戸内海産のレモン果皮を使用。レモンの甘酸っぱ
さとココナッツの独特の甘みと食感で食べた人を飽き
させない一品です。

瀬戸内海に接する愛媛県で昔ながらの製造技術を新しい食
材（ココナッツ）を活用し、食べやすい味付に仕上げました。

日本全土において2017年8月
1日より販売予定
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29
【キャプテン・グリーンカ
レー】

株式会社明日絵
（いがらしゆみこ美術館）

【キャプテングリーンカレー】
180g　790円（税別）

大ブームの岡山マイルドパクチー（OKAPAKU）や岡
山県産のセロリ・ホウレン草をふんだんに使用した食
物繊維たっぷりで美容にもよい、ちょっと辛口が特徴
の野菜カレー。

岡山県産の野菜にこだわり、ご当地カレーをアピールした商
品。瀬戸内海には海賊がいたことから、松本零士の『宇宙海
賊キャプテンハーロック』をパッケージデザインに採用した。

岡山県内、九州、首都圏にて
販売

30 【瀬戸内のり天（ゆず味）】 阿川食品株式会社
瀬戸内のり天（ゆず味）60g276円（ 税
別）

瀬戸内産ののりを使用し、食べやすいスティック状の
天ぷらにしました。愛媛、高知県産のゆずを使用し
さっぱりとしたゆず味にしています。

瀬戸内の産物である海苔を使用し、瀬戸内の産物である柑
橘の中でも全国1位、2位の生産量を誇る愛媛、高知のゆず
を使用。
また、広島県のフライメーカー独自の技術でさくっとした食感
でさっぱりした味に仕上げています。

全国のスーパーや土産物店
（平成29年12月1日から）

31
【広島県産レモン使用レモン
きな粉】

【株式会社上万糧食製粉所】
【広島県産レモン使用レモンきな粉65ｇ
330円（税別）】

弊社は２０１８年で創業９０周年を迎え、この度記念商
品として「広島県産レモン使用レモンきな粉」を開発い
たしました。広島県が生産量日本一を誇るレモンを使
用した「爽やかなレモンの風味」と丹念に焙煎した「香
ばしいきな粉」のハーモニーを味わっていただけま
す。

全国的に知名度のある広島県産レモンを使用し、瀬戸内らし
い商品に仕上げました。昔ながらのお餅にかけてお召し上が
りいただける以外に、牛乳・ヨーグルト・アイスクリーム等の
トッピングにもご利用いただけます。

広島県を中心とした西日本エ
リア及び関東地区の各スー
パー・ブランドショップ等

Ｓ１ 【旅行商品】 (株)サンスターライン
【旅行商品】
9800円～39800円(税別)

明石海峡大橋・瀬戸大橋・来島海峡大橋・関門大橋
の４大架橋の下をくぐる瀬戸内海クルーズ。

瀬戸内海を定期運航する唯一無二の国際船籍としてのク
ルーズフェリー“PANSTAR DREAM”（パンスタードリーム）か
ら眺望する明石海峡大橋、瀬戸大橋、関門大橋など日本有
数の絶景を是非ともご堪能下さい。

近畿エリアを中心に中部、中
四国

Ｓ２～
Ｓ４

【らんらんランチ日帰りバス
ツアー（募集旅行）】

【日本遺産 淡路島 食のこだ
わり日帰りツアー　（募集旅
行）】

【日本遺産 淡路島と犬島・
豊島 瀬戸内アート島めぐり
（募集旅行）】

株式会社夢舞台
ウェスティンホテル淡路

【らんらんランチ日帰りバスツアー（募集
旅行）】
お1人様5,500円(税別)
プレミアムコース7,500円(税別)
【日本遺産 淡路島 食のこだわり日帰り
ツアー　（募集旅行）】7,407円(税別)
【日本遺産 淡路島と犬島・豊島 瀬戸内
アート島めぐり　（募集旅行）】
お1人様（2名1室）31,944円(税別)
3名1室 31,296円(税別)
小学生27,314円(税別)

　
【らんらんランチ日帰りバスツアー（募集旅行）】
兵庫県内4カ所から発着場所を設定し、阪神エリア在
住者を対象に、淡路島を旅する日帰りバスツアー。月
ごとに季節感を意識したサブテーマを設定し、月約15
～20本程度、企画実施。

【日本遺産 淡路島 食のこだわり日帰りツアー　（募集
旅行）】
兵庫県姫路地区及び家島から、チャーター船を使用
して、淡路島へ向かい、日本遺産認定、淡路島観光
と地産地消を意識した特別ランチコースがついた日
帰り募集旅行。

【日本遺産 淡路島と犬島・豊島 瀬戸内アート島めぐ
り　（募集旅行）】
瀬戸内島めぐりを意識し、 淡路島・犬島・豊島のアー
ト鑑賞や絶景スポットをめぐる1泊2日のツアー。

【らんらんランチ日帰りバスツアー（募集旅行）】
淡路島観光と地産地消を意識した特別ランチコースがついた
日帰り募集旅行。

【日本遺産 淡路島 食のこだわり日帰りツアー　（募集旅行）】
淡路島の絶景スポット「あわじ花さじき」のコスモス畑、純国
産鶏の生みたてたまごが有名な「北坂養鶏所」等をめぐる
旅。

【日本遺産 淡路島と犬島・豊島 瀬戸内アート島めぐり　（募
集旅行）】
世界的建築家 安藤忠雄氏による設計淡路夢舞台をはじめ、
淡路島の花の見どころや日本遺産認定に関する「伊弉諾神
宮」、犬島・豊島を旅するアート鑑賞ツアー。船移動の際には
瀬戸内の島々をお楽しみいただけます。また、食事において
も淡路島観光の際には淡路牛をメインとした昼食をお召し上
がりいただけます。

【らんらんランチ日帰りバスツ
アー（募集旅行）】
兵庫県全域及び大阪

【日本遺産 淡路島 食のこだ
わり日帰りツアー　（募集旅
行）】
兵庫県西エリア及び家島

【日本遺産 淡路島と犬島・豊
島 瀬戸内アート島めぐり　（募
集旅行）】
ホテル利用者、大手旅行会社
など

S5 【宿泊型ヨットクルーズ】
宇野港土地株式会社(運営　合
同会社瀬戸内ヨットチャーター）

【宿泊型ヨットクルーズ】

宿泊型ヨットクルーズは1キャビン単位（2名様）から利
用でき、プライベート空間も確保しながらラグジュア
リーな船内でゆったりとくつろぐことができることから
エーゲ海やアドリア海では広く普及している人気の観
光コンテンツです。乗船中の全ての食事が基本料金
に含まれ、クルー2名が常駐し運航・船内サービスを
行います。

瀬戸（狭門）や島々を中心とする独特の多島美景観を眺めな
がら、干満の大きい瀬戸内海の隅々まで航行可能なカタマラ
ン（双胴船）による宿泊型ヨットクルーズ事業を主にインバウ
ンド客をターゲットとして来春から開始し、瀬戸内の魅力を海
外に発信していきます。

※海外向けプロモーション用

※上記以外に1商品が発売予定が先のため未掲載です。
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