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平成30年瀬戸内ブランド【新規】9月登録商品 詳細一覧表

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　　　　　　　　　　　②
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　⑤　　　　　　　　　　　⑥

2
レモンチーズシフォン
ケーキ

広島県安芸郡 株式会社エムズ（店舗名：グラグール）

レモンチーズシフォン
ケーキ（広島産レモン使
用）
冷蔵1個　232円（税別）
冷凍5個入　1,250円（税
別）

広島名産品のレモンをふんだんに使用したレモ
ンの風味がおいしいチーズシフォンケーキと
なっております。チーズは国産クリームチーズ
を使用し、コクもあり、しっとりふわふわなシフォ
ンケーキです。
添加物は使用していません。

広島県産レモンを皮ごとふんだんに使用した
風味・酸味豊かな商品となっています。

フジ(1部）やニチエー等スーパー
に不定期で販売
又、TAU、店頭、ネット
(https://www.gra-gr.com/)で販
売

3
Mika　Mika　Ale（ミカミカ
エール）

山口県大島郡 ホテル＆リゾートサンシャインサザンセト

Mika Mika Ale（ミカミカ
エール）
330ml 1瓶　500円（税
別）
※レストラン販売価格
770円（税別）

山口県周防大島町特産のみかん果汁と皮を浸
透させてみかん風味を付けたやさしい味わいの
みかん地ビール。
普段ビールは苦くて苦手な方や女性の方にお
勧め。
ラベルデザインも「瀬戸内のハワイ」と言われる
周防大島のイメージでハワイアン風のデザイン
にこだわってます。

南瀬戸内海にある山口県周防大島は県内生
産量９０％のみかん栽培産地であり、周防大
島産みかんの新しい可能性としてみかん地
ビールMika　Mika　Ale（ミカミカエール）～周防
大島みかんエール～を開発致しました。

周防大島町　ホテル＆リゾート
サンシャインサザンセト　売店・レ
ストラン・喫茶・バーにて販売中

4 島のり 香川県高松市 穴吹エンタープライズ株式会社　津田の
松原サービスエリア

島のり 130g
630円（税別）

小豆島産生あまのりに醤油原料もろみに和三
盆糖を加え、丸大豆醤油で炊き上げました。磯
の香りと、もろみ醤油の濃厚な香りがあいまっ
て、食欲を掻き立てます。

穏やかな瀬戸内海に育まれた小豆島産のの
りを、小豆島産のもろみと香川県産の和三盆
糖が風味豊かに引き立てます。炊き立てのご
飯に最適です。

香川県さぬき市
津田の松原サービスエリア上下
線

5
熟成黒にんにく　くろに
ん

大阪府大阪市 株式会社くろにん
熟成黒にんにく　くろに
ん　1袋70g
1,120円（税別）

弊社の黒にんにくは、主に香川県産を使用し、
製造に特に拘りをもっています。人の手で一つ
一つ丁寧に皮を剥き、遠赤外線を使用した釜で
24時間、温度・湿度を徹底的に管理し、製造に
2ヵ月かけています。じっくり熟成したにんにくは
黒くなり、にんにく独特の臭みを無くし、より甘く
仕上げ、美味しく頂ける商品を提供しています。

瀬戸内の恵まれた気候・土壌で育った香川県
産のにんにくは、肉厚で身も詰まっており甘く
高品質で、その時まま美味しく食べられます。
そんな香川県産のにんにくを熟成させ、美味し
さをぎゅっと閉じ込めた黒にんにくを提供して
おります。

(株)全国農協食品【全国】、(株)
五色青果【中四国】、
(株)ことひら街道【関東】

6 さぬき　オリーブうどん 香川県綾歌郡 株式会社　めりけんや

さぬき　オリーブうどん
オリーブ麺　240g
つゆ　30ml×2個
400円（税別）

さぬきうどんに瀬戸内のオリーブの葉を練りこ
みました。爽やかな色合いと、香りが特徴です。

瀬戸内の潮風を浴びたオリーブの葉をさぬき
うどんに練りこみ、爽やかさをアピールしまし
た。

香川県主要土産店（キヨスク、量
販店）

7
旬のプラムと完熟レモン
のジャム

広島県尾道市 レッカーバロン
旬のプラムと完熟レモン
のジャム　200g
1,112円（税別）

ジャムにするプラムは、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。

瀬戸内の温暖な気候で育つプラムは、初夏の
フルーツとして多くの人に人気のある果物で
す。自家栽培で育てたこの瀬戸内尾道産のプ
ラムを丸ごと使ってジャムにしています。

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、中電工、しまなみ信用金庫、
広島銀行

1

産地に受け継がれる職人の技術で作り上げた
タオルです。仕上げ加工でタオルに「今治本晒
加工」を施すことで、綿の不純物をできるかぎり
取り除き、綿本来の吸水性を引き出しました。
水を多く・早く吸う、というタオル本来の機能を
追及しました。

瀬戸内海に面し、気候温暖で雨量が少ない愛
媛・今治地域はその昔、綿花の栽培に適して
おり、古来から織物の文化が根付いておりまし
た。明治時代に始まり現代まで脈々と受け継
がれている職人の技術がつまった今治タオル
をベースに、柑橘をイメージさせるフレッシュな
イエローと、やわらかなグラデーションカラーで
穏やかな水面をタオルに表現しました。

全国のギフトショップ店頭や、ギ
フト問屋様のカタログ、webサイト
に掲載し販売予定
※発売開始は2019年1月～

せとうちタオルタオル
セット

大阪府大阪市 スタイレム株式会社

①フェイスタオル・ハンド
タオルセット
　1,500円（税別）
②フェイスタオル2枚
セット
　2,000円（税別）
③フェイスタオル2枚・ハ
ンドタオルセット
　2,500円（税別）
④バスタオル・ハンドタ
オルセット
　3,000円（税別）
⑤バスタオル・フェイスタ
オル・ハンドタオルセット
　4,000円（税別）
⑥バスタオル・フェイスタ
オル2枚・ハンドタオル
セット
　5,000円（税別）
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8
超高圧熟成かきオイル
漬け

広島県広島市 株式会社 東洋サプリ

超高圧熟成かきオイル
漬け　広島県産大粒LL
サイズ6粒
1,800円（税別）

広島・瀬戸内を代表する日本料理の名店「喜多
丘」こだわりの味「太白漬」。東洋高圧グループ
の超臨界技術研究所が技術サポートし、独自
の超高圧製法（HPP)で牡蠣の旨味をより凝縮
させ、太白胡麻油と超高圧熟成アルガンオイル
を使い、コクと深みのある「うま煮オイル漬け」
に仕上げました。また、この超高圧製法による
殺菌工程で、保存料を添加せずに「喜多丘」こ
だわりの味をお届けできるようになりました。

瀬戸内ＤＭＯでも紹介されている日本料理「喜
多丘」の北岡三千男氏監修。お店で長年提供
されている牡蠣の「太白漬」を商品化していま
す。大粒ＬＬサイズのふっくら濃厚な広島県産
牡蠣を、東広島市の酒造「賀茂鶴」の清酒や、
濃口醤油をベースに煮付けたオイル漬け。広
島に本社を置く高圧装置メーカー「東洋高圧」
の装置を使用した独自の超高圧製法で殺菌
し、お店の味を保存料など無添加のままご自
宅にお届ける商品になっています。

自社オンラインショップ、４７club
でのネット販売。
電話注文での販売。

9
クリアアサヒ　瀬戸内だ
より

東京都墨田区 アサヒビール株式会社

クリアアサヒ　瀬戸内だ
より
発売日
2018年10月23日（火）
発売品種
缶350/500ml（ﾏﾙﾁ）

瀬戸内産のレモンピールを使用した、中国・四
国エリア限定の特別なクリアアサヒです。
爽やかな香りと爽快な後味を実現しました。瀬
戸内の豊かな食材によく合う商品です。

原材料に瀬戸内産レモンピールを使用し、
パッケージは、穏やかな瀬戸内海と自然豊か
な瀬戸内の島々をデザインしました。

2018年10月23日発売
中国・四国エリアのコンビニ、
スーパーを中心とした量販店で
販売

10 ひっぱりたこ飯 兵庫県神戸市 株式会社淡路屋 ひっぱりだこ飯
1食　1,000円（税別）

明石の伝統漁法「たこつぼ漁」で使用する蛸壺
を模した陶器に、明石ダコや穴子などを盛りつ
けた名物駅弁。明石海峡大橋開通の記念駅弁
として誕生しました。見て楽しい,食べて美味し
い、持ち帰ってうれしいの三拍子そろった駅弁
です。

早い潮流の中で育まれた、太くしっかりとした
足を持つ真だこ「明石ダコ」を使用。弁当の容
器には、「明石ダコ」を捕るための当地伝統漁
法「蛸壺漁」で使用する蛸壺を模した陶器を使
用しています。また、瀬戸内といえば、橋。パッ
ケージの蛸の背景には、本州四国連絡橋を描
きました。

山陽本線西明石駅を中心に、京
阪神地区、全国の有名百貨店等
で販売中。

11 瀬戸内産芽ひじき　18g
瀬戸内産芽ひじき18g
230円（税別）

マックスバリュー西日本（中四国
地区）

12 瀬戸内産芽ひじき　13g
瀬戸内産芽ひじき13g
230円（税別）

全国販売。特に中四国地区

13 瀬戸内産長ひじき　12g
瀬戸内産長ひじき12g
230円（税別）

全国販売

14
吉備高原RicePuffs　レ
インボー

岡山県加賀郡 イージー株式会社
吉備高原RicePuffs　レ
インボー　220g
1,000円（税別）

吉備高原RicePuffsレインボーは、「晴れの国お
かやまの虹」をイメージした７種類の優しい色と
味をミックスした、懐かしさと新鮮さをコラボさせ
た楽しいいポン菓子です。
原材料のお米は、緑豊かな山合の自社農場で
栽培したコシヒカリを使用し、「太陽の恵みと天
水から生まれた高原の香り漂うお米の物語」を
演出しています。

岡山県吉備中央町は、古くからお米作りで町
を支えてきています。町の特産物である「お
米」で、「晴れの国おかやま」に浮かぶ「虹」を
表現致しました。

道の駅かよう　エブリｲ津高店
ハレマチ特区３６５　農マル園芸
吉備路農園　農マルさん直市場
岡山店　蔦屋書店高梁図書館
高梁市観光物産館紺屋川　天満
屋（イベント時）等
阪急百貨店うめだ本店（イベント
時）等

15
尾道帆布＆因島工場コ
ラボトートバッグ(ＫＩＴ００
２)グリーン

広島県尾道市 ヤング産業株式会社　因島工場

尾道帆布＆因島工場コ
ラボトートバッグ
(KIT002)グリーン
サイズ幅320㎜×高さ
340㎜×マチ70㎜(ハン
ドル部分は除く)
12,000円（税別）

かつて海上交通の要衝で北前船の寄港地で
あった尾道は帆布の一大産地でしたが、時代
の流れとともに盛衰。７０年前には１０ヶ所あっ
た工場も現在では向島の１ヶ所を残すのみと
なっています。それが尾道帆布工場で、昭和９
年創業以来一貫した同じ製法で帆布の生産を
続けており、全ての工程を行う工場は稀少な存
在となっています。そこで織られた「尾道帆布」
を同じ尾道の弊社因島工場でトートバッグに仕
立てました。

昭和９年創業で現在は尾道市向島に１ヶ所の
みとなった尾道帆布工場。その帆布は丈夫で
火にも強く、作業用に適しています。工芸用に
は向かない素材に敢えて注目し、自然をイ
メージしたグリーン色の革付属を使い、弊社因
島自社工場で可愛らしいトートを作りました。
因島発祥のはっさくのチャームがポイント。

※調整中

16 かきグラまん 広島県廿日市市 株式会社フィールランド かきグラまん
300円（税別）

自社生産のかきを使って、子供や女性が食べ
やすいようにクラムチャウダーのような味にして
います。

かきの生産量日本一の広島県。自社生産の
かきをまるまる一粒入れて作りました。

東京、宮島、宮島口

三重県三重郡 広伝株式会社

自然の恵み豊かな瀬戸内域内で採取された天
然ひじきです。シャキシャキとした食感が特徴で
す。瀬戸内域内の各県でひじきが採取されてい
ますが、ブランド確立はされていません。そこで
瀬戸内産ひじきとして発売していくことにより、
全国の消費者に瀬戸内ブランドを発信して参り
ます。

全国的に海水温の上昇や海の環境変化が起
こっている中で、瀬戸内域内は変化に富んだ
地形と気候に恵まれており、毎年安定的に天
然ひじきが採取されています。瀬戸内域内の
各県でひじきは採取されていますが、各県の
原料を使用し瀬戸内産ひじきとして販売するこ
とにより瀬戸内ブランドを広めていきたい。
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