2020年12月 新規瀬戸内ブランド登録商品 一覧表 (詳細・画像入り）
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商
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所在地（市町村
まで）

真

中四国限定
亀田の柿の種
120g瀬戸内塩レモ
ン味

新潟県新潟
市

広島県尾道
市

しまなみレモン４P

広島県尾道
市

瀬戸内塩レモネード

表

4

品

愛媛ポンカンサワー

事業者名

アジカル株式会社

株式会社樋口製菓

株式会社樋口製菓

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

中四国限定
亀田の柿の種
瀬戸内塩レモン
味120ｇ（24ｇ×5
個包装）
500円(税別)

幅広い世代に愛される米菓の定
番、亀田の柿の種から中四国限定
のお土産、瀬戸内塩レモン味が新
登場しました。全国的に有名な瀬
戸内産（広島県）レモンを使用し、
きゅっと酸っぱい爽やかな酸味に
仕上げました。

瀬戸内の特産物であり、定番素
材である瀬戸内産（広島県）レモ
ンを使用したパウダーを味つけに
使用しました。爽やかなレモンが
感じられる柿の種です。瀬戸内の
きらきらした海と空、そしてレモン
を爽やかなデザインで表現しまし
た。

中国、四国エリアの駅
売店、高速サービスエリ
ア売店を中心に販売。
2020年3月22日発売予
定。

しまなみレモン
４P 16g×4袋
180円(税別)

出荷日本一の広島県瀬戸田産の
レモンを丸ごと（果肉・果皮すべ
て）すりおろして作った粉末飲料で
す。レモンの爽やかな酸味を楽し
んで頂けます。夏はアイスで冬は
ホットで飲んで頂けます。

瀬戸内の温暖で雨の少なく、かん
きつ類の栽培適地で生産された、
日本一の生産量を誇る地元広島
産レモンのみを使用し、スッキリ 生協への販売を予定し
爽やかな味わい。爽やかなレモン ています。
の酸味が
瀬戸内の清々しさを連想させる一
品です。

瀬戸内塩レモ
ネード15g×4袋
200円(税別)

出荷日本一の広島県瀬戸田産の
レモンを丸ごと（果肉・果皮すべ
て）すりおろして作った粉末飲料で
す。レモンの爽やかな酸味を楽し
んで頂けます。熱中症予防のため
赤穂の塩を配合。疲労回復に効果
のあるクエン酸も配合しておりま
す。

瀬戸内の温暖で雨の少なく、かん
きつ類の栽培適地で生産された、
日本一の生産量を誇る地元広島
全国ス―パーマーケット
産レモンのみを使用し、スッキリ
への販売を予定してお
爽やかな味わい。爽やかなレモン
ります。
の酸味が
瀬戸内の清々しさを連想させる一
品です。

愛媛ポンカンサ
ワー350ml
98円(税別)

愛媛県産ポンカン果汁使用。ポン
カン本来の味わいを最大限に活か
すため、混濁果汁を使う事で果汁
由来の色合いと風味を追求しまし
た。また、自然な味わいを大切に
するため、人工甘味料は使用せず
ナチュラルな味わいのチューハイ
に仕上げました。

愛媛県産のポンカン果汁を使用し
たアルコール3%のチューハイで
す。
人工甘味料不使用で瀬戸内のお
いしさを全国にお届けします。

裏

東京都墨田
区

合同酒精株式会社

販売先：全国のイオング
ループ各社
発売予定日：2021年2月
22日
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商
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千福 瀬戸内レモン
ジンジャー

商

品

写

真

所在地（市町村
まで）

広島県呉市

事業者名

株式会社三宅本店

商

品

の

概

要

商品の特長

広島の純米酒に瀬戸内レモンの
果汁とレモンと好相性の「生姜」を
加えて造った、女性のための和リ
千福 瀬戸内レモ
キュール。しっかりとした甘味とレ
ンジンジャー
モンの酸味が活きた味わいで、後
500ml 1,190円(税
口のジンジャーが良いアクセントに
別)
なっています。ストレート・ロック・
炭酸割・ホットと幅広い飲み方でお
楽しみ頂けます。

徳島農大 お米
のアイスセット
徳島農大 お米のア
イスセット
6

(いちご、阿波晩茶、
阿波すず香、なると
金時、すだち、プ
レーン)

7

樽漬け発酵の阿波
晩茶ペットボトル
500ml・２４本入り箱
売り用

8

瀬戸内柑橘クリーム
もみじ
（瀬戸内クリームも
みじ４入・瀬戸内み
かんクリーム４入）

徳島県名西
郡石井町

徳島農大 そらそうじゃ

徳島農大で学生が丹精込めて生
産したお米(コシヒカリ)をアイスの
ベースに使用し、なめらかな口溶
(いちご、
けに仕上げました。材料の果実や
阿波晩茶、阿波
野菜等(いちご、阿波晩茶、阿波す
すず香、なると金
ず香、なると金時、すだち、お米)
時、すだち、プ
は、全て徳島県産であり、それぞ
レーン) 1セット
れの素材の味を十分に味わうこと
（100ml 6種類、8
が出来ます。
個入り)
2,500円(税別)

瀬戸内ブランドとしての創意工夫

販売エリア

1856年に広島 呉で生まれた地酒
「千福」の純米酒をベースに、瀬
戸内の豊かな自然で育ったレモン
販売地域：全国
の果汁と、レモンと相性が良く女
性から人気が高い「生姜」を使っ
て造りました。

温暖な気候の恵みである農産物
(いちご、阿波晩茶、すだち、米)を
学生が生産し、それを使ってお米
をベースにした「お米のアイス」を
開発しました。中でも、阿波すず
香は、徳島県立農林水産総合技 全国へネット販売
術支援センターが徳島県特産の
「すだち」と「ゆず」を交配させて開
発した柑橘の新品種で、まさに瀬
戸内らしい商品に仕上がっていま
す。

徳島県那賀郡 井川発酵株式会社

井川発酵の樽漬け発酵造り阿波
晩茶は、四国徳島に古来から伝統
製法で世界的にも類を見ないここ
樽漬け発酵の阿
だけの発酵製法のお茶です。自社
波晩茶ペットボト
茶園にて農薬不使用にこだわり丁
ル500ml・２４本入
寧に手間暇かけて阿波晩茶専用
り箱売り用 1本
の独自の農法で栽培しています。
150円(税別)
さらに阿波晩茶の味の決め手にな
る代々伝わる巨大木樽で発酵熟
成し生産しています。

四国徳島の那賀町・上勝町地域
に古来より伝承されているお茶を
樽に漬けこみ乳酸発酵
させ熟成させる独特の製法です。
ほのかな酸味と甘みが特徴のさ
わやかな飲み味のお茶
です。

販売先：県内ｽｰﾊﾟｰ、お
土産店、産直市場、高
速ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ、ホテル、
飲食店など
販売地域：主に県内、東
京・香川、ネット（楽天市
場・アマゾンなど）、那賀
町返礼品など

広島県廿日市
株式会社やまだ屋
市

瀬戸内柑橘ク
リームもみじ
（瀬戸内クリーム
もみじ4入・瀬戸
内みかんクリー
ム4入）
8個 1,000円(税
別)

瀬戸内産のレモン・みかんを使用
したクリームを使用し、爽やかな
香りをお楽しみ頂けるように仕上
げている。パッケージには海に映
る夕日の赤と陽の光の黄色を配
色し、側面には瀬戸内海に浮か
ぶ島々の多島美を表現した。

販売先：直営店舗・駅・
スーパー・百貨店
販売地域：主に広島県
での販売

瀬戸内産のレモン・みかんと名物
のもみじ饅頭が融合した新しいお
菓子。
爽やかなレモンの香りと酸味、芳
醇な香りのみかんクリームが特
徴。
瀬戸内海をイメージしたパッケージ
となっている。
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宮島茶シリーズ3種
（宮島紅茶、宮島緑
茶、宮島珈琲）

飲むいちご酢

瀬戸内キャビア

商

品

写

真

所在地（市町村
まで）

事業者名

瀬戸内ブランドとしての創意工夫

販売エリア

広島県廿日市 株式会社harmonie（アルモ
市
ニー）

宮島茶シリーズ3
種
宮島紅茶20g
(茶葉)、宮島緑茶
20g(茶葉)、宮島
珈琲10g×3個(ド
リップバック)
各800円(税別)

宮島茶シリーズは、神の島宮島に
古くから自生する海浜植物「ハマゴ
ウ」を用いた、日本で唯一のブレン
ドです。
悠久の昔から生薬としても活用さ
れてきたハマゴウ。宮島に思いを
馳せながらハマゴウの爽やかな香
りや味わいをお楽しみください。

ハマゴウは宮島に古来から自生
している海浜植物です。繁殖力が
強く海浜に蔓延るハマゴウを、宮
島の特産品として再生し商品化し
ているため、環境保全の一助にも
なっており、その収益の一部は、
ささやかながら関連の市民団体に
寄付をさせて頂いています。

宮島紅茶：（2019年8月
発売）はつこいマーケッ
ト、アバンセekie店、おり
づるタワー、パセーラ
3Fbook&café sofa
宮島緑茶：（2019年8月
発売））はつこいマー
ケット、アバンセekie店、
おりづるタワー,パセーラ
3Fbook&café sofa
宮島珈琲：（2020年7月
発売））はつこいマー
ケット、アバンセekie店、
おりづるタワ-.パセーラ
3Fbook&café sofa,

広島県江田島
沖美ベジタ有限会社
市

穏やかな瀬戸内海に囲まれた、温
暖で風光明媚な広島県江田島市
沖美町で栽培したいちご果汁を
100％使用しています。
免疫力の向上や疲労回復等、健
飲むいちご酢
康維持に効果が期待される酢と、
270ｇ 1,000円(税 いちごが持つビタミンやアントシア
別)
ニンの体に優しい効果のコラボ
レーションです。
自然の素材で無添加・天然水で安
心安全な食品を造るセンナリ株式
会社さんのご協力で商品化しまし
た。

平成15年より、瀬戸内海を臨む江
田島市沖美町で、温暖で日照時
間が長く日当たりが良いという好
条件を生かしたいちご栽培をして
います。
豊かな瀬戸内の自然の恵みとス
タッフの愛情がギュッとつまった、
こだわりのイチゴを100％使用して
います。

香川県高松市 株式会社CAVIC

商

品

の

概

瀬戸内キャビア
ベステル
15g 8,200円
25g 13,200円
アムール
15g 11,200円
25g 18,200円
(税別)

要

商品の特長

弊社の瀬戸内キャビアは3%以下
の低塩分で加工し鮮度維持の為
瞬間冷凍することにより、口に入
れるとまろやかな塩味が感じられ、
外殻もクリームのように溶け、キャ
ビアそのものの味を味わって頂け
ます。その味わいが、多くのホテル
やレストランのシェフの方々に支持
されております。

1、瀬戸内の美しい水による美し
い味のキャビア
東かがわ市引田の水は、蝶鮫の
養殖に適したミネラル分豊富な水
で、この天然水を掛け流しで養殖
販売先：ホテル・レストラ
してすることにより、「美しい水の
ン・卸業者・一般消費者
美しい味」のキャビアとなります。
販売地域：全国
2、瀬戸内キャビアのキャップシー
ル
瀬戸内キャビアのキャップシール
の外周にはハマボウをモチーフに
したデザインを使用しております。

