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No 商　品　名 商　品　写　真 所在地（市町村まで） 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 かき味　海苔 広島県安芸郡 株式会社 マルヒガシ海苔 かき味　海苔500円(税別）
瀬戸内産の海苔と牡蠣のエキスを使用し風味豊かに
仕上げました。

瀬戸内産の海苔や牡蠣の美味しさを簡単に手に取れ
て、簡単に食べて頂きたい、ご飯のお供としてこれか
らもずっとそばに置いて頂きたいと思い商品を作り続
けて参ります。

株式会社天満屋　株式会
社広島三越　海駅三之関
株式会社一畑百貨店
株式会社鳥取大丸　等

2
タテ型　飲み干す一杯　尾道
背脂醤油ラーメン

大阪府吹田市 エースコック 株式会社
タテ型　飲み干す一杯　尾道
背脂醤油ラーメン180円(税
別）

別添の特製液体スープで仕上げる濃コクスープが楽
しめるタテ型カップラーメン「飲み干す一杯」シリーズ
として「尾道　背脂醤油ラーメン」を発売します。瀬戸
内産いりこのだしが利いた醤油スープに旨炊き背脂
で仕上げる尾道ラーメンをイメージした本格的な味わ
いの一杯です。

1947年屋台より始まったとされる尾道ラーメン。古くよ
り地元に根差したラーメンとして瀬戸内を代表する食
文化として親しまれてきました。当商品は手軽に歴史
のある食文化と味わいを楽しめる商品となっていま
す。

２０１８年１０月１日（月）に
全国の量販店、ＣＶＳにて
販売いたします。

3
山口の銘菓　月でひろった卵
小野茶

山口県柳井市 あさひ製菓 株式会社
山口の銘菓　月でひろった卵
小野茶4個入　741円(税別）

代表銘菓「月でひろった卵」に、山口県宇部市特産の
「小野茶」を使用。香り高く、コクのある小野茶をクリー
ムに使い、北海道産小豆の自家炊き粒餡をアクセント
に。小野茶の香りと甘味をバランス良く楽しめる山口
銘菓。

「月でひろった卵」は、山口県産の牛乳を使ったクリー
ムを使用し、柳井市の本社工場地下から湧き出る名
水「琴名水」で蒸し上げる。豊かな自然ときれいな空
気に恵まれた瀬戸内ならではの美味しさを楽しんでい
ただける。

山口県内直営店果子乃
季34店舗、卸先約50店舗
で販売。ほぼ山口県内の
み。

4
不知火（デコポン）ジュース
「光」

愛媛県西宇和郡 株式会社 ＮＡＤＡ
不知火（デコポン）ジュース
「光」2000円(税別）

濃い甘味と絶妙の酸味のバランス、濃厚な味わいが
楽しめるジュースです。糖度も１３度以上あります。

日本一細長い佐田岬半島の先端で栽培され、全ての
園地が日当たりの良い南斜面です。海からの反射と
石垣からの照り返しとの3つの太陽の恵まれた自然
環境で大切に育まれた不知火だけを使用していま
す。

愛媛県内の高級旅館・ホ
テル

5
ヒロタのシュークリーム　瀬戸
内レモンのシュークリーム

東京都千代田区 株式会社洋菓子のヒロタ
ヒロタのシュークリーム　瀬戸
内レモンのシュークリーム320
円（税別）

日本一のレモン生産地でもあり、広島県におけるレモ
ン発祥の地とされている、呉市大崎下島で育ったブラ
ンドレモン【大長レモン】のピューレを使用。　温暖な
瀬戸内海気候で太陽をいっぱい浴びて育ったとても
清々しい味わいです。アクセントにレモンピールが引
き立つさっぱり爽やかな夏のシュークリームに仕上げ
ました。

温暖で雨が少ない気候がレモンを筆頭に色々な柑橘
類の栽培に適しているという瀬戸内気候の賜物。　3
本のレモンの苗木から始まった瀬戸内レモン栽培。今
回使用のレモンネピュレは風味、味わいがしっかりバ
ランスの取れた食材。この特徴ある優しい美味しさを
夏のアイテムとしてシュークリームで表現。

関西、関東圏
販売期間
　　2018.7.１～9.20

6 鳴門金時ポテレット 徳島県徳島市 株式会社 昌栄

鳴門金時ポテレット
１個　　１３０円(税別）
５個入　６８０円(税別）
１０個入１４００円(税別）

鳴門金時を使ったスイートポテトをサブレの上に乗せ
て焼いた、２つの味が一度に楽しめるお菓子です。そ
のまま食べるとサブレのしっとりした食感が、オーブン
で温めるとサクッとしたサブレの食感とホクホクしたい
もの食感になります。使っている小麦粉は国産小麦１
００％。出来る限り食品添加物は使用せずに製造して
います。

「鳴門金時」は徳島県の特産品で、この名称は徳島
県内の指定地域で作られたものにしか使用できませ
ん。瀬戸内鳴門海峡の砂地で作られた海のミネラル
たっぷりの鳴門金時は土産品としての需要が非常に
高い素材だと考えます。

直営店舗の他、徳島県内
のお土産物販売店（徳島
駅前、空港など）、サービ
スエリア内売店などで販
売

7 スイーツBOX 岡山県岡山市 株式会社スタイル スイーツBOX１３８９円(税別）
誰でも手軽に食べられる、一口サイズのみにたると
で、岡山県産のフレッシュな食材を使用しています。
彩りもとてもきれいで、お土産にもぴったりです。

岡山の温暖な地域で育った、ぶどう、早雲蜜芋、フ
ルーツトマト、ばなな、足守メロンを使っています。　ク
リームには蒜山ジャージー牛乳を使っています

JR観光列車ラマルドボア
の限定販売中

8
淡路島玉ねぎせんべい素焼箱
入

兵庫県南あわじ市 株式会社鳴門千鳥本舗
淡路島玉ねぎせんべい素焼

箱入1000円(税別）

淡路島産の玉ねぎを使用し、風味豊かなせんべいに
仕上げました。
サクサク軽い触感が楽しいおせんべいです。
ノンフライで仕上げたこだわりのおせんべいです。

兵庫県淡路島は玉ねぎの産地として有名です。平野
に広がる玉ねぎ畑は淡路島のあちこちで見られま
す。名産品の玉ねぎを一人でも多くの方にお楽しみ頂
けるようおみやげ品として開発いたしました。

主に兵庫県内

9 瀬戸内みかんヨーグルト 広島県廿日市市 チチヤス 株式会社
瀬戸内みかんヨーグルト
220円(税別）

温暖で雨が少なく、柑橘類の栽培適地である瀬戸
内。そこで生産されたみかんの果汁を1％使用。独自
の乳酸菌ブレンドと、おいしさを優先した製造工程で
味にこだわりました。ふわとろ食感でやさしい甘みの
ヨーグルトに、甘みと酸味のバランスが取れた温州み
かん。後味はすっきり、豊かな香りが味わえます。み
かんの旬と重なる、秋冬の期間限定商品。

チチヤスクラッシックヨーグルトにマッチするフルーツ
として、地元瀬戸内の温暖な気候が育んだ【みかん】
を選択。ふわとろ食感でやさしい甘みのクラシックヨー
グルトと、香り豊かな地元のみかんは相性ぴったり。
ヨーグルトのまろやかな口当たりとみかんの爽やかな
味わいが楽しめます

全国の量販店、小売店、
百貨店、生協など
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10 はっさくロックス 広島県廿日市市 中国醸造株式会社 はっさくロックス1180円(税別）

はっさく発祥の地である広島のはっさくをまるごと使い
ました。合成香料や酸味料は一切使用せず、弊社独
自開発のダブルフレグランスメソッドにより、フレッシュ
なはっさくの香味豊かなリキュールを実現しました。広
島県産はっさく果汁を70%も配合しており、はっさくを
そのまま搾ったかのような特有のほろ苦さや爽快な
甘味を味わえます。ストレートやロックはもちろん、多
彩なアレンジメントが可能なためご自宅で簡単にカク
テルをお楽しみいただけます。

はっさく発祥の地であり、生産量も全国2位を誇る広
島のはっさくをふんだんに使用しています。独自開発
技術であるダブルフレグランスメソッドによりナチュラ
ルなはっさくの風味を実現。はっさくロックスを通じて、
広島が誇る広島県産はっさくの美味しさを全国に広め
たいと考えております。

広島を中心とする全国に
発売予定。2018年4月18
日発売。

11 月へ鳴門へ 東京都港区 株式会社 にしきおり 月へ鳴門へ1500円(税別）

故郷・徳島の名産・鳴門金時を、本格的なフランス菓
子に仕上げました。フランスの伝統的なサブレに、鳴
門金時のクリームをたっぷりサンドしたお菓子です。
数多くの名店で研鑽を積んだフランス菓子のパティシ
エが、鳴門金時の「旨さ」を引き立てる工夫をしまし
た。手作りならではの風合い・味、安心・安全にこだ
わってお作りしています。

徳島の名産・鳴門金時を使用し、菓子の名前も「月へ
鳴門へ」と地名を冠しています。

徳島「本家松浦酒造」、空
港、サービスエリア、各地
土産店、東京「レストラン
フレンチモンスター」WEB
「せとうちマルシェ」

12 はちみつれもん茶 福岡県八女市 株式会社 正栄
はちみつれもん茶798円(税
別）

「はちみつれもん茶」は、カナダ産蜂蜜のまろやかな
甘みとレモンの爽やかな酸味との絶妙なハーモニー
がお楽しみいただける商品でございます。沖縄県北
谷焙煎塩を使用し、甘酸っぱさを引き立てました。冷・
温水で5～6倍に薄めてお飲みください。その他、ド
レッシングの隠し味、お料理のトッピング、お酒に混ぜ
るなどしてご利用いただけます。

「はちみつれもん茶」には、瀬戸内産レモンピールが
たっぷり使用されています。飲むだけでなく、一緒にレ
モンピールを噛んでお召し上がりいただくことで、まる
で「瀬戸内レモン」を丸ごと食べているかのような触感

と風味をお楽しみいただけます。

スーパー・ドラッグスト
アー、量販店／全国

13 クアトロえびチーズ 香川県観音寺市 株式会社 志満秀
クアトロえびチーズ1000円(税
別）

〝クアトロ〟とは、イタリア語で「4」を表す言葉。チェ
ダー、モツァレラ、ゴルゴンゾーラ、カマンベールの4
種のチーズとフレーバー組み合わせ、えびせんべい
でサンドしました。濃厚で風味豊かなチーズとえびと
の組み合わせは、イタリアンとも和とも言えない驚き
を誘います。お気に入りのワインのおとも、またパー
ティなどでお楽しみ頂けます。

　瀬戸内産、外国産の新鮮な海老、そして瀬戸内産
の塩を使用しています。

通信販売、直営店舗、全
国有名百貨店、専門店で
販売

14 じゃこ天煎餅　きさいや 愛媛県今治市 株式会社母恵夢本舗

じゃこ天煎餅　きさいや
8枚入 530円（税別）
16枚入1,015円（税別）
24枚入1,500円（税別）

瀬戸内、宇和海名物の「じゃこ天」のおいしさをそのま
ませんべいにしたい。という思いで、味にこだわり伯方
の塩を使って練り込み、うま味たっぷりの煎餅に仕上
げました。愛媛県南予地方の方言で「来なさいや」「来
てください」という意味で使われる「きさいや」を商品名
としております。

宇和海で獲れる小魚（ほたるじゃこ、えそ、たら、しめ
じ）が主原料の「魚肉すりみ」（じゃこ天の原料）や、瀬
戸内海の「伯方の塩」を使用することで、瀬戸内らしさ
を表現しました。

愛媛県、空港・駅・サービ
スエリア・直営店等で販売

S1 手打ちうどん体験塾 香川県さぬき市
穴吹エンタープライズ株式会社　ク
アパーク津田

手打ちうどん体験塾1,389円
(税別）

香川県が誇るさぬきうどんを実際に手打ちで体験でき
ます。

青く美しい瀬戸内海を見ながら、うどん打ち体験や食
事ができます。香川県ならではの体験と景色を楽しむ
ことができます。

販売数：60名様/1日（3日
前までの完全予約）

★この度の6/28に瀬戸内ブランドに登録された商品の内、商品事業者様の都合により２社５商品が未掲載です。
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