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瀬戸内ブランド登録商品等 一覧 【公開用】 ※瀬戸内ブランド登録サービス含む
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登録
年月

商

品

名

・「瀬戸内からの贈り物」
シリーズ 夏みかんママ
2013年 レード
21,22
５月 ・「瀬戸内からの贈り物」
シリーズ レモンママレー
ド

23

2013年 ・せとうち旅情 レモン＆
６月 はっさくサイダー

2013年 ・濃い旬搾りみかん
28,29
８月 ・まるごとみかんゼリー

商

品

写

真

所在地

事業者名

広島県 アヲハタ株
竹原市 式会社

商品の概要 (参考価格等）

アヲハタ 瀬戸内からの贈り物 夏
みかんママレード 165g ：360円
アヲハタ 瀬戸内からの贈り物 レ
モンママレード 160g ：360円
※全て税別価格
《瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）》

商

品

の

特

長

瀬戸内の温暖な気候で育った夏みかんとレモンだ
けを使用した低糖度タイプのママレード。夏みかん
ママレード」は厚切りのピールを用いることで，瀬
戸内の夏みかんならではの酸味と苦味を引き出
し，「レモンママレード」ははちみつのやわらかい甘
みを加えて，レモン特有の爽やかな酸味を際立せ
ている。

水の郷百選に選ばれた東広島市の天然水を使
せとうち旅情 レモン＆はっさくサ
広島県
用。国産レモンの日本一の産地である「広島レモ
宝積飲料株 イダー 250ml：189円
東広島
ン果汁」と，因島が発祥の地といわれるはっさくの
式会社
市
「はっさく果汁」をブレンドし，愛媛県の「伯方の塩」
《瀬戸内の果物・柑橘（飲み物）》
で味を整えた，ご当地炭酸ドリンク。

濃い旬搾りみかん １個：598円
～798円 ／ まるごとみかんゼ
広島県 株式会社丸
リー １個：128円～158円
尾道市 松

広島県尾道市瀬戸田町，愛媛県今治市大三島町
の旬の時期のみかんを使った，みかん本来の濃
厚な味わいが特徴のみかんジュース“濃い旬搾り
みかん“とみかんをまるごと使用したゼリー”まるご
《瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）》 とみかんゼリー“。

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

販売エリア・季節

中国・四国地方9県（鳥
瀬戸内産の柑橘類（夏みかん，レモン）を使用し，素材その
取，島根，岡山，広島，
ものの美味しさが味わえる仕上がりになっている。また，
山口，徳島，香川，愛
「瀬戸内からの贈り物」というフレーズと，柑橘類と瀬戸内を
媛，高知）※2013年7
イメージしたパッケージが，瀬戸内らしさを演出している。
月3日(水)から出荷。

飲んだ時に感じるレモン果汁の酸っぱさをはっさく果汁が和
らげ，それが逆にレモンの本当のおいしさを引き立てるとい 中四国地方の一般量
う相乗効果を生んでいる。また，瀬戸内の風景をモチーフに 販店，サービスエリア
したパッケージや涼やかな透明ビンが，瀬戸内らしさを演出 及び道の駅など。
している。

“濃い旬搾りみかん“は，旬の時期に搾汁し，冷凍保管して
いるため瓶に充填してからも，みかん本来の風味が残って
いる。また，搾汁方法も，みかんの果汁成分を多めに残す
事で，みかん本来の濃厚な味わいを楽しむことができる。ま
た，”まるごとみかんゼリー“はみかんをまるごとゼリーに詰
め込んでおり，見た目の面白さとともに食べ応えもしっかり
としている。

濃い旬搾りみかん ：広
島の百貨店，中国四国
を中心とした生協等で
販売。 ／ まるごとみか
んゼリー ：自社通販サ
イトで販売。
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2013年
・おいものスプレッド
８月

徳島県
株式会社マ
板野郡
おいものスプレッド 1個：420円
ルハ物産
松茂町

徳島県の特産品である商品を使ったスプレッド。
○おいものスプレッド ／ 鳴門など瀬戸内の沿岸域のミネ
“おいものスプレッド”は鳴門金時特有の上品な甘 ラルを含んだ砂地で生産された鳴門金時の自然で上品な
さを凝縮している。
甘さを凝縮し，なめらかな味に仕上げている。

44,45,

2013年 ・ぶっかけ海苔めし
１０月 ・ カットわかめ

ぶっかけ海苔めし １個：683円
徳島県漁業
徳島県
カットわかめ １個：315円
協同組合連
徳島市
合会

高級すじ青海苔を主原料に，国産の乾のりと鰹節
“ぶっかけ海苔めし”は，すじ青海苔の香りや味を活かす工
をほどよくブレンドしたふりかけ“ぶっかけ海苔め
夫，“カットわかめ”は日本一コシの強い鳴門産わかめの素 四国，関西
し”。鳴門海峡の潮流の恵みを受けて育った鳴門
材を生かす工夫，
産の“カットわかめ”。

《瀬戸内の海の幸》
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東京，徳島県等
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48

登録
年月

商

品

名

2013年 ・すだち酒スパークリン
１０月 グ

・すだちマーマレード
52,53, 2013年 ・すだち塩だれ
55
１０月 ・一番しぼりすだちポン
酢

56

2013年 手作りジャム・マーマ
１０月 レード

・大きな地どれえび入り
2013年
59,60
天ぷら
１０月
・えび小判

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

すだち酒スパークリング １本
株式会社本
徳島県
（250ml）：294円
家松浦酒造
鳴門市
場
《瀬戸内の果物・柑橘（飲み物）》

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・季節

瀬戸内のすだち本来のさわやかな酸味とすがすがしい香り
を生かすため，様々な工夫やこだわりがある。例えば新鮮
徳島を代表する特産品のすだちを使ったリキュー
な果汁の持つ風味をそのまま残すため，果肉を冷凍して生
ル。 “すだち酒スパークリング”は，すだち酒を人
のまま保管し利用するなどの工夫が行われている。また， 徳島県，全国
気のある発泡性飲料で楽しめるよう，すだちの香
酸味料・着色料・香料をできるだけ使用しないことや果実の
りと炭酸で爽やかさを強調した商品。
生産地・品種を限定するなど品質を保つためのこだわりが
随所にある

すだちマーマレード １個：525円
／ すだち塩だれ １本：399円
徳島県 野田ハニー
／ 一番しぼりすだちポン酢 １
吉野川 食品工業株
本：683円
市
式会社

“すだちマーマレード”は，すだちとはちみつ，寒天
を使いおなかにやさしいマーマレード。“すだち塩
だれ”は，塩だれにすだちの皮と風味を加えた野
菜に合うタレ。“一番しぼりすだちポン酢”は，すだ
ち，ゆず，ゆこうの果汁に本醸造しょうゆ，鰹だし
《瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）》 等を合わせたポン酢。

いずれの商品も，徳島県でつくられる香酸柑橘や果実を使
用し，他の食材・調味料との融合やバランスなどに素材の
良さを生かすための創意工夫がある。 “すだちマーマレー
ド”・“すだち塩だれ”に入っているすだちの果皮について
徳島県，香川県，岡山
は，時間経過や熱を加えることによる変色を防ぎ，自然の
県，兵庫県
鮮やかな緑色を残す技術を用いている。また，すだちの爽
やかな香りや酸味もそのまま生かし製造しており，果皮を
かんだときに，すだちの香りが良く感じられる商品となって
いる。

温暖な気候により育まれた，瀬戸内特有の多様な果実品
種を活用して年間約120種類のジャム製造を行っている，そ
瀬戸内で栽培された果実類を使
瀬戸内地域で栽培された果実類を使用し，周防大 のバリュエーションの豊かさはまさに瀬戸内の地域資源の
山口県
用した手作りジャム・マーマレード
株式会社瀬
島の加工場で手作り生産をしているジャム・マーマ 豊かさを現している。そしてその作り方・食べ方の提案ま
大島郡
（およそ120種類） 1個：630円～
福岡県，山口県，広島
戸内ジャム
レード。果実造りからこだわったジャム作りをして で，独自の商品づくりに特化している。 また，一般的には
周防
800円
県，関東など
ズガーデン
おり，瀬戸内の旬の果物をそのまま食べているよ ジャム加工は青果出荷できないＢ級品を原材料に使用する
大島町
うなフレッシュな味わいが特徴。
ことが多いが，ジャム加工に最適な果実の栽培方法・収穫・
《瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）》
保存方法を地域の農産物生産者と共同で開発しており，地
域を巻き込んだジャム造りを行っている。

大きな地どれえび入り天ぷら 1
香川県
袋：200円 ／ えび小判 １袋：140
山地蒲鉾株
観音寺
円
式会社
市
《瀬戸内の海の幸》

“大きな地どれえび入り天ぷら”は瀬戸内海に面し
た燧灘（ひうちなだ）で獲れる新鮮な地えびを殻付
きの姿そのままで揚げ蒲鉾に入れた商品。“えび
小判”は同じく新鮮な地えびを殻付きのままミンチ
にして，しぼり豆腐とすけそうだらのすり身とですり
あげた揚げ蒲鉾。
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瀬戸内海の燧灘（ひうちなだ）は島々が密集し，潮の流れ
が複雑かつ急なため，このあたりで獲れる魚介は身がしま
り，質が良く美味しいことが特徴。この燧灘で獲れた，地え
びの素材を充分に生かすために様々な工夫を行っている。
例えば，“大きな地どれえび入り天ぷら” ではそのままの姿
で海老を入れることで，瀬戸内の幸を視覚的，味覚的にも
香川県
十分感じられるような工夫や“えび小判”には豆腐のふっく
らした食感の中で，えびの香ばしい風味とシャリシャリした
食感も感じられるような工夫がある。 また，蒲鉾に用いるす
り身は，昔ながらの石臼で丁寧に練り上げる製法を創業以
来続けており，これにより弾力がありみずみずしくのど越し
の良い，美味しい天ぷらを作りあげている。
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61

登録
年月

商

品

名

2013年 ・イカ天瀬戸内レモン味
１０月

・かっぱえびせん匠海
（10枚）
65,66, 2013年 ・かっぱえびせん匠海
67
１０月 （18枚）
・かっぱえびせん匠海
（40枚）

68

69

2013年
・檸檬羊羹
１０月

2013年 ・瀬戸内牡蠣煎餅（1枚
１２月 5枚 12枚 24枚）

商

品

写

真

所在地

事業者名

広島県 まるか食品
尾道市 株式会社

東京都
カルビー株
千代田
式会社
区

商品の概要 (参考価格等）

2013年 ・周防大島オイルサー
１２月 ディン

品

の

特

長

国産レモンの産地No.1の瀬戸内のレモンを使用し
た商品。瀬戸内の甘酸っぱいレモンとの融合によ
り「いか天」をより美味しく仕上げていることが特
徴。“イカ天瀬戸内レモン味”はサクサクの食感の
《瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）》
いか天に瀬戸内レモンの酸味がクセになる商品。
イカ天瀬戸内レモン味 １袋８５
ｇ：300円(税別）

かっぱえびせん匠海
10枚：500円
18枚：900円
40枚：2,000円
※メーカー希望価格（税込）
《瀬戸内の海の幸》

檸檬羊羹 １個：756円 ※メー
岡山県 株式会社小 カー希望価格（税込）
倉敷市 町産業
《瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）》

瀬戸内牡蠣煎餅 1枚：120円（税
別） ／ 5枚：650円（税別） ／ 12
株式会社ケ
岡山県
枚：1,500円（税別） ／ 24枚：
イコーポレー
岡山市
3,000円（税別）
ション
《瀬戸内の海の幸》

70

商

山口県
周防大島オイルサーディン １
大島郡 オイシーフー 個：695円(税別）
周防大 ズ
島町
《瀬戸内の海の幸》

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

販売エリア・季節

いか天，のしいかに瀬戸内産レモンを使用したこれまでに
ない商品。酸味や風味がいか天，のしいかそれぞれの魅力
を互いに引き立てるような味付けとし，女性にも抵抗なく食
べられるように工夫されている。 また，全国にはあまり知ら
れていない尾道の特産物であるいか天などを，瀬戸内の特 広島県，全国（平成２６
産物であるレモンと一緒にPRすることで，いか天などを新 年１月以降）
たな魅力として伝えることもできる。 商品は現状を分析の
上，女性向けの商品としており，パッケージについても，瀬
戸内のレモンを使い，珍味のイメージとは違うおしゃれで柔
らかなパッケージとなっている。

瀬戸内海産天然えびを使い，瀬戸内海に浮かぶ
島で作られた「海人の藻塩」で味付け，広島の地
で一枚一枚丁寧に焼き上げた大人のためのこだ
わりのかっぱえびせん。本商品は誰もが知ってい
るかっぱえびせんのフラッグシップとして位置付け
られている。

瀬戸内海の希少な天然えびを使用し，えびの風味を存分に
味わえるよう様々な工夫がある。 味付けには瀬戸内海に
浮かぶ上蒲刈島で作られた海人の藻塩を使用している。藻
塩とは，かつて「玉藻」と呼ばれたホンダワラの海藻を使っ 中国四国エリアの百貨
て作られた塩のこと。味に尖ったところがなく，口あたりは大 店，全国百貨店の物産
変まろやか。その塩を上掛けすることで，後引き感をアップ 展等
させている。「かっぱえびせん」の原点である「瀬戸内海」に
こだわり，カルビー発祥の地「広島」の工場でひとつひとつ
丁寧に焼き，味付け，箱詰めまで行われている。

瀬戸内産のレモンの皮を使用し，瀬戸内産レモン
ならでは苦味，酸味，甘みを感じられる羊羹。既存
の羊羹に瀬戸内産のレモンを使用し，新しいお土
産として開発されている。

皮まで安心して食べられる瀬戸内産のレモンの特徴を生か
した強い苦み，強い酸味そして，どことなく甘みを感じられ
岡山県，広島県，香川
る羊羹。 レモンの皮を大きめに入れることで，レモン自体の
県のホテル，旅館，
存在感を高め，レモンの特徴を生かしている。 また，レモン
サービスエリア等
の皮を入れる前に皮を一度甘露煮にしているため，長期保
存ができお土産として手軽に購入することができる。

瀬戸内海産（岡山・広島・兵庫）の良質の牡蠣を
まるごと一つ使用し，薄焼きにしたインパクトある
煎餅で，１枚１枚，丁寧に手焼きする事で，牡蠣の
旨みを逃がさず凝縮している。本商品は「牡蠣の
産地・瀬戸内」をアピールする商品として，日頃か
ら瀬戸内の新鮮な海産物を使ってお客様に料理を
提供している料理人により開発された。

材料の牡蠣は，岡山県産，広島県産，兵庫県産の瀬戸内
海産のみを使用し，１枚１枚丁寧に手焼きし，牡蠣の旨みを
倉敷美観地区店舗（備
逃がさず凝縮している。パリパリっという軽い食感と共にふ
中倉敷瀬戸内庵），通
わりと広がる潮の香りと牡蠣の旨みが広がるよう，厚みや
信販売（WEB，電話
製法にこだわりがある。目で見て，香りを嗅いで，パリパリッ
とした軽い食感と心地よい音，そして味わいで楽しめる。

瀬戸内の海で育まれた良質なカタクチイワシを一
尾一尾丁寧に瓶詰めし，EXバージンオリーブオイ
ルと菜種油を使った特製オイルに漬け込んだオイ
ルサーディン。そのままでも美味しく食べられる
が，パンやクラッカー，パスタやサラダなど様々な
料理に幅広く使うことができる

瀬戸内の良質なカタクチイワシのうまみを生かしたシンプル
な味付けで，塩分がひかえめに仕上げられている。食品添
加物・保存料・着色料無添加にこだわった逸品。また，中身
だけでなく外見にもこだわり，消費者が安心しやすいように 山口県の自然食品店
中身の見える瓶に詰められている。さわやかなグリーンの 等，周防大島の道の駅
パッケージは，瀬戸内の豊かな自然がイメージされている。 やＳＡ
瀬戸内の特産品であるイワシの中でも，煮干しとしての需
要が減りつつある大ぶりのカタクチイワシの新たな需要を
開拓するために開発された。
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登録
年月

商

品

名

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

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・季節

2013年
・生詰檸檬蜜
１２月

生詰檸檬蜜は，広島県の瀬戸内海に浮かぶ小
島，大崎上島町産のレモンを使用している。とれた
てのレモンをひとつひとつ手作業で絞り，生果汁
広島県
生詰檸檬蜜 １個：600円（税別 の風味，爽やかな色合いを損なわないように「生
豊田郡 株式会社ＬＡ き）
詰」されている。「生詰」とは，加熱中に極力空気に
大崎 ＦＲＵＬＥ
触れさせない独自の製法。この製法によりレモン
上島町
《瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）》 の風味を最大限に引き出している。 お湯で割って
ホットレモンに，ハーブティーや紅茶，トーストや
ヨーグルトなど様々な楽しみ方で，瀬戸内生まれ
のレモンを感じることができる。
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2013年
・瀬戸内芳醇オレンジ
１２月

瀬戸内芳醇オレンジ
香川県 株式会社シ 1個：1,900円
高松市 カ
《瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）
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レンジで簡単調理 瀬戸
2013年
内の炊き込みごはん
１２月
C-4

電子レンジで5分の簡単調理で、本格的な炊き込
レンジで簡単調理 瀬戸内の炊
株式会社北
みご飯を楽しめる商品です。国内産のもち米を
広島県
き込みごはん 4個
洋本多フー
100％使用し、広島県産のかき、音戸ちりめんの豊
尾道市
（かきめし228g×2個 じゃこめし
ズ
かな旨みが、米の一粒一粒に凝縮されるため、本
213g×2個） 3,000円（税別）
格的な炊き込みご飯を堪能頂ける商品です。

80

2013年 レンジで簡単調理 かき
１２月 めし

電子レンジで5分の簡単調理で、本格的な炊き込
みご飯を楽しめる商品です。国内産のもち米を
株式会社北
広島県産のかきを使用し、パッケージには瀬戸内海の島々 広島ブランドショップ
広島県
かきめし228g （加工米100g 具 100％使用し、 広島県産のかきを使用し、出汁に
洋本多フー
を鳥瞰図で書き入れました。瀬戸内の島々の風景を、パッ TAU、宮島SA、広島空
尾道市
材128g） 700円（税別）
もかき汁を加えていますので、米の一粒一粒に旨
ズ
ケージを通して懐かしく、楽しんで頂ければと思います。
港他
みが凝縮され、本格的な炊き込みご飯を堪能頂け
る商品です。
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2013年 レンジで簡単調理 じゃ
１２月 こめし

株式会社北 レンジで簡単調理じゃこめし
広島県
洋本多フー 213g（加工米100g 具材113g）
尾道市
ズ
700円（税別）

72

瀬戸内で採れた果汁たっぷりのネーブルオレンジ
を使った香り高い芳醇なオレンジケーキ。ケーキに
載った，自家製煮込みのスライスオレンジはとても
やわらかい。仕上げ生地はオレンジ果汁とレア
シュガースウィートがたっぷりしみ込んでいる。
パッケージもきれいなオレンジ色でとてもさわや
か。老若男女に幅広く愛されている商品

大崎上島の特産品でもあるレモンは農家及び選果場から
選果済みのものを仕入れ，果皮まで使える安全なレモンが
使用されている。 原材料や製法にこだわり，パッケージも 広島県内の空港，ホテ
レモン商品であることがわかりやすいように黄色をベース ル，ＳＡひろしま夢ぷら
に，天面にはレモンのイラストが入っている。柑橘類を使っ ざ等
た瓶詰商品にはあまりない化粧箱を採用し，かわいらしさ
や高級感のあるパッケージになっている。

地中海気候の瀬戸内海の見える香川県高松市の五色台で
海の反射光と塩風を受けて育ったネーブルオレンジを使用
している。その良質なネーブルオレンジを生かすために銅 香川県内の自社店
鍋で香川県産の希少糖とシロップを使って炊き込まれてい 舗，ホテル，百貨店。
る。生地の中にもオレンジが皮ごと小さく刻んで入ってい
ウェブでの販売。
る。このような製造方法の工夫により芳醇なオレンジの香り
とリッチな味わいで商品から瀬戸内を感じられる。

広島県産のかきと音戸ちりめんを具材に使用し、広島色を
広島ブランドショップ
強めた上、パッケージには瀬戸内海の島々を鳥瞰図で書き
TAU、宮島SA、広島空
入れました。瀬戸内の島々の風景を、パッケージを通して
港他
懐かしく、楽しんで頂ければと思います。

電子レンジで5分の簡単調理で、本格的な炊き込
みご飯を楽しめる商品です。国内産のもち米を
音戸ちりめんを使用しています。パッケージには瀬戸内海
100％使用し、音戸ちりめんの豊かな旨みが、米 の島々を鳥瞰図で書き入れました。瀬戸内の島々の風景
の一粒一粒に凝縮されるため、本格的な炊き込み を、懐かしく、楽しんで頂ければと思います。
ご飯を堪能頂ける商品です。
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広島ブランドショップ
TAU、宮島SA、広島空
港他
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84

登録
年月

商

品

名

・象頭こんぴら黒にんに
2013年 く
１２月 ・象頭山こんぴら塩の黒
にんにく

2013年
・瀬戸内レモンケーキ
１２月

商

品

写

真

所在地

事業者名

香川県
仲多度 こんぴら安
郡
藤農園
琴平町

商品の概要 (参考価格等）

2014年
・手延べふし麺
２月

品

の

特

長

“象頭こんぴら黒にんにく”は，自家栽培した白い
にんにくを ，独自の製法で長期間発酵熟成させ，
黒いにんにくに発酵させたもの。甘みが強く酸味
象頭こんぴら黒にんにく 1袋（50
が少ないのが特徴でプルーンのような味わい。
ｇ）：620円（税込）
“象頭山こんぴら塩の黒にんにく”は香川県瀬戸内
象頭山こんぴら塩の黒にんにく
海沿いの宇多津町，かつては塩の生産量日本一
1袋（大粒8個入り）：830円（税込）
の町で，三百年の伝統をもつ製塩方法で作られた
｢入浜式の塩｣を独自の製法で黒にんにくと合わせ
《瀬戸内地域の特産》
作られている。｢入浜式の塩｣はまるみとコクがあ
り，塩の加減が黒にんにくの甘さをひきたて，上品
なあじわいとなっている。

瀬戸内レモンケーキ
5個入：1,296円（税込）
香川県 株式会社ラ・ 10個入：2,376円（税込）
高松市 ファミーユ
15個入：3,456円（税込）
《瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）

103

商

香川県
手延べふし麺 １袋：350円（税
小豆郡 創麺屋株式 別）
小豆島 会社
町
《瀬戸内地域の特産》

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

販売エリア・季節

にんにく生産高，青森県につぎ全国２位の香川県。そのな
かでも，歴史が古く香川一の生産量を誇る琴平町で，にん
にく農家自ら味を追求した黒にんにくを手づくりしている。香
川県産のにんにくは，高品質で市場でも高い評価があり，
特に，琴平町のものは香川県産のなかでも人気がある。本
商品はにんにくを作る過程から，有機肥料主体の土づくり
や減農薬栽培（種子消毒のみ，栽培期間中不使用）などを
行うことでこだわりぬいた商品を作り上げている。また，塩
の黒にんにくについては瀬戸内海の塩を昔ながらの製塩
方法でつくりあげた手づくりの塩を少量使い，黒にんにくの
味を引き立てている。黒にんにくは香川県内で初めて，塩
の黒にんにくについては日本において初めて開発されるな
ど新たな瀬戸内の魅力を十分に感じさせる商品となってい
る。

香川県内のお土産物
屋，高松空港（免税
店），うどん屋。東京の
カレーショップ。ウェブ
での販売。

瀬戸内の暖かな陽射しを浴びて育ったレモンを使
い，さわやかで風味豊かに焼き上げたレモンケー
キ。本物のレモンのようなころんとしたキュートな
形をしている。希少糖のひとつで「さぬき新糖」とし
て注目される，Ｄ-プシコースを含んだ体にやさし
いシロップ「レアシュガースウィート」を使用してい
る。

瀬戸内レモンのさわやかな味わいを表現するために，香川
県産レモン果汁を贅沢に使用するとともに清涼感のあるＤプシコースを含んだ「レアシュガースウィート」を使用するこ
とで仕上げている。また，表面をレモンチョコレートでコー
香川県の自社店舗，物
ティングすることで，半生菓子に近いしっとりとした食感を実
産館。ウェブサイトでの
現し，クラシックなレモンケーキを今のトレンドを反映した焼
販売。
き菓子として再現している。地元の素材を手に入れるため
に，生産者を直接訪ね歩き，良い素材を探す努力をしてお
り，生産者と顔が見えるお付き合いでつながりを大切にす
ることで，よりよい素材を安定的に仕入れている。

販売開始時期は、創業当初（1991年）から販売し
ております。ふし麺とは手延べ素麺を長く引き延ば
す際に、2本の管にかけてある管ぎわの部分で、
製造工程で作られてしまう余分な部分を無駄なく
使うエコ商品です。じっくり乾燥をさせ、手間暇をか
けて製造します。しっかりとした歯ごたえ、コシの強
さ、ツルツルしこしこ感が味わえます。お召し上が
り方は手延べ素麺のようにゆでて、水洗いした後、
お吸い物、お味噌汁、和風サラダ、和え物等に入
れたりと、多彩で風情ある食事を楽しむ事ができ
ます。

瀬戸内海で二番目に大きい島であり，日本三大麺処である
小豆島で，約410年も前から伝わる伝統の技法で造られる
小豆島手延べそうめん。 手延べ製法により麺が一番詰
まったふしの部分をじっくり丁寧に乾燥させ，折れ麺等を除
去することで，希少性の高い食材を商品化し，消費者ニー 主に小豆島の観光施
ズの拡大に取り組んでいる。多彩なメニューに活用でき，昔 設および小豆島のお
から続く小豆島の伝統的なそうめんの違った一面を作り出 土産物販売店
している。また小豆島素麺の特徴であるごま油を使用して
おりますので、香り高い風味がより一層増します。また、商
品パッケージをビニタイを使用するなどして販売にも適する
ようにしております。
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111,
112,
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登録
年月

商

品

名

・しまなみ焼ドーナツ
島いちご
・しまなみ焼ドーナツ
方の塩
2014年 ・しまなみ焼ドーナツ
２月 戸田レモン
・しまなみ焼ドーナツ
島はっさく
・しまなみ焼ドーナツ
莱柿いちじく

商

百
伯
瀬
因
蓬

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

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・季節

瀬戸内で生まれた良質な材料を直接生産者から仕入れ，
それら瀬戸内の良質な食材を生かすためそれぞれ下記の
工夫を行っている。 ○しまなみ焼ドーナツ 百島いちご／
尾道市百島は温暖で一年中陽当たりもよく，そこでつくられ
しまなみ焼ドーナツ 百島いちご
る大振りで，糖度が高いいちごをジャムに加工して混ぜ込
1個：183円
んでいる。イチゴの甘みを最大限に生かすために火加減や
しまなみ焼ドーナツ 伯方の塩 1
糖度を工夫している。 ○しまなみ焼ドーナツ 伯方の塩／
個：183円
塩田製法で作られたミネラル分が豊富でにがりが強い伯方
しまなみ焼ドーナツは，しまなみにちなんだ5種類
しまなみ焼ドーナツ 瀬戸田ﾚﾓﾝ
の塩を絶妙なバランスで加えている。 ○しまなみ焼ドーナ
の味（百島いちご，伯方の塩，瀬戸田レモン，因島
広島県 有限会社中 1個：183円
ツ 瀬戸田レモン／ レモン生産量日本一の広島県瀬戸田
はっさく，蓬莱柿いちじく）の焼ドーナツ。油で揚げ
尾道市の店舗
尾道市 屋本舗
しまなみ焼ドーナツ 因島はっさく
産のレモンを使用。小さすぎず，大きすぎず，ちょうど良い
ずにオーブンで焼き上げることでカロリーを抑え，
1個：183円
大きさに加工してドーナツに混ぜ込んでいる。 ○しまなみ
しっとりとした食感に仕上がっている。
しまなみ焼ドーナツ 蓬莱柿いち
焼ドーナツ 因島はっさく／ はっさく生産量が日本一の尾
じく 1個：183円
道市因島のはっさくを使用。はっさくにしか表現できない，
独特の苦みと渋みを表現するため皮を刻んでジャムにし
《瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）》
て，しっかり煮詰めて，ピューレ（実）と合わせている。 ○
しまなみ焼ドーナツ 蓬莱柿いちじく／ 蓬莱柿とは，少し小
ぶりで甘みが強く，香りも強いいちじくの品種。生産日本一
である尾道の蓬莱柿いちじくを赤ワインでじっくり煮込んで
手間暇かけてジャムにして加えている。

・おかあさんのいりこ煮
2014年 大豆
２月 ・瀬戸内海産煮干し
100％だし粉

“おかあさんのいりこ煮大豆”は，瀬戸内海産の厳
選したいりこを100％使用し，使用する調味料はで
きる限り少なく，水飴を少なめにいりこ本来の味を
大切に，機械を使わず，釜でグツグツと手造りで
炊いて仕上げている。 いりこにゴマを加え，さらに
おかあさんのいりこ煮大豆 1
有限会社石
大豆が加えられている。いりこの香ばしさに，ゴマ
パック：248円
丸弥蔵商店
とほのかに香るしょうがの風味が良い。商品のコ
愛媛県
瀬戸内海産煮干し100％だし粉
ンセプトは“すぐ食べられて子供に食べさせたくな
松山市
１袋：348円
株式会社ゆ
るようなご飯のおかず”となっている。 “瀬戸内海
めデリカ
産煮干し100％だし粉”は，瀬戸内海産の厳選した
《瀬戸内の海の幸》
いりこを丁寧にすりつぶしただし粉。味噌汁や煮物
などの料理の最後に一振りしてだしが取れること
はもちろん，サラダやピザ，お好み焼きや焼きそば
等の仕上げのトッピングにも使うことができ，かけ
るだけで料理の味に深みが出る。

瀬戸内海は全国でも有数のいりこの産地である。瀬戸内の
温暖な気候，穏やかな海は優しいいわしを育て，おいしい
いりことなる。また，老舗の目利きが瀬戸内海産の１級品の
みにこだわり，厳選して仕入れを行っている。そのため，厳
選された瀬戸内海産のいりこで造った商品は苦みが少な
く，味が良い。 “おかあさんのいりこ煮大豆”は，それら良質
瀬戸内
ないりこを生かすため，魚本来の味で勝負できる味付けで
仕上げている。また，“瀬戸内海産煮干し100％だし粉”は
だしが出やすい瀬戸内海産のいりこを，粉末にすることで，
だしを手軽にとれる商品としている。また，粉末にする上で
素材が熱を持って風味が逃げるのを避けるため，丁寧に
じっくりすりつぶし商品を仕上げている。

118,
119,
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・レモスコ
2014年 ・レモスコＲＥＤ
２月 ・藻塩もみじ
・鳥皮みそ

“レモスコ”は瀬戸内海産広島レモン，海人の藻
塩，青唐辛子，お酢のみ使用した無添加辛味調味
レモスコ 1個：400円
料で，肉類，魚介類，パスタ，サラダなどに振り掛
レモスコＲＥＤ 1個：400円 ／ 藻
けて食べるとお料理をさっぱりピリッとおいしく引き
塩もみじ １個入：116円，4個入：
立てることができる。 “レモスコＲＥＤ”はレモスコ
500円，８個入：1000円
広島県 ヤマトフーズ
の唐辛子をハバネロにして辛味を増したもの。
鳥皮みそ煮：300円
広島市 株式会社
“藻塩もみじ”は広島県呉市の上蒲刈島の海人の
藻塩を餡子に配合した新たなもみじ饅頭。 “鳥皮
※全て税別価格
みそ煮”は鳥の皮を味噌で煮込む広島県呉市の
焼き鳥屋の居酒屋定番メニューを，呉の味噌と国
《瀬戸内地域の特産》
産鶏皮，こんにゃくなどを使用して缶詰にした商
品。お酒やご飯のお供に最適。

○ レモスコ・レモスコＲＥＤ ／ 瀬戸内産の「広島レモン」と
上蒲刈島の「海人の藻塩」を使用し，唐辛子又はハバネロ
をブレンド。レモンの酸味と香りを生かした今までにない味
覚の調味料となっている。また，保存料・着色料・化学調味
料を使用せず，原料を国産にこだわり開発を行っている。
○ 藻塩もみじ ／ 上蒲刈島の「海人の藻塩」を宮島のもみ
じ饅頭製造の老舗「やまだ屋」のもみじ饅頭に使用。上蒲 広島県中心，近隣県，
刈島と宮島に浮かぶ二つの島が育んだ名産の共演によ
関東
り，藻塩が引き立てる上品なもみじ饅頭に仕上がっている。
○ 鳥皮みそ煮 ／ 時代とともに創意工夫されてきた広島県
呉市の料理を，呉の味噌を使用し，歴史を感じるレトロなデ
ザインで缶詰に閉じ込めている。缶詰にするに当たっては，
鳥皮がとろけすぎず食感が残るように温度や時間の調整に
こだわっている。

124,
125,
126

・みかんジャム（200g）
2014年 ・レモンジャム（200g）
３月 ・ブルーベリーソース
（200g）

広島県
豊田郡
岩﨑農園
大崎
上島町

116,
117

大崎上島で無農薬栽培に取り組んだ果実をギュッ
と詰め込んだフレッシュで無添加のジャムです。
「みかんジャム」「レモンジャム」は，果実と砂糖だ
けで炊き上げており，みかん・レモン本来の味を
しっかり味わえ，「ブルーベリーソース」は，ヨーグ
ルトなどに合うよう，粒を残してサラッとした食感の
ものとなっている。
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商品の原材料である果実は，自家農家自らが，全て一貫
して大崎上島で無農薬栽培に取り組んでいる。 自家栽培
の果実を使用し，全て手作業で一つ一つ丁寧にジャム作り
をしており，無添加の味をフレッシュな状態で召し上がって
いただくため，４ヶ月～半年という短期間の賞味期限として
いる。

広島県内の道の駅や
お土産店等，東京都
（広島県ブランドショッ
プTAU）
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登録
年月

140,
145

2014年
３月

商

品

名

・ひろしま牡蠣のコンフィ
・広島かき飯の素

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

ひろしま牡蠣のコンフィ
1,000円（税別）
広島県 丸徳海苔株 ／ 広島かき飯の素 600円（税
広島市 式会社
別）
《瀬戸内地域の特産》

151

155

2014年
・白桃カステラ
３月

2014年 ・小悪魔のラスク ガー
３月 リック

161

品

の

特

長

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

販売エリア・季節

○ひろしま牡蠣のコンフィ ／ 大粒の広島産の牡蠣を選り
○ひろしま牡蠣のコンフィ ／ 広島産の牡蠣を使
広島県内や愛媛県内
すぐって使用しており，瀬戸内広島の牡蠣の品質の良さを
用したガーリックオイル漬け。 ○広島かき飯の素
のＳＡ，百貨店，お土
伝えられる。 ○広島かき飯の素 ／ 広島産の牡蠣と，特
／ 広島県産の牡蠣を使用した化学調味料無添加
産物店，オンライン
殊製法で粉状にした牡蠣パウダーを加え，広島の牡蠣の
のかき飯の素。
ショップなど
旨みを存分に伝えられる。

岡山の味として「岡山清水白桃カステラ」を商品化するた
め，岡山県産清水白桃ピューレを加え，技術的にも他社で
白桃カステラ 843円／1,065円
岡山県産清水白桃を使用した，口どけの良いしっ 行われていない難しい製法で焼き上げている。 米飴，蜂
岡山県 有限会社中 （税別）
とりとした重量感のあるカステラ。薄力粉を通常の 蜜，卵の配合比率も高く，口どけの良いしっとりとした重量 JR岡山駅や岡山県内
美作市 村屋
カステラより20％減らすことで，さらに口どけもよ 感のあるカステラに仕上がっており，また，薄力粉を通常の のSAや道の駅等
《瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）》 く，白桃の味わいが引き立っている。
カステラより20％減らすことで，さらに口どけも良くなり，白
桃の味わいが引き立つことで他社との差別化ができる商品
となっている。

香川県 有限会社
高松市 ジャストナビ

小悪魔のラスク ガーリック 各
391円（税別）
《瀬戸内地域の特産》

・せとうち旅情プレミアム
2014年
レモン＆はっさくサイ
５月
ダー

商

せとうち旅情プレミアム レモン＆
広島県
はっさくサイダー（200ml） 300円
宝積飲料株
東広島
(税別）
式会社
市
《瀬戸内の果物・柑橘（飲み物）》

○天使のラスク さぬき金時いも ／ 香川県産のさ
ぬき金時いもを使用したラスク。自然で程よい甘
みで，イモ好きの方はもちろん，小さなお子様から
ご年配の方まで，大変人気。
○天使のラスク さぬき金時にんじん ／ 香川県産
の金時人参を使用したラスク。京料理に多く使わ
れることから，京野菜のひとつに数えられる金時
人参は香川県の特産野菜。西洋人参に比べ，朱
色が強く甘みがあるのが特徴。噛んだ後に広がる
素朴な甘みの中に，ほんのりとにんじん味が楽し
める絶妙なラスク。
○小悪魔のラスク ガーリック ／ 香川県産のにん
にくを使用したラスク。にんにく農家さんの美味し
い「さぬきにんにく」から出来ている。一般的なバ
ゲットの定番ガーリックラスクと違い，随分濃い目
のガーリックラスクとなっている。

フランスパンではなく，日本ならではの食パンをベースにし
た，ひとくちサイズのラスク。瀬戸内の温暖な気候が生ん
だ，全国出荷量No.1の金時にんじんや，同出荷量2位のに 香川県内のお土産物
んにく，さぬき青ネギなど，香川県産の野菜を使用してお 店等
り，甘さ控えめでヘルシー。また，パッケージは瀬戸内を意
識したものとなっている。

柑橘の一大産地「瀬戸内産レモン果汁」と「瀬戸内
産レモンピール（果皮）」，瀬戸内海に浮かぶ因島
が発祥と云われる「広島産はっさく果汁」，広島県
呉市蒲刈の「海人の藻塩」を使用し，東広島の上
質の天然水で仕上げた，すっきり爽やかな地サイ
ダー。

独特のレモンの美味しさをそのままに，こだわった広島県
産のはっさく果汁とブレンドし，年齢性別を問わず，誰が飲
んでも美味しいと感じる商品。デザインも，緑豊かな瀬戸内 全国の量販店や百貨
の島々をイメージし，シンプルで爽やかなものに仕上げて 店など
おり，さらに，涼やかで，すらっと細身の透明ビンを採用す
ることで更に手に取りやすくなっている。
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168,
169

登録
年月

商

品

名

・ボイセンベリーフルー
2014年 ツソース
５月 ・ボイセンベリージャム

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

ボイセンベリーフルーツソース
（230ｇ） 1,600円（税別）
ボイセンベリーフルーツソース
（ハーフボトル 115ｇ） 900円（税
広島県 広南開発株
別）
呉市 式会社
ボイセンベリージャム（125ｇ）
900円（税別）

商

品

の

特

長

○ボイセンベリーフルーツソース ／ 呉市倉橋島
で栽培されたボイセンベリーを使用したフルーツ
ソース。
○ボイセンベリージャム ／ 呉市倉橋島で栽培さ
れたボイセンベリーを使用したジャム。

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

販売エリア・季節

ボイセンベリーはラズベリーとブラックベリーの交配種とさ
れる新種のキイチゴで，ニュージーランドから入ってきた大
変珍しいものであり，その味や香り，美しい色だけでなく，
広島県，関東圏の百貨
健康と美容に良い成分が豊富であることが大きな特徴。瀬
店など
戸内の穏やかな気候の中で自然農法栽培（不耕起栽培）さ
れている大変貴重なボイセンベリーを使用し，本当の美味
しさを追求している.。

《瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）》

170

2014年
・阿波ぬら
５月

徳島県漁業 阿波ぬら 270円（税別）
徳島県
協同組合連
徳島市
合会
《瀬戸内の海の幸》

徳島の海で育まれたばら干し海苔。豊かな磯の風
味と板海苔では味わえない食感を料理のアクセン
トとして楽しめる。通常の板海苔と違い，海苔を細
かく切ってない分，海苔本来の香りの強さと歯ごた
えのある食感を楽しめる。

「徳島のり」は，四国三郎の異名を持つ吉野川を中心とした
栄養分の豊富な河川水と，瀬戸内海からの海水が流れ込
む好漁場ではぐくまれ，色は黒く，味と香りが良く，うまい海 徳島県の量販店など
苔として業界では希少価値を呼んでいる。徳島県産のばら
干し海苔を使用し，風味と食感をパッケージ詰めしている。

171

2014年 ・浜のかあちゃん たこ
５月 めしの素

浜のかあちゃん たこめしの素
愛知県
株式会社浜 600円（税別）
名古屋
乙女
市
《瀬戸内の海の幸》

瀬戸内のたこを使用した磯の香り豊かなたこめし
の素。彩りには「わらび」を使用。たことわらびの素
材の味や色を活かすために，味付けには，薄口醤
油を使用し仕上げている。

瀬戸内海で育った「たこ」は独特の歯ごたえがあり，身が
しっかりして美味しく，たこ飯は倉敷の郷土料理とされてい 岡山県のお土産物店
る。その心温まり，誰もがほっとする「たこめし」をご家庭で など
簡単に調理のできるレトルトパウチ食品となっている。

172,
173,
174,
175,
176,
177,
178,
179,
180,
181,
182

・瀬戸の柚子塩
・瀬戸のレモン塩
・瀬戸のトマト塩
・瀬戸の蟹塩
・瀬戸の香草塩
2014年
・瀬戸のグリル塩
５月
・瀬戸の雪
・瀬戸の藻塩
・瀬戸のふわふわ塩
・瀬戸の華塩
・瀬戸の牡蠣塩

184,
185,
186

・手延べ半生そうめん
2014年
・手延べ半生麺
５月
・手延べ半生うどん

瀬戸の柚子塩／瀬戸のレモン塩
／瀬戸のトマト塩／瀬戸の蟹塩
／瀬戸の香草塩／瀬戸のグリル
塩／瀬戸の牡蠣塩
株式会社ケ
岡山県
各450円（税別）
イコーポレー
岡山市
瀬戸の雪／瀬戸の藻塩／瀬戸
ション
の華塩／瀬戸のふわふわ塩 各
380円（税別）
《瀬戸内の海の幸》

○瀬戸の柚子塩○瀬戸のレモン塩○瀬戸のトマト
塩○瀬戸の蟹塩○瀬戸の香草塩○瀬戸のグリル
塩○瀬戸の牡蠣塩 ／ 瀬戸内の特産物を素材と
し，そのまま粉状に粉砕し，瀬戸内産の塩と掛け
合わせて旨味と香りを持たせた塩。
○瀬戸の雪○瀬戸の藻塩 ／ 瀬戸内産の塩と海
藻やホタテ等の海の素材と掛け合わせた海の恵
みを感じる塩。
○瀬戸の華塩○瀬戸のふわふわ塩 ／ 瀬戸内産
の塩に新しい食感を持たせた塩

瀬戸内海産の塩や瀬戸内の特産物等を使用し，香料・着
色料を使用せず素材そのものを活かした味わいがあり，幅 岡山県，インターネット
広い料理に利用できるとともに，塩づくりの歴史ある瀬戸内 など
をアピールしている。

手延べ半生そうめん／手延べ半
約410年前より小豆島に伝わる手延べ製法により製造した
○手延べ半生そうめん○手延べ半生そば○手延
生麺／手延べ半生うどん 各350
麺を、超音波加湿器で加湿し半生状態のまま殺菌パックし 主に小豆島の観光施
香川県 創麺屋株式
べ半生うどん ／ 日本三大麺処の小豆島で伝わる
円（税別き）
た商品です。一度乾燥させ再び半生に加工していますので 設および小豆島のお
小豆郡 会社
伝統技法により作られた手延べそうめん，手延べ
麺の表面が柔らかくて歯切れの良いツルツルとした食感で 土産物販売店
麺，手延べうどん。
《瀬戸内地域の特産》
なおかつコシがあります。
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年月

商

品

名

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

商

品

の

特

長

187

・ふえるわかめちゃん瀬
2014年
戸内
５月

瀬戸内の自然豊かな海で育ち，内海特有の潮流
東京都
ふえるわかめちゃん瀬戸内 330 にもまれているため，滑らかでありながら，シャキ
理研ビタミン
千代田
円（税別）
シャキとした歯ごたえのある良質な乾燥わかめで
株式会社
区
《瀬戸内の海の幸》
す。食べやすい大きさにカットしてあり，サラダや
汁物など幅広いメニューに利用できる。

189

2014年
・さぬき骨付鶏
５月

香川県 有限会社さ
三豊市 ぬき鳥本舗

2014年
・レモンチェッロ
５月

広島県 株式会社
尾道市 レーモンド

2014年 ・瀬戸内麦みそのお味
５月 噌汁

・瀬戸内麦みそのお味噌汁
愛媛県
マルマサ醤 140円（税別）
南宇和
油株式会社
郡
≪瀬戸内地域の特産≫

190

191

193

2014年 ・フルーツコラーゲンゼ
５月 リー

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

販売エリア・季節

瀬戸内わかめの中でも良質な原料を使用し，原料からの履
歴を管理しています。長年培ってきた加工技術で自然の恵 関西，中国，四国地方
みをそのままに活かした（食感，風味，おいしさ）乾燥わか の量販店など
めに仕上げている。

香川県産にんにく等を使用し，素材の味を活かし，香川県
瀬戸の荒塩や香川県産にんにく，玉ねぎ，醤油を
香川県のお土産物店
発祥のご当地グルメである骨付鶏を家庭で食べられるよう
使用し，旨味がたっぷり詰まったチキンオイルで焼
等，全国（インターネッ
に真空パックすることにより，鶏の旨味をギュッと閉じ込め，
き上げ，真空パックした骨付鶏。
トなど）
そのまま肉全体に味をなじませている。（国産鶏肉使用）

さぬき骨付鶏 750円（税別）
《瀬戸内地域の特産》

日本におけるレモン発祥の地，しまなみ海道・瀬
戸田の無農薬レモンを使い，米焼酎と北海道の甜 瀬戸内の温暖な気候，澄みきった空，広がる青い海，海の
菜糖と，原料は全て国産を使用し本場イタリアにも 幸・山の幸に恵まれた地域ならではの無農薬レモンの皮を インターネットなど
並ぶべく日本の風土に合ったレモンチェッロ（レモ 使用，だからこそ瀬戸内から発信できるレモンチェッロ。
《瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）》
ンリキュール）。
レモンチェッロ（150ml） 1,200円
（税別）

フルーツコラーゲンゼリー（岡山
白桃，マスカットオブアレキサンド
リア，愛宕梨，ピオーネ＆ベリー
A， 白桃＆薔薇，広島レモン＆
岡山県 株式会社果 海人の藻塩，八朔）
倉敷市 実工房
岡山白桃，愛宕梨，ピオーネ＆ベ
リーA 600円（税別）
その他 700円（税別）

四国愛媛のご当地味噌「瀬戸内麦みそ」で造った
即席みそ汁。麦味噌は，他の味噌では味わえない
ほっこり甘い風味が特徴。地域によっては，なかな
か手に入らない麦みそを，いつでもどこでも味わえ
る簡単便利な即席みそ汁に仕上げている。

「故郷の味噌汁の味が懐かしい」「その地域でしか手に入ら
ないご当地の味を味わいたい」。四国瀬戸内，愛媛の味噌
の味を，簡単便利な即席味噌汁で手軽に味わえる。麦みそ 愛媛県のお土産物店，
の風味を即席みそ汁で完全再現するため，製造方法にフ インターネットなど
リーズドライ方式を採用している。麦みその味わいはもちろ
ん，麦の栄養価もそのまま，即席みそ汁になっている。

瀬戸内のフルーツ（岡山白桃，マスカットオブアレ
キサンドリア，愛宕梨，ピオーネ＆ベリーA， 白桃
＆薔薇，広島レモン＆海人の藻塩，八朔）を使用
したスティックタイプのコラーゲンゼリー。

瀬戸内の気候・風土が生み出す素晴らしい果物を，より多く
の人々に手に取っていただくために「女性の美」をテーマに
して商品を開発。ゼリーには，瀬戸内産のフルーツピューレ
を15％ 使用し，さらに商品の容器内には，購入者をフルー
ツ生産地に呼び込む，又は青果の購入へ結びつける為の
冊子を封入し，瀬戸内の果実の魅力を伝えている。

《瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）》

9／93

岡山県，広島県の直営
店やお土産物店など
《季節限定》愛宕梨，ピ
オーネ＆ベリーA
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瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

販売エリア・季節

2014年
・因島はっさくピール
７月

因島はっさくピール 200円（税
はっさくは100％因島産であり，はっさく大福を製造する際
しまなみお 別）
因島特産品「はっさく」の「皮」を加工した橘皮菓
広島県内の百貨店等，
広島県
に出る皮を利用している。苦味が強く通常廃棄されるはっさ
菓子工房プ
子。はっさくの皮の苦みを抜き，甘酸っぱく加工す
広島ブランドショップ
尾道市
くの皮を甘酸っぱく加工した「因島はっさくピール」は，瀬戸
チフール
《瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）》 ることで皮そのものを商品化。
TAUなど
内の自然の恵み，豊かさを感じることができる。

・かき味 海苔
2014年
・広島菜茶漬
７月
・姫ひじき塩海苔

かき味 海苔 500円（税別）
株式会社マ 広島菜茶漬 300円（税別）
広島県
ルヒガシ海 姫ひじき塩海苔 600円（税別）
海田町
苔
≪瀬戸内の海の幸≫

2014年 ・瀬戸内レモンとみかん
７月 のはちみつ

Honey
広島県
Honey
三次市
Honey.

瀬戸内レモンとみかんのはちみ
つ
25ｇ 350円／125ｇ 1,350円／
220ｇ 2,376円／ギフトセット（125g
×2個） 3,780円／ ギフトセット
（220g×2個） 5,670円
（全て税込）

○かき味 海苔 ／ 瀬戸内海の牡蠣を燻製すると
きに出るエキスをブレンドしたタレで味付け。○広
島菜茶漬 ／ 日本三大菜漬である広島菜漬をフ
リーズドライし風味豊かに仕上げている。○姫ひじ
き塩海苔 ／ 広島県呉市下蒲刈産の姫ひじきの塩
をトッピング。

○かき味 海苔 ／ 瀬戸内海で多く養殖されている牡蠣に
限定するとともに，色・風味・味・口溶けがよい早い時期の
海苔を使用している。○広島菜茶漬 ／ 広島の食文化をお
手軽にいつでも食べられる，をコンセプトに製造し，お漬物 広島県内の百貨店な
のシャキシャキ感をそのまま味わえる。○姫ひじき塩海苔 ど
／ 姫ひじきとは，下蒲刈島で採れるひじきの新芽のこと。
ひじき製造時に出た煮汁を一昼夜煮込んでできた姫ひじき
の塩を海苔にトッピング。

瀬戸内海に浮かぶ大崎上島の温暖な気候に恵ま
れて育ったレモンとみかんの花から採れた，非加
熱，無添加，天然100％の蜂蜜を昔ながらの手仕
事でそのままビンに詰めている。自然の恵みをそ
のままお届け。

広島ブランドショップ
瀬戸内のやわらかな太陽と穏やかな海，瑞々しい潮風，彩
TAU、全国の量販店
あふれる花と緑の中，ミツバチは気持ちよく生活し，花から
等、インターネット
花へと蜜を集めに飛び交う。そんなミツバチから生まれた贅
www.honeyhoneyhoney
沢な味わいの蜂蜜へ仕上げている。
.net

瀬戸内海に浮かぶ小島「伊吹島」の沖合で漁獲さ
れたカタクチイワシを用い，伊吹島で加工された煮
干魚類。風味豊かなだし汁として利用できるだけ
でなく，お酒のおつまみやおやつとしても味わえ
る。

「いりこの島」として知られている伊吹島の周辺で漁獲され
たカタクチイワシを，島ですぐに加工し，翌日には選別出荷
岡山県内の量販店等
を始めるといった鮮度を維持できる一貫生産体制により，
美味しさを保っている。

≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）
≫

206

207

2014年
・伊吹産いりこ
７月

岡山県 藤徳物産株
倉敷市 式会社

2014年 ・広島レモンチーズケー
７月 キ

広島県 有限会社カ
広島市 スターニャ

伊吹産いりこ 648円（税別）
≪瀬戸内の海の幸≫

広島レモンチーズケーキ
円（税別）

1,300

広島県で栽培されたレモン果汁をふんだんに使用
したチーズケーキ。旨みいっぱいのレモン果汁を
濃厚に使用しており，香りが良く，極立った甘酸っ
≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）
ぱさが特長。
≫

10／93

農家さんが丹精込めて栽培した広島産レモンの旨みを最
大限引き出せるように、手作りとしての美味しさ，こだわりを 全国の百貨店，量販
大切にしている。それぞれの果実の食感や風味を最大限 店，お土産物店など
活かせるように仕上げている。

Ｎｏ
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登録
年月

商

品

名

2014年 ・瀬戸内あられ（鳴門金
７月 時芋）

2014年 ・広島レモンのまるごと
７月 ケーキ

2014年 ・贅沢ぽん酢 瀬戸のし
７月 ずく

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

商

品

の

特

長

瀬戸内あられ鳴門金時芋 各300
瀬戸内の自然で育まれた原料（徳島県鳴門金時
愛媛県 東陽製菓株 円（税別）
芋）を使った６種類の米菓。
西条市 式会社
（鳴門金時芋あられ～徳島県鳴門金時芋使用）
≪瀬戸内地域の特産≫

広島県 株式会社Ａ
広島市 ＧＲＩ

広島レモンのまるごとケーキ
40g 200円（税別）
350g箱入1,852円（税別）

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

販売エリア・季節

中国四国地方の量販
アミノ酸等化学調味料を使用せず，瀬戸内の自然に育まれ
店，百貨店，道の駅な
育った素材の産地，味，風味を大切にしているとともに，瀬
ど
戸内海の青い海と島々，夕日をパッケージで表現してい
（発売予定：2014年9月
る。
5日）

丹念に育てた広島レモンを種以外（果汁，果実，
皮）をまるごと使用した果実感たっぷりのパウンド
ケーキ。しっとりとした生地と甘さ控えめな味わい
が特長で，一口食べると，レモンのさわやかな香り
≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）
が口の中一杯に広がる。
≫

有機質肥料を使用し，科学農薬は必要最小限にして栽培さ 【販売休止中】
れた皮ごと使っても大丈夫な広島県高根島産の限定レモン 広島市中区中町のレ
を使用している。自社で一貫して，製造，加工，販売をして ストラン（店頭販売，通
いる愛情たっぷりの手作りケーキ。
信販売）

瀬戸内の素材にこだわった『贅沢ぽん酢 瀬戸の
しずく』 三国米酢をベースに瀬戸田レモン、かぼ
す、3種のだしで仕上げた逸品です。
風味が豊かで、素材の旨みを引き出します。
「香りとダシでいただくポン酢」「飲めるポン酢」とし
てお客様には好評です。
平成24年には観光庁主催の「世界にも通用する
究極のお土産」115品にも選ばれました。
90ｍｌのミニサイズはペーパーハグに入って新登
場！

大竹市内の小売店 ひ
ろしま夢ぷらざ、おりづ
広島県瀬戸田町の香り豊かなレモンにかぼすを加えてお るタワー、宮島サービ
り，味わった瞬間に爽やかなレモンの香りと三種のだしが スエリア上り線、福屋、
口の中に広がる。パッケージのゆずとかぼすからも瀬戸内 宮浜温泉、広島ブラン
海の穏やかな風景が連想される。
ドショップTAU、道の駅
みはら神明の里、スパ
羅漢

贅沢ぽん酢 瀬戸のしずく
（300ｍｌ） 762円（税別）
広島県 三国酢造株
（９０ｍｌ） 417円（税別）
大竹市 式会社
≪瀬戸内地域の特産≫

218

2014年 ・徳島生まれの徳島の
７月 漁師による ひじき

徳島生まれの徳島の漁師による
徳島県産の「阿波ひじき」は，瀬戸内海からの穏やかな潮
徳島県漁業 ひじき
海藻類の本質をそのまま食用にしており，消化吸 流と県南から直接接岸した黒潮にもまれて育まれているた
徳島県
徳島県内のお土産物
協同組合連 270円（税別）
収の良さまで配慮した昔ながらの製法にこだわり め，太くてしっかりとしている。色，艶，香り，太さ，やわらか
徳島市
店，産直市等
合会
熟成された天然ものの徳島県産ひじき。
さ，水戻し後の膨張率においても優れており，豊かな磯の
≪瀬戸内の海の幸≫
風味と身崩れしないしっかりとした食感を楽しめる。

222,
223

・黄金の果実岡山県産2
2014年
連ゼリーシリーズ（ピ
７月
オーネ・いちじく）

黄金の果実岡山県産2連ゼリー
シリーズ（ピオーネ・いちじく）
岡山県 谷尾食糧工 480円（税別）
和気郡 業株式会社
≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）
≫

○黄金の果実岡山県産2連ゼリーシリーズ（ピ
オーネ・いちじく） ／ 高級フルーツとして知られて
いる岡山県産の“ピオーネ”の果肉が入ったゼリー
と，旬の時期に収穫した岡山県産の無花果の果
肉が丸ごと１個入った，見た目にもインパクトのあ
るいちじくゼリー。

11／93

岡山県産のフルーツに限定し，なおかつ果肉がたっぷり
入ったゼリーのラインナップ。ピオーネは全国的にも有名で
全国の百貨店，量販
その美味しさには自信がある。いちじくは産地としてはまだ
店，コンビニなど
まだ認知度が低いが良質な果肉が栽培できる地域なの
で，その美味しさを味わえる。

Ｎｏ

229,
231,
234

登録
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商

品

名

・瀬戸内 藻塩
2014年
・オリーブ牛カレー
７月
・ソラシオ塩サイダー

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

・広島レモンラスク
・広島レモンケーキ レ
2014年
モンの故郷
７月
・柑橘酵母と牡蠣殻カル
シウム 「骨太パン」

238,
239,
240,
241

・れもんげ
2014年 ・レモネードベース
７月 ・生塩レモン
・グリーンレモンジャム

242

2014年
・焙煎手裂いりこ
７月

品

の

特

長

○瀬戸内 藻塩 ／ 昔ながらの製法で製造した藻
塩は，海水と海藻のうま味が凝縮した，尖りのな
い，まろやかな口あたりが特長。
○オリーブ牛カレー ／ 香川県産オリーブ牛50%・
国産牛50％にこだわり，牛肉の風味豊かなキーマ
カレー。
○ソラシオ塩サイダー ／ ＳＯＬＡＳＩＯでお馴染み
の「直島太陽塩」を使った塩サイダー。

瀬戸内 藻塩 400円
オリーブ牛カレー 600円
香川県 株式会社マ ソラシオ塩サイダー 191円
木田郡 ルシン
（全て税別）
≪瀬戸内地域の特産≫

235,
236,
237

商

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

販売エリア・季節

○瀬戸内 藻塩 ／ 漁師の中で受け継がれ続けている製
法で，瀬戸内海で捕られた，ホンダワラを使用した「瀬戸
内」ならではの塩。
○オリーブ牛カレー ／ 日本のオリーブ栽培発祥の地とし
て有名な小豆島で生まれた瀬戸内の代表的なプレミアム牛
であるオリーブ牛を使用。
○ソラシオ塩サイダー ／ 直島産の塩の個性を活かすとと
もに，直島の魅力を発信するおしゃれなパッケージに仕上
げている。

四国地方の量販店，高
速SA，道の駅，お土産
物店，インターネットな
ど

○広島レモンラスク ／ 国内産小麦と自家製のと
びしま柑橘酵母を使用して焼き上げたパンに，と
びしまレモンを使用したラスクペーストを塗り低温
広島レモンラスク 350円
でじっくり焼き上げた，やさしいレモンの香りが特
広島レモンケーキレモンの故郷
長のレモンラスク。○広島レモンケーキレモンの故
200円～1,000円
郷 ／ 国産小麦をはじめ国産原材料でケーキ生地
柑橘酵母と牡蠣殻カルシウム「骨
瀬戸内の恵みから生まれたレモンや牡蠣の殻をふんだん
広島県 株式会社ク
を作り，レモン産地の故郷，とびしま海道大長でと
広島県内の百貨店，量
太パン」 60円～240円
に使い，本物の素材の味を活かしつつ，日本一の生産量を
呉市 レセント
れたレモンの果皮をふんだんに練りこみ，さらに中
販店など
（全て税別）
誇るレモンと牡蠣を全国にアピールしている。
心には果汁たっぷりのレモンペーストをしのばせ
たレモンのケーキ。○柑橘酵母と牡蠣殻カルシウ
≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）
ム「骨太パン」 ／ 国内産小麦と自家製のとびしま
≫
柑橘酵母を使用し，牡蠣殻カルシウムを加えて焼
き上げたカルシウム健康パン。やさしいレモンの
香りと柔らかい口当たりが特長。

○れもんげ ／ 軽いメレンゲ菓子なのにレモンの
香りと酸味がギッシリ！香料や酸味料は使用せず
本物のレモンの味と香りを楽しめる新感覚の香り
を食べるお菓子。○レモネードベース ／ 広島レモ
ンを皮，果汁とも丸ごと使用し，北海道の甜菜糖と
合わせた無添加無着色のシロップ。○生塩レモン
／ 広島レモンを皮，果汁とも丸ごと使用し瀬戸内
の藻塩と合わせ熟成させた万能レモン調味料ペー
≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物） スト。○グリーンレモンジャム ／ 広島レモンを皮，
≫
果汁とも丸ごと使用し，期間限定のグリーンレモン
をそのまま詰めたジャム。

れもんげ 350円
レモネードベース 450円
生塩レモン 300～600円
とびしま柑橘 グリーンレモンジャム 400～600
広島県
工房株式会 円
呉市
社
（全て税別）

愛媛県 株式会社つ
伊予郡 るさき食品

焙煎手裂いりこ 463円（税別）
≪瀬戸内の海の幸≫

広島県でも有数のレモンの産地，とびしま海道のレモンを
まるごと使用している。香料や酸味料で味をごまかすので
はなく，本物の酸味，香りをレモンから引き出し，伝えてい
る。

広島県内の百貨店，量
販店など

丸ごと食べることのできる煮干しやイリコは多く販売されて
素材の風味を大切に，頭と腹の部分を手作業で取 いるが，頭や腹を取り除いたイリコはありそうでなかった。 全国の量販店，お土産
り除き，焙煎してカリッと仕上げている。味付けは， 頭や腹の苦みを取り除き，身のおいしさをじっくり味わうこと 物店，インターネットな
いりこが持つ塩味のみ。
ができる。≪四国珍味商工協同組合の小魚珍味の新ブラ ど
ンド「せとうちIRICO生活」の認定商品≫

12／93
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登録
年月

商

品

名

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

品

の

特

長

5つの愛媛県産原料と利尻昆布を使った，化学調
味料，保存料無添加の和風合わせだし。ティー
パック方式で，伯方の塩や砂糖，粉末醤油等で味
を調えてあるため，誰でも簡単に美味しいだしを作
ることができる。

2014年
・瀬戸のだし
７月

瀬戸のだし（8g×20包入り）
愛媛県 阿川食品株 1,000円（税別）
伊予市 式会社
≪瀬戸内の海の幸≫

246,
247,
306

2014年 ・瀬戸内紅茶 （レモン ，
７月 オレンジ ・ストロベリー）

瀬戸内紅茶（ レモン）
瀬戸内紅茶（ オレンジ）
瀬戸内紅茶（ ストロベリー）
三角ティーバッグ（テトラ）が全て
広島県 ＢＬＡＣＫ ＴＥ
の商品に入っております。
広島市 Ａ株式会社
・アルミ袋入り 各1.5ｇ×6個入り
￥500（税別）
・缶入り 各1.5ｇ×12個入り
￥1,000（税別）

252

2014年
・焼き塩れもんチップス
９月

愛媛県 阿川食品株
伊予市 式会社

253,
254

2014年 ・ウキウキレモン酒
９月 ・大長レモンのお酒

ウキウキレモン酒（500ｍｌ）
950円（税別）
広島県 株式会社三 大長レモンのお酒（360ｍｌ）
呉市 宅本店
1,000円（税別）

255

2014年
・のり天瀬戸内すだち味
９月

広島県 まるか食品
尾道市 株式会社

243

商

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

販売エリア・季節

無添加の瀬戸内産の片口いわしを粉砕し原料として使用し
ており，瀬戸内海の恵みを毎日の食卓で感じられる。また，
愛媛県内の産直市や
ティーパック方式にすることで，誰でも手軽に簡単においし
道の駅，インターネット
い出汁が取れるよう工夫がされている。≪四国珍味商工協
など
同組合の小魚珍味の新ブランド「せとうちIRICO生活」の認
定商品≫

おりづるタワー、JR広
レモン：瀬戸内産のレモンのピールをブレンドした
島駅、広島空港、
フレーバーティーです。
TAU、福屋本店、グラ
温暖な気候とふりそそぐ太陽のもとで育った瀬戸内産の柑
オレンジ：瀬戸内産のオレンジのピールをブレンド
ンドプリンスホテル広
橘類は紅茶と良く合う。優しい香りと穏やかな味が特徴で
したフレーバーティーです。
島、ひろしま夢プラザ、
飽きないで飲んで頂いております
ストロベリー：瀬戸内産のストロベリーのチップをブ
JR福山駅、JR西条駅
レンドしたフレーバーティーです。
など

焼き塩れもんチップス 350円（税
別）
うるち米をベースに，愛媛県産レモンと伯方の塩
（焼き塩）を使用した，爽やかでさくさく食感のチッ
≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物） プス。
≫

温暖な気候の恵みである柑橘類の中でも，全国的に有名
な瀬戸内産（愛媛県産）のレモンと伯方の塩（焼き塩）を使 瀬戸内圏のSA，道の
用し，素材の持ち味を大切に活かしながら，爽やかな酸味 駅，産直市場など
を出したチップスに仕上げている。

「広島大長レモン」は防腐剤を一切使用せず，料理にもドリ
ンクにも皮ごと安心して使用できる，まろやかな酸味のレモ
広島県産米100％で醸造した日本酒（千福 純米
ン。「大長レモンのお酒」は，広島県産米100％使用した千
酒）とまろやかな酸味の広島大長レモンを100％使
福の純米酒を使用し，500ｍｌにレモン約4個分相当の果汁 全国の百貨店など
用することで，大変ジューシーで甘味・酸味のバラ
が入っている。ストレートの果汁は濃くて強い酸味がある
ンス良い味に仕上げたお酒。
が，純米酒だけを使用することで，まろやかな味わいに仕
《瀬戸内の果物・柑橘（飲み物）》
上げている。

のり天瀬戸内すだち味 300円
（税別）

徳島産すだち果汁パウダーで味付けすることで，すっきりし
た酸味，海苔の風味，植物油の甘味がマッチした食べ飽き
国産海苔を100％植物油で天ぷらにして，徳島産
ない味に仕上げいる。また，パッケージに「瀬戸内すだち」と 全国の量販店など
すだち果汁パウダーで味付けしたおつまみ菓子。
≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）
して表現することで，瀬戸内の知名度・イメージアップに貢
≫
献している。
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商
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名

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

商

品

の

特

長

プリンス清見ワイン360ｍｌ 1,667
円（税別）
プリンス清見ワイン720ｍｌ
3,240円(税別)
レモンアイス「まるっとレモン」
広島県 合名会社き 325円（税別）
呉市 たたに
とよしまのひじきごはん 450円
（税別）

【プリンス清見ワイン】「プリンス清見」のさわやか
な味わいと香りを残した，しっかりとワインの味が
するワイン。
【レモンアイス「まるっとレモン」】安芸灘とびしま海
道産のレモンを丸ごと使ったミルク感たっぷりのア
イス。
【とよしまのひじきごはん】安芸灘とびしま海道でと
れたひじきにゴマや「海人の藻塩」を使ったひじき
《瀬戸内の果物・柑橘（飲み物）》
ごはんの素。
≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）
≫

257,
258,
259

・プリンス清見ワイン
2014年 ・レモンアイス「まるっと
９月 レモン」
・とよしまのひじきごはん

262

2014年 ・瀬戸の果実 せとのか
９月 レモンケーキ

瀬戸の果実 せとのかレモンケー
有限会社ド キ 185円（税別）
広島県
ルセ洋菓子
福山市
店
≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）
≫

・かき屋のかきまるごと
2014年
オイスターソース
９月
・かきのオイル漬け

【かき屋のかきまるごとオイスターソース】かきの
身そのままをすりつぶして使用したこだわりの逸
かき屋のかきまるごとオイスター
品。着色料不使用・化学調味料無添加・100％広
ソース 500円
広島県 クニヒロ株式
島県産のかきを使い，本格思考。
かきのオイル漬け 1,290円
尾道市 会社
【かきのオイル漬け】広島県産の大粒のかきと
※全て税別価格
ガーリックをふんだんに使用している。そのまま食
べてももちろん，サラダやアヒージョなど様々な料
≪瀬戸内の海の幸≫
理にも使える。

266,
268

273,
274,
276,
277

・SOLASHIO塩レモンド
レッシング
2014年
・ソラシオアメ
９月
・SOLASHIO塩ドーナツ
・直島しおらんぐ

278

2014年
・黄ニラしょうゆ
９月

瀬戸内産のレモンを使用したレモンケーキ。瀬戸
内産レモンの果皮と果汁でレモンピールを作り，果
汁とともにたっぷりと生地に混ぜ，ふんわりしっとり
と焼き上げ，レモンチョコをかけている。

SOLASHIO塩レモンドレッシング
500円
ソラシオアメ 400円
SOLASHIO塩ドーナツ 400円
香川県 株式会社マ 直島しおらんぐ 550円
三木町 ルシン
※全て税別価格

【SOLASHIO塩レモンドレッシング】香川県直島の
SOLASHIOを使用したレモンドレッシング。
【ソラシオアメ】香川県直島のSOLASHIOを使用し
た飴。
【SOLASHIO塩ドーナツ】香川県直島のSOLASHIO
を使用したドーナツ。
≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物） 【直島しおらんぐ】香川県直島のSOLASHIOを使用
≫
したラングドシャ。
≪瀬戸内の海の幸≫

岡山県 とら醤油株
倉敷市 式会社

黄ニラしょうゆ（150ｍｌ） 400円
（税別）

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

販売エリア・季節

【プリンス清見ワイン】みかんワインの原材料「プリンス清
見」は，安芸灘とびしま海道にある豊島と大崎下島で生産
されたものであり，その果汁を搾ってワイン工場で醸造した
生粋のみかんワインに仕上げている。
【レモンアイス「まるっとレモン」】瀬戸内海に浮かぶとびしま 広島県内の百貨店や
海道で育った安心のレモンを丸ごと使った今までに無いレ 量販店，お土産物店，
モンアイスに仕上げている。
インターネットなど
【とよしまのひじきごはん】とびしま海道では特に良好なひじ
きが多く採れ，下蒲刈の姫ひじき等が有名。ご飯に入れて
炊くだけなので簡単にでき，蒲刈の「海人の藻塩」を使った
ことで地元色がより一層増している。

福山県内のドルセ洋菓
その時代のニーズに合わせてシェフが材料選びや製法の
子店（本店，南蔵王
見直し等毎年繰り返し行い，品質良い瀬戸内産レモンを果
店，パティスリードル
皮とも使うことで，香り高く上品な酸味をうまく表現してい
セ，さんすて店）
る。
《期間限定》

広島県産のかきを使用した商品。夏場はかきを食べられる
全国の量販店や百貨
場が冬に比べると減ってしまうが，加工品にすることで日持
店等，インターネットな
ちし，お土産物として配ることも可能となり，瀬戸内の魅力
ど
をより多くの方に知ってもらうことができる。

【SOLASHIO塩レモンドレッシング】【ソラシオアメ】
四国地方の量販店，Ｓ
【SOLASHIO塩ドーナツ】【直島しおらんぐ】瀬戸内の島々の
Ａ，道の駅等，インター
一つ，直島の天日塩ソラシオを使用。直島の塩と太陽の熱
ネットなど
だけで作ったソラシオはミネラル分が豊富。

「晴れの国おかやま」の温暖な気候で栽培されている黄ニ
本醸造醤油と岡山県産の高級食材「黄ニラ」に，
岡山県内のお土産物
ラを，黄ニラしょうゆの原材料の塩は瀬戸内海の塩を使用
鯛・昆布・椎茸エキスを程よくブレンドした万能しょ
店，SA・PA，岡山空港
し，熟練した職人がほぼすべての工程を手作業で製造して
うゆ。
など
いる。
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登録
年月

商

品

名

商

品

写

真

所在地

2014年
・小魚の二名煮
９月

事業者名

愛媛県 株式会社龍
松前町 宮堂

商品の概要 (参考価格等）

小魚の二名煮 600円（税別）
≪瀬戸内の海の幸≫

商

品

の

特

長

【讃岐さーもん】瀬戸内海で飼育されたトラウト
サーモン（養殖したニジマス）。

・讃岐でんぶく
284,
285,
286,
287,
288,
289,
290

さぬき蛸
讃岐でんぶく

・さぬき蛸
2014年
・オリーブぶり
９月

オリーブぶり

・オリーブハマチ
・ひけた鰤

オリーブハマ

・なおしまハマチ

【讃岐でんぶく】香川県海域で獲れるナシフグ。ナ
シフグは，瀬戸内海の香川・岡山県海域等で漁
獲，販売が許可されている特別なフグ。
讃岐さーもん ，讃岐でんぶく，さ
ぬき蛸，オリーブぶり ，オリーブ 【さぬき蛸】香川県内で獲れるマダコをボイルした
ハマチ，ひけた鰤
もので，歯切れが良く，甘味のあるのが特長。
香川県漁業
香川県
なおしまハマチ
協同組合連
高松市
【オリーブぶり】【オリーブハマチ】香川県特産のオ
合会
※販売価格については，香川県 リーブの葉の粉末を混ぜた餌を与えて飼育された
漁業協同組合連合会にお問い合 ぶり，ハマチ。
わせください。
【ひけた鰤】ハマチ（ぶり）養殖発祥の地である香
川県引田（ひけた）沖養殖漁場の大型いけすで飼
育された鰤。

ひけた鰤

【なおしまハマチ】潮流が激しい芸術の島「直島」で
飼育されたハマチ。

なおしまハマチ

291

2014年
・瀬戸の酒粕塩
１１月

有限会社久 瀬戸の酒粕塩 800円（税別）
香川県
利フードサー
高松市
ビス
≪瀬戸内の海の幸≫

販売エリア・季節

原料の小魚は，鮮度を重視し，サイズにもこだわり，目利き
しながら仕入れるとともに，小魚本来の自然の味と風味を
鮮度の良い小魚を低温でじっくり乾燥させるため，
最大限活かすように薄味で仕上げている。また，愛媛県に
小魚菓子にありがちな硬さや苦みはなく，独自の
三越伊勢丹，髙島屋，
留まらず四国の名産品にしたいという考えから，日本最古
「乾燥窯」で柔らかくて香ばしい食感を生み出して
東急百貨店等など
の歴史書である古事記に四国の旧名が「二名島」と有る事
いる。
に因んで，120年前に「二名煮」と命名され今日に至ってい
る。

讃岐さーもん

・讃岐さーもん

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

【讃岐さーもん】瀬戸内海独特の気候風土を活かし，４種類
のハーブを配合した餌を与えて，香川県下の東かがわ市，
直島町，坂出市で飼育されている （「讃岐さーもん」として
商標登録）。
【讃岐でんぶく】瀬戸内海の奥にある香川県では伝統的な
食材として食べられてきた特別なフグ。すべて調理されミガ
キフグ（身と骨だけの形）になり流通する，甘味のあるふ
ぐ。（「讃岐でんぶく」として商標登録）。
【さぬき蛸】瀬戸内海の複雑な海流の中でエビやカニを食
べて育っているため，濃厚なタコの味を楽しむことができる
（「さぬき蛸」として商標登録）。
【オリーブぶり】【オリーブハマチ】瀬戸内・香川県の県木で
あるオリーブの葉を飼料に混ぜて飼育され，鮮度を長く維 香川県内，関東圏・関
持し，臭みのないさっぱりとした味わいが特長となっている 西圏の量販店等など
（「オリーブぶり」「オリーブハマチ」として商標登録）。
【ひけた鰤】瀬戸内海にある東かがわ市引田（ひけた）は，
世界で初めてハマチ（ぶり）養殖に成功した歴史があり，こ
だわりの餌，大型いけすでノビノビと育てている（「ひけた
鰤」として商標登録）。
【なおしまハマチ】瀬戸内海の島々により生まれる独特な激
しい潮流の中で，運動たっぷりに，海藻を餌に混ぜて健康
に飼育されているのが特長（「なおしまハマチ」として商標登
録）。ひけた鰤，なおしまハマチ，オリーブハマチ（ぶり）は
「香川ブランドハマチ三兄弟」としてブランド化を推進中。い
ずれも瀬戸内海の特徴である秋の急激な水温低下により，
どこよりも早く脂がのる絶品のハマチ。

瀬戸内産の海塩を使用するとともに，香川の清酒の酒粕と
全国の飲食店，お土産
瀬戸内産の海塩と香川の清酒金陵の良質な酒粕 ブレンドするという新たな組み合わせ「瀬戸内×讃岐」のオ
物店，インターネットな
をブレンドして生まれた塩。
リジナル商品。フリーズドライ製法により，酒粕の旨味やミ
ど
ネラル等栄養素をそのまま封じ込めている。
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商

品

名

・しまのわレモンわッフ
ルクッキー
292,
293,
294,
295

2014年
１１月

・広島れもんけーき
・広島の島から

商

品

写

真

所在地

事業者名

・瀬しまのわレモンわッフルクッ
キー 550円
・広島れもんけーき 741円
・広島の島から 1,095円
広島県 有限会社金 ・瀬戸田レモンケーキRemoRemo
尾道市 萬堂本舗
787円
※全て税別価格

2014年 ・青のり付味付海苔
１１月 ・本場鳴門糸わかめ

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・季節

【しまのわレモンわッフルクッキー】サクサクとした
ワッフルクッキーの生地に尾道市瀬戸田産のレモ
ン果汁を入れたレモンがふんわり香るワッフルクッ
キー。

【広島れもんけーき】尾道市瀬戸田産のレモンピー
ルを練り込み，生地を濃厚に仕上げたレモンケー
広島県尾道市瀬戸田産レモンを使った昔ながらのレモン
キ。
広島県内の量販店，お
ケーキを中心に多様のお菓子を開発・販売を手がけ，新し
土産物店など
い商品づくりを行っている。
【広島の島から】尾道市瀬戸田産のレモンを使用
したレモンケーキの生地にホイップクリームとレモ
≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物） ンピールをサンドしたレモンバターケーキ。
≫
【瀬戸田レモンケーキRemoRemo】生地に尾道市
瀬戸田産のレモンをふんだんに使い，レモンチョコ
コーティングで仕上げた昔ながらのレモンケーキ。

・瀬戸田レモンケーキ
RemoRemo

296,
297

商品の概要 (参考価格等）

・青のり付味付海苔
450円～3,500円
・本場鳴門糸わかめ
徳島県 株式会社八
200円～5,000円
徳島市 百秀
※全て税別価格
≪瀬戸内の海の幸≫

【青のり付味付海苔】徳島県産黒海苔に吉野川で
採取される「すじ青のり」を貼り付けた食感と磯の
香りが楽しめる海苔。
【本場鳴門糸わかめ】徳島県鳴門地区（里浦・大
毛）のみで生産されている糸わかめ用の晩手わか
め。

檸檬プリン 295円（税別）

広島県産檸檬を使用。
たっぷり入った果皮と果肉のぷちぷち感が嬉し
≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）
い、なめらかで爽やかなフルーツぷりん。
≫

【青のり付味付海苔】徳島から鳴門に至る海で養殖された
黒海苔を使用し，吉野川河口で育つ「すじ青のり」を組み合
わせ，新たな食感を楽しめるような味に仕上げている。
中四国，関西の量販
【本場鳴門糸わかめ】徳島県の限られた地区で生産されて 店，お土産物店など
いる糸わかめのうち，一番刈りと呼ばれる最初のわかめの
みを使用し，色つや，歯応え，風味よく仕上げている。

地元しまなみ海道の檸檬をまるごと(果皮、果肉、果汁)使
用。
レモンのさわやかさを感じられる果実ぷりんを実現。
180日(常温)の賞味期限で贈り物にも好評。

広島県内の百貨店、お
土産物店、ネットショッ
プなど

2014年
・檸檬ぷりん
１１月

広島県
万汐農園
尾道市

312,
313

・レモン果汁入りひやし
2015年
あめ
１月
・はちみつれもん

【レモン果汁入りひやしあめ】瀬戸内産のレモン果
・レモン果汁入りひやしあめ 150
【レモン果汁入りひやしあめ】ロングセラー商品「冷やしあ
汁を配合した清涼飲料水。麦芽飴の甘さの中にレ
円
め」に瀬戸内産レモンストレート果汁を配合することですっ
モンの酸味と生姜の辛味を喉で感じ，シナモン風
・はちみつれもん 200円
きりとした程よい甘みと酸味を感じる商品に仕上げている。
広島県 桜南食品株
味がアクセントとなっており，飲み口もスッキリに仕
西日本の百貨店や量
※全て税別価格
三原市 式会社
上げている。
販店など
【はちみつれもん】瀬戸内産生レモンの皮と実を丁寧に分
≪瀬戸内の果物・柑橘（飲み物）
け，それらを原料として配合することで果汁感と香りを楽し
【はちみつれもん】瀬戸内産の生レモンを使用し，
≫
める商品に仕上げている。
すっきりとした味わいに仕上げた粉末清涼飲料。

315

2015年 ・周防大島オイルサー
１月 ディン トマト＆バジル

・周防大島オイルサーディン トマ 瀬戸内産カタクチイワシを使用し，ドライトマトの旨
山口県
オイシーフー ト＆バジル 740円(税別）
味とバジルの香りを付けたオイルサーディン。
周防大
ズ
※既認定商品の「プレーン味」の新しいバリエー
島町
≪瀬戸内の海の幸≫
ション。

305

16／93

６次産業で瀬戸内を盛り上げていくための第一歩として，煮
干しにむかない大きめのカタクチイワシを使用し，新たな需 全国の百貨店や量販
要を拡大している。また，パッケージのオレンジは瀬戸内の 店など
温暖な気候をイメージしている。
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328,
329,
330,
331,
332,
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登録
年月

商

品

名

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

品

の

特

長

・熟成藻塩レモン 630円
（税別）

広島県産レモンピールと瀬戸内海産の原料を使
用した藻塩を使用し熟成。
≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物） 化学調味料・保存料不使用。
≫

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

販売エリア・季節

瀬戸内産のレモンピールを使用。熟成させることで天然の
旨味を引き出している。
広島県のお土産売り
レモンの風味と藻塩の旨みが融合して、レモンの香りが口 場や量販店、広島ブラ
の中に広がりまろやかでさっぱりとした味わいに仕上げて ンドショップなど
いる。

2015年
・熟成藻塩レモン
１月

広島県 ヤマトフーズ
広島市 株式会社

2015年
・潮待ちレモンスティック
１月

今までになかった棒状の形にすることで，おしゃれな形とな
り，併せて，食べやすさや持ち歩きやすさ，ドライブのお供
広島県産の自家製レモンペーストをふんだんに混
広島県 松浦本店松
にと，スマートに携行できる。瀬戸の街中をゆったりと散策 広島県，岡山県のSA・
ぜ込んだバター入り，リッチテイストのスティック状
福山市 浦兼三
するときのおつまみやお土産として。さわやかなレモンス
ＰＡや道の駅など
≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物） のラスク。
ティックの美味しさとともに，瀬戸内の思い出が感じられる
≫
逸品となっている。

（「ブルーＵＢＥリィー」シ
リーズ）
・ブルーベリーようかん
・ブルーベリーソース
・ブルーベリージャム
2015年
・ブルーベリードリンク
１月
・ブルーベリードレッシン
グ
（「ブルーＵＢＥリィー」プ
レミアムシリーズ）
・ブルーベリージャム

・小川の外郎 宇部産緑
2015年 茶
１月
・利休まんじゅう

・潮待ちレモンスティック 360円
（税別）

山口県 アグリ山口
宇部市 株式会社

・ブルーベリーようかん1本280円
・ブルーベリーソース 800円
・ブルーベリージャム 650円
・ブルーベリードリンク 1,600円
・ブルーベリードレッシング 600円
・ブルーベリージャム（プレミアム
シリーズ） 1,100円
※全て税別価格
≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）
≫
≪瀬戸内の果物・柑橘（飲み物）
≫

・小川の外郎 宇部産緑茶
1本 84円 25本 2,269円
・利休まんじゅう
有限会社小
山口県
10個袋入 250円
川蜜カス本
宇部市
40個箱入 1,000円
舗
※全て税別価格

2015年
・釜炒り小野茶
１月

（「ブルーＵＢＥリィー」シリーズ） ※「うべ元気ブラ
ンド」認証製品
【ブルーベリーようかん】山口県宇部産（自社生
産）ブルーベリーを使用し，自然の風味を活かした
あっさりとした後味の良い仕上がりのようかん。
【ブルーベリーソース】山口県宇部産（自社生産）
のブルーベリーを使用した大粒の果実の食感が
楽しめる仕上がりのソース。
【ブルーベリージャム】山口県宇部産（自社生産）
ブルーベリーを使用した手作りのジャム。
【ブルーベリードリンク】山口県宇部産（自社生産）
のブルーベリーとてんさい糖だけを使用し，素材の
美味しさとコクを味わえるドリンク。
【ブルーベリードレッシング】山口県宇部産（自社生
産）のブルーベリーを使用した香り豊かな優しい味
わいのドレッシング。
【ブルーベリージャム（プレミアムシリーズ）】山口
県宇部産（自社生産）ブルーベリーを使用した高
級ジャム。

宇部産（自社生産）のブルーベリーを使用し，着色料・香料
など一 切使わず素材の美味しさとコクのある濃厚な味わい 山口県の百貨店や空
になるようブルーベリーの実をできるだけ残して仕上げてい 港売店など
る。

【小川の外郎 宇部産緑茶】山口県宇部市小野地
区の茶葉を使った外郎。山口県銘菓ういろうを宇
部産緑茶で表現している。※「うべ元気ブランド」認
証製品
豊かな瀬戸内で恵まれた厳選素材をふんだんに使った銘
菓を爽やかで深い味わいに仕上げている。
【利休まんじゅう】山口県産の小麦粉と徳島県産の
和三糖蜜を使用したまんじゅう。和三糖蜜の深み
がある味と餡の美味しさを大切に仕上げている。

≪瀬戸内地域の特産≫

336

商

・釜炒り小野茶（50ｇ） 800円（税
山口県 株式会社山 別）
宇部市 口茶業
≪瀬戸内地域の特産≫

山口県の直営店や量
販店など

農薬，化学肥料を使用しないで栽培した茶葉を釜
山口県宇部市小野地区の茶葉を独自の古式製法である釜
で炒った釜炒り茶。熱湯で煎れると芳しい香りが
山口県の直営店や量
炒り製法により，渋み苦み甘みが強く，濃い，とてもユニー
立ち，渋み苦みもゆっくりと抽出され，とても飲み
販店など
クなお茶に仕上げている。
やすい。※「うべ元気ブランド」認証製品

17／93
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登録
年月

商

品

名

337,
338

・宇部炭都バーグ（ラム
2015年 レーズン味，イチゴ味）
１月
・宇部煉瓦

339

2015年
・みかんの生せっけん
１月

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

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・季節

【宇部炭都バーグ（ラムレーズン味，イチゴ味）】山
口県宇部産の新鮮な卵を使用し，炭都であった宇
部をイメージしたスポンジと石炭の粒に見立てた
レーズンを混ぜ込んだクリームで表現したスイー
ツバーガー（焼き菓子）。※「うべ元気ブランド」認 山口県宇部産の新鮮な卵を使用し，炭都であった宇部市
山口県の直営店や山
証製品
の歴史文化を受け継ぎ新たな形として発信するお菓子とし
口宇部空港など
て仕上げている。
【宇部煉瓦】山口県宇部産の新鮮な卵を使用し，
≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物） 炭都であった宇部をイメージした小さな煉瓦の形
≫
をした器に入った焼き菓子。※「うべ元気ブランド」
認証製品。

・宇部炭都バーグ（ラムレーズン
味，イチゴ味）1個 231円
1箱 1,388円
・宇部煉瓦 1個 185円
山口県
Bon appetit! 1箱 1,111円
宇部市
※全て税別価格

・みかんの生せっけん
120g 3,685円 50g 2,296円
大阪府 株式会社ＵＹ
※全て税別価格
大阪市 ＥＫＩ
≪瀬戸内地域の特産≫

無農薬・有機栽培で育てられた大三島リモーネの温州みか
愛媛県大三島の無農薬・有機栽培で育てられた
愛媛県のお土産物店，
んを使用している。素材の香りを活かしつつ，最後まで，
温州みかんの果皮エキス配合。みずみずしい“み
サービスエリア，道の
「キレイ」に「心地良く」「楽しく」使える，みかんの「生せっけ
かん”の香り豊かな「生タイプ」の洗顔石鹸。
駅，インターネットなど
ん」という新しい洗顔石鹸に仕上げている。

341

2015年 ・広島 江波せんべい
１月 海鮮しぼり焼牡蠣

・広島 江波せんべい 海鮮しぼ
つなぎを一切使用せず，原材料に広島県産牡蠣
広島県 巴屋清信有 り焼牡蠣 800円（税別）
のみを使用し，手焼きで製造した風味豊かな旨味
広島市 限会社
を閉じ込めたせんべい。
≪瀬戸内の海の幸≫

342

2015年 一番搾り 岡山づくり
２月 岡山工場限定醸造

岡山産の雄町米と麦芽から引き出したやわらかい旨み・甘
東京都 キリンビール 一番搾り 岡山づくり 岡山工場限 気の合う仲間とゆったり気分で楽しむ、本物のうま みと桐や檜の香りを連想するホップの香りが調和した、旬 岡山県を中心とする岡
中野区 株式会社
定醸造 オープン価格
さを引き立てる、季節に合わせた一番搾り
の食材に舌鼓を打ちながらゆったりと楽しめる、飲み飽きな 山工場出荷エリア
いおいしさ。

2015年
・いりこ飯の素
３月

・いりこ飯の素 680円（税別）
香川県
藤田株式会
観音寺
社
≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）
市
≫

345

347

・瀬戸内レモンレモネー
2015年 ド
３月 ５００ｍｌＰＥＴ

【いりこ飯の素】厳選した「伊吹産いりこ」を一晩浸
漬し，じっくり煮だしする昔ながらの手間暇かけた
製法により豊かな風味と深みを閉じ込めた万能調
味料。化学調味料、保存料を一切使用せず希釈
倍率を変えるだけでいろんなお料理にお使えにな
ります。簡単、便利、安心。

独自の製法「しぼり焼」により牡蠣の100％姿焼きを可能と
広島県の百貨店やお
しており，瀬戸内＝牡蠣というイメージを一層強く，そして，
土産物店，インター
こんなにおいしい牡蠣の食べ方があるのか，と実感できる
ネットなど
商品に仕上げている。

瀬戸内伊吹産のいりこを使用し，素材の味を活かしつつ，
瀬戸内海を通じて生まれた讃岐の食文化（だし文化）を受
け継ぎ，讃岐の風土が生んだ讃岐の味をご家庭で簡単に
味わえるよう仕上げている。

香川県内の量販店，お
土産物店など

・瀬戸内レモンレモネード
ポッカサッポ
500ml 140円（税別）
瀬戸内産レモンの混濁ストレート果汁を使用した， 瀬戸内産レモンの混濁ストレート果汁を使用し，素材の味 中四国地区の量販店，
東京都 ロフード＆ビ
生搾りレモンのような香り高く，コクのある大人向 を活かしつつ，瀬戸内しまなみ海道の美しい情景から産地 コンビニエンスストアな
渋谷区 バレッジ株
≪瀬戸内の果物・柑橘（飲み物） けレモン飲料。
を強くイメージした連続デザインに仕上げている
ど
式会社
≫

18／93
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商
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商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

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・季節

348

2015年
・寺岡家のレモンぽんず
３月

・寺岡家のレモンぽんず
広島県産のレモン果汁をたっぷり使用し，さらに国産牡蠣
300ml 380円（税別）
の煮汁を加えることでレモンの酸味をまろやかにサッパリと
広島県 寺岡有機醸
瀬戸内育ちの広島県産レモン果汁をたっぷり使用
全国の量販店，お土産
化粧箱入り 430円（税別）
した，爽やかでコクと旨味のある味に仕上げている。また，
福山市 造株式会社
し，コクと旨味のある味に仕上げたぽん酢。
物店など
≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）
レモンの鮮やかな黄色の背景に瀬戸内の島々をイメージし
≫
たデザインに仕上げている。

349

2015年 ・寒天ゼリー飲料「ため
３月 して寒天 レモン風味」

介護現場から生まれたアイデアを活用し，瀬戸内産のレモ
寒天ゼリー飲料「ためして寒天
広島県
瀬戸内産レモン果汁と瀬戸内産レモンピールから ンから抽出したレモンオイルエッセンスを使用することで幅
宝積飲料株 レモン風味」 300円（税別）
全国の量販店，ドラッ
東広島
抽出したレモンオイルエッセンスを使用した寒天ゼ 広い世代に好まれる味となり，さらには，東広島の上質な
式会社
≪瀬戸内の果物・柑橘（飲み物）
グストアなど
市
リー飲料。
天然水を使用することで人にやさしいドリンクに仕上げてい
≫
る。

355

2015年 ・海の幸ジュレ（りんご・
３月 みかん）

・海の幸ジュレ（りんご・みかん）
広島県産リンゴやみかん，瀬戸内の海藻と自社栽 広島県産のリンゴやみかんを使用し素材の味を活かしつ
広島県 有限会社土 400円（税別）
培のハーブを使用したジュレ。添加物や砂糖不使 つ，瀬戸内で精進料理として使われていた瀬戸内の海藻を 広島大学病院など
呉市 井酒店
≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）
用。
使用し，歴史・食文化を引き継いでいる。
≫

356,
357

2015年
３月

・姫太郎 冷し中華 瀬
戸田レモン
・姫太郎 さわやか 冷
しうどん 瀬戸田レモン

・姫太郎 冷し中華 瀬戸田レモ
ン 198円
【姫太郎 冷し中華 瀬戸田レモン】【姫太郎 さわ
瀬戸田産レモンを使用し素材の味を活かしつつ，レモンの
兵庫県 株式会社姫 ・姫太郎 さわやか 冷しうどん やか 冷しうどん 瀬戸田レモン】瀬戸田産レモン
近畿，中四国，九州の
爽やかさに合わせた具材を添付し，すっきりとした味に仕上
姫路市 太郎
瀬戸田レモン 198円
果汁を使用したスープの入った冷やし中華，冷や
量販店など
げている。
※すべて税別価格
しうどん。
≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）
≫
【シマナミソレイユ】香川県讃岐の米粉「おいでま
い」に瀬戸内レモンのクリームチーズを流し込ん
だ，瀬戸内海に浮かぶ島々にサンサンと降り注ぐ
香川県産の大地で育った特Ａランクの讃岐の米粉「おいで
太陽をイメージしたバウムクーヘン。
香川県 有限会社サ ・セトウチリュンヌ
1,000円
まい」や瀬戸内産レモンを使用し，素材の味を活かしつつ， 直営店，近畿の量販店
高松市 ンファソン
※すべて税別価格
瀬戸内の降り注ぐ太陽や幻想的な月明かりをイメージした など
【セトウチリュンヌ】香川県讃岐の米粉「おいでま
≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）
デザインに仕上げている。
い」にカスタードクリームを流し込んだ，瀬戸内海
≫
を照らす幻想的な月明かりをイメージしたバウム
クーヘン。
・シマナミソレイユ

366,
367

368

2015年
３月

・シマナミソレイユ
・セトウチリュンヌ

2015年 ・陽果の広島恋文
５月 (小)、(大)

1,200円

・陽果の広島恋文
(ようかのひろしまれもん)
尾道市瀬戸田産のレモンにこだわったお菓子を企画し、お
(小) 500 円
広島県産尾道瀬戸田産レモンの果汁を使用したク
広島県内のスーパー，
広島県 有限会社金
菓子を通じ、召し上がっていただいた瞬間に感動していた
(大) 800 円
レープ生地でホワイトチョコを巻いたクレープショコ
高速道路売店，お土産
尾道市 萬堂本舗
だける、味だけでなく、五感すべてで感じていただくことので
※すべて税別価格
ラロール。
物店など
きる製品づくりを目指している。
≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）
≫
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登録
年月

商

品

名

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

371

372

2015年 ・清涼飲料水「ゆず美人
５月 280mlPET」

378

2015年
・マイケーキ鳴門金時芋
５月

岡山県
株式会社サ ・マイケーキ 鳴門金時芋
浅口郡
ンラヴィアン 120円（税別）
里庄町

384

・い･ろ･は･す スパーク
2015年
リングれもん
５月

日本コカ・
東京都
コーラ株式
港区
会社

2015年 ・瀬戸内のレモン香るご
７月 ぼうチップス

品

の

特

長

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

販売エリア・季節

・おいしさギュ～ッと丸ごとレモン
広島県尾道市瀬戸田町産レモンを使用していま
350円（税別）
瀬戸内産レモンを丸ごと使用していることにより、皮に含ま
広島県 今岡製菓株
す。皮まで食べられる国産レモンを丸ごと使用す
≪瀬戸内の果物・柑橘（飲み物）
れる栄養素と風味を無駄にすることなく、レモンの美味しさ 全国の小売店など。
尾道市 式会社
ることで、レモン本来の風味と、甘酸っぱい味をお
≫
を丸ごと閉じ込めたレモネードです。
楽しみ頂けます。

2015年 ・おいしさギュ～ッと丸ご
５月 とレモン

385

商

・清涼飲料水「ゆず美人
280mlPET」 120円(税別)
「晴れの国おかやま」の南西部にある井原市で栽 井原市の特産物の「柚子」を主原料に、東広島の天然水と
岡山県 岡山西農業
≪瀬戸内の果物・柑橘（飲み物） 培された柚子果汁で開発し、一年中味わっていた はちみつをブレンドして「あっさり」と「すっきり」したゆず果 瀬戸内地域など
倉敷市 協同組合
≫
だける新作ゆず果汁ジュース。
汁ジュースに仕上げている。

瀬戸内海沿岸のミネラルを含んだ砂地で生産され
鳴門金時を使用し，素材の味を活かしつつ，「せとうち果
た「徳島県産 鳴門金時」を使用し、基本的なパウ
全国の量販店/秋冬限
伝」としてブランド化し，“瀬戸内地方に実る産品”を全国に
ンドケーキの配合をベースに、しっとりと焼き上げ
定商品
発信している。
たパウンドケーキ。

・い･ろ･は･す スパークリングれも
ん 130円（税別）
い･ろ･は･すブランドは、環境を大切にする水、またいち早く 全国コンビニエンススト
瀬戸内産れもんエキス入り、日本の天然水を使用
≪瀬戸内の果物・柑橘（飲み物）
フレーバーウォーターに着眼し、新しく刺激的な体験を消費 ア、スーパーマーケッ
したレモン味のスパークリングウォーター。
≫
者に提供し続けています。
ト、自動販売機など

・瀬戸内のレモン香るごぼうチッ
プス 300円
カモ井食品
岡山県
32g 200円(税別）
ごぼうをチップス状にフライし，瀬戸内産レモンで
工業株式会
倉敷市
≪瀬戸内の果実・野菜（食べ物） 作ったシーズニングで味付したお菓子。
社
≫

20／93

一枚ずつ丁寧にフライしたごぼうを当社の独自の製法でパ
全国の量販店やおみ
リッと仕上げ，瀬戸内産のレモンのパウダーを使い，酸味を
やげ屋，駅の売店等。
きかせ食べやすくさっぱりと仕上げました。
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387,
388

登録
年月

商

品

名

・レモ缶 ひろしま牡蠣の
オリーブオイル漬け藻塩
レモン風味
2015年
・レモ缶 宮島ムール貝
７月
のオリーブオイル漬け藻
塩レモン風味

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

・レモ缶 ひろしま牡蠣のオリーブ
オイル漬け藻塩レモン風味
・レモ缶 宮島ムール貝のオリー
広島県 ヤマトフーズ
ブオイル漬け藻塩レモン風味
広島市 株式会社
各500円（税別）
≪瀬戸内の果実・野菜（食べ物）
≫

・レモンたい焼き 80円（税別）
・レモンたい焼き

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・季節

【レモ缶 ひろしま牡蠣のオリーブオイル漬け藻塩レモン風
【レモ缶 ひろしま牡蠣のオリーブオイル漬け藻塩
味】 広島県産牡蠣を、広島レモンと瀬戸内産藻塩でできた
レモン風味】 広島県産の牡蠣を熟成藻塩レモン
熟成藻塩レモンで味付けをしてオリーブオイル漬けにしまし
（広島レモンを使用）で味付けをし，オリーブオイル
た。ひろしま牡蠣の旨味を熟成藻塩レモンが引き立て、広 百貨店，道の駅，サー
漬けにしたもの。化学調味料不使用。
島県の味を堪能できる。
ビスエリア，スーパー
など広島県を中心に近
【レモ缶 宮島ムール貝のオリーブオイル漬け藻塩
【レモ缶 宮島ムール貝のオリーブオイル漬け藻塩レモン風 隣県など。
レモン風味】広島県宮島産のムール貝を熟成藻塩
味】宮島ムール貝を、広島レモンと瀬戸内産藻塩でできた
レモン（広島レモンを使用）で味付けをし，オリーブ
熟成藻塩レモンで味付けをしてオリーブオイル漬けにしまし
オイル漬けにしたもの。化学調味料不使用。
た。ギュッと詰まった素材の旨味を楽しめる。

【レモンたい焼き】・・・鯛の形をモチーフにした地産
地の原料を用いたレモン餡の「たい焼き」。

2015年
７月 ・しまなみ「レモンシフォ
ンケーキ」

しまなみ街道沿い土産
世界有数の内海を共有し、変化に富んだ潮流で育まれた
愛媛県 亀井製菓株 ・しまなみ「レモンシフォンケー
店、愛媛県内スー
【しまなみ「レモンシフォンケーキ」】・・・優しい甘さ 温暖な気候の恵みである「柑橘類」と、古くは塩田で有名な
松山市 式会社
キ」 600円（税別）
パー、香川瀬戸内地
のカスタードクリームを包んだレモンが香るふんわ 瀬戸内ということで、瀬戸内産「塩」を使用した商品。
≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）
域。
りシフォンケーキ。
≫

392

2015年 ・寺岡家の藻塩レモンぽ
７月 んず 300ml

広島県 寺岡有機醸
福山市 造株式会社

396

2015年
・半田手延素麺
７月

徳島県 株式会社八 ・半田手延素麺
徳島市 百秀
200円～5，000円（税別）

397

・瀬戸内海産焼きばら海
2015年
苔 「漁師のまかない海
７月
苔」

広島県 株式会社前
広島市 田屋

・瀬戸内海産焼きばら海苔 「漁
海から採れた海苔をミンチにかけずにそのままの
師のまかない海苔」
瀬戸内海の変化に富んだ潮流と、中国山地・四国山地・瀬
形で焼き上げたため、従来の板海苔に比べて栄
オープン価格 450円（税別）
戸内の島々の川より流れる栄養を吸収しながら育まれた、 全国。
養価も高く、様々な料理に手軽に加えて磯の香り
≪瀬戸内の海の幸≫
「瀬戸内海の恵みの結晶」とも言える海苔。
を味わえる「焼ばら海苔」。

399

・アヲハタ 瀬戸内からの
2015年
贈り物 瀬戸田みかん
７月
ジュース

広島県 アヲハタ株
竹原市 式会社

・アヲハタ 瀬戸内からの贈り物
瀬戸田みかんジュース
瀬戸内産の柑橘を使用したみかんジュース。
1,000円（税別）
（果汁100％ストレートジュース 500ml入りビン）
≪瀬戸内の果物・柑橘（飲み物）
≫

390,
391

・寺岡家の藻塩レモンぽんず
300ml 400円（税別）
瀬戸内育ちの広島県産レモン果汁と，呉市上蒲刈 瀬戸内で育った広島県産レモン果汁をたっぷりと使用し、
化粧箱入り 450円（税別）
島の「海人の藻塩」を使ったこだわりのぽん酢。
瀬戸内の藻塩で味を調えたポン酢。
≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）
≫

全国量・質販店、広島
県内のSA・駅売店・空
港など土産物店。

素麺に最適な小麦をブレンドし、鳴門の塩と四国 地元徳島鳴門の海水から作った塩と四国山脈からの地下 中四国の量販店、サー
山脈の地下水を用いて製造した、少し太めでコシ 水を用い、日々の気候条件等長年の経験を活かし、配合や ビスエリア、土産物店
の強い滑らかな口当たりの素麺。
時間を変更し製造している。
など。
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「アヲハタ ジャムデッ
キ」内ショップ，広島空
瀬戸内の温暖で日当たりが良好な場所で栽培され，糖度
港等のお土産の販売
が高く，味の濃い品種を使用しています。
店等，通信販売（ネット
ショップ）
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登録
年月

商

品

名

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

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・季節

402

2015年
・いちじくジャム
９月

・いちじくジャム 398円（税別）
広島県 株式会社丸
≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物） 蓬莱柿（いちじく）をふんだんに使用したジャム。
尾道市 松
≫

広島県尾道市，福山市の地域の特産である蓬莱柿は，味，
全国の各生協，自社通
香り，風味等，品質的には他の品種に負けないいちじくで
販サイトなど。
す。

403

2015年
・麺どろぼう ストレート
９月

広島県 株式会社ア
福山市 サムラサキ

・麺どろぼう ストレート
400ml/330円（税別）
600ml/450円（税別）
≪瀬戸内の海の幸≫

404

2015年
・八朔ぷりん
９月

広島県
万汐農園
尾道市

広島県産八朔を使用。たっぷり入った果皮と果肉 地元しまなみ海道の八朔をまるごと(果皮、果肉、果汁)使
・八朔ぷりん 295円（税別）
広島県内の百貨店、お
のぷちぷち感が嬉しい、なめらかでほろ苦甘いフ 用。
≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）
土産物店、ネットショッ
ルーツぷりん。
八朔のさわやかなにがみを感じられる果実ぷりんを実現。
≫
プなど
180日(常温)の賞味期限で贈り物にも好評。

405

2015年
・選味素材「玉ねぎ天」
９月

岡山県 株式会社
岡山市 長谷井商店

・選味素材「玉ねぎ天」
2枚入り 480円（税別）
淡路島産玉ねぎを使用した瀬戸内の厳選さつま
1枚入り 220円（税別）
揚げ。
≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）
≫

410

2015年
・ゆずれもん
９月

広島県 日東食品工
・ゆずれもん 300円（税別）
広島市 業株式会社

瀬戸内海産いりこを使用したストレートタイプの麺 瀬戸内海産のいりこと，かつお・昆布・しいたけの出汁で，
つゆ。
風味豊かに仕上げたストレートタイプの麺つゆです。

全国の量販店。

岡山天満屋店「備前・
丁寧に自然乾燥することで完熟され甘みが増した，淡路産
岡山はせい」，全国百
玉ねぎのみを使用しています。最高ランクの練り物用「高級
貨店・スーパー，ネット
すり身」を使用した贅沢なさつま揚げです。
ショップ。

全国スーパー，ドラッグ
【ゆずれもん】瀬戸内産レモンと高知県産ゆず皮を 素材を丸ごと磨り潰し釜で煮詰める独自製法にこだわるこ
ストア，ホームセンター
使用した粉末清涼飲料。
とで，素材の風味を最大限に引き出した商品です。
など。
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414,
416,
417,
418

登録
年月

商

品

名

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

・ワルのりスナック（瀬戸
内レモン味）

・ワルのりスナック（瀬戸内レモン
味） 350円（税別）

・瀬戸内広島かきカレー

・瀬戸内広島かきカレー
・瀬戸内レモンのキーマカレー
広島県 丸徳海苔株
・瀬戸内ベジタブルカレー
広島市 式会社
各600円（税別）
≪瀬戸内の海の幸≫
≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）
≫

2015年
・瀬戸内レモンのキーマ
９月
カレー
・瀬戸内ベジタブルカ
レー

広島県 アヲハタ株
竹原市 式会社

商

品

の

特

長

【瀬戸内広島かきカレー】牡蠣エキス入りのソース
に，広島産牡蠣をまるごと入れた牡蠣たっぷりの
カレー。
極力化学調味料を使用せず天然の素材のみを使用し，安
心して召し上がっていただける食品づくりにこだわり，地元 オンラインショップ（全
【瀬戸内レモンのキーマカレー】瀬戸内産レモンを 食材を使用し商品を通じて地域の魅力を発信していける商 国），お土産屋など。
使用し，野菜と牛ひき肉をじっくり煮込んで作った 品づくりを心掛けています。
キーマカレー。
【瀬戸内ベジタブルカレー】瀬戸内産レモンを使用
し，植物性原料100％で作ったベジタブルカレー。

2015年 ・アヲハタ 華めくネーブ
９月 ル

425,
426

2015年
１１月

・アヲハタ 華めくネーブル 3,000
瀬戸内産ネーブルオレンジ輪切りのビン詰。
円

427

2015年 ・ほんぢ園の国産たんぽ
１１月 ぽ珈琲

岡山県 株式会社ほ
岡山市 んぢ園

428

2015年 ・瀬戸内レモンとんかつ
１１月 ソース

・瀬戸内レモンとんかつソース
兵庫県 オリバーソー 想定売価500円（税別）
瀬戸内産レモン果汁を使用したとんかつソース。
神戸市 ス株式会社 ≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）
≫

・芽かぶドレッシング
・芽かぶスープ

徳島県 有限会社う
鳴門市 づ乃家

販売エリア・季節

【ワルのりスナック】瀬戸内産レモンと，瀬戸内産
海人の藻塩を使用した海苔スナック菓子。

419

・芽かぶドレッシング

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

【芽かぶドレッシング】鳴門海峡で採れた芽かぶド
レッシング。

・芽かぶスープ
各510円（税別）
≪瀬戸内の海の幸≫

【芽かぶスープ】鳴門海峡で採れた芽かぶスープ。

・ほんぢ園の国産たんぽぽ珈琲
1,500円（税別）
《瀬戸内の植物（飲み物）》

岡山県産のたんぽぽの根を使用した健康茶。
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「アヲハタ ジャムデッ
瀬戸内産ネーブルオレンジを使用し，素材本来の風味を味
キ」内ショップ，通販
わう仕立てと見た目の華やかさにもこだわりました。
ルート，ギフト販売等。

鳴門海峡の潮流によって育まれた芽かぶを使用した風味
豊かな商品になっています。

徳島県内（あるでよ徳
島，阿波の里）など。

「消費者に安全な商品を届けたい」という想いで，栽培する 岡山市店舗，インター
のに適した岡山県産のたんぽぽを使用しています。
ネット。

以前から使用している淡路産のたまねぎに加え、今回は瀬
全国。
戸内産レモンを使用した爽やかなソースに仕上げました。
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430

434

登録
年月

商

品

名

写

真

2015年 極聖 純米吟醸 瀬戸
１１月 の魚島

2015年
１１月

商品の概要 (参考価格等）

商

品

の

特

長

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

広島県を代表とするご当地ラーメン『尾道ラーメ
ン』のカップ麺。

販売エリア・季節

全国。

麺ニッポンシリーズは、ご当地の麺をカップ麺で再現すべ
く、その地域の団体様や企業様にアドバイスを頂きながら
商品を発売する地域密着型のご当地カップ麺ブランドで
す。現在、麺ニッポンブランドで10種類の商品を発売してお
ります。2016年2月27日に瀬戸内ブランドの認定を頂いて発
全国。
売しました『尾道ラーメン』は現在大変好評を頂いており、
当初の年間120万食の販売予定を大きく上回る見込みで
す。本商品の商品価値をさらに高めるために、2017年4月
にご当地の特徴を強化ということで『背脂増量！』を謳った
リニューアルを致します。

・廣島の醤油屋がつくったドレッ
【廣島の醤油屋がつくったドレッシングシリーズ 「すだちオ
【廣島の醤油屋がつくったドレッシングシリーズ
シングシリーズ 「すだちオリーブ
リーブドレッシング」】日本の伝統的な調味料である「醤油」
「すだちオリーブドレッシング」】徳島県産のすだち
ドレッシング」 200ml
と瀬戸内の豊かな海の恵みを組み合わせて作りました。
とオリーブを使用したドレッシング。
全国の量販店や百貨
広島県 川中醤油株
店、オンラインショッ
・焼肉のたれ(瀬戸内産れもん＆
【焼肉のたれ(瀬戸内産れもん＆オリーブオイル。)】「瀬戸
広島市 式会社
【焼肉のたれ(瀬戸内産れもん＆オリーブオイ
プ、直営店（醤の館）な
オリーブオイル。) 180ml
内レモン」とエキストラバージンオリーブオイルがフルー
ル。)】瀬戸内産のレモンとオリーブオイルを使用し
ど
各400円（税別）
ティーな味わいをプラスし，2種類の醤油を隠し味に使い，コ
た焼肉のたれ。
≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）
クをだした無添加タイプの焼肉のたれです。
≫

・焼肉のたれ(瀬戸内産
れもん＆オリーブオイ
ル。)

岡山県 宮下酒造株
岡山市 式会社

・極聖 純米吟醸 瀬戸の魚島
1,600円（税別）
≪瀬戸内の穀物（飲み物）≫

・岬通りまんじゅう

西日本

岡山産の雄町米を100%使用したお酒。

岡山の特産である雄町米を100%使用し，瀬戸内の特産で
ある「さわら」料理に合うお酒として開発しました。

全国。

【やまぐちうべっちゃケーキ】山口県宇部市産のお
茶を使用した緑茶ケーキ。※「うべ元気ブランド」認
証製品。

・やまぐちうべっちゃケーキ
139円（税別）

・やまぐちうべっちゃケー
キ

2016年 ・瀬戸内レモンヨーグル
１月 ト 80g×4

事業者名

東京都 日清食品株 ・麺ニッポン 尾道ラーメン 220
新宿区 式会社
円

・廣島の醤油屋がつくっ
たドレッシングシリーズ
「すだちオリーブドレッシ
ング」

448

所在地

・瀬戸内檸檬チューハイ瓶
広島県
瀬戸内の光をたっぷり浴びた広島県産レモン果汁を使用
三幸食品工 250ml 165円（税別）
広島県産レモン果汁を加えたさわやかな酎ハイ。 し，甘酸っぱい口当たりの良い，飲みやすい瓶入り酎ハイ
東広島
業株式会社 ≪瀬戸内の果物・柑橘（飲み物）
市
です。
≫

2015年 ・麺ニッポン 尾道ラーメ
１１月 ン

2015年
１１月

452

品

2015年 ・瀬戸内檸檬チューハイ
１１月 瓶250ml

437,
438

450,
451

商

有限会社小
山口県
川蜜カス本 ・岬通りまんじゅう
山口市
舗
121円（税別）
≪瀬戸内の果物・柑橘（食べ物）
≫

瀬戸内に面する宇部市の北部に広がる雄大な茶園で作ら 山口県内のスーパー
【岬通りまんじゅう】ダックワーズをアレンジして，山
れたお茶を使用し，爽やかで深い味わいお菓子です。
など。
口県宇部市産緑茶味に自家製のバター風味粒あ
んをサンドしたまんじゅう。
※「うべ元気ブランド」認証製品。

広島県
チチヤス株
廿日市
式会社
市

全国。
瀬戸内レモンの”さわやかな風味とほのかな酸味” ふわとろ食感でやさしい甘みのヨーグルトにさわやかな瀬
2020年9月27日頃～休
のヨーグルト。
戸内レモンの風味が薫ります。
売

東日本

・瀬戸内レモンヨーグルト
80g×4 230円（税別）
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登録
年月

商

品

名

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

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・季節

鳴門公園内売店，瀬戸
瀬戸内の潮流によって育まれた芽かぶを使用した風味豊
内沿岸のサービスエリ
かな商品になっています。
ア，ホテル，道の駅

453

2016年
・鳴門産芽かぶ海苔
１月

岡山県 株式会社小
・鳴門産芽かぶ海苔 600円
倉敷市 町産業

457

2016年 ・瀬戸内海７県海苔くら
１月 べ

瀬戸内海７県（兵庫県・岡山県・広島県・山口県・
広島県 竹野海苔株 ・瀬戸内海７県海苔くらべ 4,000
徳島県・香川県・愛媛県）で採れた海苔の卓上
広島市 式会社
円
パック８本入りのセット。

458

2016年 ・瀬戸内のレモン香るれ
１月 んこんチップス

カモ井食品
岡山県
・瀬戸内のレモン香るれんこん
工業株式会
倉敷市
チップス 300円 32g 200円
社

全国の量販店やおみ
瀬戸内産レモンを使用したシーズニングで味付し 一枚ずつ丁寧にフライしたれんこんに瀬戸内産のレモンを
やげ屋，駅の売店な
た輪切りのれんこんチップス。
使い，酸味をきかせ，食べやすくさっぱりと仕上げました。
ど。

460

2016年 ・徳島産れんこんパウ
１月 ダー

広島県 株式会社マ ・徳島産れんこんパウダー 926
広島市 ルハ物産
円

皮ごと乾燥させパウダー状にした徳島産の蓮根。

461

・山口宇部牛100％のま
2016年
るごと宇部元気バー
１月
ガー

山口県 あさひ製菓
柳井市 株式会社

462

2016年 ・やわらかフライ（瀬戸内
１月 レモン）

広島県 株式会社小 瀬戸内産レモンで味付けしたい
尾道市 倉秋一商店 かフライ。 300円

鳴門産わかめの芽かぶを使用した海苔。

・山口宇部牛100％のまるごと宇
山口県の宇部牛を100％使用したバーガー。
部元気バーガー 547円

瀬戸内産レモンで味付けしたいかフライ。
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兵庫県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県 首都圏，近畿圏，中四
の7県の産地の海苔の味・食感の食べくらべをしていただけ 国，九州での販売予
ます。
定。

Amazonでの通信販
全国的にも有名な徳島産の蓮根を使用し，パウダーにする
売，道の駅，アンテナ
ことで栄養素を手軽に摂取できるようにしました。
ショップ等。

焼きたてべーカリー
ハンバーグは，山口県の宇部牛を100％，目玉焼きも宇部
シュクルヴァン宇部
産の新鮮卵を使用し，地元の食材にこだわっています。
店。

やわらかフライ（瀬戸内レモン）は，おつまみとしての本来 食品問屋，珍味専門
の男性客層だけに限らず，おやつとしての女性客層のニー 店，卸売市場，お土産
ズにも対応できる商品になっています。
センターなど。
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登録
年月

商

品

名

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

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・季節

田島産の色艶がよくパリッとした歯ごたえが特徴の海苔を
広島県福山市内海町田島産海苔を使用した焼き
全国のスーパー，広島
遠赤外線でむらなく焼き上げて，豊かな風味と香ばしい焼
海苔。
県産品フェアなど。
海苔に仕上げました。

467

2016年
・広島産焼海苔５枚
１月

広島県 株式会社や ・広島産焼海苔５枚 230円(税
広島市 ま磯
別）

468

・フルティシエちょっと贅
2016年
沢瀬戸内レモン アロエ
１月
入りレモン果汁仕立て

・フルティシエちょっと贅沢瀬戸内
東京都 株式会社マ
レモン アロエ入りレモン果汁仕 愛媛県産のレモン果汁を使用したレモンゼリー。
江東区 ルハニチロ
立て 190円（税別）

469

2016年
・レモニオンソース
１月

国産玉ねぎと広島県産レモンの果肉が入っており、程よい
百貨店、道の駅、スー
広島県 ヤマトフーズ
瀬戸内産レモンピールを使用。肉料理や魚料理に 食感をお楽しみいただけます。
レモニオンソース 570円（税別）
パー、広島アンテナ
広島市 株式会社
合う、さっぱりとした万能ソースです。
化学調味料を一切使用しておらず、食材そのものの味わい
ショップなど
をご堪能いただけます。

475

2016年 ・瀬戸のめぐみ・お魚詰
１月 め合わせセット

香川県 株式会社
三豊市 キョーワ

481,
482

484,
485

2016年
３月

2016年
３月

・瀬戸内カルパッチョド
レッシング
・瀬戸内玉ねぎドレッシン
グ

・瀬戸内レモンかぶら
120g
・瀬戸内レモンだいこん
150g

・瀬戸のめぐみ・お魚詰め合わせ
セット
瀬戸内海で漁獲された魚を地域の調味料で調理
4種9食 5,555円
した冷凍食品。
3種6食 4,166円（各税別・送料
込）

【瀬戸内カルパッチョドレッシング】淡路島産の玉
ねぎ、呉蒲刈の「海人の藻塩」、江田島産醤油、広
・瀬戸内カルパッチョドレッシング 島の米酢、瀬戸内産煮干し、国産にんにく・しょう
720円（税別）
がを使用したドレッシングです。お刺身、ロースト
広島県 有限会社カ
ビーフ、野菜サラダに良く合います｡
広島市 スターニャ
・瀬戸内玉ねぎドレッシング
【瀬戸内玉ねぎドレッシング】淡路島産の玉ねぎを
690円（税別）
たっぷりと使い、呉蒲刈の「海人の藻塩」、広島の
米酢で仕上げました。野菜サラダやパスタに良く
合います。

香川県 マルカ食品
坂出市 株式会社

・瀬戸内レモンかぶら120g
298円（税別）
・瀬戸内レモンだいこん150g
218円（税別）

【瀬戸内レモンかぶら120g】瀬戸内産レモン果汁
と、まろやかな甘みが特徴の国産蜂蜜で甘酸っぱ
く仕上げた切り千枚漬です。
【瀬戸内レモンだいこん150g】瀬戸内産レモン果汁
とまろやかな甘みが特徴の国産蜂蜜で仕上げた
大根漬です。
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愛媛県で育ったレモンの果汁を使用し，愛媛県の工場で生
産しています。爽やかな酸味と甘み，ダイスカットのアロエ 全国量販店。
の食感が楽しめるゼリーです。

瀬戸内ならではの魚，瀬戸内の季節にかかせない魚，瀬戸
内の食習慣・風習の中での食の姿を，広く世界に紹介して 全国。
います。

瀬戸内産の原料を使用して、ほぼ手作業にて撹拌、充填、
封栓を行っております。使用する淡路島産の玉ねぎは、弊 瀬戸内関連の売り場
社工房で手作業にて皮むきカットしミキサーにかけます。玉 やスーパー
ねぎの風味を最大限活かして商品に閉じ込めています。

瀬戸内産レモンは、酸味だけでなく甘みも多く、非常に美
味。そんな甘酸っぱさが特徴の美味しい商品です。

Ｎｏ
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登録
年月

商

品

名

・Shimanami KOHKI2016年
Lemon／しまなみ黄杞
３月
檸檬

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

・Shimanami KOHKI-Lemon／し
広島県 丸善製薬株
まなみ黄杞檸檬
尾道市 式会社
130円（税別）

491,
492,
494,
496,
498

2016年 ・レモンちりめん
３月
・伊予柑みそ
・瀬戸内海産真鯛使用
鯛めしの素

の

特

長

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

販売エリア・季節

黄杞茶と檸檬を組み合わせてみたところ、黄杞の持つほの
かな甘みと檸檬の爽やかさがマッチしてスッキリ飲みやす
ほのかな甘味が特徴のクルミ科植物である黄杞を
い味わいになりました。さらに、広島県の地域産業資源にも
ベースに、瀬戸内檸檬や杜仲茶を配合した檸檬風
瀬戸内地域全般
選ばれている杜仲茶を配合するなど改良を重ね、年齢性別
味のカラダに優しい茶系飲料。
問わず飲みやすいスッキリとした味わいの｢Shimanami
KOHKI-Lemon／しまなみ黄杞檸檬｣が誕生しました。

豊浜ＳＡ（下り）、与島Ｓ
Ａ、竜野西ＳＡ（上り）、
吉備ＳＡ（上り）、鴻池Ｓ
・レモンちりめん 600円
Ａ（上り・下り）、来島Ｓ
備前黒牛肉・下津井産真だこ・瀬戸内産の柑橘類・瀬戸内
岡山県 株式会社サ
【レモンちりめん】瀬戸内レモンとちりめんおじゃこ
Ａ、瀬戸田ＰＡ（上り）、
海産真鯛を使用し、いろいろな新しい食べ方の提案をして
岡山市 ンキ商会
・伊予柑みそ
の佃煮の和えもの。
大浜ＰＡ（上り）、福山Ｓ
おります。
Ａ（上り・下り）、福山西
・瀬戸内海産真鯛使用 鯛めしの 【伊予柑みそ】伊予柑の皮と金山寺味噌の和えも
ＳＡ（上り・下り）、石鎚
素 1200円
の。
山ＳＡ（下り）、岡山イオ
ンモール（銘店）など
（全て税別価格）
【瀬戸内海産真鯛使用 鯛めしの素】瀬戸内海産
真鯛を使用し、自慢の醤油だしが鯛の旨みを引き
立てる「鯛めしの素」。
・備前黒牛肉ちりめん 600円

・備前黒牛肉ちりめん

品

【備前黒牛肉味噌】「備前黒牛」と味噌を和えた「食
べるおかず味噌」。

・備前黒牛肉味噌 600円
・備前黒牛肉味噌

商

【備前黒牛肉ちりめん】甘辛く煮た備前黒牛、ちり
めんおじゃこの佃煮の和えもの。

【無添加ヨーグルト】岡山県建部産牛乳を１００％
使用し、凝固剤や酸化防止剤、香料等の添加物を
一切加えずに作る無添加ヨーグルト。
501,
502,
503,
504,
505

・無添加ヨーグルト

・無添加ヨーグルト 130円（税込）

・豆乳ヨーグルト

・豆乳ヨーグルト 160円（税込）

2016年
・のむヨーグルト
３月

岡山県 有限会社建
・のむヨーグルト 200円（税込）
岡山市 部ヨーグルト

・のむマスカット

・のむマスカット 200円（税込）

・のむ清水白桃

・のむ清水白桃 200円（税込）

【豆乳ヨーグルト】血清コレステロール低下作用を
持つ（大豆タンパク）のヨーグルト。
【のむヨーグルト】建部産牛乳を使用し、安定剤、
酸化防止剤等を不使用の飲むヨーグルト。
【のむマスカット】部産牛乳と岡山県産清水白桃果
汁を使った飲むヨーグルト。
【のむ清水白桃】建部産牛乳と岡山県産清水白桃
果汁を使った飲むヨーグルト。
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建部町内の施設およ
び小売店、吉備SA上
使用する生乳は、町内の牧場でしぼった新鮮な良質乳だけ
り、下り、県内道の駅
を使用しています。
等特産品販売施設、
JAはなやか店
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写
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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・季節

515

2016年
・小豆島産生のり佃煮
３月

香川県 島乃香株式 ・小豆島産生のり佃煮（180ｇ）
小豆郡 会社
400円（税別）

小豆島特産のオリーブの果汁も加え、小豆島で採 瀬戸内の海苔は有明に次ぐ生産量を誇っており、この商品
れた海苔を小豆島特産の醤油で炊き上げた「のり は、小豆島で生産した海苔を直接漁師から仕入れ、特産品 全国量販店、通販
佃煮」。
である醤油で炊き上げました。

521

2016年
・宮島かきの醤油海苔
３月

・宮島かきの醤油海苔
広島県 株式会社や
カップ：350円（税別）
広島市 ま磯
おにぎり：270円（税別）

パッケージには広島の瀬戸内に浮かぶ宮島の象徴である
【宮島かきの醤油海苔】広島県産「牡蠣」の煮汁を 世界遺産「厳島神社」の鳥居をデザインに用いました。
使ったかき醤油や、鰹節・えび・昆布などの天然素 海苔の調味だれのメインには全国生産量1位の広島産牡
材をブレンドしたたれで調味した味付海苔。
蠣の煮汁を使ったかきしょうゆを使用しました。宮島周辺海
域で養殖された新鮮な牡蠣だけを使用。

・下津井産棒しゃぶしゃ
ぶわかめ（25ｇ棒状）

523,
524,
525

・下津井産しゃぶしゃぶ
わかめ（25ｇｶｯﾄ状）
2016年
３月 ・下津井産めかぶ(25g）
・下津井茎わかめ
・下津井産海苔わかめ
セット

526

535

2016年 ・カキフライ 瀬戸内レモ
３月 ン味

・はちみつ入りれもんタ
2016年 ルト
７月 （３個入）

広島県内のスーパーを
中心に全国のスー
パー、広島県産品フェ
ア

【下津井しゃぶしゃぶわかめ】流れの速い磯で育っ
ているので戻しがいりません。非常に薄く柔らかい
・下津井産棒しゃぶしゃぶわかめ
わかめなので、さっと火を通すだけで磯の香り、
（２５ｇ棒状）450円
味、風味よみがえります。
・下津井産しゃぶしゃぶわかめ（２
【下津井めかぶ】春先に出回る養殖わかめ柔らか 昔ながらの素干し製法を守り続けています。下津井わかめ
０ｇｶｯﾄ状）400円
いめかぶを使用. 塩水で洗い、天日干しにしていま は、流れの速い磯で育っているので戻しがいりません。当
岡山県 株式会社吉
す。
社のわかめ・めかぶ・茎わかめとも、茹でずに生干ししてい 全国
倉敷市 又商店
・下津井産めかぶ (25g）555円
るので、自然の塩分・ミネラルが凝縮され、自然の味を頑固
【下津井茎わかめ】わかめの茎部分を生のまま抜 に守っています。
・下津井茎わかめ(60g） 360円
き取り、天日干しにしています。
・下津井産海苔わかめセット
1,800円

・カキフライ瀬戸内レモン味
広島県 クニヒロ株式
24個入：2,315円（税別）
尾道市 会社
12個入：1,389円（税別）

【下津井海苔わかめセット】煮干し製法のカット状
ケース入りで、下津井わかめ(50g）と下津井沖六
口島産の味付け海苔(60枚）のセットです。

クニヒロの夏ギフトやＥ
広島県産レモンの皮を使用したレモンパウダーを
Ｃサイト、お土産売り場
広島の名産物であり、ともに日本生産量一の牡蠣とレモン
打ち粉に混ぜ、さわやかな風味を楽しめるカキフラ
（アンテナショップ、高
を組み合わせたカキフライです。
イ。
速ＳＡ、空港、駅、地元
ホテルなど）

・はちみつ入りれもんタルト（３個 さわやかな香り漂う瀬戸内産「レモン」のペースト
愛媛県 亀井製菓株
暖な気候の恵みである「れもん」を使用し、パッケージにも
入）
を餡に入れ、タルト生地には「はちみつ」を入れた
松山市 式会社
レモンをちりばめ、れもんの素材感をアピールしました
390円（税別)
やさしい甘さのタルトです。
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538

2016年 ・せとうち旅情ももサイ
７月 ダー

広島県
宝積飲料株 ・せとうち旅情ももサイダー
東広島
式会社
180円（税別）
市

【せとうち旅情ももサイダー】
岡山県産の甘くてみずみずしい桃の果汁だけを使 瀬戸内柑橘や岡山産の桃を使用し、東広島の上質の天然 地元量販店、百貨店、
用し、もぎたての桃を食べるようなみずみずしさを 水を使用した、すっきり爽やかな地サイダーです。
高速道路のＳＡ
感じるサイダー。

541

2016年 ・生クリーム大福瀬戸内
７月 レモン

・生クリーム大福瀬戸内レモン
岡山県 有限会社福
171円（税別）
備前市 井堂

半解凍でもおいしい瀬戸内レモンを使用の生ク
洋菓子を代表する生クリーム・クリームチーズによく合うよう ・備前を中心とした自
リーム大福。マシュマロのようにふかふかの食感
瀬戸内レモンを使用し、甘みお酸味とのバランスがとれるよ 社店舗。岡山駅・楽天
であり、もっちりとしたコシ、とろけるような柔らかさ
うレモンが引き立った商品に仕上げました。
市場
を生地に表現しました。

546

・サクッとのり天レモン風
2016年 味（瀬戸内地方レモンを
７月 使用）65g
※加工食
品売場用

549

2016年 ・レモネード（粉末清涼
７月 飲料） 6袋入り90g

・サクッとのり天レモン風味（瀬戸
のり天をサクッと揚げ、瀬戸内地方のレモンを使用
内地方レモンを使用）65g
大阪府 助六食品株
したパウダーを振り掛け、レモン風味に仕上げまし 瀬戸内の代表的果実であるレモンを使用。パッケージにも 関東・関西・四国・九州
※加工食品売場用
大阪市 式会社
た。
レモンを大きくデザイン。
のスーパー
298円（税別）

・レモネード（粉末清涼飲料） 6
広島県 株式会社上 袋入り90g
尾道市 野屋本舗
200円（税別）

西日本

550

・瀬戸内みかんヨーグル
2016年 ト
７月 （80ｇ×４個入）

瀬戸内産のレモンを丸ごと使用し、１袋（15ｇ）で、
中四国、首都圏、近
瀬戸内産の｢レモン｣のみを丸ごと使用。その風味を生かす
ビタミンC450ｍｇも摂取ができ、レモンの有効成分
畿、九州の量販店、
ために、社内規格として、乾燥粉末の水分基準を定め、オ
と砂糖の調和の甘すっぱさが気分をスッキリとさ
スーパーマーケット、土
リジナルな製法（十分な乾燥度）で製造しています。
せてくれます。
産物店

東日本
広島県
チチヤス株
廿日市
式会社
市

・瀬戸内みかんヨーグルト（80ｇ×
瀬戸内みかんの味わいを表現するために、２つの乳酸菌を 全国量販店、小売店、
チチヤスヨーグルトの特徴であるふわとろ食感で
４個入）
ブレンドし、みかんの季節に合わせて、秋冬の季節限定商 百貨店、生協
やさしい甘みに、さわやかな瀬戸内みかんの風味
230円（税別）
品として発売。パッケージも瀬戸内海の景観をデザインして 2020年9月28日頃
が薫るヨーグルト。
います。
発売予定
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・広島れもん鍋のもと
（180ｇ）

・広島れもん鍋のもと（180ｇ）
400円（税別）

・広島れもん鍋のもと
（550ｇ）

・広島れもん鍋のもと（550ｇ）
880円（税別）

・瀬戸内潮風れもん
らーめん
・瀬戸内潮風れもん 冷
麺

広島県 よしの味噌
呉市
株式会社

・瀬戸内潮風れもんらーめん
600円（税別）
・瀬戸内潮風れもん冷麺
600円（税別）

・幸せの黄色いめんつ
ゆ（230ｇ）

・幸せの黄色めんつゆ230ｇ
500円（税別）

・広島レモンのサラダで
酢（230ｇ）

・広島レモンのサラダで酢
500円（税別）

・備中和紙Sea(レター
2016年
セット） ※封筒と便箋入
７月
り

2016年
・瀬戸内之景 5本入り
７月

2016年
・岡山晴れどら （箱）
７月

岡山県
備中和紙
倉敷市

品

の

特

長

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

販売エリア・季節

【広島れもん鍋のもと（180ｇ）（550ｇ）】
「広島レモン」を丸ごと使い、魔法の調味料「塩麹」
をプラスしたさわやかな鍋の素５倍希釈で簡単に
調理できる優れもの。広島発！フルーティーな新
名物鍋。
【瀬戸内潮風れもん らーめん】
レモンの酸味とまろやかな潮味のあっさり＆ヘル
シーなラーメン
【瀬戸内潮風れもん 冷麺】
レモンの酸味とまろやかでやさしい潮味のあっさり レモンの香りは果汁より果皮部に占める割合が多く果皮は
＆ヘルシーなさわやかな冷麺
大事な原料です。広島レモンは輸入レモンと違い防カビ剤
ひろしま夢プラザ
を使用していないため安心して使用でき、フレッシュで爽や
【幸せの黄色めんつゆ230ｇ】
かな香りを楽しむため広島レモンを使用しております。
広島レモンと老舗みそ屋の「塩麹」が醸す、やさし
い酸味と旨味のまったく新しい黄色いめんつゆ。き
め細かくクラッシュしたレモンを加えることでカットし
たてのジューシーな香りと果汁感がさらにアップし
ました。３倍に希釈し、使用ください。
【広島レモンのサラダで酢（230ｇ）】
まろやかなお酢とジューシーな広島レモンに旨味
を引き出す塩麹をプラスしたノンオイルでヘルシー
仕立てのさわやかな万能酢です。ドレッシングや
ぽん酢代わりに。

・備中和紙Sea(レターセット） ※
岡山県産の三椏（みつまた）を原料に使用した封
封筒と便箋入り
瀬戸内海に朝日が反射して白く輝くさまをイメージして製造 既存の備中和紙製品
筒と便箋のレターセット。高梁川の伏流水を使用し
556円（税別）
しました。
取り扱い店
紙漉き（手漉き）しています。

広島県 川中醤油株 ・瀬戸内之景 5本入り
広島市 式会社
3000円（税別）

岡山ルート
岡山県
サービス株
岡山市
式会社

商

・岡山晴れどら 1箱5個入り
1,157円（税別）

瀬戸内の味覚を集めた新しい贈り物。５本ギフト
セット。
・牡蠣だし醤油…牡蠣の旨味を利かせた「だし醤
油」。
・瀬戸の白だし…瀬戸内の素材を贅沢に使用した
全国の百貨店
「白だし」。
瀬戸内の味覚を集めた新しい贈り物。中身の商品だけでな
・一番搾りすだちぽん酢…徳島県産のすだち果汁
く紙袋・包装紙・化粧箱・しおり、全てにおいて瀬戸内を感じ 川中醤油直営店「醤の
とだし醤油を
る事の出来るギフトに仕上げました。
館」
合わせた香り高い「すだちぽん酢」
・芳醇天然かけ醤油…川中醤油を代表する「だし
醤油」
・大長檸檬 はっさくドレッシング…瀬戸内の太陽
の恵み「柑橘」をふんだんに使用した「ノンオイルド
レッシング」
イオン岡山内、ハレマ
チ特区365、天満屋岡
岡山県産米粉を使い「もっちり」とした食感のどら 平成２４年から販売している商品で、自社経営のＳＡ・ＰＡを 山 岡山贔屓店、岡
焼き。中には栗と上品な甘さにした岡山県産備中 中心とした岡山市内で販売し、地域性のある「ご当地」色の 山空港ターミナル（他）
小豆がたっぷりです。
あるお土産として、幅広い層のお客様に支持を頂き続けて 吉備ＳＡ下り・真庭ＰＡ
います。
上下線・上月ＰＡ上下
線（他
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576

2016年
・いかなごくぎ煮 60g
７月

株式会社
・いかなごくぎ煮 60g
兵庫県
フードウイン 298円(税別)
姫路市
グ

577

2016年 ・タカラ「産地の恵み」＜
７月 瀬戸田レモン＞

広島県産の瀬戸田レモン果汁を使用し、レモンのピール感
・タカラ「産地の恵み」＜瀬戸田レ
と爽やかな香りと果汁感が楽しめ、ラベルデザインでは、 中四国および関西の
京都府 宝酒造株式 モン＞
瀬戸田レモン果汁を使用したプレミアムタイプの壜
ゴールドをベースカラーとすることで希少な瀬戸田レモン果 スーパー・コンビニエン
京都市 会社
230円（税別）
入りレモンチューハイ
汁を使用しているという“プレミアム感”を醸成し、荷札のモ ス・酒販店
チーフで“産直感”を演出しました。

578

・凍らせて食べるアイス
2016年
デザート瀬戸内柚子檸
７月
檬＆ヨーグルト味

シャリシャリ食感のフルーツシャーベットと、クリー
・凍らせて食べるアイスデザート
フルーツシャーベットには徳島県産「木頭ゆず」を使用した
大阪府 株式会社中
ミーなヨーグルトアイスを組み合わせた爽やかな
瀬戸内柚子檸檬＆ヨーグルト味
柚子皮砂糖漬ミンチ、広島県・愛媛県産レモンを使用したレ 生協 【季節商品】
八尾市 島大祥堂
味わいを常温で保存して、好きな時に冷凍庫で凍
107g×3個700円（税別）
モン果汁を使用。
らせて食べることが出来るアイスデザート

・清見タンゴールジュー
ス

兵庫県の妻鹿漁港で水揚げされてすぐの新鮮な
いかなごをじっくり炊き上げ、兵庫県から古くから
愛されている家庭の味を再現

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

・清見タンゴールジュース
2000円（税別）

仕入れ担当者が毎日漁港まで買いつけに行き、長年培わ
中国・四国・近畿の量
れた目で魚の鮮度・色・サイズを判断し、くぎ煮を作るのに
販店
ベストな魚のみ仕入れております。

【清見タンゴールジュース】
昭和５０年代から栽培をはじめた「清見タンゴー
ル」のジュース

瞬時に果皮と果肉を分離する製法で搾汁する事により、外
皮の油分の混じりを抑え、苦味・えぐ味等を少なくしていま いよてつ高島屋・アイ
す。
ルミネ・ココルミネ・せと
【ナダオレンジジュース(河内晩柑）】
搾りたての100％果汁の滑らかな舌触り、柑橘本来の味を うち旬彩館
愛媛のふるさと農産物35品目の一つに認定された
楽しむことができるようになりました。
ナダオレンジ（河内晩柑）のジュース。

2016年
７月 ・ナダオレンジジュース
(河内晩柑）

愛媛県
株式会社
西宇和
NADA(ナダ） ・ナダオレンジジュース(河内晩
郡
柑）
2000円（税別）

583

2016年
・レモつゆ
７月

広島県 ヤマトフーズ レモつゆ
広島市 株式会社
500円（税別）

広島レモンの皮を使用することで爽やかにレモン
の風味が香る新感覚のつゆ。
化学調味料を一切使用しておらず、レモンの香り
と食材そのものの味わいが楽しめます。

広島レモンの皮を使用することで爽やかにレモンが香る風
JR広島駅、県内お土
味の良いつゆに仕上げました。
産売り場、広島アンテ
さっぱりとしたレモンとかつおだしの効いた醤油の絶妙な味
ナショップなど
わいをお楽しみください。

585

2016年 ・瀬戸内のすりおろしレ
７月 モン ゆず入り

・瀬戸内のすりおろしレモン ゆ
広島県 株式会社樋
ず入り
尾道市 口製菓
800円（税別）

広島県の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

全国のスーパー・ドラッ
レモンの爽やかな酸味とゆずの香り高い後味を楽しんで頂
グストア・ホームセン
けます。夏はアイスで冬はホットで飲んで頂けます。
ター・生協

586

2016年 ・オリーブ牛みそ漬け
７月 （10～12枚入）

香川県
・オリーブ牛みそ漬け （10～12
有限会社ブ
観音寺
枚入）
リード
市
6000円（税別）

オリーブ牛の特徴は、コクがあり、さっぱりしていて
やわらかく、しかもヘルシーです。そして「オリーブ
牛みそ漬け」はお肉本来の美味しさを味わうことが 瀬戸内の温かな風土と、オリーブに育まれた「オリーブ牛」 ブリードＥＣサイト、楽
できるよう赤身の部分を大きく厚めにカットし、讃岐 のみそ漬けです。
天
特産の白味噌に漬け込む事で、甘く芳醇な香りに
包まれ、より一層柔らかくなっています。

581,
582
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587

2016年
・瀬戸内マダム
９月

広島県 株式会社カ ・瀬戸内マダム
尾道市 タオカ
500円（税別

瀬戸内海産の煮干（かたくちいわし）を甘辛く味付
けしたものとクルミをミックスした菓子です。現代人 広島県、愛媛県、香川県のカタクチイワシの煮干のみ使
に不足がちなカルシウムと、クルミにはオメガ3と 用。瀬戸内海は外洋と違い穏やかな海ですので身が柔ら
呼ばれる脂肪酸が多く含まれており、美容、美髪、 かく旨みがあります
健康に良いとされております。

588

2016年 ・生姜シロップ
９月

株式会社岡
岡山県
・生姜シロップ
本工業所生
総社市
880円（税別）
姜農園

【生姜シロップ】
自社収穫の温羅生姜を、手間をかけながら「アク
抜き」をし、岡山県内産で作られた柚子を使ったシ
ロップです。夏は炭酸割り、冬はお湯割り。調味料
としても使用いただけます。

590

2016年
・アイスもみじ
９月

・アイスもみじ
広島県 株式会社ス
250円（税別）
広島市 ペースエイジ

広島県内産のもち米、牛乳、瀬戸田レモンをふん 広島の県木、県花であるもみじを使用し、パッケージは内
だんに使用した爽やかさと酸味の効いたアイスも 海をイメージさせるように穏やかな青文字に合うよう、柔ら
なか。
かな和紙のような肌触りの素材にしました。

・黒豆粗挽きな粉ホワイトチョコ
レート 398円（税別）
・黒豆粗挽きな粉ホワイ
トチョコレート
・赤米玄米クランチホワ
イトチョコレート
591,
592,
593,
594,
595,
596

・黒豆ブレンド珈琲 １ケ
入・５ケ入り
2016年
９月 ・赤米ブレンド珈琲 １ケ
入・５ケ入り
・COLDBREW黒豆ブレン
ド珈琲水出し
・COLDBREW赤米ブレン
ド珈琲水出し

販売エリア・季節

広島県を中心とした
スーパー、百貨店、土
産物店（空港、駅）等

吉備の国『総社』で作られた生姜を、岡山県南部・吉備地方
にまつわる古代の鬼『温羅』にあやかり、『温羅生姜』と命 総社市内の観光案内
名し、商標登録を頂きました。『温羅生姜』を厳重な温度管 所・吉備サービスエリ
理の元、瑞々しく飴色に輝かせ旨味を増やし、ピリッと刺激 ア/上り・美観地区内等
的な生姜に熟成させています。

広島ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ売店、み
やじま食堂、尾道千光
寺公園売店、安佐SA、
宮島水族館内お土産
shop

【黒豆粗挽きな粉ホワイトチョコレート】
岡山県産「作州黒黒大豆」と蒜山ジャージーミルク
で作ったホワイトチョコレート。

・赤米玄米クランチホワイトチョコ 【赤米玄米クランチホワイトチョコレート】
レート 398円（税別）
総社産赤米「あかおにもち」と蒜山ジャージーミル
クで作ったホワイトチョコレート。
・黒豆ブレンド珈琲 １ケ入・５ケ
入り
【黒豆ブレンド珈琲 １ケ入・５ケ入り】
１ケ入180円（税別）
県産黒大豆「作州黒」とコロンビア産珈琲豆をブレ
岡山県北部、勝英地域（美作市、勝央町、奈義町など）だけ
５ケ入750円（税別）
ンドしたカフェインレスコーヒー。
で栽培される希少な「作州黒黒大豆」や、神事に使うために
岡山県 ノーイン株式
栽培されている「総社赤米」の遺伝子を継ぐ唯一の品種「あ
岡山市 会社
・赤米ブレンド珈琲 １ケ入・５ケ 【赤米ブレンド珈琲 １ケ入・５ケ入り
かおにもち」、瀬戸内の歴史的、文化的にも魅力のある原
入り
「あかおにもち」米とコロンビア産珈琲豆をブレンド
材料を使用しています。
１ケ入180円（税別）
したカフェインレスコーヒー。
５ケ入750円（税別）
【COLDBREW黒豆ブレンド珈琲水出し】
・COLDBREW黒豆ブレンド珈琲水 県産黒大豆「作州黒」とコロンビア産珈琲豆をブレ
出し 369円（税別）
ンドしたカフェインレス水出しコーヒー。
・COLDBREW赤米ブレンド珈琲水 【COLDBREW赤米ブレンド珈琲水出し】
出し 369円（税別）
「あかおにもち」米とコロンビア産珈琲豆をブレンド
したカフェインレス水出しコーヒー。
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598

2016年 ・ひしお香る瀬戸のいり
９月 こだしうどん

・ひしお香る瀬戸のいりこだしうど
小豆島醤油四百年の伝統と技を今も守り続ける丸島醤油 中四国のＳＡ・ＰＡ
国産小麦１００％の讃岐うどんと瀬戸内海産のい
香川県 株式会社久 ん
株式会社のだしと、コシがしっかり、表面はつやつや、もち 中四国の土産物店（空
りこを原料とした風味豊かな本格だしを使用した、
丸亀市 保田麺業
600円（税別）
もち食感の讃岐うどんを、瀬戸内海の島々パッケージに詰 港・駅など）
いりこだしうどんです。
め込みました。

599

2016年
・プリンセスピンクカレー
９月

株式会社明
・プリンセスピンクカレー
岡山県 日絵（いがら
690円（税別）
倉敷市 しゆみこ美
術館）

602

603,
604

2016年
・はっさくプディング
９月

・瀬戸のそら 青のり
2016年
・瀬戸のそら レモン
９月

・和三盆石けん（ふわり）
606,
607,
608

2016年 ・和三盆石けん（さらり）
９月
・和三盆石けん（ゆるり）

岡山県内の野菜、温暖な気候で育ったピオーネな
どを使用、新見市特産の哲多ワイン、蒜山高原の
山ぶどうワイン、サッポロワイナリーの赤ワインを
ブレンドし、ピンクの色合いと芳醇な香りとコクのあ
る味に仕上げました。

・はっさくプディング
1個325円（税別）
広島県 有限会社中 3個1112円（税別）
尾道市 屋本舗
6個2176円（税別）
9個3149円（税別）

倉敷のいがらしゆみこ美術館開館15周年を記念し、美術館
で大人気のお姫様体験のプリンセスが召し上がるピンクの
カレーをイメージした、五感で楽しめるピンクカレーを開発し
ました。食材やコンセプトも地域を大切にしながら作り上げ
ています。

いがらしゆみこ美術館
ショップ・通信販売サイ
ト、全国百貨店、量販
店、物産展店、道の
駅、SA、キヨスクほか

中屋本舗５店、ＪＲおみ
プディングの中に、はっさくの実２個が入って、プリ 瀬戸内島々で収穫されたはっさくを使用。プリンの甘みと
やげ街道(福山､尾道)、
ンとはっさくの実のコラボレーションをお楽しみ頂 はっさくの酸味・苦味が口の中でバランスよく美味しくなるよ ＪＲ広島駅広島自慢
けます。
う工夫しています。
店、福屋、ゆめタウン
各店

【瀬戸のそら 青のり】
瀬戸内産の青のり粉にピリッと辛味の一味をきか
せた練り製品。

・瀬戸のそら 青のり
600円（税別）
香川県 株式会社お
坂出市 がた食研
・瀬戸のそら レモン
600円（税別）

【瀬戸のそら レモン】
広島県産のレモンを使用し爽やかに仕上げた練り
製品。

・和三盆石けん （ふわり）60g
1,800円（税別）
・和三盆石けん （さらり）60g
1,800円（税別）
香川県 有限会社藍
・和三盆石けん （ゆるり）60g
木田郡 色工房
1,800円（税別）
※瀬戸内国際芸術祭仕様
40g(900円税別)

瀬戸のあら塩をかくし味にくわえ、瀬戸内感をプラスしまし
た。

中四国のＳＡ・ＰＡ
中四国のＪＲ駅
松山空港・高松空港・
徳島空港

藍色工房ネットショッ
【和三盆石けん（ふわり）（さらり）（ゆるり）】
プ、瀬戸内国際芸術祭
香川県産の高級手作り砂糖「和三盆」の保湿力に
敏感な肌にやさしい事、地域の素材の良いところを大切に 会場公式ショップ、三
着目し、独自のレシピで配合した、赤ちゃんからご
ご提案できる商品である事、使い終わった廃水が地域の水 越高
年配の方までご家族みんなでお使いいただける化
を汚さないものである事にこだわって、お届けしています。 松店４階タオル売場、
粧石鹸
栗林公園売店栗林庵
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・こんぴらニンニク入り大人の餐
カレー
575円（税別）

2016年
９月 ・こんぴらニンニク入り大
人の餐カレーうどん

香川県 株式会社琴
仲多度 平グランドホ
・こんぴらニンニク入り大人の餐
郡
テル
カレーうどん
575円（税別）

2016年
・レモンすこんぶ 50g
９月

・レモンすこんぶ 50g
広島県 株式会社山
300円（税別）
尾道市 石

・生姜の葉茶

商

品

の

特

長

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

【こんぴらニンニク入り大人の餐カレー・カレーうど
琴平グランドホテル桜
琴平の香り豊かでコクのあるニンニクを手作業で飴状にな
ん】
の抄、湯元こんぴら温
るまでオリーブオイルで炒めるとともに、フルーツの甘さを
香りが強く、コクがある香川県のこんぴらニンニク
泉華の湯紅梅亭、琴平
引き出した和風テイストの本格カレー。当ホテルの二人の
をふんだんに使った大人のホテルカレー
リバーサイドホテル及
料理長が研究し作り上げた逸品です。
び通信販売

尾道の伝統食品「酢」を使用した、尾道やわらかすこんぶ
うま味の豊富な函館産まこんぶに、香り豊かな瀬
の製造から、地域関連商品としたレモンすこんぶを新たに
戸内産のレモンを使用したレモンすこんぶ。
開発しました。

【生姜の葉茶】
岡山県倉敷市産の生姜を葉も茎も全て使ったお
茶。

・生姜の葉茶
463円（税別）

613,
614

2016年
９月 ・ごぼう焙じ茶

岡山県 丸倉青果株
倉敷市 式会社
・ごぼう焙じ茶
463円（税別）

615

2016年
・岡山地魚一夜干
９月

・岡山地魚一夜干
岡山県 株式会社小
3500円（税別）
岡山市 倉商店

616

2016年 ・安芸灘とびしま 甘夏
９月 とれもんのぽん酢

・安芸灘とびしま 甘夏とれもん
広島県 ユーメン醤 のぽん酢
広島市 油株式会社 850円（税別）

販売エリア・季節

【ごぼう焙じ茶】
岡山県倉敷産の連島ごぼうを使った健康茶

量販店・生協等

農家(生産者)と直接面談し、農産物を確認し無農薬のみを
使用し、商品の品質を守り、安全に食して頂ける商品です。

一般の小売業等で加工しやすい大きさからは規格として外
れる、大きすぎる・小さすぎる地魚で、品質に申し分ない新
岡山市中央卸売市場に水揚げされる地魚の一夜
鮮な県内水産資源を有効活用した「地魚一夜干」。もったい
干。
ない貴重な地域資源をビジネスにつなげるよう、商品化を
試みました。

安芸灘とびしまの島々で収穫されたれもんと甘夏
全国へネット販売。
現在では貴重なじっくりと熟成させた自家醸造醤油の旨み
みかんを採れたての状態で仕入れ、すぐに手で皮
蔵直営店
に、れもんの酸味と甘夏みかんの甘みが調和したおいしい
を剥きゆっくりと時間をかけて搾った香豊かな果汁
おりづるタワー
ぽん酢に仕上げました。
を使用したぽん酢。
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【焼ままかり本漬】
頭をつけたままかりを一度焼き、酢漬けに浸した
昔ながらの酢漬。
【ままかり本漬（開）】
ままかりを酢に浸した昔ながらの酢漬です。この
商品のままかりは食べやすいように背骨を除去
し、開いた形状のものです。

・焼ままかり本漬
・ままかり本漬（開）

・焼ままかり本漬
602円（税別）

・ままかり本漬（丸）

・ままかり本漬（開）
602円（税別）

・ままかりのにんにくオイ
ル漬

617,
618,
619,
620,
621,
622,
623,
624,
625,
626,
627,
628

・ままかりのローリエオイ
ル漬
・ままかりの燻製風オイ
ル漬
2016年
９月

・牡蠣つみれ鍋

・尾道ラーメン（２食箱）
・尾道ラーメン（４食箱）
・尾道ラーメン 夏味比
べ
・尾道ラーメン 味比べ
・炙りかきめし２合炊

【ままかり本漬（丸）】
ままかりを酢に浸した昔ながらの酢漬です。この
商品のままかりは中骨を残したドレスの形状のも
のです。
【ままかりのにんにくオイル漬】
ままかりを原料として使用した新しいにんにく風味
の缶詰です。

・ままかり本漬（丸）
555円（税別）
・ままかりのにんにくオイル漬
444円（税別）

【ままかりのローリエオイル漬】
ままかりを原料として使用した新しいローリエ風味
の缶詰です。

・ままかりのローリエオイル漬
444円（税別）
・ままかりの燻製風オイル漬
444円（税別）
広島県 株式会社阿
福山市 藻珍味
・牡蠣つみれ鍋
5000円（税別）
・尾道ラーメン（２食箱）
571円（税別）
・尾道ラーメン（４食箱）
1095円（税別）
・尾道ラーメン 夏味比べ
583円（税別）
・尾道ラーメン 味比べ
583円（税別）
・炙りかきめし２合炊
1000円（税別）

焼ままかり本漬け・本
漬（開）・本漬（丸）：岡
山駅
ままかりのにんにくオ
イル漬・ローリエオイル
漬・燻製風オイル漬：
岡山駅

【ままかりの燻製風オイル漬】
ままかりの酢漬けには、焼き・丸・開き、それぞれに合わせ
ままかりを原料として使用した新しいくんせい風味
て酢を調合しています。
の缶詰です。
牡蠣つみれ鍋：直売
ままかりの３種の缶詰は、オイル漬け・缶詰に加工すること
店・通信販売・百貨店
で柔らかく美味しく食べられる商品に仕上げました。洋風の
【牡蠣つみれ鍋】
おつまみとして幅広いお客様に広がっています。
広島産の牡蠣をメインの具材にした冬の鍋セット
尾道ラーメン：直売店・
尾道ラーメンは、創業以来、海産物を取り扱ってきた珍味
です。冬のギフト用に最適な商品です。瀬戸内のミ
通信販売・量販店・百
屋として、瀬戸内の小魚を使った味調整を得意とする当社
ネラル豊富な尖りの少ないまろやかな塩である
貨店・ＳＡ・ｷﾖｽｸ
が、３年の開発をかけて作り上げました。
『藻塩』をベースに作った藻塩ラーメンスープをセッ
トしています。
尾道ラーメン夏味くら
【尾道ラーメン（２食箱）（４食箱）】
べ・味くらべ：直売店・
瀬戸内沿岸の小魚（いわし）を使用したいりこの煮
量販店・ＳＡ・ｷﾖｽｸ
干に、魚介の風味の香るスープと熟成生麺のセッ
ト品です。
炙りかきめし：直売店・
通信販売等･SA
【尾道ラーメン 夏味比べ】
尾道ラーメンと夏の季節に合う冷たい冷麺 （２種
類）とのセット品です。熟成生麺とスープのそれぞ
れのセットが入っています。
【尾道ラーメン 味比べ】
尾道ラーメンを中心にあっさり味のスープと、コク
のある濃厚なスープの三種類が楽しめる３種セッ
トです。
【炙りかきめし２合炊】
広島産の牡蠣を具材にした炊き込みごはんの素
です。牡蠣は特殊な焙焼工程により全体を均一に
炙っています。この炙りにより牡蠣の生臭みを抑
え、旨みを内部に閉じこめています。
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630

・ひとくちいか天レモン風
2016年
味（瀬戸内地方レモンを
９月
使用）46ｇ

・ひとくちいか天レモン風味（瀬戸
いかと鱈を混ぜ,焼き上げ,シート状にし、食べやす
大阪府 助六食品株 内地方レモンを使用）40ｇ
愛媛県松山市の工場で、サクッと揚げたいか天を、瀬戸内 関西のスーパーマー
くひとくちサイズにし、サクッと揚げ、レモン風味に
大阪市 式会社
200円（税別）
地方のレモンを使用したパウダーで味付けした商品です。 ケット
仕上げたいか天。

631

2016年 ・ひろしま瀬戸内れもん
９月 昆布茶

・ひろしま瀬戸内れもん昆布茶
広島県 日東食品工
500円（税別）
広島市 業株式会社

632

2016年 ・瀬戸内めぐみのいりこ
９月 だしつゆ

・瀬戸内めぐみのいりこだしつゆ
広島県 株式会社ア
400円（税別）
瀬戸内海産いりこを使用した濃縮タイプつゆ
福山市 サムラサキ

レモンの味わいを最大限に引き出す特殊加工（焼成加工）
昆布茶をベースにレモンまるごとの風味をとじこめ も
土産店
たレモン昆布茶です。
地元（広島県呉市）企業と連携しています。

36／93

瀬戸内海産いりことかつお・しいたけをバランスよく配合し、
量販店等
風味豊かに仕上げた濃縮タイプつゆです。
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名

・尾道ラーメン
冬味比べ
・広島かき入り
お好み焼き
・牡蠣カレー缶
633,
634,
635,
636,
637,
638,
639,
640,
641,
642

・牡蠣つみれ鍋
百貨店用
・尾道 塩檸檬ラーメン
（２食箱）
2016年
１２月 ・尾道 檸檬ラーメン
（２食箱）
・尾道ラーメン
（１食箱）
・尾道ラーメン
（２食袋）
・尾道ラーメン
（５食袋）
・Carp 尾道ラーメン
（１食袋）

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

商

品

の

特

長

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

【尾道ラーメン冬味比べ】尾道ラーメンと、冬季限
・尾道ラーメン 冬味比べ 584円 定品の広島産の牡蠣から取った牡蠣だしを使用し
尾道ラーメンは、宝暦年間から海産物を取り扱ってきた珍
(税別）
た尾道ラーメン、チャーシューたれを加え、更にコ
味屋が三年の歳月をかけて作り上げた自信作。尾道ラーメ
クが増した尾道ラーメンゴールドの3種類セットの
ンという平打細麺は、製麺所の麺に飽き足らず、自社で製
・広島かき入り お好み焼き 834 冬限定商品。
麺施設を準備し、開発したスープに本当に合う麺を作り続
円(税別）
けております。尾道でも『朱さんの中華そば』とか『つたふじ
の中華そば』とか『尾道ラーメン』という呼び名は当時なかっ
・牡蠣つみれ鍋 百貨店用
【広島かき入り お好み焼き】広島産の牡蠣をトッ
たが、この商品が出てから全国へ広島・尾道ご当地ラーメ
5,000円(税別）
ピングしたお好み焼。焼き上げたものを冷凍してい
ンとして認知されました。小魚だし、味調整は珍味屋の得意
るので、電子レンジで過熱するだけで、焼き立てと
技。調合の方法や旨みのバランスなどまだまだ美味しくな
・牡蠣カレー缶 500円(税別）
同様の味が楽しめる家庭用の商品です。
るように試作を取り組んでおります。冬季限定には牡蠣だし
醤油を加え広島らしさを出し、檸檬ラーメンには尾道産のレ
・尾道 塩檸檬ラーメン（２食箱） 【牡蠣カレー缶】広島産の牡蠣を具材にしたカレー
モンから絞った果汁を使用しています。
600円(税別）
ルーの缶詰です。中辛でお子様からお年寄りまで
広島県 株式会社阿
幅広い年代に合う味付けにしました。
お好み焼きのトッピングの牡蠣は、広島県産に限定し
福山市 藻珍味
・尾道 檸檬ラーメン（２食箱）600
特殊な焙焼工程により均一に炙ったものを使用していま
円(税別）
【牡蠣つみれ鍋 百貨店用】広島産の牡蠣をメイン
す。生臭さがなく、牡蠣本来の旨みを味わえます。お好み
の具材にした冬の鍋セットです。百貨店用の専用
焼き自体にもこだわりがあり、地場のソースメーカーが所有
・尾道ラーメン（１食箱）300円(税 商品として、鍋の具材に適した練製品（海老しそ巻
しているお好み焼き手焼き工房で職人が一枚一枚手焼きし
別）
とカニ爪巻き）を加えた冬のギフト商品です。
ています。人の手が入ることで絶妙の焼き加減で商品が出
来上がります。
・尾道ラーメン（２食袋）500円(税 【尾道 塩檸檬ラーメン】尾道ラーメンをベースに尾
別）
道産のレモンの果汁を使用したラーメン。

販売エリア・季節

直売店やＳＡ、キヨスク
等
※百貨店専用商品は
百貨店にて

牡蠣カレー缶は、牡蠣の生臭さがなく、牡蠣の旨みが
・尾道ラーメン（５食袋）1049円(税 【尾道 檸檬ラーメン】尾道ラーメンをベースに尾道
カレールゥに混ざり込み風味豊かに仕上げっています。
別）
産のレモンの果汁を使用した醤油ベースのラーメ
ン。
牡蠣つみれ鍋のスープは蒲刈島の藻塩スープを使用し、
・Carp 尾道ラーメン（１食袋）334
牡蠣の風味を活かせる薄塩味に仕立てました。
円(税別）
【尾道ラーメン】瀬戸内産の小魚を使用した濃縮タ
イプのスープと熟成生麺のセット品です。

643

のんある気分
2016年
＜愛媛いよかん
１２月
サワーテイスト＞

日本国内全エリア
のんある気分
甘酸っぱい”いよかん”の果実感と、サワーらしい 独自の「リアルテイスト製法」により、「お酒らしい香りと深み
東京都 サントリース
スーパー・量販店等
＜愛媛いよかんサワーテイスト＞ 爽やかな味わいを楽しめる、愛媛県のいよかんを のある味わい」を実現し、愛媛県産いよかんの豊かな香り
港区 ピリッツ㈱
141円(税別）
使用したノンアルコールチューハイです。
と味わいを最大限に引き出しています。
2019年1月22日発売

644

2016年 ひめっこふぃっしゅ
１２月
みかん味

愛媛県 阿川食品株 ひめっこふぃっしゅ みかん味
伊予市 式会社
350円税別）

瀬戸内産小魚（片口いわし）に愛媛県産みかん すっきり爽やかなみかんの酸味と磯の香りがマッチした商 愛媛県を中心とした
パウダーを特殊な方法でコーティングし、風味豊か 品に愛媛県のイメージアップキャラクター「みきゃん」を使用 ＳＡ・ＰＡ 道の駅 産
なみかん味のいりこに仕上げました。
し、愛媛県を存分に連想させる商品になっています。
直市場 観光ホテル等

37／93
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【香のり】つみ取った海苔の原藻を乾燥させてから
焼き上げた、焼き上げ干し海苔。
645,
646,
647,
648

2016年
１２月

・漁師シリーズ 香のり

・漁師シリーズ 香のり

・漁師シリーズ 素のり
・漁師シリーズ ひじき

徳島県漁業 ・漁師シリーズ 素のり
徳島県
協同組合連
徳島市
合会
・漁師シリーズ ひじき

・漁師シリーズ ふのり

・漁師シリーズ ふのり

【素のり】摘み取った海苔の原藻をそのまま干し
た、ばら干し海苔。

吉野川の清流に育まれた色艶があり、香り豊かで、無添
加・無着色・無香料の安心して召し上がって頂ける徳島の
【ひじき】漁師の方が手作業で収穫し、伝統的な鉄 海苔と、昔ながらの製法にこだわり熟成された阿波ひじき
鍋にて炊き上げ製造された、ひじき。
です。

平成２８年１２月
販売予定

【ふのり】波に洗われる岩場に付着して繁殖する長
さ１０ｃｍ程の海藻を手作業で採取し乾燥させた、
乾燥ふのり。

649

大崎上島産
2016年
ブルーベリー使用
１２月
ラビットアイ

クラークシー
広島県 ゲルプランニ 大崎上島産ブルーベリー使用
広島市 ング株式会 ラビットアイ 240円 （税別）
社

大崎上島のブルーベリージャムをトッピングし、
しっとり焼き上げたお菓子。

瀬戸内の大崎上島の農家さんが無農薬栽培したブルーベ
広島県内のクラーク
リーとグラニュー糖だけで製造された無添加ジャムを使用し
シーゲル６店舗
た焼き菓子です。

650

2016年
LEMONICA
１２月

広島県 リベルテ本
LEMONICA 314円 （税別）
呉市 帆株式会社

レモンの香りとピールのほんのりした苦味とイカの
甘みがマッチングした、レモン風味のイカフライ。
爽やか×ビターな大人のオシャレなおつまみに仕
上げました。

レモンを皮まで使用し、レモンの香りとピールのほんのりと
株式会社酒商山田
した苦味が温暖な瀬戸内の気候で育ったレモンを感じるこ
株式会社長崎屋
とができ、パッケージにもこだわり女性の方でも手に取りや
伊藤忠食品株式会社
すい広島新銘菓のおつまみに仕上げました。

651,
652

2016年 ・桃×ミルクジャム
１２月 ・白桃ジャム 小

・NIPPON PREMIUM
愛媛県産
いよかんのチューハイ
653,
654

2016年
１２月 ・NIPPON PREMIUM
瀬戸内産
レモンミックスのチュー
ハイ

岡山県 有限会社く
倉敷市 ま

【桃×ミルクジャム】岡山産白桃のフレッシュな果
肉と甘い香りのジャムと、まろやかでクリーミーなミ
ルクジャムを合わせました。上層部と下層部で2種
類のジャムが楽しめるだけでなく、中間層ではミッ 地域の生産農家（果物）と季節に寄り添ったジャムづくり。
・桃×ミルクジャム 950円 （税
クスされ合計3種類の味が楽しめます。
自然と向き合う生産農家の想いと真の豊かさを取り戻そう
別）
とアンテナを張る生活者。作り手と使い手を地域や季節を
・白桃ジャム 小 500円 （税別）
【白桃ジャム】岡山でたわわに実った白桃を、たっ 通して結んでまいります。
ぷりと贅沢に使用したジャム。白桃のやさしい甘さ
と、香りをそのままに瑞々しくフレッシュなジャムに
炊き上げています。

岡山：三宅商店、林源
十郎商店、水辺のカ
フェ酒津（以上、直営
店）
全国：百貨店、ライフス
タイルショップ、インテ
リアショップ

【愛媛県産いよかんのチューハイ】今治市と越智
郡上島町で収穫されたいよかんを使用。果汁由来
の色合いと風味を追求し、ジューシーで甘酸っぱ
瀬戸内の豊かな環境で育った柑橘の美味しさを引き出すた
い果汁感を引き出したチューハイです。
め混濁果汁を使用し、人工甘味料は使用せずナチュラルな
東京都 合同酒精株
味わいを実現しました。２品ともに瀬戸内ブランドロゴが目 全国の量販店等
中央区 式会社
【瀬戸内産レモンミックスのチューハイ】瀬戸内産
・NIPPON PREMIUM瀬戸内産
立つデザインにし、いよかんのチューハイには「みきゃん」
のレモンをベースに、愛媛県産の温州みかんと徳
レモンミックスのチューハイ 143
を入れる事で、愛媛県らしさを出しています。
島県産すだちをブレンド。瀬戸内の温暖な気候で
円 （税別）
育った柑橘の美味しさを引き出したチューハイで
す。
・NIPPON PREMIUM愛媛県産
いよかんのチューハイ 143円
（税別）
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【かきめし】広島県産の牡蠣を使用し、「つぶ感」
「つや感」「もっちり感」を実現した、保存料を一切
使用しないレトルトご飯。
・かきめし
655,
656,
657

667

・かきめし 500円 （税別）
【かき醤油豆】広島牡蠣を使った天然醤油でコー
ティングした落花生を香ばしく濃くのある味にしあ
げた醤油豆。

2016年 ・かき醤油豆
１２月
・広島レモンチーズケー
キ

広島県
株式会社モ ・かき醤油豆 450円 （税別）
廿日市
ウリ
市
・広島レモンチーズケーキ 600
円 （税別）

かきめしは広島県サタケの加圧マイクロ波加熱製法と言う 高速道路の一部など
特許技術によりレンジで２分で炊きたてのようなご飯を実現 中国地方のお土産売
しました。
り場など

2016年
岡山ばら寿司
１２月

岡山県 有限会社喜
岡山ばら寿司 1500円 （税別）
岡山市 怒哀楽

赤磐産朝日米、内海のママカリ、連島蓮根などを 江戸時代後半の倹約令で、豪華なネタをお重の底に隠して
使用し、ネタの一品ごとに調理した岡山の伝統料 いた言い伝えにならい、食べる時に折をひっくり返して食べ 直営店等
理バラ寿司。
るというユニークな工夫を施しています。

ＨＰでのｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾋﾟﾝ
広島県大崎上島産レモンと広島県産ゆず100％使
ｸﾞ
用のレモンシロップ。ゆずを加えることで、ほのか 広島県産のレモンをひとつづ手作業で搾り、極力空気に触
株式会社ルピシア
な風味がアクセントとなり、レモンの持つ酸味との れさせずに加熱する独自の製法で素材の風味を最大限に
ﾕﾅｲﾃﾞｯﾄﾋﾞｰｽﾞ株式会
バランスが良い。幅広い客層に受け入れられる商 引き出しています。
社
品。
ホテル清風館

【広島レモンチーズケーキ】瀬戸田産のレモンを使
用したしっとりしたチーズケーキです。新鮮な卵も
たっぷり使用し、常温保存可能なチーズケーキで
す。

668

2016年
生詰 ゆず檸檬蜜
１２月

広島県 株式会社ＬＡ 生詰 ゆず檸檬蜜 600円 （税
豊田郡 ＦＲＵＬＥ
別）

669

2016年 瀬戸田レモンチューハイ
１２月 350ｍｌ缶

瀬戸田町産レモンのストレート果汁をふんだんに
広島県
デザインは瀬戸内特有の穏かな雰囲気、のどかな景色を
宝積飲料株 瀬戸田レモンチューハイ350ｍｌ缶 使用し、レモンの濃厚な旨み、酸味、苦味と詰め込
東広島
手書き風のイラストで表現し、親しみを込めて長く愛され
式会社
157円 （税別）
んだチューハイ。老若男女に受け入れやすいアル
市
る、少し懐かしく可愛らしいパッケージに仕上げました。
コール度数６％で仕上げました。

671

2016年 ごちそう果樹園 彩果
１２月 ジャム『白桃』

岡山県 株式会社粋 ごちそう果樹園 彩果ジャム『白
倉敷市 然
桃』 556円 （税別）

672,
673

・尾道レモネード
2016年
１２月 ・尾道レモネード
尾道産生姜入り

果物王国岡山県だから可能となった贅沢な仕様
の果肉がゴロゴロはいっている白桃ジャムです。

【尾道レモネード】瀬戸田町産のレモンを荒挽きミ
ンチして作った果肉感のあるレモネードです。水ま
たはお湯に溶かすだけで、レモンの風味が口一杯
に広がるサッパリした飲み口の粉末清涼飲料で
す。

系列会社の青果卸業者と連携し、出荷した果物をすぐに一
時加工することで、果物本来の味と香りを活かせる様にし
ています。仕入れ・加工・販売を全て自社でおこなっていま
す。

・尾道レモネード 350円（税別）
広島県 有限会社織
瀬戸田町産のレモンを荒挽きして使用することで、レモンの
尾道市 田製菓
・尾道レモネード 尾道産生姜入 【尾道レモネード尾道生姜入り】瀬戸田町産レモン 味と風味をまるごと活かしています。
り 350円（税別）
の荒挽きミンチを使用して作ったレモネードに尾道
向島町産しょうがの搾り汁を煮詰めた汁を加える
ことで、レモンの爽やかな風味としょうがのピリっと
した辛みが際立つサッパリとした飲み口に仕上げ
た粉末清涼飲料です。

39／93
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商品の概要 (参考価格等）

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・季節

【レモ缶 広島小鰯のアヒージョ】広島県産小いわ
し、広島県産レモンを使った自社調味料の熟成藻
塩レモンを使用したアヒージョの缶詰です。
674,
675

・レモ缶 広島小鰯のア
2016年 ヒージョ
１２月
・レモぽん

・瀬戸内いりこ ひと味ち
がう佃煮の素 90ｇ
676,
677,
678,
679

2016年
１２月

・手造り佃煮黒酢たれ
93ｇ
・大田記念病院が考え
た だしパック10ｇ×10p
・匠いりこだし瀬戸内産
限定10ｇ×８ｐ

680,
681,
682,
683,
684,
685

2016年
１２月

・レモ缶 広島小鰯のアヒージョ
広島県 ヤマトフーズ 400円 （税別）
広島市 株式会社
・レモぽん 500円 （税別）

【瀬戸内いりこ ひと味ちがう佃煮の素90g】
【手造
・瀬戸内いりこ ひと味ちがう佃煮 り佃煮黒酢たれ93g】いりこ（瀬戸内産）、花かつお
の素 90ｇ 500円 （税別）
(国産）、塩昆布、ごま、特製黒酢たれがセットに
なって入っており、水や熱を一切加えず、材料を混
・手造り佃煮黒酢たれ 93ｇ 435 ぜるだけで簡単に本格的な佃煮が作れます。
円 （税別）
広島県 株式会社カ
【大田記念病院が考えただしパック10g×10p】遠
福山市 ネソ２２
・大田記念病院が考えた
赤焙煎加工で風味を高めた「かつおぶし」「いわし
だしパック10ｇ×10p 500円
煮干し（瀬戸内産）」「さば節」と昆布のだしパック。
（税別）
食塩・砂糖・化学調味料等調味料を添加していま
せん。
・匠いりこだし瀬戸内産限定
10ｇ×８ｐ 380円 （税別）
【匠いりこだし瀬戸内産限定】瀬戸内産のいりこを
使用し、遠赤焙煎加工で風味、旨味を一層引き出
した出汁パック。

・しっとりふりかけ 梅ひ
じき

・しっとりふりかけ 梅ひじき 305
円 （税別）

・しっとりふりかけ 高菜
ひじき

・しっとりふりかけ 高菜ひじき
305円 （税別）

・しっとりふりかけ しそ
ひじき
・しっとりふりかけ かつ
おひじき

レモ缶 広島小鰯のア
ヒージョ：ＪＲ広島駅、
広島県尾道市瀬戸田町に自社グループ農園をもち『瀬戸
広島県内ＳＡ、長崎
【レモぽん】広島県産レモン皮のダイスカットをゴロ 内レモン農園®』（商標登録済）のブランドを立ち上げ、レモ
屋、お土産店など
ゴロ入れたレモンを丸ごと楽しめるポン酢です。天 ンの皮や果汁に含まれる栄養素や香りを毎日の食卓で楽
然醸造の生搾り醤油、北海道産昆布だし、広島県 しんでいただけるよう、日々研究しています。
レモぽん：ユアーズ店
産のレモン皮、高知県産ゆずをブレンドして、瀬戸
舗など
内の柑橘の香りが引き立つよう絶妙なバランスに
仕上げました。

・しっとりふりかけ しそひじき
株式会社純 305円 （税別）
広島県
正食品マル
尾道市
シマ
・しっとりふりかけ かつおひじき
305円 （税別）

・しっとりふりかけ 生姜
ひじき

・しっとりふりかけ 生姜ひじき
305円 （税別）

・しっとりふりかけ ちり
めんひじき

・しっとりふりかけ ちりめんひじ
き 305円 （税別）

【大田記念病院が考えただしパック10g×10p】減塩に取り
組む脳神経センタ－大田記念病院の管理栄養士（所在地:
百貨店・量販店等
広島県福山市沖野上町）が配合を考えました。原料にこだ
わり、加塩・加糖をしていないだしパックです。

しっとりふりかけシリーズ
瀬戸内産のひじきを独自製法でやわらかなふりか
けにしました。ひじきと愛称の良い素材を国産に拘
り、梅・高菜・しそ・かつお・生姜・ちりめんの６種を
選び合わせました。調理しなければ食べることが
出来なかったひじきをそのまま食べることが出来
るしっとりふりかけです。
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瀬戸内産のひじきにこだわり、水に戻す必要もなくそのまま
百貨店・スーパー・自
美味しく召し上がられるひじきです。ふりかけとしてだけで
然食品店・生協・通販
はなく、幅広く料理の素材としても活用できるよう開発しまし
など
た。
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登録
年月

商

品

名

・黒豆ブレンド珈琲 ３ケ
入
687,
688,
689,
690

2016年
１２月

・黒豆ブレンド珈琲 ５ケ
入
・赤米ブレンド珈琲 ３ケ
入
・赤米ブレンド珈琲 ５ケ
入

・完熟ﾚﾓﾝｼﾞｬﾑ
694,
695,
696

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

・黒豆ブレンド珈琲
円 （税別）
・黒豆ブレンド珈琲
岡山県 ノーイン株式 円 （税別）
岡山市 会社
・赤米ブレンド珈琲
円 （税別）
・赤米ブレンド珈琲
円 （税別）

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・季節

３ケ入 445
５ケ入 723
３ケ入 445
５ケ入 723

・完熟ﾚﾓﾝｼﾞｬﾑ1,112円(税別）

・旬のはっさくと完熟ﾚﾓﾝ
2017年
のｼﾞｬﾑ
３月

・旬のはっさくと完熟ﾚﾓﾝの
広島県 レッカーバロ
ｼﾞｬﾑ1,112円(税別）
尾道市 ン

・旬のいちじくと完熟ﾚﾓﾝ
のｼﾞｬﾑ

・旬のいちじくと完熟ﾚﾓﾝの
ｼﾞｬﾑ1,112円(税別)

【黒豆ブレンド珈琲】県産黒大豆「作州黒」とコロン
岡山県北部、勝英地域（美作市、勝央町、奈義町など）だけ
ビア産珈琲豆をブレンドしたカフェインレスコー
で栽培される希少な「作州黒黒大豆」や、神事に使うために
ヒー。
栽培されている「総社赤米」の遺伝子を継ぐ唯一の品種「あ JR・SA等
かおにもち」、瀬戸内の歴史的、文化的にも魅力のある原
【赤米ブレンド珈琲】「あかおにもち」米とコロンビア
材料を使用しています。
産珈琲豆をブレンドしたカフェインレスコーヒー。

瀬戸内産の新鮮な果物をｼﾞｬﾑ加工しています。恵
まれた自然の中で育ったｼﾞｬﾑの素材は、自家栽
培と契約農家から選別した新鮮な果物に限定し、
無添加、無着色、保存料や人工ﾍﾟｸﾁﾝなど余分な
ものは一切加えず、素材そのものの味にこだわっ
ています。

広島ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｼｮｯﾌﾟTAU、
ｼﾞｬﾑに使用する”ﾚﾓﾝ””はっさく””いちじく”は、瀬戸内特に
㈱ﾆﾁｴｰ、尾道ｸﾞﾙｰﾝﾋ
尾道を代表する柑橘。
ﾙﾎﾃﾙ、ﾎﾃﾙ鷗風亭、
自家栽培と契約農家から厳選した新鮮で安心・安全な物に
尾道観光土産品協同
限定をし、全工程手作業で作ったｼﾞｬﾑ。
組合 尾道ええもん
や、尾道市ふるさと納
税謝礼品、㈱高山など

瀬戸内海産海苔は、しっかりした歯ごたえの良さが評判
で、黒くつやがよく、味に深みがあります。
ひろしま夢ﾌﾟﾗｻﾞ、広島
愛媛県産鯛は、栄養素やﾐﾈﾗﾙが多く、ﾋﾞﾀﾐﾝ類が豊富に含
ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｼｮｯﾌﾟTAU、道の
まれています。
駅など
瀬戸内らいし海の幸を食べやすく、簡単に出来あがるおに
ぎりの素を作りました。

697

2017年 ・国産ｿﾌﾄ海苔鯛 ごは
３月 ん65ｇ

広島県
株式会社な ・国産ｿﾌﾄ海苔鯛ごはん65ｇ
廿日市
だや
500円(税別)
市

瀬戸内海産の海苔を自社独自の製法で二度味付
けをし、やわらかく味付けした海苔と瀬戸内海産の
鯛をあわせ、おにぎり用のふりかけにしています。
海苔をやわらかくする製法特許取得にて実施。

700

2017年 ・本格濃厚チーズスフレ
３月 岡山白桃

岡山県
株式会社サ ・本格濃厚ﾁｰｽﾞｽﾌﾚ 岡山
浅口郡
ンラヴィアン 白桃498円(税別)
里庄町

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ産ｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞを使用し、独自製法で焼
き上げた、しゅわっふわっとした食感の本格的な 優しい甘みと香りが特徴の「岡山県産白桃」を使用した、上 全国の量販店/夏季限
ﾁｰｽﾞｽﾌﾚ。「岡山県産白桃」ﾋﾟｭｰﾚを使用した本格 質で濃厚なﾁｰｽﾞｽﾌﾚです。
定商品
濃厚なﾁｰｽﾞｽﾌﾚ。
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704,
705

登録
年月

商

品

名

・檸檬かすてら（小）
2017年
３月 ・檸檬ろーるかすてら

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

・檸檬かすてら（小）348円(税別)
大阪府 株式会社三
大阪市 星社
・檸檬ろーるかすてら348円(税
別)

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・季節

6～8月末の期間限定、夏場向けにｻｯﾊﾟﾘとした味
ﾚｼﾋﾟ的にも甘さを抑えてｻｯﾊﾟﾘとした味に仕上げ、夏場でも 全国のｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄな
に仕上げています。昔ながらの製法（手焼き）にこ
ｶｽﾃﾗを食べてみようと思っていただける瀬戸内産ﾚﾓﾝ味の ど(発売期間は6～8月
だわり、最もﾍﾞｰｼｯｸな蜂蜜味のｶｽﾃﾗを売りにして
ｶｽﾃﾗです。
末の期間限定)
います。

【尾道ﾗｰﾒﾝ春味比べ】限定品の鯛だし尾道ﾗｰﾒﾝはｽｰﾌﾟ味
【尾道ﾗｰﾒﾝ春味比べ】定番の尾道ﾗｰﾒﾝ･瀬戸内産 の要となるだしの部分に瀬戸内産の真鯛から取ったｴｷｽを
の真鯛から抽出した鯛だしﾗｰﾒﾝ･豚脂がたっぷり 加え、頭から尾までの一匹分のあらを使用し抽出したｴｷｽ
の旨塩ﾗｰﾒﾝの3種類をｾｯﾄした春限定品。
を使用。

・尾道ﾗｰﾒﾝ 春味比べ
・牡蠣だし 尾道ﾗｰﾒ ﾝ
（3食箱）
707,
708,
709,
710,
711,
712,
713,
714,
715,
716

・ﾚﾓﾝｸﾘｰﾑ牡蠣ｶﾚｰ缶
・音戸産ちりめん ｶﾚｰ缶
2017年 ・ままかりのﾄﾏﾄ煮
３月
・鯛だし塩ﾗｰﾒﾝ
・瀬戸内ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ（牡蠣）
・瀬戸内ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
（ちりめん）
・鯛だし尾道ﾗｰﾒﾝ3食入
・鯛だし醤油ﾗｰﾒﾝ

【牡蠣だし尾道ﾗｰﾒﾝ（3食箱）】冬季限定(10～1月 【牡蠣だし尾道ﾗｰﾒﾝ（3食箱）】尾道ﾗｰﾒﾝをﾍﾞｰｽに季節感
末迄)商品。広島県産牡蠣・かつお節・北海道日高 のある牡蠣を使用した醤油を配合しおいしさとより広島らし
昆布の旨みをﾌﾞﾚﾝﾄﾞしたこだわりの醤油を配合し さをｱﾋﾟｰﾙ。
た濃厚な味わいが楽しめます。
・牡蠣だし 尾道ﾗｰﾒﾝ （3食箱）
【ﾚﾓﾝｸﾘｰﾑ牡蠣ｶﾚｰ缶】手軽に牡蠣のおいしさが味わえる
900円(税別)
【ﾚﾓﾝｸﾘｰﾑ牡蠣ｶﾚｰ缶】女性にも合うようにﾚﾓﾝ風 よう缶詰に加工。保管がも簡単で年中食べられる。
味のｸﾘｰﾑﾀｲﾌﾟのｶﾚｰに仕上げ、ﾚﾝｼﾞ等で加熱す
・ﾚﾓﾝｸﾘｰﾑ牡蠣ｶﾚｰ缶500円 (税
るだけで手軽においしさが味わえます。
【音戸産ちりめんｶﾚｰ缶】お子様からお年寄りまで幅広い年
別)
代に合う味付けと魚の苦手な方にも食べやすいようあっさ
【音戸産ちりめん ｶﾚｰ缶】広島 （音戸産）のちりめ りとした和風の味付けに工夫。
・音戸産ちりめん ｶﾚｰ缶
んを具材にしたｶﾚｰﾙｰ缶詰。
【ままかりのﾄﾏﾄ煮】ままかりは岡山県を代表する魚であり、
・ままかりのﾄﾏﾄ煮444円(税別)
広島県 株式会社阿
【ままかりのﾄﾏﾄ煮】鮮度とｻｲｽﾞ(7～8cm)にこだ
洋風の味付けで女性にも人気のｱｲﾃﾑ。
福山市 藻珍味
わった瀬戸内海産のままかりを専門の加工先で
・鯛だし塩ﾗｰﾒﾝ368円(税別)
ｶｯﾄしてもらった原料を使用。
【鯛だし塩ﾗｰﾒﾝ】真鯛のもつ風味とｺｸをﾌﾟﾗｽして完成させ
た春の桜鯛をｲﾒｰｼﾞした限定商品。
・瀬戸内ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ （牡蠣）300円
【鯛だし塩ﾗｰﾒﾝ】塩ﾗｰﾒﾝとして、ｽｰﾌﾟに鯛の持つ
(税別)
おいしさを加えた限定の塩ﾗｰﾒﾝです。
【瀬戸内ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ （牡蠣）】牡蠣のもつ特有のおいしさが味
わえ瀬戸内の和風の食材と洋風のﾊﾝﾊﾞｰｸﾞが組み合わせ
・瀬戸内ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ （ちりめん）
【瀬戸内ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ （牡蠣）】広島産の牡蠣を原料と たものです。
300円(税別)
した牡蠣ｴｷｽを使用したﾊﾝﾊﾞｰｸﾞです。
【瀬戸内ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ（ちりめん）】ｿｰｽは和風を選定し、魚の苦
・鯛だし尾道ﾗｰﾒﾝ3食入900円(税
【瀬戸内ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ （ちりめん）】広島 （音戸産）のち 手なお子様も食べれるよう柔らかく魚の臭いを抑えたﾊﾝ
別)
りめんを具材にしたﾊﾝﾊﾞｰｸﾞです。
ﾊﾞｰｸﾞとなっています。
・尾道ﾗｰﾒﾝ 春味比べ600円
(税別)

・鯛だし醤油ﾗｰﾒﾝ368円(税別)

【鯛だし尾道ﾗｰﾒﾝ3食入】尾道ﾗｰﾒﾝをﾍﾞｰｽに鯛の 【鯛だし尾道ﾗｰﾒﾝ3食入】春 （桜鯛）をｲﾒｰｼﾞした限定の尾
持つおいしさを加えた限定の尾道ﾗｰﾒﾝです。
道ﾗｰﾒﾝです。
【鯛だし醤油ﾗｰﾒﾝ】ｽｰﾌﾟに鯛の持つおいしさを加
えた限定ﾗｰﾒﾝです。
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【鯛だし醤油ﾗｰﾒﾝ】春 （桜鯛）をｲﾒｰｼﾞした限定の醤油ﾗｰﾒﾝ
で真鯛の風味の香るｽｰﾌﾟが特徴です。

自社の直売店、量販
店、ＳＡやＫｉｏｓｋなど
【ままかりのﾄﾏﾄ煮】
広島･岡山県内
【瀬戸内ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ （牡
蠣）】
広島駅
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商

品

の

特

長

【尾道発 ぶちうまぁー瀬戸内れもん のり天】 瀬
戸内海産のり･瀬戸内れもん(ﾌﾚｰﾊﾞｰ)を使用し、
お好み焼き･焼きそばなどののり天･いか天などの
ﾄｯﾋﾟﾝｸﾞ具材としても利用ができます。
・尾道発 ぶちうまぁー瀬
戸内れもん のり天
718,
719,
720

2017年 ・尾道発 ぶちうまぁー瀬
３月 戸内すだち のり天
・尾道発 ぶちうまぁーの
り天

・尾道発 ぶちうまぁー瀬戸内れも
【尾道発 ぶちうまぁー瀬戸内すだち のり天】
ん のり天298円(税別）
瀬戸内海産のりを使用し、お好み焼き･焼きそばな
どののり天･いか天などのﾄｯﾋﾟﾝｸﾞ具材としても利
広島県 有限会社砂 ・尾道発 ぶちうまぁー瀬戸内すだ
用ができます。食べやすいようｽﾃｨｯｸﾀｲﾌﾟを採用
尾道市 田食品
ち のり天298円(税別)
し、すだちを使うことでさっぱりとした味に仕上がっ
ています。
・尾道発 ぶちうまぁーのり天
498円(税別)
【尾道発 ぶちうまぁーのり天】
瀬戸内海産のりを使用し、お好み焼き･焼きそばな
どののり天･いか天などのﾄｯﾋﾟﾝｸﾞ具材としても利
用ができます。食べやすいようｽﾃｨｯｸﾀｲﾌﾟを採用し
ています。

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

販売エリア・季節

【尾道発 ぶちうまぁー瀬戸内れもん のり天】
瀬
戸内圏で育てられたﾚﾓﾝを使用し、袋ﾊﾟｯｹｰｼﾞにもこだわっ
た商品です。
【尾道発 ぶちうまぁー瀬戸内すだち のり天】
瀬戸内圏で育てられたのりを使用し、袋ﾊﾟｯｹｰｼﾞにもこだ
わった商品です。

中国地方の量販店･道
の駅･SAなど

【尾道発 ぶちうまぁーのり天】
瀬戸内圏で育てられたのりを使用しています。

726

2017年 ・尾道ﾚﾓﾈｰﾄﾞ(海人の藻
３月 塩入

瀬戸田産ﾚﾓﾝを粗挽きにして作ったﾚﾓﾈｰﾄﾞに呉市
瀬戸内海の温暖な気候と太陽の恵みに育まれた広島県瀬
広島県
蒲刈で作られた｢海人の藻塩｣を加えることでﾚﾓﾝ
有限会社織 ・尾道ﾚﾓﾈｰﾄﾞ(海人の藻塩入350
戸田産ﾚﾓﾝで作った爽やかな風味のﾚﾓﾈｰﾄﾞに呉市蒲刈産 中四国地区及び首都
市
の爽やかな風味が際立ち、ｻｯﾊﾟﾘとした飲み口に
田製菓
円(税別)
の藻塩(海人の藻塩)を加えることでﾚﾓﾝ風味が一層際立ち 圏の量販店等
尾道市
仕上げた粉末清涼飲料。
が活かされています。

727

2017年 ・ｺﾛｯｹ専用 じゃがいも
３月 農家が創ったｿｰｽ

広島県
・ｺﾛｯｹ専用 じゃがいも農家が
有限会社有
東広島
創ったｿｰｽ (県内)370円(税別)
田園芸農場
市
(県外)407円(税別)

・青梅ぷりん

728,
729

2017年
３月

733

2017年
・いちごｼﾞｬﾑ(ﾌﾟﾚｻﾞｰﾌﾞ)
３月

・いちじくぷりん

広島県
万汐農園
尾道市

・青梅ぷりん295円(税別)
・いちじくぷりん295円(税別)

広島県 有限会社果 ・いちごｼﾞｬﾑ(ﾌﾟﾚｻﾞｰﾌﾞ)389円
三原市 実の森
(税別)

全国でも希少な安芸津町赤崎地区特有のｻﾗｻﾗと
した排水性の良い赤土で甘みと滑らかな食感が特
徴の美味しいじゃがいもを使用したｺﾛｯｹに良く合
う濃厚なｿｰｽ。

化学調味料や添加物を一切使用していないｿｰｽ。赤崎地 (県内)産直、道の駅
区特有の酸化鉄、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑなどのﾐﾈﾗﾙが豊富な赤土の中 (県外)関東圏の食品
で瀬戸内の温暖な気候と潮風にあてられ大切に育てられ ｽｰﾊﾟｰ
た赤土じゃがいもをﾊﾟｳﾀﾞｰにし原材料として使用。

【青梅ぷりん】満汐梅林の青うめを使用。うめの果 【青梅ぷりん】農薬・化学肥料を使わない満汐梅林の「自然
肉が身体に嬉しい甘酸っぱいぷりん。
栽培梅」を使用。果肉を細かく刻み、初夏の梅林をｲﾒｰｼﾞし
たﾌﾚｯｼｭ感を追及。賞味期限は常温で180日。
広島県内の百貨店･お
【いちじくぷりん】海辺のいちじく園のいちじくを使
土産物店など
用。たっぷり入った果肉のつぶつぶ感が楽しいぷ 【いちじくぷりん】農薬・化学肥料を使わない海辺のいちじく
りん。
園の「自然栽培いちじく」を使用。いちじくならではの「もっち
りとした食感」をぷりんで再現。賞味期限は常温で180日。

完熟いちごをたっぷりと贅沢に無添加で1つ1つ手
作りでｼﾞｬﾑに仕上げています。
商品は無添加。栽培にこだわり、完熟の美味しさがありま
｢昔、おばあちゃんが作ってくれたｼﾞｬﾑの味でなつ す。
かしい｣と言われます。
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2017年 ・牡蠣ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ漬け
３月 （瓶）

広島三越･広島駅構内
売店･JALUX広島空港
牡蠣は地元広島県安芸津町の牡蠣を使用。牡蠣
清浄海域(生食用表示を許可される海域)かつ塩分濃度が 店・広島空港専門大
の身入り、色、質感を見極め、手選別しています。
高い安芸津の牡蠣の味は、海域により磯の香りの強いもの 店、zakkaひぐらし(宮
ｵｲﾙが牡蠣にしみ込み、牡蠣の旨味が凝縮された
であり、食感は身のしまったぷりっとしたところが特徴。
島)、Boulagerie Chez
美味しさをお楽しみ下さい。
GEORGES(西条)、白牡
丹酒造(西条)など

2017年 ・岡山県白石島産 桑の
３月 実ｺﾝﾌｨﾁｭｰﾙ

岡山県青果
岡山県
・岡山県白石島産 桑の実ｺﾝﾌｨ
物販販売株
岡山市
ﾁｭｰﾙ800円(税別)
式会社

自社店舗(全国の百貨
岡山県笠岡市の離島｢白石島｣で採取された"桑の
店内にあるFRUIT-J)、
認知度が低い果実ではあるが、ｱﾝﾄｼｱﾆﾝはﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰの約
実"を100%使用したｼﾞｬﾑ。素材の風味を大切に、
JR岡山駅、岡山空港
4倍も栄養価が高い。国産素材を使用した商品で、桑の実
無香料･無着色･低糖度(糖度40度)で仕上げてい
ﾀｰﾐﾅﾙ、笠岡道の駅、
という希少価値が高い。
ます。
白石島のﾌｪﾘｰ乗り場
など

・瀬戸内レモンブリュレーヌ しま
株式会社ガ なみ果実
兵庫県
トー・スヴ
2個370円(税別)
神戸市
ニール
5個800円(税別)
8個1200円(税別)

◆ANAFESTA 松山空
港ロビー店・ゲート店
◆ANAFESTA 広島空
港ゲート店 ◆おみや
魅惑の新食感スイーツ！『ブリュレーヌ』。ブリュ
げ街道 福山店・福山
レーヌ（Bruleine）とは、Brulee（焦がす）×
新幹線店 ◆おみやげ
Madeleine（マドレーニ）という意味です。レモンの 瀬戸内レモンの味わいが爽やかに広がる、ブリュレーヌの 街道 広島新幹線改札
皮を練りこんだ生地をふんわりとやさしく焼きあげ 美味しさをお楽しみください。
内中央店・西店
ました。
◆セブン-イレブン
ハートイン JR広島駅
西店・東店 ◆土山
サービスエリア ◆八
幡パーキングエリア
（下り）

・瀬戸内ﾚﾓﾝﾌﾞﾘｭﾚｰﾇ し
2017年
まなみ果実 2個/5個/8
３月
個

2017年
・寺岡家のレモンぽんず
３月
150ml
・寺岡家のかき醤油
150ml

745

品

広島県
有限会社マ ・牡蠣ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ漬け（瓶）1,500
東広島
ルイチ商店 円(税別)
市

・寺岡家のたまごにかけ
るお醤油 有機醤油使
用 150ml
742,
743,
744

商

2017年
・白い山口女子美ｶﾚｰ
３月

・寺岡家のたまごにかける
お醤油 有機醤油使用 150ml
化粧箱あり 380円（税別）
化粧箱なし 330円（税別）
広島県 寺岡有機醸 ・寺岡家のレモンぽんず 150ml
福山市 造株式会社 化粧箱あり 350円（税別）
化粧箱なし 300円（税別）
・寺岡家のかき醤油 150ml
化粧箱あり 350円（税別）
化粧箱なし 300円（税別）

レストハウ
山口県
・白い山口女子美ｶﾚｰ
ス･たんぽぽ
岩国市
602円(税別)
株式会社

【寺岡家のたまごにかけるお醤油 有機醤油使用
150ml】
有機醤油に鰹節と昆布のうま味をﾌﾞﾚﾝﾄﾞし、隠し味
に広島県産牡蠣ｴｷｽを加えたほんのり甘めのお
醤油。

【寺岡家のたまごにかけるお醤油 有機醤油使用】
全国生産量№1を誇る広島県の発信。価格についても消費
者の方の手に取りやすい価格帯で、ﾈｰﾐﾝｸﾞも商品をｲﾒｰｼﾞ
しやすい。

【広島県産ﾚﾓﾝ果汁使用 寺岡家のﾚﾓﾝぽん酢】瀬戸内で
全国の量・質販店、広
【寺岡家のレモンぽんず 150ml】
育った広島県産ﾚﾓﾝ果汁を使用。和食・洋食どちらにでも
島県内のSA、駅売店、
広島県産レモン果汁の酸味と、醤油のうま味が爽 ﾏｯﾁする食材を使用し、洋食にも違和感なく使えるぽんずと
空港などの土産物店
やかなハーモニーを醸し出したこだわりのぽんず なっています。
です。
【広島産牡蠣ｴｷｽ使用 寺岡家のかき醤油】
【寺岡家のかき醤油 150ml】
広島県産の牡蠣のエキスを使用しており、かつお節・昆布
鰹節・昆布のうま味に、広島県産牡蠣のエキスを の旨味をブレンドしただし醤油となっている。
ブレンドしたこだわりのだし醤油です。

女性の好きな白い食材（里芋、たけのこ、ﾚﾝｺﾝ、 山口県岩国市のﾚﾝｺﾝ、山口県産の酒米で作られた五橋の 丸久･岩国錦帯橋空
大根、ごぼう、白いんげん）入りの健康的なﾚﾄﾙﾄｶ 酒粕、山口県産の大豆で山口県産にこだわったｵﾘｼﾞﾅﾙ商 港･ｿﾚｰﾈ周南･新山口
ﾚｰ。
品。
駅など
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・ﾗｻｰﾅ海藻ﾍｱｴｯｾﾝｽ
瀬戸内ﾚﾓﾝの香り
746,
747,
748

・ﾗｻｰﾅ海藻ﾓｲｽﾄﾍｱﾐｽﾄ
2017年
瀬戸内ﾚﾓﾝの香り
３月
・ﾗｻｰﾅ海藻ｽﾑｰｽﾍｱﾐﾙ
ｸ
瀬戸内ﾚﾓﾝの香り

商
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【ﾗｻｰﾅ海藻ﾍｱｴｯｾﾝｽ 瀬戸内ﾚﾓﾝの香り】海藻な
ど自然の恵みの力で傷んだ髪を集中補修し、しっ
・ﾗｻｰﾅ海藻ﾍｱｴｯｾﾝｽ 瀬戸内ﾚ とりまとまる美髪に導くｵｲﾙﾀｲﾌﾟの洗い流さないﾄ
ﾓﾝの香り2,800円(税別)
ﾘｰﾄﾒﾝﾄ。
広島県瀬戸田町産ｴｺﾚﾓﾝから搾取した瀬戸内ﾚﾓﾝ精油を
配合。ﾚﾓﾝのﾌﾚｯｼｭさはそのままに、ﾍｱﾌﾚｸﾞﾗﾝｽとしてﾌﾛｰ
広島県 株式会社ヤ ・ﾗｻｰﾅ海藻ﾓｲｽﾄﾍｱﾐｽﾄ 瀬戸内ﾚ 【ﾗｻｰﾅ海藻ﾓｲｽﾄﾍｱﾐｽﾄ 瀬戸内ﾚﾓﾝの香り】1本で ﾗﾙ感をﾌﾟﾗｽした甘酸っぱく爽やかな香りです。
広島市 マサキ
ﾓﾝの香り1,800円(税別)
8役、ﾐｽﾄﾀｲﾌﾟの朝の洗い流さないﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ。しっと ﾃﾞｻﾞｲﾝは瀬戸内ﾚﾓﾝの産地を連想させるｲﾗｽﾄ風景を採
りまとまり指通りなめらかに。
用。穏やかな瀬戸内海とそこに悠然と架かる瀬戸大橋の情
・ﾗｻｰﾅ海藻ｽﾑｰｽﾍｱﾐﾙｸ 瀬戸内
景を象徴的に描きました。
ﾚﾓﾝの香り1,800円(税別)
【ﾗｻｰﾅ海藻ｽﾑｰｽﾍｱﾐﾙｸ 瀬戸内ﾚﾓﾝの香り】1本
で8役、ﾐﾙｸﾀｲﾌﾟの朝の洗い流さないﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ。な
めらかなつけ心地で軽やかにまとまる。

【サンラヴィアンの愛媛の和栗シュークリーム】
愛媛県産渋皮入り和栗ペーストを使用したホイッ
プと、六甲山麓産牛乳を使用した自社製カスタード
の2種類のクリームを充填したシュークリーム。
サンラヴィアンの愛媛の
和栗シュークリーム
749,
750.
754,
756

2017年
６月

スイートポテトケーキ
5個入
黄福ろうる愛媛の和栗(4
切)
本格濃厚チーズスフレ
愛媛の和栗

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

サンラヴィアンの愛媛の和栗
シュークリーム100円(税別)

【スイートポテトケーキ 5個入】
徳島県産なると金時芋のダイスとペーストを使用
スイートポテトケーキ 5個入400 じっくりと丁寧に焼き上げ、仕上げにはラム酒をふ
円(税別)
りかけたスイートポテトケーキ。

岡山県
株式会社サ
浅口郡
ンラヴィアン
里庄町
黄福ろうる 愛媛の和栗 4切340 【黄福ろうる 愛媛の和栗】
円(税別）
ほっくりやさしい味わいの和栗ホイップクリームを
ふんわり、しっとりとしたカステラ生地で包み、隠し
本格濃厚チーズスフレ 愛媛の 味として、ラム酒を加え、栗の豊かな香りを引き立
和栗500円(税別）
てたロールケーキ。

全国のﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ、ﾊﾞﾗ
ｴﾃｨｼｮｯﾌﾟなど（2017年
6月よりﾍｱｴｯｾﾝｽ発売
予定、その他は秋に発
売予定・数量限定）

【サンラヴィアンの愛媛の和栗シュークリーム】
隠し味にプラスした、ラム酒とコーヒーエキスが愛媛県産和
栗ペーストを使用したホイップクリームの味わい深い上品な
甘さを引き立てました。
【スイートポテトケーキ 5個入】
「徳島県産なると金時」に着目し、弊社が長年培ってきた技
術と製法で、瀬戸内の恵みとなると金時の自然な美味しさ
を表現しました。
【黄福ろうる 愛媛の和栗】
ほっくりと味わい深い愛媛県産和栗を使用し、口当たり軽
やかな和栗ホイップクリームから栗の味わいと瀬戸内の恵
みを存分に感じられる商品に仕上げました。

【本格濃厚チーズスフレ】
【本格濃厚チーズスフレ 愛媛の和栗】
「愛媛県産和栗」に着目し、弊社が長年培ってきた技術と製
ふわふわ、しっとりとした食感に焼き上げた、本格 法で、瀬戸内の恵みと愛媛県産和栗のほっくりとした美味し
的なチーズスフレ。
さを表現しました。
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【レモンカード】
卵とバターを贅沢に使用した本格的なレモンカー
ド。濃厚でとろっとしたクリームに瀬戸内レモンが
香りジャムとは異なり、リッチな味わいが特徴。
レモンカード

765,
767,
769,
770,
771

レモスコクリアケース入
り
2017年
レモスコシーザー
６月
ドレッシング
飲む生レモン酢
レモスコ牡蠣カレー

レモンカード800円(税別）

【レモスコクリアケース入り】
レモスコは瀬戸内産広島レモンの防カビ剤を使用せず皮ま
で食べられる特徴を活かし、保存料・着色料・化学調味料を
【レモスコシーザードレッシング】
使用しない無添加調味料として、他の原料も国産にこだわ
レモスコクリアケース入り500円 玉葱をたっぷり使用し、隠し味にセロリ・アンチョビ り開発。
（税別）
を加え、自家製マヨネーズのまろやかさとレモスコ
のすっぱ辛さが絶妙なドレッシング。化学調味料 【レモスコシーザードレッシング】
広島県 ヤマトフーズ
不使用。
広島県産レモンピールを使用。広島レモンスパイス｢レモス
広島市 株式会社
レモスコシーザードレッシング400
コ｣のすっぱ辛さが絶妙なドレッシングです。
円（税別）
【飲む生レモン酢】
クリーミーな中にピリリと瀬戸内レモンの香りが楽しめま
皮ごとまるごと食べられる瀬戸内産レモンを使用 す。
し、りんご酢のまろやかな酸味と広島県産レモン
飲む生レモン酢1000円（税別）
の爽やかな香りに、氷砂糖の上品な甘みが加わ 【飲む生レモン酢】
り、甘くておいしいレモン酢が特徴。
「飲む生レモン酢」はレモンを丸ごと生かし、レモンの栄養を
余すことなく摂取できます。
レモスコ牡蠣カレー550円（税別） 【レモスコ牡蠣カレー】
じっくりと炒めた玉ねぎに10種類以上のスパイスを 【レモスコ牡蠣カレー】
加え、自家製ベシャメルソースでコクをプラス。一 瀬戸内の２大産物を同時に味わえ、「レモンに漬けこんだ牡
晩レモンに漬け込んだ味わい豊かな広島県産牡 蠣」と「レモスコ」を使用したレモンをほどよく感じる今までに
蠣を加え「レモスコ」でアクセントをつけたピリッとお ない味わいの瀬戸内カレーが堪能できます。
いしい瀬戸内カレー。

130ｇレモンカシューナッツ550円
（税別）

2017年
６月

75gレモンカシューナッツ
145gかき醤油豆

広島県 有限会社
広島市 栃木屋

75gレモンカシューナッツ320円
（税別）

【レモンカード】
ライフスタイルショッ
プ、高級スーパーなど
【レモスコクリアケース
入り】
JR広島駅、高速道路
サービスエリア、百貨
店、雑貨店、三次ワイ
ナリー、広島アンテナ
ショップなど
【レモスコシーザード
レッシング】広島お土
産売り場、量販店、広
島ブランドショップなど
【飲む生レモン酢】
県内お土産売り場、ラ
イフスタイルショップ、
百貨店
【レモスコ牡蠣カレー】
JR広島駅、ゆめタウ
ン、広島県内サービス
エリア、長崎屋、お土
産店など

【１３０ｇレモンカシュー
ナッツ】
【75ｇレモンカシュー
ナッツ】
広島市内のスーパー
など

【145gかき醤油豆】
【100gかき醤油豆】
栃木屋オリジナル醤油と広島県産牡蠣ジュース（生の牡蠣
をそのままジュース状にしたもの）混合し落花生に味付。広
島にこだわりを持った”かき醤油豆”。

【145gかき醤油豆】
【100gかき醤油豆】
広島市内のスーパー
など

広島県産レモン果汁と瀬戸内産レモンピールを糖
広島県 有限会社製 瀬戸内レモンかりんとう 標準売 蜜に使用し、サクッサクッとした生地を包んだかり
尾道市 菓宮本
価200円（税別）
んとうです。すっきりとした爽やかな風味が広がる
ように仕上げました。

広島県産レモン果汁と瀬戸内産レモンピールを糖蜜に使用
し包んだかりんとうです。温暖な気候に恵まれて育った瀬
戸内のレモンのまろやかな酸味と香りを味わって頂けるよう
に仕上げました。

全国の量販店、尾道の
土産店、道の駅、広島
のおりづるタワー、
サービスエリア、広島
県ブランドショップ
「TAU」他

100gかき醤油豆（ｸﾗﾌﾄ）
100gかき醤油豆（ｸﾗﾌﾄ）250円
（税別）

781

【１３０ｇレモンカシューナッツ】
【１３０ｇレモンカシューナッツ】
【75gレモンカシューナッツ】
【75gレモンカシューナッツ】
瀬戸内産（愛媛県、広島県）レモンの粉末をカシューナッツ
ほんのり甘いカシューナッツに瀬戸内産レモンで に味付け。
味付し甘酸っぱい香りがお口の中に拡がります。

販売エリア・季節

【145gかき醤油豆】
【100gかき醤油豆】
栃木屋オリジナル醤油と広島県産牡蠣ジュース
で、落花生に味付しコクのある味に仕上げました。

145gかき醤油豆500円（税別）

2017年
瀬戸内レモンかりんとう
６月

【レモンカード】
広島県産レモンピールを使用し、爽やかな風味を活かし
た、濃厚でなめらかなクリームに仕上げました。

【レモスコクリアケース入り】
自宅用やプチギフト向けにデザイン。

130ｇレモンカシューナッ
ツ
773,
774,
775,
776

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫
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商

品

名

い･ろ･は･す みかん
い･ろ･は･す 塩れもん

香味山陽路 佃煮（牡
2017年
蠣・椎茸・牛蒡・筍）佃煮
６月
製造

冷蔵お好み焼小ぶりサ
2017年
イズ2枚入り 瀬戸もみ
９月
じ豚使用

2017年
尾道産 純粋はちみつ
９月

商

品

写

真

所在地

事業者名

日本コカ・
東京都
コーラ株式
渋谷区
会社

商品の概要 (参考価格等）

商

品

の

特

長

【い･ろ･は･す みかん】
愛媛県産温州みかんエキス使用。
い･ろ･は･す みかん555ｍｌ/130 日本の厳選された天然水を利用し、
円（税別）
ローカロリー(17kcal/100ml)でからだに優しい。
【い･ろ･は･す 塩れもん】
い･ろ･は･す 塩れもん555ｍｌ/130 「瀬戸内産れもん」のエキスと「瀬戸内産海塩」の
円（税別）
組み合わせでおいしく熱中症対策にお勧め。

【香味山陽路 佃煮（牡蠣・椎茸・牛蒡・筍）佃煮製
造】
東広島で産する地域限定の農水産物を使用した
佃煮で、独自の味付けによる加工食品。
広島県
香味山陽路 佃煮（椎茸/500円・
シンクフーズ
①牡蠣 安芸津の海で育った新鮮なカキの佃煮
東広島
牛蒡/500円・筍/500円・牡蠣
㈱
②椎茸 志和町で栽培した肉厚のシイタケの佃
市
/800円）（税別）佃煮製造
煮
③筍
賀茂台地で採れたタケノコの佃煮
④牛蒡 豊栄町で栽培する吉原ゴボウと黒酢ニ
ンニク漬けの佃煮

広島県
サンフーズ
広島市
株式会社

アクロス イ
ンターナショ
広島県
ナル(有)お
尾道市
のみつ本舗
事業部

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

【い･ろ･は･す みかん】
愛媛県産の手摘み温州みかんから採取したエキスを使用。
また、エコを考えたつぶしやすいボトル、環境負荷を低減し
た水性フレキソ印刷のラベルを使用。
【い･ろ･は･す 塩れもん】
瀬戸内産れもん」のエキスと「瀬戸内産海塩」をそのこだわ
りとして使用。また、エコを考えたつぶしやすいボトル、環境
負荷を低減した水性フレキソ印刷のラベルを使用。

【香味山陽路 佃煮（牡蠣・椎茸・牛蒡・筍）佃煮製造】
地元の東広島産の農水産物を素材とし、自然の調味料で
手間隙をかけて炊き上げた佃煮で、 酒の肴やご飯の友に
も最適な逸品。

販売エリア・季節

【い･ろ･は･す みかん】
全国コンビニエンススト
ア、スーパーマーケッ
ト、自動販売機など
【い･ろ･は･す 塩れも
ん】
全国コンビニエンススト
ア、スーパーマーケッ
ト、自動販売機など

【香味山陽路 佃煮（牡
蠣・椎茸・牛蒡・筍）佃
煮製造】
（セット販売）
広島三越、天満屋空港
ショップ店やマツダ㈱
等の企業及び一般消
費者に販売。
（単品販売）
天満屋空港ショップ
店、アンデルセン小谷
店、道の駅、ホテル等
で宣伝販売。

冷蔵お好み焼小ぶりサイズ2枚
入り 瀬戸もみじ豚使用1,385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。

尾道産 はちみつ
150g 810円(税別)
300g 1,350円(税別)
600g 2,480円(税別)
1Kg 4,000円(税別)

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
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 店、新尾道駅売店、一
尾道の野山に咲く花々の蜜を採取し無添加、無加
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 本堂 三原市：道の駅
工、自然そのままの天然蜂蜜です。
す。
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
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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 高速道路各サービスエ
好みソース、広島独特のいか天入り天粕等広島産原材料 リア、広島空港おみや
に拘った製品です。
げ品売場にて販売
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品
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商

品

写

真

所在地

事業者名

尾道レモン塩
795

2017年
９月

尾道レモン塩 300円(税別)

2017年 しまcaféきたたに牛すじ
９月 カレー

797

2017年 コーヒービーンズホワイ
９月 トチョコレート

798

2017年
いりこみそ
９月

商

品

の

特

長

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

瀬戸田のエコレモンをフリーズドライの微粉末に、
瀬戸内産の塩と尾道市瀬戸田町産のレモンのみを使って
瀬戸内小島の「ほんじお｣、蒲刈の藻塩をブレンド
いるのが特徴。
したさわやかなレモン塩です。

広島県 塚本株式会
尾道市 社
瀬戸内レモン塩

796

商品の概要 (参考価格等）

瀬戸内レモン塩 300円(税別)

広島県 合名会社き しまcaféきたたに牛すじカレー
呉市
たたに
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
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
モン（豊島産を９０％以上使用）しかも農薬を使っ
ナルカレーを開発。
て無いものを厳選してレモンピールジャムにして使
用。

岡山県

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
瀬戸内の恵まれた自然環境の中で育った牧草を食べ、育
まれた風味豊かでコクのあるおいしいジャージー
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
牛乳を使用しローカフェインなチョコレートなので、
を使ったチョコレートを使用。
どなたにもお楽しみ頂けま
す。

岡山市

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

広島県 株式会社
呉市 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。

48／93

販売エリア・季節

【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

広島県内。
店舗やネットでの販売
予定。

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。

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
中国地方のｽｰﾊﾟｰﾏｰ
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
ｹｯﾄ及び全国の量販
す。また、容器は重厚感のあるものを使用し、高級感のあ
店。
るものに仕上げております。

Ｎｏ

799

登録
年月

商

品

名

2017年
さぬきオイルサーディン
９月

岡山白桃チューハイ
800,
801

2017年
９月 しまなみはっさくチュー
ハイ

（尾道産）旬のセミノール
と完熟レモンのジャム
806,
807

2017年
９月
(尾道産）旬の桃と完熟
レモンのジャム

808

2017年
牡蠣ぞうすい
９月

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

香川県
さぬきオイルサーディン
共栄冷凍水
観音寺
袋入り/550円(税別)
産株式会社
市
箱入り/700円(税別)

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・季節

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
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 （尾道）、道の駅源平の
伊吹いりこで有名な伊吹島近海のイワシを使用し
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 里むれ（牟礼町）、道の
ております。
こと並ぶ新たな瀬戸内ブランドを創出した商品です。
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

【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。

【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。

岡山白桃チューハイ350ml
広島県
164円(税別)
宝積飲料株
東広島
式会社
市
しまなみはっさくチューハイ350ml 【しまなみはっさくチューハイ】
【しまなみはっさくチューハイ】
164円(税別)
広島県産はっさく果汁を使用し、はっさくの甘みと
温暖な気候で育った「広島はっさく」を主原料とし、飲みや
酸味のバランスよく感じていただける味わいです。
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）
【しまなみはっさく
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）

【（尾道産）旬のセミ
ノールと完熟レモンの
ジャム】
【（尾道産）旬のセミノールと完熟レモンのジャム】
【（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
ジャムにするセミノールは、契約農家から選別した
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 ル、エディオン蔦屋家
新鮮な素材に限定し、無添加、無着色、保存料や
(尾道産）旬のセミノールと完熟レ
たセミノールを丸ごと使ってジャムにしています。
電フードショップニチ
人工ペクチンなど余分なものは一切加えず、素材
モンのジャム 1,500円(税別)
エー、尾道市ふるさと
そのものの味にこだわったジャムです。
広島県 レッカーバロ
納税謝礼品
尾道市 ン
【(尾道産）旬の桃と完熟レモンのジャム】
(尾道産）旬の桃と完熟レモンの
【(尾道産）旬の桃と完
ジャムにする桃は、自家栽培の新鮮な素材に限定
ジャム 1,200円(税別)
【(尾道産）旬の桃と完熟レモンのジャム】
熟レモンのジャム】
し、無添加、無着色、保存料や人工ペクチンなど
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 尾道グリーンヒルホテ
余分なものは一切加えず、素材そのものの味にこ
にしています。
ル、エディオン蔦屋家
だわったジャムです。
電フードショップニチ
エー、尾道市ふるさと
納税謝礼品

広島県 株式会社阿
牡蠣ぞうすい 500円(税別）
福山市 藻珍味

広島県産の牡蠣を使用し、その品質も高く評価さ
自社店舗（広島駅、福
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
れています。そんな広島県産の牡蠣を使用したレ
山駅）、高速道路サー
島県産の牡蠣は、品質も高く評価されています。
トルト加工したぞうすいです。
ビスエリア、
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810

2017年
瀬戸内レモンキャンデー
９月

国産の良い素材をだけを使用し
た「こだわり素材」シリーズの第
明治産 瀬戸内レモ
瀬戸内レモンの果実とピールを使用した、まるでレ 全国のスーパー,ドラッグストアー、小売店
一弾商品。「安心・安全」の「瀬戸
業株式 ンキャンデー
モンをまるかじりした時のような爽やかな酸味とほ
内レモン」を果汁から果皮までレ
会社
180円(税別)
ろ苦さが味わえるようキャンデーです。
モンまるごと食べたようなおいし
さが楽しめるキャンデー。

811

2017年
レモンロックス
９月

広島県
中国醸造株
廿日市
レモンロックス 1,180円(税別)
式会社
市

2017年
無添加 味日本だし
９月

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
広島県 味日本株式 無添加 味日本だし10袋入り500
く仕上がります。一般のいりこより、苦味や生臭み
広島市 会社
円（税別）
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。

812

813

2017年 堅あげポテト 柑橘ミック
９月 ス

天然鳴門鯛 ぽんず
814,
815

2017年
９月
天然鳴門鯛 味噌

東京都
北区

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
8袋入り 600円(税別)

販売エリア・季節

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
瀬戸内レモンをまるごと使用し、合成香料や酸味
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 広島を中心とした全国
料を一切使わずに、天然ピールの香りとレモン果
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 展開。（2017年7月5日
汁の爽快な酸味を引き立たせた、こだわりのレモ
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 ～）
ンリキュールです。
シュで爽やかなレモンの酸味を感じることができます。

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）」

瀬戸内限定土産。
瀬戸内産（広島県産）レモンと愛媛県産いよかん
中四国のＪＲ駅、空港、
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
使用し、瀬戸内レモンの程よい酸っぱさとほんのり
高速道路ＳＡ・ＰＡ、観
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
した愛媛いよかんの甘さが特徴です。
光地などの土産売店
しめます。

【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
天然鳴門鯛ぽんず 600円(税別)
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 徳島県内の土産物店
が、うどんやそうめんとの相性も抜群の調味料で
徳島県 株式会社 ク
まったマダイの美味しさを「天然鳴門鯛 味噌」と「天然鳴門 と徳島県のアンテナ
す。
徳島市 オリス
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 ショップ
天然鳴門鯛 味噌 800円(税別)
にと企画した商品です。
【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。
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販売エリア・季節

816

2017年 福山薔薇人バラジュー
９月 ス 赤・ピンク

福山薔薇人バラジュース
広島県 マチモト株式
赤520ml 2,120円(税別)
福山市 会社
ピンク520ml 2,213円(税別)

自社農園で、栽培期間中、農薬不使用・有機肥料
高島屋クロスメディア・
で食用バラを栽培し、朝摘みした花を自社で加工
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 天満屋・広島三越・広
しています。加工方法は、熱水抽出方式で２０１６
食品には、合成の香料・着色料・保存料を使用せず安心・ 島そごう・近隣ホテル・
年特許出願。加工した食品には、合成の香料・着
安全な食品です。
福山サンステ・広島ゆ
色料・保存料を使用しておらず、安心・安全な食品
めプラザ・近隣商店
です。

821

2017年
瀬戸内のり天（ゆず味）
９月

愛媛県 阿川食品株 瀬戸内のり天（ゆず味）65g
伊予市 式会社
276円（税別）

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
瀬戸内産ののりを使用し、食べやすいスティック状 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 全国のスーパーや土
の天ぷらにしました。愛媛、高知県産のゆずを使 を使用。
産物店（平成29年12月
用しさっぱりとしたゆず味にしています。
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 1日から）
感でさっぱりした味に仕上げています。

822

2017年 広島県産レモン使用レ
９月 モンきな粉

株式会社上
広島県
広島県産レモン使用レモンきな
万糧食製粉
広島市
粉 65ｇ 330円（税別）
所

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

825

中四国限定ハッピー
2018年
ターン 瀬戸内レモン風
3月
味 ２０枚

新潟県 アジカル株
新潟市 式会社

亀田製菓 「ハッピーターン」中四国エリア限定のお
土産です。 瀬戸内産レモンを使用したレモンパウ
中四国限定 ハッピーターン 瀬
ダーを使用し、ハッピーターンの特長である甘
戸内レモン風味 ２０枚 800円（税
じょっぱさと酸味が調和したおいしさに仕上げまし
別）
た。１枚×20個包装入りです。旅の楽しい想い出
に浸りながらぜひ皆様でお楽しみください。

瀬戸内の特産物であり、お土産の定番「瀬戸内レモン」を使
用した亀田のハッピーターンです。瀬戸内の島および青い
空と海、そしてレモンをメインに、ハッピーターンのキャラク
ターであるターン王子とコラボしたデザインに仕上げまし
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２
０１８年６月発売予定。

826

2018年
たこめしの素
3月

兵庫県 株式会社 う
たこめしの素1000円（税別）
明石市 つみ商会

超便利！ ご飯に混ぜて炊くだけ。
コクのある風味と旨味を堪能いただくため、兵庫県
明石産 真だこを使用し、天然だしを凝縮していま
す。
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全国（SA、道の駅、
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【広島牡蠣だし 鰹本枯れ節】
瀬戸内の素材を１００％活かした最上質・最美味
のだしパックです。鹿児島県産鰹本枯節をベース
に、いわし煮干し、カキエキス、乾椎茸、昆布を配
合。鰹本枯れ節は、カビ付け・天日干しを３～４回
以上繰り返すことで、ゆっくりと時間をかけて旨味
が熟成された節を遠赤焙煎と厚削り加工で コクと 【広島牡蠣だし 鰹本枯れ節】
旨味 を凝縮しただしです。広島牡蠣の風味と旨味 いわし煮干し（瀬戸内産）、カキエキスパウダ－（広島県
広島牡蠣だし 鰹本枯れ節1000
を最大限引き出しており、食塩・化学調味料不使 産）、乾椎茸（広島県産）を使用しています。
円（税別）
広島県 株式会社カ
用です。
福山市 ネソ２２
広島牡蠣だし 瀬戸内産煮干し
【広島牡蠣だし 瀬戸内産煮干し】
【広島牡蠣だし 瀬戸内産煮干し】
1000円（税別）
瀬戸内の素材を１００％活かした最上質・最美味 いわし煮干し（瀬戸内産）、カキエキスパウダ－（広島県
のだしパックです。瀬戸内産煮干しをベースに、か 産）、乾椎茸（広島県産）を使用しています。
つお枯節、カキエキス、乾椎茸、昆布を配合。瀬戸
内産煮干しは、瀬戸内海の片口いわしを遠赤焙煎
加工し、 いわし 本来が持つ味わいや香りを凝縮
した上品で甘みのあるだしです。広島牡蠣の風味
と旨味を最大限引き出しており、食塩・化学調味料
不使用です。

口当たり軽やかなはちみつレモン風味のホイップ
クリームをしっとりふわふわのカステラ生地で包み
ました。ホイップクリームには瀬戸内レモン果汁と
瀬戸内レモンジャムを使用。爽やかなレモンホイッ
プにはちみつを加え、まろやかな甘さとはちみつ
の香りをプラスし、爽やかで甘酸っぱいはちみつレ
モン風味のクリームに仕上げました。クリームの酸
味とカステラの甘みが程よく調和したロールケーキ
です。

販売エリア・季節

【広島牡蠣だし 鰹本
枯れ節】
全国の百貨店・量販店
等
【広島牡蠣だし 瀬戸
内産煮干し】
全国の百貨店・量販店
等

瀬戸内を代表する果実「瀬戸内レモン」を使用。瀬戸内レモ
ンの香り・味わいを存分に感じられる商品です。また、パッ
ケージから瀬戸内らしさを感じられるよう、爽やかなデザイ
全国の量販店/夏季限
ンにいたしました。
定商品

830

2018年 黄福ろうる はちみつレ
3月 モン

岡山県
株式会社サ 黄福ろうる はちみつレモン
浅口郡
ンラヴィアン 4切入：340円（税別）
里庄町

831

2018年
レノン－檸音－
3月

有限会社 ド
広島県
ルセ洋菓子 レノン－檸音－800円（税別）
福山市
店

ドルセ洋菓子店本店
瀬戸内産のレモン果汁とレモンピールを練りこん
瀬戸内産レモンを使用し、出会ったことのない食感となつか （三吉町） 南蔵王店
だミルクあんに仕上げています。ミルクのコクと風
しい香り。濃厚なミルクの風味と奏でるレモン牛乳菓です。 フジフラン神辺店 さん
味がレモンの爽やかな酸味を引き立てます。
すて福山店

832

2018年
丸亀名物 骨付鳥
3月

香川県 ばばFoodセ
丸亀名物 骨付鳥810円（税別）
丸亀市 ンター

丸亀市で古くから食べられている「骨付鳥」を全国 瀬戸内の温暖な気候で育った瀬戸内の鶏を使い、柔らかで
県内の売店やホテル
のお客様に提供し、地元食材や調味料こだわって ジューシーな肉質に、丸亀独特のスパイスを効かせた独特
など
丸亀の食文化を発信していきます。
の味わいです。

52／93

Ｎｏ

842,
843

844

登録
年月

2018年
3月

商

品

名

ラサーナ海藻海泥シャ
ンプー 瀬戸内レモンの
香り
ラサーナ海藻海泥トリー
トメント 瀬戸内レモンの
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2018年
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3月
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【ラサーナ海藻海泥シャンプー 瀬戸内レモンの香
り】
潤いを保ちながら汚れを吸着。健やかな頭皮環境
へ導くシャンプーです。
フランスブルターニュ産の海泥は超微粒子マイナ
スイオンで頭皮毛穴の汚れを吸着除去。
高ミネラル、高アミノ酸を含有したフランスブルター
ニュ産の海藻のエキス配合。
ラサーナ海藻海泥シャンプー 瀬 アミノ酸系洗浄成分が、頭皮の汚れのみを取り除
戸内レモンの香り1600円（税別） き、必要な潤い成分はキープします。
広島県 株式会社ヤ
広島市 マサキ
ラサーナ海藻海泥トリートメント
瀬戸内レモンの香り1600円（税
別）

広島県 レッカーバロ
青レモンジャム１,８５１円（税別）
尾道市 ン

【ラサーナ海藻海泥トリートメント 瀬戸内レモンの
香り】
高ダメージ補修力で髪の内部から修復、潤いで満
たすトリートメントです。
海藻のエキスと植物由来エキスなどの潤い成分を
たっぷり配合。
高ミネラル、高アミノ酸を含有したフランスブルター
ニュ産の海藻のエキスを配合。
髪のダメージまで浸透して、パサつきを抑えてハ
リ・ツヤを与えます。

2018年
3月

塩レモン餃子
ひろしま牡蠣餃子

【ラサーナ海藻海泥シャンプー 瀬戸内レモンの香り】
瀬戸内の太陽と潮風に育まれた広島県瀬戸田町産レモン
から搾取したレモン精油を配合。
レモンのフレッシュさはそのままにヘアフレグランスとしてフ
ローラル感をプラスしたラサーナオリジナルの“瀬戸内レモ
ンの香り”です。

【ラサーナ海藻海泥トリートメント 瀬戸内レモンの香り】
瀬戸内の太陽と潮風に育まれた広島県瀬戸田町産レモン
から搾取したレモン精油を配合。
レモンのフレッシュさはそのままにヘアフレグランスとしてフ
ローラル感をプラスした
ラサーナオリジナルの“瀬戸内レモンの香り”です。

【青レモンジャム】夏の終わりから秋の初めにかけ
ての短い期間しか収穫できず、あまり市場に出回 契約農家から選別した新鮮な素材に限定し、無添加、無
らないため、希少価値がある尾道産の青レモンを 着色、保存料や人工ペクチンなど余分なものは一切加え
使ってジャムにしている。濃いグリーンとさわやか ず、素材そのものの味にこだわったジャムである。
な香りが特徴である。

【塩レモン餃子】広島県は全国の約５１％のレモン
を生産しており、日本一の生産量を誇ります。瀬戸
内の温暖な気候で育ったレモンは程よい酸味で、
うまみが凝縮されています。豚肉は瀬戸のもち豚
を使用し、レモンとのコラボレーションでさっぱりと
した仕上がりになっています。
845,
846

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

井辻食産株 塩レモン餃子 1,500円(税別）
広島県
【ひろしま牡蠣餃子】瀬戸内海で採れた牡蠣をふ
式会社（餃
広島市
んだんに使用し、ミルキーな味わいが特徴。牡蠣
子家 龍)
ひろしま牡蠣餃子1,500円（税別）
と新鮮な野菜を混ぜ込み、ひとつひとつ丁寧に作
り上げた餃子です。一口噛むと口いっぱいに牡蠣
の旨みが溢れます。広島市内の店舗とネット通販
で販売していますが、購入いただいたお客様から
は「味も美味しいし、とても広島らしい餃子なので、
県外の人への手土産に使いたい」と高い評価をい
ただいています。
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【ラサーナ海藻海泥
シャンプー 瀬戸内レ
モンの香り】
全国のドラッグストア・
バラエティショップ、通
信販売、インターネット
販売。
発売予定日2018年6月
【ラサーナ海藻海泥ト
リートメント 瀬戸内レ
モンの香り】
全国のドラッグストア・
バラエティショップ、通
信販売、インターネット
販売。
発売予定日：2018年6
月

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（申請中）、
駱駝カフェ（広島市）

【塩レモン餃子】広島市
内を中心に８店舗展開
する【餃子バル餃子家
【塩レモン餃子】広島県は全国の約５１％のレモンを生産し 龍】での料理提供/ネッ
ており、日本一の生産量を誇ります。瀬戸内の温暖な気候 トでの販売（全国）/広
で育ったレモンは程よい酸味で、うまみが凝縮されていま 島市安佐南区の【お持
す。豚肉は瀬戸のもち豚を使用し、レモンとのコラボレー
ち帰り専門店餃子家
ションでさっぱりとした仕上がりになっています。
龍】山本店、古市店で
の直売。
【ひろしま牡蠣餃子】瀬戸内海は波が弱く穏やかなや気候
なので古くから牡蠣の養殖が盛んな地域であり、す。牡蠣 【ひろしま牡蠣餃子】広
＝瀬戸内海というイメージが定着しています。２月頃には各 島市内を中心に展開
地で牡蠣祭りも開催され、地元の方や観光客でにぎわいも する【餃子バル】餃子
あります。その瀬戸内の宝の１つでもある牡蠣をふんだん 家 龍 全店/インター
に使用した牡蠣餃子は、ミルキーな味わいが特徴です。
ネットでの販売（全国）
/広島市安佐南区の
【お持ち帰り専門店】餃
子家 龍での直売。
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名

2018年 さより塩干・さよりみりん
3月 干

讃岐うどんだしのきいた
2018年 ドレッシング
3月
即席讃岐うどん

2018年 ポッキー＜瀬戸内伊予
3月 柑＞

商

品

写

真

所在地

事業者名

広島県 有限会社桑
福山市 田食品

商品の概要 (参考価格等）

さより塩干1,000円（税別）
さよりみりん干1,000円（税別）

穴吹エン
タープライズ 讃岐うどんだしのきいたドレッシ
香川県 株式会社
ング648円（税別）
高松市 津田の松原
サービスエリ 即席讃岐うどん400円（税別）
ア

大阪府 江崎グリコ
大阪市 株式会社

ポッキー＜瀬戸内伊予柑＞800
円（税別）

商

品

の

特

長

【さより塩干】【さよりみりん干】瀬戸内海で獲れた
「さより」を社長自ら目利きし鮮度を第一に一尾ず
つ丁寧に手開きしています。また、天日干しではハ
エ、ほこりが心配されるため、安全・安心をモットー
に、天候に左右されない低温、乾燥機で衛生的に
干しています。

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

【さより塩干】【さよりみりん干】当社商品は瀬戸内各地で水
揚げされたさよりを使用し干しています。昔ながらの干物
【さより塩干】【さよりみ
で、最近では生産者（加工業者）が減少してきており、当社
りん干】全国の個人宛
は昔ながらの逸品を絶やすことなく、お客さまへおいしいさ
通信販売
よりを召し上がって頂くため、瀬戸内産を使い、地域ならで
はの食文化を残しています。

【讃岐うどんだしのきいたドレッシング】
瀬戸のいりこ・唐辛子「香川本鷹」を使ったダシの
【讃岐うどんだしのきいたドレッシング】
きいたドレッシング。瀬戸内産のいりこを使ったうど
さぬきうどんのダシの特徴でもあるいりこを瀬戸内産にこだ
んダシをベースに、ダシの濃厚な旨みと風味を生
わって使用。また香川県最古の特産農産物の一つとして伝
かすことにこだわりました。
えられている幻の唐辛子「香川本鷹」を味のアクセントとし
て入れてます。
【即席讃岐うどん】
香川県産小麦「さぬきの夢」使用、本場讃岐の製
【即席讃岐うどん】
麺所で製造し茹で上げたうどんを真空パックに閉
讃岐うどんのために生まれた香川県産の小麦「さぬきの
じ込め、風味豊かないりこダシとともに仕上げたこ
夢」を使い、本場、讃岐の製麺で製造し茹で上げ、そのまま
だわりの讃岐うどんです。電子レンジで4分加熱
真空パックにしました。讃岐うどんの特徴でもあるいりこを
し、手軽に本場讃岐うどんがお召し上がりになりま
効かせただしも特徴です。
す。

・ご当地の素材をまとった「地元ポッキー」シリーズ
の中四国地区限定版。
・愛媛県産伊予柑果汁パウダーを使用し、甘さと
ほのかな酸味が広がる贅沢なポッキーです。
・1袋1本の個包装で15本入りなので、バラマキ土
産にぴったりです。
・通常ポッキーの約1.5倍なので、1本で満足できる
サイズです。
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柑橘王国である中国四国地方の中で、伊予柑は、認知度
は高い素材であるにも関わらず、その魅力を語れる人が少
ないため、地元ポッキーを通して、伊予柑の魅力を知っても
らい、中国四国が柑橘王国であることを伝えたい。そのた
め、商品名を＜瀬戸内伊予柑＞とし、中国四国全域で販売
展開する。

【讃岐うどんだしのきい
たドレッシング】
【即席讃岐うどん】高松
自動車道 津田の松原
サービスエリア上下線

愛媛県・香川県・徳島
県・高知県・広島県・岡
山県・鳥取県・島根県・
山口県の土産店、駅・
サービスエリア・空港・
スーパーなどの土産
コーナー
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【広島かりんとう ちりめんじゃこ】
瀬戸内海、音戸産のちりめんじゃこをたっぷり練り
込み藻塩で味付け。シンプルながら瀬戸内の香り
が広がります。酒のお共にお子様のおやつに最適
です。

広島かりんとう ちりめ
んじゃこ
851,
852,
853,
854

2018年 広島かりんとう れもん
3月
広島かりんとう 牡蠣

広島県
株式会社
東広島
香木堂
市

瀬戸内

【広島かりんとう ちりめんじゃこ】
【広島かりんとう れもん】
瀬戸内海、音戸産のちりめんじゃこをたっぷり練り込み、蒲
大崎下島産のレモンを使用したかりんとうです。果 刈産藻塩で味付けしております。主要原材料をすべて瀬戸
皮をジャムにして、ギュッと絞ったフレッシュ果汁を 内沿岸で生産されているものを使用しました。
【広島かりんとう ちり
まとわせました。
広島かりんとう ちりめんじゃこ
めんじゃこ】【広島かり
【広島かりんとう れもん】
200円（税別）
んとう れもん】
【広島かりんとう 牡蠣】
契約農家の秋光さんが、瀬戸内の温暖な環境で大切に育
【広島かりんとう 牡
広島県海域で収獲された牡蠣を使用。
てた大崎下島産レモンをふんだんに使用しました。
広島かりんとう れもん200円（税
蠣】広島県内のお土産
牡蠣特有の旨みをかりんとうで表現しました。
別）
物店・首都圏
生ガキをそのまま練りこみ風味豊かなかりんとうに 【広島かりんとう 牡蠣】
仕上げました。
広島県内産の牡蠣のみを使用。牡蠣のエキスではなく、牡
広島かりんとう 牡蠣300円（税
【瀬戸内】広島県内の
蠣そのものを生地に練り込んだため、とても風味豊かなか
別）
お土産物店・量販店・
【瀬戸内】
りんとうになりました。
岩手・宮城・東京・静
瀬戸内の食材にこだわり、それぞれ風味を生かし
瀬戸内741円（税別）
岡・大阪
たかりんとうに仕上げました。
【瀬戸内】
牡蠣 広島県海域で収獲された牡蠣をそのまま練 瀬戸内・広島県内産の山の幸、海の幸をかりんとうにして
りこみ牡蠣特有の旨みを表現しました。
います。牡蠣・ちりめんじゃこ
レモン 大崎下島産のレモンをジャムにして、フ
の磯の香りにレモンの爽やかさ、どれもシンプルながら瀬
レッシュな果汁をまとわせました。
戸内の香りが広がります。
ちりめんじゃこ 瀬戸内海、音戸産のちりめんじゃ
こをたっぷり練り込み仕上げました。
添加物を最小限に留め「食べる度に体が喜ぶ」を
基本理念としています。

855

857,
858

2018年 瀬戸内伊予柑＆サンフ
3月 ルーツチューハイ

広島れもんノンオイルド
2018年 レッシング
3月
焙煎大豆ドレッシング

広島県
瀬戸内伊予柑＆サンフルーツ
東広島 三幸食品工業株式会社
チューハイ178円（税別）
市

広島県 川中醤油株
広島市 式会社

広島れもんノンオイルドレッシン
グ400円（税別）
焙煎大豆ドレッシング400円（税
別）

瀬戸内で育った伊予柑とサンフルーツ果汁を使
用。甘すぎない飲みやすいチューハイです。フレッ
シュな香味を損なわないよう工夫しながら、スッキ
リとしたのどごしを
楽しんでもらえるように仕上げました。

【広島れもんノンオイルドレッシング】
広島県産レモンに淡口醤油を合わせたノンオイル
タイプのドレッシング。レモンと言えば黄色。レモン
果汁をたっぷりと使いレモンと分かる色味と、レモ
ンの酸味を引き立たせる為に香辛料を加えてレモ
ン感をしっかり感じる事のできるノンオイルタイプ
のドレッシングに仕上げました。化学調味料・保存
料・増粘剤・香料などは使用しておりません。「安
心・安全・おいしさ」がそろったこだわりのドレッシン
グです。

瀬戸内レモンチューハイに続く、第二弾の商品として伊予
柑＆サンフルーツチューハイを発売しました。温暖で日当た
りの良い瀬戸内は甘みの強い柑橘類が育つ絶好の場所で
す。是非フレッシュな果汁で作ったチューハイをご賞味くだ
さい。

日本酒類販売さん三
菱食品さん(マルエツ),
ＴＡＵさん他 関東方面
へ展開中

【広島れもんノンオイルドレッシング】
”廣島の醤油屋がつくったドレッシング”シリーズの商品とし
【広島れもんノンオイル
て発売。広島県産レモンに淡口醤油を合わせ、レモンの酸
ドレッシング】
味を引き出す為に香辛料を加えた見た目も味もレモンを感
【焙煎大豆ドレッシン
じるノンオイルタイプのドレッシングです。
グ】
販売先：スーパー、百
貨店、弊社通信販売、
【焙煎大豆ドレッシング】
弊社直営店舗 醤の館
【焙煎大豆ドレッシング】
広島県産の焙煎大豆に焦がし醤油を合わせた香
など
”廣島の醤油屋がつくったドレッシング”シリーズの商品とし
ばしい香りと風味を感じるドレッシング。合わせて
販売地域：全国
て発売。広島県産焙煎大豆に焦がし醤油を合わせる事で
大豆油やきな粉ペーストを使用する事で
一段と香ばしい香りと風味を出すことが可能となりました。
大豆の優しいまろやかさを生かしより濃厚な口あ
たりとしました。化学調味料・保存料・増粘剤・香料
などは使用しておりません。「安心・安全・おいし
さ」がそろったこだわりのドレッシングです。
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859

2018年
アイスミルク（ミルク）
3月

岡山県 徳山牧場ア アイスミルク（ミルク）330円（税
井原市 イス工房
別）

美星高原の美しい空気と水、牧草で育てた自家育
店頭販売・ネット販売・
成牛から搾った生乳を使用し、濃厚で後味すっき 温暖で、災害の影響をも受けにくい美星高原で育った牛か
ふるさと納税・各地イ
りヘルシーなジェラートです。保存料・着色料・乳 ら搾った生乳を使用
ベント販売
化剤は使用せずお子様も安心して食べられます。

863

2018年
かき味 海苔
6月

株式会社 マ
広島県
ルヒガシ海 かき味 海苔500円(税別）
安芸郡
苔

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。

864

2018年 タテ型 飲み干す一杯
6月 尾道 背脂醤油ラーメン

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
大阪府 エースコック タテ型 飲み干す一杯 尾道 背 リーズとして「尾道 背脂醤油ラーメン」を発売しま
吹田市 株式会社
脂醤油ラーメン193円(税別）
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。

865

2018年 山口の銘菓 月でひろっ
6月 た卵 小野茶

山口県 あさひ製菓
柳井市 株式会社

866

2018年 不知火（デコポン）ジュー
6月 ス「光」

愛媛県
株式会社 Ｎ 不知火（デコポン）ジュース「光」
西宇和
ＡＤＡ
2000円(税別）
郡

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
山口の銘菓 月でひろった卵 小
をクリームに使い、北海道産小豆の自家炊き粒餡
野茶4個入 741円(税別）
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。

株式会社天満屋 株式
瀬戸内産の海苔や牡蠣の美味しさを簡単に手に取れて、 会社広島三越 海駅三
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 之関
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。 株式会社一畑百貨店
株式会社鳥取大丸 等

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。

「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。

日本一細長い佐田岬半島の先端で栽培され、全ての園地
濃い甘味と絶妙の酸味のバランス、濃厚な味わい
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 愛媛県内の高級旅館・
が楽しめるジュースです。糖度も１３度以上ありま
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 ホテル
す。
れた不知火だけを使用しています。

56／93
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ヒロタのシュークリーム
2018年
瀬戸内レモンのシューク
6月
リーム

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
東京都
ヒロタのシュークリーム 瀬戸内 育ったブランドレモン【大長レモン】のピューレを使
株式会社洋
千代田
レモンのシュークリーム320円（税 用。 温暖な瀬戸内海気候で太陽をいっぱい浴び
菓子のヒロタ
区
別）
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。

868

2018年
鳴門金時ポテレット
6月

鳴門金時ポテレット
徳島県 株式会社イ １個 １３０円(税別）
徳島市 ルローザ
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１００％。出来る限り食品添加
物は使用せずに製造しています。

869

2018年
スイーツBOX
6月

岡山県 株式会社ス
スイーツBOX１３８９円(税別）
岡山市 タイル

誰でも手軽に食べられる、一口サイズのみにたる
岡山の温暖な地域で育った、ぶどう、早雲蜜芋、フルーツト
とで、岡山県産のフレッシュな食材を使用していま
JR観光列車ラマルドボ
マト、ばなな、足守メロンを使っています。 クリームには蒜
す。彩りもとてもきれいで、お土産にもぴったりで
アの限定販売中
山ジャージー牛乳を使っています
す。

870

2018年 淡路島玉ねぎせんべい
6月 素焼箱入

淡路島産の玉ねぎを使用し、風味豊かなせんべい
兵庫県
株式会社鳴 淡路島玉ねぎせんべい素焼箱入 に仕上げました。
南あわ
門千鳥本舗 1000円(税別）
サクサク軽い触感が楽しいおせんべいです。
じ市
ノンフライで仕上げたこだわりのおせんべいです。

867

876

2018年
はっさくロックス
6月

株式会社サ
広島県 クラオブルワ
廿日市 リーアンド
はっさくロックス1180円(税別）
市
ディスティラ
リー

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。

57／93

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 【季節商品】
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 関西、関東圏
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。

直営店舗の他、徳島県
「鳴門金時」は徳島県の特産品で、この名称は徳島県内の
内のお土産物販売店
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
（徳島駅前、空港な
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
ど）、サービスエリア内
は土産品としての需要が非常に高い素材だと考えます。
売店などで販売

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
主に兵庫県内
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。

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 広島を中心とする全国
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 に発売予定。2018年4
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 月18日発売。
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。
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東京都 株式会社 に
月へ鳴門へ1500円(税別）
港区
しきおり

故郷・徳島の名産・鳴門金時を、本格的なフランス
徳島「本家松浦酒造」、
菓子に仕上げました。フランスの伝統的なサブレ
空港、サービスエリア、
に、鳴門金時のクリームをたっぷりサンドしたお菓
徳島の名産・鳴門金時を使用し、菓子の名前も「月へ鳴門 各地土産店、東京「レ
子です。数多くの名店で研鑽を積んだフランス菓
へ」と地名を冠しています。
ストランフレンチモンス
子のパティシエが、鳴門金時の「旨さ」を引き立て
ター」WEB「せとうちマ
る工夫をしました。手作りならではの風合い・味、
ルシェ」
安心・安全にこだわってお作りしています。

2018年
はちみつれもん茶
6月

福岡県 株式会社 正
はちみつれもん茶798円(税別）
八女市 栄

「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。

880

2018年
クアトロえびチーズ
6月

〝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
香川県
ルの4種のチーズとフレーバー組み合わせ、えび
通信販売、直営店舗、
株式会社 志
瀬戸内産、外国産の新鮮な海老、そして瀬戸内産の塩を
観音寺
クアトロえびチーズ1100円(税別） せんべいでサンドしました。濃厚で風味豊かな
全国有名百貨店、専門
満秀
使用しています。
市
チーズとえびとの組み合わせは、イタリアンとも和
店で販売
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。

881

2018年
じゃこ天煎餅 きさいや
6月

じゃこ天煎餅 きさいや
愛媛県 株式会社母 7枚入 525円
今治市 恵夢本舗
14枚入 1050円
24枚入 1800円

878

879

2018年
月へ鳴門へ
6月

①

882

2018年 せとうちタオルタオル
9月 セット

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。

「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
スーパー・ドラッグスト
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
アー、量販店／全国
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。

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

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～

②

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 産地に受け継がれる職人の技術で作り上げたタオ
ルセット 2,500円（税別）
ルです。仕上げ加工でタオルに「今治本晒加工」を
大阪府 スタイレム株
④バスタオル・ハンドタオルセット 施すことで、綿の不純物をできるかぎり取り除き、
大阪市 式会社
3,000円（税別）
綿本来の吸水性を引き出しました。水を多く・早く
⑤バスタオル・フェイスタオル・ハ 吸う、というタオル本来の機能を追及しました。
ンドタオルセット 4,000円（税別）
58／93
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）

Ｎｏ

登録
年月

商

品

名

商

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～

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。

周防大島町 ホテル＆
南瀬戸内海にある山口県周防大島は県内生産量９０％の
リゾート サンシャイン
みかん栽培産地であり、周防大島産みかんの新しい可能
サザンセト 売店・レス
性としてみかん地ビールMika Mika Ale（ミカミカエール）～
トラン・喫茶・バーにて
周防大島みかんエール～を開発致しました。
販売中

886

2018年 熟成黒にんにく くろに
9月 ん

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
大阪府 株式会社くろ 熟成黒にんにく くろにん 1袋70g
間、温度・湿度を徹底的に管理し、製造に2ヵ月か
大阪市 にん
1,120円（税別）
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。

887

2018年
さぬき オリーブうどん
9月

香川県 株式会社
綾歌郡 めりけんや

⑤

884

⑥

所在地

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。

2018年 Mika Mika Ale（ミカミカ
9月 エール）

2018年 せとうちタオルタオル
9月 セット

真

販売エリア・季節

ホテル＆リ
山口県 ゾートサン
大島郡 シャインサザ
ンセト

882

④

写

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

商品の概要 (参考価格等）
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）
大阪府 スタイレム株
④バスタオル・ハンドタオルセット
大阪市 式会社
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）

③

品

事業者名

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）

商

品

の

特

長

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。

さぬき オリーブうどんオリーブ麺
さぬきうどんに瀬戸内のオリーブの葉を練りこみま 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
240g つゆ 30ml×2個
した。爽やかな色合いと、香りが特徴です。
こみ、爽やかさをアピールしました。
400円（税別）

59／93

(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】

香川県主要土産店（キ
ヨスク、量販店）
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2018年 旬のプラムと完熟レモン
9月 のジャム

889

2018年 超高圧熟成かきオイル
9月 漬け

892

2018年
瀬戸内産芽ひじき 18g
9月

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

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・季節

尾道グリーンヒルホテ
ル、エディオン蔦屋家
ジャムにするプラムは、自家栽培の新鮮な素材に
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 電フードショップニチ
広島県 レッカーバロ 旬のプラムと完熟レモンのジャム 限定し、無添加、無着色、保存料や人工ペクチン
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 エー、尾道市ふるさと
尾道市 ン
200g 1,112円（税別）
など余分なものは一切加えず、素材そのものの味
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。 納税謝礼品、中電工、
にこだわったジャムです。
しまなみ信用金庫、広
島銀行

超高圧熟成かきオイル漬け 広
広島県 株式会社 東
島県産大粒LLサイズ6粒
広島市 洋サプリ
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。

瀬戸内産芽ひじき18g
230円（税別）

893

2018年
瀬戸内産芽ひじき 13g
9月

三重県 広伝株式会 瀬戸内産芽ひじき13g
三重郡 社
230円（税別）

894

2018年
瀬戸内産長ひじき 12g
9月

瀬戸内産長ひじき12g
230円（税別）

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。

マックスバリュー西日
本（中四国地区）

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 全国販売。特に中四国
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 地区
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。

全国販売
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2018年 吉備高原RicePuffs レ
9月 インボー

商

品

写

真

所在地

事業者名

岡山県 イージー株
加賀郡 式会社

商品の概要 (参考価格等）

吉備高原RicePuffs レインボー
220g 1,000円（税別）

商

品

の

特

長

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

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
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
いいポン菓子です。
います。町の特産物である「お米」で、「晴れの国おかやま」
原材料のお米は、緑豊かな山合の自社農場で栽
に浮かぶ「虹」を表現致しました。
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。

販売エリア・季節

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

東京都 株式会社洋 瀬戸内レモンのシューアイス
新宿区 菓子のヒロタ 1個150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。さらにレモン果
汁（愛媛、瀬戸内産）を配合した風味･酸味のバラ
ンスを整えた夏に最適なアイテムです。

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
関西、関東圏
ピュレは風味、味わいがしっかりバランスの取れた食材。さ
らにレモン果汁（愛媛、瀬戸内産）を加え、自然な風味・酸
味のバランスを極めました。

2018年
蜜柑ぷりん
12月

広島県
万汐農園
尾道市

地元しまなみ海道の蜜柑を使用しており安心で
す。
たっぷり入った果皮と果肉が特に美味、さわやか
な食感です。
常温保存が可能、賞味期限も180日と長いのが特
徴です。

しまなみ海道の豊かな自然に育まれた地元の蜜柑を使用
しています。
生産農家ならではのスローフードは、和やかな心をお届け
します。

2018年 大田記念病院が考えた
12月 だしつゆ

大田記念病院の管理栄養士監修のだしつゆ。
有機しょうゆをベースに、大田記念病院とだしメー
カーであるカネソ22が共同開発しただし原料をプラ
大田記念病院が考えただしつゆ
広島県 寺岡有機醸
スした、味わいや香り豊かなだしつゆです。
500ml
福山市 造株式会社
化学調味料不使用なので、食の安心・安全を気に
498円（税別）
される方や、通常のこいくちしょうゆと比較して塩
分40％カットなので健康志向の方にもオススメで
す。

2018年 瀬戸内レモンのシューア
12月 イス

2018年 瀬戸内海産 きざみめか
12月 ぶ

広島県 株式会社
広島市 八百金

蜜柑ぷりん 110g
295円(税別)

瀬戸内海産きざみめかぶ30g
450円(税別)

しまなみ海道 道の駅
(よしうみいきいき館
様・多々良しまなみ
様)、尾道市内お土産
店、百貨店ギフト(福屋
様・阪神様)等

減塩に取り組む大田記念病院の管理栄養士（所在地：広島
県福山市沖野上町）が監修しただしつゆ。
有機しょうゆをベースに、瀬戸内産いわし煮干しを含む5種 全国の量・質販店
類の国産だし原料【大田記念病院が考えただしパック】をプ
ラスした化学調味料不使用のだしつゆです。

めかぶとはワカメの根元部分のことを言い、ミネラ
ル、エイコサペンタエン酸などの不飽和脂肪酸を
首都圏、関西、広島県
穏やかな瀬戸内海で育った「めかぶ」は、太平洋側や日本
歯の部分より多く含むため、健康食品として食され
等の百貨店や専門店、
海側と異なり、小ぶりです。そのため、お味噌汁や、椀物、
ることが多いようです。
量販店、自社ホーム
煮物に向く、薄く細く刻んだ「きざみ芽かぶ」には最適です。
瀬戸内海産のめかぶを収穫した日に新鮮な状態
ページの通販サイト 等
で乾燥。食べ易いサイズにきざみました。
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販売エリア・季節

瀬戸内海と有明海に生息し、漁獲高が少なく、あまり知れ
ていないベイカ。岡山・香川近辺では昔から、産地でこよな
く愛されている一品です。3㎝～5㎝の小さ目なベイカを厳
選しています。

首都圏、関西、広島県
等の百貨店や専門店、
量販店、自社ホーム
ページの通販サイト 等

903

2018年 瀬戸内海産 べいか煮干
12月 し

広島県 株式会社
広島市 八百金

瀬戸内海産べいか煮干し25ｇ
420円(税別)

瀬戸内海で漁獲されたベイカの煮干し。
凝縮されたイカの風味と、ほんのり塩味が効いて
います。
水揚げ量は少なく、好きな人は探してでも購入す
る逸品です。

904

2018年
塩無添加食べる小魚
12月

広島県 株式会社
広島市 八百金

塩無添加食べる小魚60g 420円
(税別)

真水で炊いた塩分控えめのカタクチイワシの煮干 穏やかな瀬戸内海に生息するカタクチイワシは、同じカタク 首都圏、関西、広島県
しです。酸化防止剤、調味料、化学調味料は無添 チイワシでも白口と呼ばれ、身が柔らかく、やさしい味わい 等の百貨店や専門店、
加の商品です。
です。また、白口イワシは苦みが少なく、頭や内臓を取らな 量販店、自社ホーム
くても、そのままお楽しみいただけます。
ページの通販サイト 等

瀬戸内海産干しえび
30ｇ 550円(税別)

瀬戸内海の海老に限定し、獲れたてをすぐに加工
した鮮度にこだわった干しえびです。保存料や化
首都圏、関西、広島県
学調味料は無添加で、無着色です。噛めば噛む 穏やかななかにも、栄養豊富な瀬戸内海で育った海老は、
等の百貨店や専門店、
ほど、エビの濃厚な旨味が口に広がります。その 殻が柔らかく身がしまっており、適度な水分残りのある干し
量販店、自社ホーム
ままお召し上がりいただくだけでなく、パスタの具 えびに最適です。
ページの通販サイト 等
材、ダシ、中華料理の具材等にご利用いただけま
す。

海人の藻塩麹180ｇ
530円(税別)

伝統ある府中味噌の白みそ用の上質な米麹と、
瀬戸内海に浮かぶ上蒲刈島特産の藻塩でじっくり
仕込んだ塩麹です。
甘さを重視する白みそ用の米麹を使用すること
で、甘さをさらに引き出し、上品な味に仕上げてい
ます。

キリンレモン
450mlPET 140円（希望小売価
格・税別）
1,500mlPET 320円
5/1より 340円
（希望小売価格・税別）

誕生当時の思想に基づき、素材と製法にこだわっ
たキリンレモン。
早摘み瀬戸内レモンを使用。更にさわやかさを増
した、素材と製法にこだわった甘さすっきりの透明
レモン炭酸。人工甘味料・着色料・保存料不使用。

905

906

908

2018年
瀬戸内海産 干しえび
12月

2018年
海人の藻塩麹
12月

2018年
キリンレモン
12月

広島県 株式会社
広島市 八百金

広島県 株式会社
広島市 八百金

キリンビバ
広島県
レッジ株式
広島市
会社

62／93

瀬戸内海の上蒲刈島で美しい海水と海藻を原料に丹精込
めて作られた「海人の藻塩」を配合した塩麹です。藻塩のま
ろやかな海のうま味と、白みそ用の米麹のすっきりした甘さ
との絶妙なバランスが特徴です。

全国の百貨店や専門
店、量販店、自社ホー
ムページの通販サイト
等

1928年に「絶対ニ人工着色ヲ施サズ」という言葉を掲げ、素
材と製法にとことんこだわり当時にはめずらしい透明炭酸
飲料として誕生したキリンレモン。誕生から90年を越えたい
ま、同じ日本生まれの瀬戸内レモンから抽出したエキスを
使用することで、日本の丁寧なものづくりを伝えていきま
す。

全国のスーパーマー
ケット、コンビニエンス
ストア、ドラッグストア、
自動販売機など

Ｎｏ

909

911

912

登録
年月

商

品

名

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

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・季節

2019年
瀬戸内れもんつゆ
3月

広島県 川中醤油株 瀬戸内れもんつゆ
広島市 式会社
400ｍｌ 460円（税別）

小麦を主原料とした本醸造白醤油でつくった“かえ
し”に、自社で厚削りにしたうま味の強い“鰹荒節”
と深いコク“宗田節”の一番だしを合わせ、瀬戸内
産レモンを加えた、暑い夏にピッタリの清涼感のあ
るつゆです。

発売予定日は2019年2
瀬戸内レモン果汁を使用しつつ、めんつゆとしてのおいしさ
月4日
を追求しました。だしの香りや風味とレモンの爽やかさが
全国直営店醤の館・自
マッチし、程よい酸味で夏のそうめんをいっそう美味しくしま
社通信販売・スー
す。
パー・百貨店など

2019年 淡路島 オニオンスパイ
3月 ス 瓶入

甘み豊かな淡路島玉ねぎにマジョラムやオレガノ、
バジルなど多種のハーブと塩を加えた万能調味料
兵庫県
です。玉ねぎの香り、甘味、旨みが感じられるた
株式会社鳴 淡路島 オニオンスパイス 瓶入
南あわ
め、あらゆる料理のアクセントに活用できます。肉
門千鳥本舗 65ｇ 650円（税別）
じ市
や野菜、魚料理だけでなく、パスタやチャーハンな
どにひと振りすれば、それだけで味わいのバリ
エーションが広がります。

淡路島産の玉ねぎを玉ねぎそのものよりもっとお手軽に日
常の中においていただける商品を との思いからブレンドに 淡路島内サービスエリ
試行錯誤を繰り返し、商品開発に至りました。淡路島産の ア・淡路島主要観光施
玉ねぎのうまみが、各種のスパイスとともにお肉や野菜の 設売店・通販等
素材の味をより一層引き立てます。

2019年
瀬戸内レモンペッパー
3月

瀬戸内産レモン粉末を使用した、レモンの香りと酸
味が特徴の爽やかなスパイスソルトです。ブラック
ペッパーやにんにく、玉ねぎの香辛料が料理の美
広島県 日東食品工 瀬戸内レモンペッパー58g 500円
味しさを引き立てます。
広島市 業株式会社 (税別）
料理の仕上げや下味として、ステーキやムニエル
の肉・魚料理やサラダ、天ぷらのつけ塩など、
様々な料理にご利用いただけます。

瀬戸内産のレモンを丸ごとフリーズドライ製法にて乾燥させ
たレモン100％の粉末を使用しているため、レモンの爽やか 広島県内のお土産店
な風味のスパイスソルトとなっています。また、デザインもレ 等で販売。
モンや瀬戸内海を連想させる爽やかで可愛らしいパッケー 発売日1/21（月）
ジにしました。

913

2019年
いちじくパイタルト
3月

914

2019年 広島かりんとう
3月

広島県
万汐農園
尾道市

竹炭

いちじくパイタルト
1個 295円（税別）

広島県
株式会社香 広島かりんとう
東広島
木堂
竹炭30ｇ 230円（税別）
市

万汐農園にある海辺のいちじく園の日本いちじくを
使用しており安心です。
海辺のいちじく園は農薬・化学肥料不使用の自然
栽培を実践しています。
農園で育った日本いちじくをぜいたくに使った、こく
深い果実感あふれるパイタルトです
常温保存が可能、賞味期限も4か月と長いのが特
徴です。

しまなみ海道の豊かな自然に育まれた地元のいちじくを使
広島・愛媛県内お土産
用しています。
屋・道の駅・SA、ネット
生産農家ならではのスローフードで、和やかな心をお届け
ショップ 等
します。

広島県江田島産の竹炭を使用して作ったかりんと
広島県の瀬戸内に浮かぶ江田島で育ててくれた竹で作っ
うです。
た竹炭の竹炭パウダーをまとわせて作りました。
竹炭自体が無味無臭なので、生地にピーナツを練
りこんで香ばしく仕上げました。
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販売エリア・季節

古くより「川内」で生産されてきた広島県特産「広島菜」。
広島県川内産の広島菜で作ったかりんとうです。
特徴である広島菜の風味をそのままとじこめたかりんとうで 広島県内のお土産物
広島菜独特の風味が感じられる塩味のかりんとう
す。
店・首都圏
です。
海人の藻塩と昆布で旨みを出しました。

広島県
株式会社香 広島かりんとう
東広島
木堂
広島菜30ｇ 230円（税別）
市

2019年 旬のせとかと完熟レモン
3月 のジャム

「せとか」は柑橘のなかでも最上級品種であり、究
極の柑橘と言われている。
広島県 レッカーバロ 旬のせとかと完熟レモンのジャム
契約農家で、１個づつ袋をかけて
尾道市 ン
200g 1,389円（税別）
大切に育てられた素材を、無添加、無着色、保存
料や人工ペクチンなど余分なものを一切加えず、
特製のジャムに仕上げている。

「せとか」は柑橘のなかでも最上級品種であり、贈答用とし
ても人気が高い瀬戸内の代表的な産物である。まだ生産
量も少ないこのシトラスのサラブレッド「せとか」を贅沢に丸
ごと使ってジャムにしている。

天満屋福山店、そごう
広島店、エディオン蔦
屋家電フードショップニ
チエー、アバンセｅｋｉ
ｅ、ＥＮＧＡＷＡ（セレクト
ショップ 広島）尾道市
ふるさと納税謝礼品、
尾道国際ホテル

2019年 旬のはるみと完熟レモン
3月 のジャム

広島県 レッカーバロ 旬のはるみと完熟レモンのジャ
尾道市 ン
ム200g 1,389円（税別）

「はるみ」は流通期間が短いため、市場に出回る
量が限られているまだ珍しい柑橘である。契約農
家で大切に育てられた新鮮な素材を使用し、無添
加、無着色、人工ペクチンなど余分なものを一切
加えず、濃厚な味わいのジャムに仕上げている。

１月の終わりから２月の始めにかけて実る「はるみ」は、瀬
戸内の春を予見させる味と香りにちなんで名づけられた柑
橘である。
契約農家で育てられた尾道産の「はるみ」を丸ごと
使ってジャムにしている。

天満屋福山店、そごう
広島店、エディオン蔦
屋家電フードショップニ
チエー、アバンセｅｋｉ
ｅ、ＥＮＧＡＷＡ（セレクト
ショップ 広島）尾道市
ふるさと納税謝礼品、
尾道国際ホテル

広島県 レッカーバロ ドライフィグ40g
尾道市 ン
926円（税別）

日本古来のいちじく種「蓬莱柿」をドライフルーツに
している。
自家栽培の朝もぎいちじくを無添
加、無着色で乾燥させたドライフルーツである。

そごう広島店、尾道グ
リーンヒルホテル、ベッ
日本古来のいちじく種「蓬莱柿」は尾道のブランド商品とし
カライベック（ドイツパ
て市場で人気が高いいちじくである。瀬戸内の温暖な気候
ンの店 広島）、尾道
で育ったこの蓬莱柿を丸ごと使ってドライフルーツにしてい
市ふるさと納税謝礼
る。
品、尾道国際ホテル、
奥出雲ぶどう園

セミドライフィグ
広島県 レッカーバロ
1ﾊﾟｯｹｰｼﾞ4個入り
尾道市 ン
926円（税別）

日本古来のいちじく種「蓬莱柿」を有機赤ワインで
煮詰め、丸ごとセミドライにしている。
自家栽
培の朝もぎいちじくを、無着色でオイルコーティン
グなしで仕上げたセミドライフルーツである。

そごう広島店、尾道グ
リーンヒルホテル、ベッ
日本古来のいちじく種「蓬莱柿」は尾道のブランド商品とし
カライベック（ドイツパ
て市場で人気が高いいちじくである。瀬戸内の温暖な気候
ンの店 広島）、尾道
のもと、無農薬で育てた完熟いちじくを有機赤ワインで煮詰
市ふるさと納税謝礼
め、天日干しで乾燥させてセミドライフルーツにしている。
品、尾道国際ホテル、
奥出雲ぶどう園

2019年
ドライフィグ
3月

2019年
セミドライフィグ
3月
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販売エリア・季節

招き猫珈 赤米ブレンド
2019年
コーヒー
3月
カフェインレス

岡山県総社市産の「あかおにもち」米とコロンビア
産珈琲豆をブレンドしたカフェインレスコーヒー。珈
招き猫珈 赤米ブレンドｺｰﾋｰ ｶ
琲豆はコクと旨味が特徴のコロンビア豆。赤米玄
岡山県 ノーイン株式 ﾌｪｲﾝﾚｽ
米特有の清涼感がコーヒーのコクとマッチし、すっ
岡山市 会社
50g（10g×5ヶ）
きりとキレのある味。カフェインが気になる方にも
740円（税別）
楽しんでいただける珈琲。おめでたい招き猫の
パッケージ。

2019年 招き猫珈 黒豆ブレンド
3月 コーヒー カフェインレス

岡山県の勝英地域で栽培される県産黒大豆「作
州黒」とコロンビア産珈琲豆をブレンドしたカフェイ 「作州黒」は岡山県の勝英地域で作られる希少なブランド
招き猫珈 黒豆ブレンドｺｰﾋｰ ｶ
ンレスコーヒー。大豆特有の甘みで酸味を感じにく 黒大豆で勝英農協から直接仕入れている。中国山地から
岡山県 ノーイン株式 ﾌｪｲﾝﾚｽ
発売予定日：2019年4
く珈琲感と後味にほんのりと感じる黒大豆の甘味 流れる水、緑あふれる大自然、晴れの国岡山ともいわれる
岡山市 会社
50g（10g×5ヶ）
月30日
と風味が特徴。カフェインが気になる方にも楽しん 燦々と降り注ぐ太陽の光など、瀬戸内の温暖な気候の中で
740円（税別）
でいただける珈琲。おめでたい招き猫のパッケー 育まれたものである。
ジ。

2019年
広島県産 芽ひじき
3月

2019年
折り鶴タオルハンカチ
3月

2019年
折り鶴フェイスタオル
3月

全国三箇所で行われる赤米の神事「赤米の神饌」。内一箇
所が岡山総社市の国司神社であり、商品に使用している
発売予定日：2019年4
「あかおにもち」は古代種「総社赤米」の遺伝子を継承する
月30日
赤米。秋に赤色に染まる赤米の田園風景は瀬戸内でも有
数の美しい景観です。

広島県産の芽ひじきは、荒波の外海で育ったひじ
きと違い、波穏やかな瀬戸内海で自生した天然ひ
じきの先端の米粒大の芽だけを摘んだひじきで
す。歯ごたえはしっかりとしながらも、柔らかく煮上
がりますから、ひじき煮、ひじきご飯等にお奨めで
す。

広島湾は気候温暖な瀬戸内海のほぼ中央に位置し、多く
の川から注がれる豊富な栄養分を吸収して育った「牡蠣」
同様、多くの海藻類が育っています。その中の「広島県産
芽ひじき」はカルシウムが牛乳の１２倍、食物繊維がごぼう
の７倍も含まれている栄養価の高い食品です。

折り鶴タオルハンカチ約25×
広島県 山本株式会
25cm
広島市 社
ﾋﾟﾝｸ、ﾌﾞﾙｰ各500円（税別）

平和を願い世界中から広島平和公園に贈られた
折り鶴を再生した糸を製品の一部に使用していま
す。日本屈指のタオル産地・愛媛県今治市で織り
上げました。厳しい検査基準をクリアした証である
今治タオルブランドマーク付きの高品質なタオル
ハンカチです。売上の一部は広島市の平和維持
活動へ寄付されます。

瀬戸内の温暖な気候と良質な水に恵まれた今治は、古くか
ら織物の産地として栄えてきました。伝統的な高い製造技
広島駅、広島空港内で
術により作られる今治タオルに、平和を願い世界中から広
販売しています。
島平和公園に贈られた折り鶴を再生した糸を製品の一部
に使用して製造しました。

折り鶴フェイスタオル約34×
広島県 山本株式会
80cm
広島市 社
ﾋﾟﾝｸ、ﾌﾞﾙｰ各1,000円（税別）

平和を願い世界中から広島平和公園に贈られた
折り鶴を再生した糸を製品の一部に使用していま
す。日本屈指のタオル産地・愛媛県今治市で織り
上げました。厳しい検査基準をクリアした証である
今治タオルブランドマーク付きの高品質なタオル
ハンカチです。売上の一部は広島市の平和維持
活動へ寄付されます。

瀬戸内の温暖な気候と良質な水に恵まれた今治は、古くか
ら織物の産地として栄えてきました。伝統的な高い製造技
広島駅、広島空港内で
術により作られる今治タオルに、平和を願い世界中から広
販売しています。
島平和公園に贈られた折り鶴を再生した糸を製品の一部
に使用して製造しました。

広島県 株式会社
広島市 八百金

広島県産 芽ひじき
25ｇ 400円（税別）
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首都圏・近畿圏・地元
広島等の百貨店・専門
店・量販店、さらに自
社ホームページの通販
サイト等
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あったかい瀬戸内のしま
2019年
なみ海道：島の海辺で
3月
農業体験

936

937

938

939

2019年
瀬戸内海産 あみえび
6月

2019年 広島県音戸産 安芸い
6月 りこ

2019年
音戸産 上乾ちりめん
6月

2019年
食べる小魚
6月

商

品

写

真

所在地

事業者名

広島県
万汐農園
尾道市

広島県 株式会社
広島市 八百金

広島県 株式会社
広島市 八百金

広島県 株式会社
広島市 八百金

広島県 株式会社
広島市 八百金

商品の概要 (参考価格等）

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・季節

あったかい瀬戸内のしまなみ海
道：島の海辺で農業体験
10,000円（税別）

・自然農法 化学肥料・化学農薬を使用せず、樹
木の免疫力を高める切上げ剪定を実践。
・6次産業 日本いちじくと南高梅等の生産から加
工・販売・観光までを行う。

・瀬戸内の温暖な気候と、豊かな自然を生かした自然農法
を実践。
・尾道市で特産品種：日本いちじく(蓬莱柿)を約100本、三原
市『満汐梅林』で青梅約1,000本を栽培。
・広島県産の柑橘など、地元の食材を生かした加工商品の
開発にも取り組んでいる。

・年間多くの農業体験
希望者及び研修生を
受け入れている※『仕
事旅行』サイトから受
付可。
・万汐農園のメール・
電話からも応募可。

瀬戸内海産 あみえび 35ｇ
320円（税別）

瀬戸内海で漁獲されたアキアミ（別名アミエビ）で
す。半透明のほんのりピンク色した小さな海老は、
風味がよく、サクサクしており、香りと甘みも凝縮さ
れています。
美味しい食べ方として「もやしやピーマン等との炒
め物」、「モッツァレラチーズとアミエビの厚焼き玉
子」等非常に多くのメニューが考えられます。サラ
ダやかき揚げ天ぷら等が特にお奨めです。

瀬戸内海の小魚としてはカタクチイワシが有名ですが、こ
のアミエビも三陸産に負けない美味しさと、そのソフトな食
感が大変な人気です。きれいなこの色から、瀬戸内海の各
地でソウルフードとして人気の高い、お好み焼きにふりかけ
るのも喜ばれています。

首都圏・近畿圏・地元
広島県等の百貨店・専
門店・量販店、自社
ホームページの通販サ
イト等

広島県音戸産 安芸いりこ60g
400円（税別）

江戸時代の創業（１８０４年）以来取り扱っている、
広島県音戸産の「安芸いりこ」です。「安芸いりこ」
はクセの無い良いだしが出ることで人気が高く、特
に味噌汁のダシとして喜ばれています。
秋からが旬のいりこなので「秋いりこ」と言われま
すが、特に広島はかって安芸の國と言われていた
ことから「安芸いりこ」と呼ばれるようになりました。

瀬戸内は波が穏やかながらも潮の流れがあり、川からは豊
富な栄養分を含んだ水が入ってくるため多くの小魚が生息
しています。そのひとつに適度に身のしまったカタクチイワ
シがあります。そしてそれを加工する技術を身に付けた漁
師さんが作ったのが「安芸いりこ」です。

首都圏・近畿圏・地元
広島等の百貨店・専門
店・量販店、自社ホー
ムページの通販サイト
等

音戸産 上乾ちりめん35g
500円（税別）

ちりめんいりこの名産地、広島県音戸で獲れたカ
タクチイワシを使用しています。
この海域で獲れた音戸ちりめんはソフトな食感で
大変人気の高いチリメンです。獲れたてのカタクチ
イワシの稚魚を新鮮なうちに塩ゆでし、しっかり乾
燥させてあります。酸化防止剤無添加です。
しらす干しと違って、よく乾かしていますので、日持
ちがよく、旨味が凝縮されているのが特徴です。

瀬戸内海は豊富な栄養分を吸収した美味しい小魚の宝庫
です。瀬戸内海の中央部に位置する「音戸地域」で採取さ
れたものを「音戸ちりめん」と呼び、「新鮮なうちの塩ゆで、
そして直ぐに乾燥」させることからその食感と、美味しさが
生まれます。

首都圏・近畿圏・地元
広島等の百貨店・専門
店・量販店、自社ホー
ムページの通販サイト
等

食べる小魚60g 400円（税別）

広島県音戸産の３～５ｃｍくらいのカタクチイワシ
を集めた煮干しです。このサイズだと内臓も苦味
は少なく、カルシウムが豊富で塩分も少ないことか
ら、おやつとしてそのまま食べる方も多いようで
す。高齢化が進み、骨粗鬆症になる方も増えてお
り、サプリメントでカルシウムを摂るよりも、天然の
素材から摂る方が良いという方も多くなってきまし
た。

波穏やかな瀬戸内海は美味しい小魚の宝庫です。適度に
身のしまったカタクチイワシはその代表格です。このイワシ
を「だし用」としてだけで使うのはもったいないということか
ら、このサイズの油の少ないものをそのまま食べることを推
進してきました。

首都圏・近畿圏・地元
広島等の百貨店・専門
店・量販店、自社ホー
ムページの通販サイト
等
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2019年
瀬戸内産長ひじき
6月

2019年 ハローキティ しまな
9月 みピンクレモネード
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品

の

特

長

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。

三重県
広伝 株式 瀬戸内産長ひじき15g
230円（税別）
三重郡
会社
川越町

広島県 今岡製菓
尾道市 株式会社

商

広島県産はっさく果汁・広島県産だいだい果汁を
使用した、はっさくの酸味と、だいだいの旨みが
マッチしたこだわりのぽん酢。
生揚については、醤油の色・香りを抑えた【うすくち
醤油】を使用しました。
ゆずとは一味違う、はっさくの酸味・うまみをご堪
能ください。

寺岡有機
広島県
醸造株式
福山市
会社

寺岡家のはっさくぽんず 150ml
300円（税別）

2019年 寺岡家のはっさくぽん
9月 ず150ml 化粧箱入り

寺岡有機
広島県
醸造株式
福山市
会社

広島県産はっさく果汁・広島県産だいだい果汁を
使用した、はっさくの酸味と、だいだいの旨みが
マッチしたこだわりのぽん酢。
寺岡家のはっさくぽんず150ml 化
生揚については、醤油の色・香りを抑えた【うすくち
粧箱入り 350円（税別）
醤油】を使用しました。
ゆずとは一味違う、はっさくの酸味・うまみをご堪
能ください。

寺岡有機
広島県
醸造株式
福山市
会社

広島県産はっさく果汁・広島県産だいだい果汁を
使用した、はっさくの酸味と、だいだいの旨みが
マッチしたこだわりのぽん酢。
生揚については、醤油の色・香りを抑えた【うすくち
醤油】を使用しました。
ゆずとは一味違う、はっさくの酸味・うまみをご堪
能ください。

寺岡家のはっさくぽん

2019年
959
ず
9月

300ml

販売エリア・季節

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
2019年7月より発売予
り、毎年安定的に天然ひじきが採取されています。瀬戸内
定
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
MV西日本・マルナカ様
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。

弊社のレモネードは、広島県産レモンを丸ごと（果
皮・果肉・種）すりつぶして配合しています。 丸ごと
ハローキティ しまなみピンクレモ 使用しているからこそ味わえるレモンの風味とコク
広島県尾道市瀬戸田町産のレモンを丸ごと使用し、その素 中四国エリアの小売店
ネード
が特長です。赤ビーツ色素のかわいいピンク色の
材の風味をそのまま生かした粉末飲料です。
など
15ｇ×8袋 600円（税別）
レモネードです。ホットでもアイスでも美味しくお召
上がりいただけます。

2019年 寺岡家のはっさくぽん
957
9月 ず 150ml

958

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

寺岡家のはっさくぽんず
300ml 380円（税別）
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果汁として、はっさく果汁・だいだい果汁（共に広島県産）を
使用することで、商品の中身としての“瀬戸内”らしさを。
またパッケージも、はっさく・だいだいをイメージさせるオレ 全国の質・量販店
ンジ色をベースとし、既存商品「寺岡家のレモンぽんず」の
姉妹品としての位置付けとしました。

果汁として、はっさく果汁・だいだい果汁（共に広島県産）を
使用することで、商品の中身としての“瀬戸内”らしさを。
中四国の量・質販店、
またパッケージも、はっさく・だいだいをイメージさせるオレ 広島県内のSA・駅売
ンジ色をベースとし、既存商品「寺岡家のレモンぽんず」の 店・空港など土産物店
姉妹品としての位置付けとしました。

果汁として、はっさく果汁・だいだい果汁（共に広島県産）を
使用することで、商品の中身としての“瀬戸内”らしさを。
またパッケージも、はっさく・だいだいをイメージさせるオレ 全国の質・量販店
ンジ色をベースとし、既存商品「寺岡家のレモンぽんず」の
姉妹品としての位置付けとしました。
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登録
年月

商

品

名

2019年
ベジリコ
9月

商

品

写

真

所在地

事業者名

愛媛県 株式会社
伊予郡 龍宮堂

商品の概要 (参考価格等）

商

品

の

特

長

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

厳選された愛媛県産の片口いわし（食べる煮干
し）に、愛媛県産の野菜を粉末にした野菜パウ
ダーをコーティングした新しいタイプの小魚菓子で 創業以来１２５年に渡り、瀬戸内海の小魚にこだわり製造
す。鮮やかな色彩も自然のままで、国内産と無添 販売してきました。
加にこだわったカルシウムと栄養成分たっぷりの
商品です。

ベジリコ 15g 250円（税別）

販売エリア・季節

オーケーストア、大丸
松坂屋百貨店、オー
テックシー他

2019年 OCCONICA(オッコニ
961
9月 カ）

リベルテ本
広島県
OCCONICA(オッコニカ）
帆株式会 2枚入小袋×12袋 630円（税別）
呉市
社

生地に使用している広甘藍とは、広島県呉市広町が発祥と
呉伝統のキャベツ・広甘藍（ひろかんらん）を練り
言われるキャベツのこと。柔らかい食感や瑞々しさ、そして
込んだ初めての加工品です。小さな一枚にお好み
トマト以上にもなる糖度の高さが魅力の呉市の伝統野菜で 広島県
焼きの美味しさが凝縮され、広甘藍の甘味もしっ
す。呉名産のイカフライと広甘藍をコラボレーションした初
かりでています。
めての商品です。

2019年 OCCONICA(オッコニ
9月 カ)ミニパッケージ

リベルテ本
広島県
OCCONICA(オッコニカ)
帆株式会 ミニパッケージ30g 200円（税別）
呉市
社

生地に使用している広甘藍とは、広島県呉市広町が発祥と
呉伝統のキャベツ・広甘藍（ひろかんらん）を練り
言われるキャベツのこと。柔らかい食感や瑞々しさ、そして
込んだ初めての加工品です。小さな一枚にお好み
トマト以上にもなる糖度の高さが魅力の呉市の伝統野菜で 広島県
焼きの美味しさが凝縮され、広甘藍の甘味もしっ
す。呉名産のイカフライと広甘藍をコラボレーションした初
かりでています。
めての商品です。

広島県 イトク食品 レモン生姜こしょう 20g 500円
尾道市 株式会社 （税別）

細切り生姜の食感が良く、辛味の中に爽やかなレ
モン。レモンはボイルすることで、レモン特有の苦
味をとり、ふわっとレモンが香ります。細切り生姜、
レモン、唐辛子、絶妙なバランスに仕上げました。
肉料理、焼き魚、鍋料理など、いつもの料理のア
クセントにほんの少し付けるだけ。少しの調味料で
美味しさが増します。

瀬戸内産レモンは香りの強いピールを使い、食べた瞬間に
ふわっと広がります。ボイルしてレモン特有の苦味をとり、
みじん切りの形状がふわっと抜ける、爽やかな香りがおい
しさの秘訣。唐辛子と生姜の辛さのベースの中にも、瀬戸
内レモンの存在感があります。

土産物屋、アンテナ
ショップ、通販、スー
パーなど・中四国、近
畿、関東、北海道

瀬戸内産生姜を蒸して低温乾燥させた蒸し生姜か
ら抽出したエキスをベースに、瀬戸内産レモンの
果汁と、北海道産ビートグラニュー糖を合わせ、生
瀬戸内レモンジンジャーシロップ
姜の辛味を生かしつつ、酸味と甘味のバランスの
100ml 1,200円（税別）
とれた味わいに仕上げました。希釈して飲むジン
ジャーシロップや、ソースとして幅広い料理に使え
ます。

瀬戸内産の生姜に、瀬戸内の温暖な気候が育んだレモン
の果汁をブレンドして爽やかな酸味と香りを加え、北海道産
ビートグラニュー糖で自然な甘さをプラス。原材料は瀬戸内
生姜、瀬戸内レモン、ビートグラニュー糖のみで素材の良さ
にこだわりました。

百貨店、高級スー
パー、土産物屋、アン
テナショップ、通販、書
店など・中四国、九州、
近畿、中部、関東、東
北

962

2019年
963
レモン生姜こしょう
9月

2019年 瀬戸内レモンジン
964
9月 ジャーシロップ

広島県 イトク食品
尾道市 株式会社

68／93
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965

登録
年月

商

品

名

2019年 黄金鶏皮揚げ 瀬戸内
9月 レモン味

商

品

写

真

所在地

事業者名

九州丸一
福岡県
食品株式
福岡市
会社

商品の概要 (参考価格等）

黄金鶏皮揚げ 瀬戸内レモン味
50g 445円（税別）

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・季節

ジェイアールサービス
ネット岡山（11月より販
売予定）、ジェイアール
国産の鶏皮のみを厳選し、油で揚げて、おつまみ
サービスネット広島（11
にもおやつにもピッタリな逸品が完成しました。
瀬戸内レモンの爽やかな塩味と酸味を感じていただけるよ
月より販売予定）、サ
スッキリ爽やかな瀬戸内レモンの酸味と旨味が広 う味付けをしました。
ルボ両備、イーグル興
がるクセになる味わいの商品です。
業等
2019年8月5日～発売
予定

2019年
966
檸檬胡椒[青辛]
9月

ヤマトフー
広島県
檸檬胡椒[青辛] 75g 500円
ズ株式会 （税別）
広島市
社

広島ご当地調味料の「レモスコ」の味わいをベース
に料理のトッピング にしやすいペーストタイプに仕
生産量日本一である広島産のレモンピールを使用すること
上げました。
広島県お土産売場 他
で瀬戸内らしさを感じられます。
青唐辛子のピリッとした辛みと、国産実山椒のしび
れる辛みをお楽しみいただけます。

2019年
檸檬胡椒[赤辛]
9月

ヤマトフー
広島県
檸檬胡椒[赤辛] 75g 500円
ズ株式会 （税別）
広島市
社

広島ご当地調味料の「レモスコ」の味わいをベース
に料理のトッピング にしやすいペーストタイプに仕
生産量日本一である広島県産のレモンピールを使用するこ
上げました。
広島県お土産売場 他
とで瀬戸内らしさを感じられます。
赤唐辛子とハバネロの刺激的な辛みと、国産実山
椒のしびれる辛みをお楽しみいただけます。

岡山県 有限会社
倉敷市 丸清織物

Kurashiki Ribbon (倉敷りぼん)
W:8cmX5m巻き 700円（税別）

倉敷りぼんは、繊維の町・倉敷児島で60余年に渡
り畳縁を作り続けている丸清織物が開発した畳縁
です。軽くて丈夫なのが特徴、伝統的な和柄から
モダンなデザインまで300種類以上の柄がありま
す。日常雑貨やファッションアクセサリー、テーブ
ルアクセサリー、リースの装飾など様々な用途で
お使いいただけます。

瀬戸内海に面した倉敷市児島は繊維の町として栄えてきま
した。その児島で1959年に創業、先代から高度な技術を継 クリーマやミンネショッ
承してきました。伝統を守りながらも新たな価値を提案し、 プ（インターネット）で販
世界中の人へ届けたいという思いで、新しいデザインと小 売スタート。
物商品の開発にも日々力を入れています。

岡山県 有限会社
倉敷市 丸清織物

eN. は、繊維の町・倉敷児島で60余年に渡り畳縁
を作り続けている丸清織物が開発した畳縁「倉敷
eN. 箸置き (畳縁「倉敷りぼん」で りぼん」を使い製作した小物ブランドです。リボン
作った箸置き） 5個セット
型箸置き5個セットは、伝統和柄から、モダンなパ
1,000円（税別）
ステル調の柄など、ギフトにおすすめの和モダン・
可愛いテーブルアクセサリーです。丈夫で軽い、
撥水性など機能性も兼ねています。

瀬戸内海に面した倉敷市児島は繊維の町として栄えてきま
した。その児島で1959年に創業、先代から高度な技術を継
販売予定日は、9月1日
承してきました。伝統を守りながらも新たな価値を提案し、
です。
世界中の人へ届けたいという思いで、新しいデザインと小
物商品の開発しました。

967

2019年 Kurashiki Ribbon
968
9月 (倉敷りぼん）

eN. 箸置き
2019年
969
(畳縁「倉敷りぼん」で
9月
作った箸置き）
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登録
年月

商

品

名

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

瀬戸内檸檬わらび餅 6切入
352円（税別）

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・季節

わらび餅に果皮、種まで粉砕された広島県産
レモン粉末を混ぜ込み、表面にもオリジナル
レモンきな粉をまぶしています。レモンの配合
量、添加タイミングを考慮し、わらび餅特有の
食感を損なうことなく、清涼感を感じていただ
ける商品です。

広島県産レモン粉末は、果皮、種まで粉砕されてお
り、風味のみならず柑橘特有の酸味と苦味を感じてい チェーン店舗（30店
ただくことができます。また訴求力と地域性をアピール 舗）
する為、名称を「瀬戸内檸檬わらび餅」としました。

2019年
瀬戸内檸檬わらび餅
12月

広島県 株式会社
広島市 ちから

2019年 SILMORE（シルモア）
12月 ソープ

株式会社リ
バースプロ
愛媛県
SILMORE（シルモア） ソープ
ジェクトト
松山市
70g 2,500円（税別）
レーディン
グ

SILMORE（シルモア）は、愛媛県産シルク成分
配合のヘアケア・ボディケアブランドです。コン
セプト原料となるシルク成分は18種のアミノ酸
で構成され、保湿性、抗酸化作用、紫外線吸
収など、快適さと肌を守る機能が豊富に蓄え
られています。

私たちは、新しいシルク産業の創出を目指し「愛媛シ
ルクプロジェクト」を2016年より推進してきました。これ
までになかった新しい発想で産業を生み出し、地域や
分野の垣根を越えたステークホルダーが連携しながら
事業を推進していくことで、新たな産業としてシルクの
素材価値を高め、次の世代へと引き継いでいきます。

オンラインショップ、
全国の百貨店、セレ
クトショップ、宿泊施
設 等

2019年 SILMORE（シルモア）
12月 シャンプー

株式会社リ
バースプロ
愛媛県
SILMORE（シルモア） シャン
ジェクトト
松山市
プー295ml 3,000円（税別）
レーディン
グ

SILMORE（シルモア）は、愛媛県産シルク成分
配合のヘアケア・ボディケアブランドです。コン
セプト原料となるシルク成分は18種のアミノ酸
で構成され、保湿性、抗酸化作用、紫外線吸
収など、快適さと肌を守る機能が豊富に蓄え
られています。

私たちは、新しいシルク産業の創出を目指し「愛媛シ
ルクプロジェクト」を2016年より推進してきました。これ
までになかった新しい発想で産業を生み出し、地域や
分野の垣根を越えたステークホルダーが連携しながら
事業を推進していくことで、新たな産業としてシルクの
素材価値を高め、次の世代へと引き継いでいきます。

オンラインショップ、
全国の百貨店、セレ
クトショップ、宿泊施
設 等

2019年 SILMORE（シルモア）
12月 トリートメント

株式会社リ
バースプロ
愛媛県
SILMORE（シルモア） トリート
ジェクトト
松山市
メント295ｇ 3,000円（税別）
レーディン
グ

SILMORE（シルモア）は、愛媛県産シルク成分
配合のヘアケア・ボディケアブランドです。コン
セプト原料となるシルク成分は18種のアミノ酸
で構成され、保湿性、抗酸化作用、紫外線吸
収など、快適さと肌を守る機能が豊富に蓄え
られています。

私たちは、新しいシルク産業の創出を目指し「愛媛シ
ルクプロジェクト」を2017年より推進してきました。これ
までになかった新しい発想で産業を生み出し、地域や
分野の垣根を越えたステークホルダーが連携しながら
事業を推進していくことで、新たな産業としてシルクの
素材価値を高め、次の世代へと引き継いでいきます。

オンラインショップ、
全国の百貨店、セレ
クトショップ、宿泊施
設 等
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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・季節

2019年 SILMORE（シルモア）
12月 ボディソープ

株式会社リ
バースプロ
愛媛県
SILMORE（シルモア） ボディ
ジェクトト
松山市
ソープ350ml 3,000円（税別）
レーディン
グ

SILMORE（シルモア）は、愛媛県産シルク成分
配合のヘアケア・ボディケアブランドです。コン
セプト原料となるシルク成分は18種のアミノ酸
で構成され、保湿性、抗酸化作用、紫外線吸
収など、快適さと肌を守る機能が豊富に蓄え
られています。

私たちは、新しいシルク産業の創出を目指し「愛媛シ
ルクプロジェクト」を2017年より推進してきました。これ
までになかった新しい発想で産業を生み出し、地域や
分野の垣根を越えたステークホルダーが連携しながら
事業を推進していくことで、新たな産業としてシルクの
素材価値を高め、次の世代へと引き継いでいきます。

オンラインショップ、
全国の百貨店、セレ
クトショップ、宿泊施
設 等

2019年 SILMORE（シルモア）
12月 ボディクリーム

株式会社リ
バースプロ SILMORE（シルモア） ボディ
愛媛県
ジェクトト
クリーム350ml 3,000円（税
松山市
レーディン 別）
グ

SILMORE（シルモア）は、愛媛県産シルク成分
配合のヘアケア・ボディケアブランドです。コン
セプト原料となるシルク成分は18種のアミノ酸
で構成され、保湿性、抗酸化作用、紫外線吸
収など、快適さと肌を守る機能が豊富に蓄え
られています。

私たちは、新しいシルク産業の創出を目指し「愛媛シ
ルクプロジェクト」を2017年より推進してきました。これ
までになかった新しい発想で産業を生み出し、地域や
分野の垣根を越えたステークホルダーが連携しながら
事業を推進していくことで、新たな産業としてシルクの
素材価値を高め、次の世代へと引き継いでいきます。

オンラインショップ、
全国の百貨店、セレ
クトショップ、宿泊施
設 等

2019年 SILMORE（シルモア）
12月 ハンドクリーム

株式会社リ
バースプロ
愛媛県
SILMORE（シルモア） ハンド
ジェクトト
松山市
クリーム20ml 1,500円（税別）
レーディン
グ

SILMORE（シルモア）は、愛媛県産シルク成分
配合のヘアケア・ボディケアブランドです。コン
セプト原料となるシルク成分は18種のアミノ酸
で構成され、保湿性、抗酸化作用、紫外線吸
収など、快適さと肌を守る機能が豊富に蓄え
られています。

私たちは、新しいシルク産業の創出を目指し「愛媛シ
ルクプロジェクト」を2017年より推進してきました。これ
までになかった新しい発想で産業を生み出し、地域や
分野の垣根を越えたステークホルダーが連携しながら
事業を推進していくことで、新たな産業としてシルクの
素材価値を高め、次の世代へと引き継いでいきます。

オンラインショップ、
全国の百貨店、セレ
クトショップ、宿泊施
設 等

2020年 瀬戸内オリーブ＆ワイ
3月 ンビネガー味のり天

瀬戸内オリーブ＆ワインビネ
広島県 まるか食品
ガー味のり天 65g
尾道市 株式会社
300円（税別）

食べた瞬間に瀬戸内産オリーブの香りが口の
中にふわっと広がり、後からワインビネガーの
香川県産の熟したオリーブの風味を生かすため、シー
さっぱりした酸味で爽やかさでクセになる味の
ズニングに加工する際、香りを残すようにいたしまし 全国量販店
おつまみスナックです。
た。
のり天のサクサク感がリズムを刻む食べやす
いのり天に仕上げています。
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真

2020年 淡路島無添加玉ねぎ
3月 スープ

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

販売エリア・季節

兵庫県 株式会社 淡路島無添加玉ねぎスープ
淡路市 島と暮らす 6ｇ×5本 680円（税別）

淡路島は瀬戸内特有の温暖な気候に恵ま
れ、日照時間が長いため美味しい農作物が
育ちます。その中でも日本一といわれる品質
を誇るのが淡路島産玉ねぎです。淡路島産玉
ねぎの特徴として最も評価されるのが甘味で
す。淡路島玉ねぎの美味しさと健康に飲んで
いただけることを追及し、余分な添加物を加え
なくても玉ねぎの美味しさを引き出しました。
日本一美味しいと言われる淡路島玉ねぎを、
より簡単に、より健康的に採り入れていただけ
る、家族みんなが美味しく飲める島と暮らすオ
リジナルオニオンスープです。

淡路島産玉ねぎを丁寧に乾燥させてオニオンチップを
作っており、こだわっています。通常、乾燥野菜は短
時間で高温乾燥されますが、本製品に使用している
のは低温で24時間かけて乾燥された味・栄養も損な
わない極上品。手作業で丁寧にカットされた乾燥オニ
オンチップは、スープがしみ込みしっとりシャキシャキ
な食感を淡路島産玉ねぎの旨味と共に楽しんでいた
だけます。

販売先はネット通販
を通した一般顧客。
販売地域は日本全
国。

日本最古の製塩方法は、日本独自のものであった。
そしてその方法で製塩されていた地域が瀬戸内であ
り、「海人の藻塩」は瀬戸内広島県呉市蒲刈町で製造 販売先：百貨店
されている。蒲刈町からは日本最古の製塩遺跡が出 スーパー
土し、当時のままの遺跡が残さされている。製塩遺跡 販売地域：全国
の一部は復元され展示施設で見学が可能となってい
る。

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

商

品

の

特

長

983

2020年 海人の藻塩スタンド
3月 パック

広島県 蒲刈物産
呉市
株式会社

海人の藻塩スタンドパック
100g オープン価格

縄文時代後期、日本最古の塩づくりが行われ
ていました。呉市蒲刈町では、当時と同じ原料
で海人の藻塩を製造しています。海水そのも
のを３日かけて濃縮する製造工程です。ま
た、海人の藻塩の原料は、約９０種類のミネラ
ルが含まれる海水と海藻（ホンダワラ）を使用
しています。そのため海水のミネラルと海藻の
成分が含まれた塩となっています。

984

2020年
はっさくさぶれ
3月

有限会社
広島県
金萬堂本
尾道市
舗

はっさくさぶれ
(小)10枚 550円（税別）
(大)18枚 900円（税別）

広島県尾道市産はっさくのピューレを、生地に しまなみ近隣の島々をパッケージデザインに、広島発
広島県、岡山県の一
練り込み、じっくり寝かせてから焼き上げたこ 祥の柑橘「八朔」を使いお土産にも最適なお菓子を作
部
だわりのサブレ
りました。

(小)
(大)
(個包装)

991

992

2020年 広島県産 牡蠣オイ
3月 ル漬け

2020年
広島県産 牡蠣佃煮
3月

キョウワ
広島県
広島県産 牡蠣オイル漬け
フーズ株式
広島市
110ｇ 1,000円（税別）
会社

広島三越B1F、大近
そごう広島パント
リー、そごう広島B1F
広島牡蠣の濃厚な味わいを瓶の中にギュッと
酒売場、アバンセ
島や岬に囲まれた穏やかな瀬戸内海で大切に育ま
凝縮。
ekie広島駅店、ユ
れ、ぷりぷりとした弾力と濃厚な味わいが魅力の広島
オイルで炒めることで風味と旨みを凝縮し、牡
アーズLIVIアッセ店、
牡蠣を瓶の中にギュッと凝縮しました。
蠣の香ばしさと深いコクが楽しめます。
宮島観光協会
委託販売：プリンスホ
テル、ホテルニューヒ
ロデン

キョウワ
広島県
広島県産 牡蠣佃煮
フーズ株式
広島市
120ｇ 1,000円（税別）
会社

広島三越B1F、大近
そごう広島パント
リー、そごう広島B1F
広島牡蠣の濃厚な味わいを瓶の中にギュッと
島や岬に囲まれた穏やかな瀬戸内海で大切に育ま
酒売場、アバンセ
凝縮。
れ、ぷりぷりとした弾力と濃厚な味わいが魅力の広島 ekie広島駅店、ユ
甘辛の味付けと牡蠣の風味が絶妙。和食や
牡蠣を瓶の中にギュッと凝縮しました。
アーズLIVIアッセ店
酒の肴に。
委託販売：プリンスホ
テル、ホテルニューヒ
ロデン

72／93
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993

994

995

登録
年月

商

品

名

2020年 広島県産 牡蠣唐辛
3月 子オイル漬け

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

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・季節

広島三越B1F、大近
そごう広島パント
リー、そごう広島B1F
広島牡蠣の濃厚な味わいを瓶の中にギュッと
キョウワ
広島県産 牡蠣唐辛子オイル
島や岬に囲まれた穏やかな瀬戸内海で大切に育ま
酒売場、アバンセ
広島県
凝縮。
フーズ株式 漬け
れ、ぷりぷりとした弾力と濃厚な味わいが魅力の広島 ekie広島駅店、ユ
広島市
唐辛子の旨みがつまった牡蠣を漬け込むこと
会社
110ｇ 1,000円（税別）
牡蠣を瓶の中にギュッと凝縮しました。
アーズLIVIアッセ店
で、より濃厚な味わいを楽しめます。
委託販売：プリンスホ
テル、ホテルニューヒ
ロデン

2020年 味付け海苔 かきのり
3月 卓上６０

広島県 株式会社
広島市 前田屋

広島で創業より50年、海苔の前田屋が「瀬戸内産海
苔」を独自レシピの味タレで味付け。味のベースとなる
のは、「瀬戸内海産いりこ」と「北海道産昆布」を大釜
でじっくり煮出した出汁。本みりんと伯方の塩で味を調
え「広島県産かき煮汁」を加えて仕上げました。

西日本を中心とした
全国のスーパー、量
販店等。
通販サイト
［Amazon.co.jp］の弊
社商品販売ページ。
弊社店頭での販売。

2020年 ビューティーソイソー
3月 ス 洋ナシ

兵庫県たつの市で１８７９年創業の老舗醤油
蔵で造ったフルーツドレッシングです。ベース
株式会社エ
兵庫県
ビューティーソイソース 洋ナ となる醤油は天然醸造の薄口醤油を使用し、
ドデザイン
宍粟市
シ 100ml 650円（税別）
１００％フルーツ果汁、純柿酢、ミネラルシュ
ワークス
ガーをブレンドした、無添加、減塩、ノンオイル
の体に優しい万能調味料です。

兵庫県産の大豆、小麦を使用し、兵庫県たつの市の
老舗醤油蔵で製造しております。天然醸造の薄口醤
油にフルーツ果汁をブレンドした他にはないフルーツド
レッシングです。口に含むだけで果汁の酸味と薄口醤
油のコクと旨味が広がります。様々な料理にかけるだ
けで、数ランク上の味わいがお楽しみ頂けます。

販売先：百貨店、
ネット通販
販売地域：兵庫県、
東京都

2020年
の贈り物 瀬戸内夏
3月

みかんジュース

997

品

瀬戸内海産の海苔を使用し、風味の良さ、
さっくりとした歯切れ、口の中でふわりととろけ
るような口どけが特長。弊社独自レシピの秘
伝の味タレで味付け。「瀬戸内海産いりこ」と
「北海道産昆布」でじっくり煮出した出汁を
ベースに、本みりんと伯方の塩で味を調え、
「広島県産かき煮汁」を加えて、まろやかでコ
クのある甘味に仕上げました。

アヲハタ 瀬戸内から

996

商

2020年 いの豚の無添加ソー
3月 セージ「muku」

味付け海苔 かきのり卓上
６０ 味付のり １０切６０枚
400円（税別）

販売先：「アヲハタ
ジャムデッキ」内
瀬戸内の温暖な気候で育った夏みかんを収
アヲハタ 瀬戸内からの贈り物
ショップ、中四国エリ
広島県 アヲハタ株
穫後
柑橘の産地である瀬戸内産の夏みかんのみを使用し
瀬戸内夏みかんジュース
アの百貨店などでの
竹原市 式会社
じっくり寝かせて甘みを引き出した甘酸っぱく た100％ストレートジュースです。
500ml 1,000円（税別）
ギフト販売等。
ほろ苦いジュースです。
発売予定日：5月未
定

いの豚の無添加ソーセージ
兵庫県
株式会社シマトワークス
「muku」 100g×3本入り（冷
洲本市
凍） 1,760円（税別）

mukuは素材の美味しさを、そのままに詰め込
んだソーセージ。
淡路島で育ったいの豚のしっかりとした肉の
味わい、口どけのいい肉汁。
その個性を活かす粗挽きの腕もも肉に、シン
プルな調味料を加え、無添加で生ソーセージ
にしあげました。

73／93

瀬戸内海に面する淡路島。その淡路島で育ったいの
豚「ゴールデンボアポーク」を使用し、無添加の生ソー
セージに仕上げました。「ゴールデンボアポーク」は鹿
児島産の黒豚といのししを掛け合わせたブランドポー
淡路島・神戸・大阪
ク。
を中心に販売
黒豚の肉のうま味といのししの口どけのいい脂身を合
わせもった肉そのものの味わいを、そのまま楽しんで
もらいたい！そんな想いで、島に関わる仲間があつま
り作ったソーセージです。
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1000

1001

1002

登録
年月

商

品

名

2020年 海人の藻塩スタンド
6月 パック とびしまＶｅｒ．

2020年 海人の藻塩スタンド
6月 パック 宮島Ｖｅｒ．

2020年 海人の藻塩 ５００ｇ巻
6月 紙タイプ

2020年 海人の藻塩
6月 土器タイプ

２５０ｇ

2020年 海人の藻塩 ３００ｇ布
6月 タイプ

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

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・季節

広島県 蒲刈物産
呉市
株式会社

海人の藻塩スタンドパック と
びしまＶｅｒ．１００g
オープン価格

縄文時代後期、日本最古の塩づくりが行われ
ていた呉市蒲刈町で、当時と同じ原料で製造
している海人の藻塩。海水そのものを３日か
けて濃縮し製塩している。そのため海水に含
まれる約９０種類の自然界のミネラルが全て
含まれた塩となる。併せて濃縮工程におい
て、海藻（ホンダワラ）を仕込むため、海水の
全ミネラルに加え、海藻の成分も含まれること
になる。

日本最古の製塩方法は、日本独自のものであった。
そしてその方法で製塩されていた地域が瀬戸内であ
り、「海人の藻塩」は瀬戸内広島県呉市蒲刈町で製造 販売先：百貨店
されている。蒲刈町からは日本最古の製塩遺跡が出 スーパー
土し、当時のままの遺跡が残さされている。製塩遺跡 販売地域：全国
の一部は復元され展示施設で見学が可能となってい
る。

広島県 蒲刈物産
呉市
株式会社

縄文時代後期、日本最古の塩づくりが行われ
ていた呉市蒲刈町で、当時と同じ原料で製造
している海人の藻塩。海水そのものを３日か
海人の藻塩スタンドパック 宮 けて濃縮し製塩している。そのため海水に含
島Ｖｅｒ．100g
まれる約９０種類の自然界のミネラルが全て
オープン価格
含まれた塩となる。併せて濃縮工程におい
て、海藻（ホンダワラ）を仕込むため、海水の
全ミネラルに加え、海藻の成分も含まれること
になる。

日本最古の製塩方法は、日本独自のものであった。
そしてその方法で製塩されていた地域が瀬戸内であ
り、「海人の藻塩」は瀬戸内広島県呉市蒲刈町で製造 販売先：百貨店
されている。蒲刈町からは日本最古の製塩遺跡が出 スーパー
土し、当時のままの遺跡が残さされている。製塩遺跡 販売地域：全国
の一部は復元され展示施設で見学が可能となってい
る。

広島県 蒲刈物産
呉市
株式会社

縄文時代後期、日本最古の塩づくりが行われ
ていた呉市蒲刈町で、当時と同じ原料で製造
している海人の藻塩。海水そのものを３日か
けて濃縮し製塩している。そのため海水に含
海人の藻塩 500ｇ巻紙タイプ
まれる約９０種類の自然界のミネラルが全て
1,800円（税別）
含まれた塩となる。併せて濃縮工程におい
て、海藻（ホンダワラ）を仕込むため、海水の
全ミネラルに加え、海藻の成分も含まれること
になる。

日本最古の製塩方法は、日本独自のものであった。
そしてその方法で製塩されていた地域が瀬戸内であ
り、「海人の藻塩」は瀬戸内広島県呉市蒲刈町で製造 販売先：百貨店
されている。蒲刈町からは日本最古の製塩遺跡が出 スーパー
土し、当時のままの遺跡が残さされている。製塩遺跡 販売地域：全国
の一部は復元され展示施設で見学が可能となってい
る。

広島県 蒲刈物産
呉市
株式会社

海人の藻塩 250ｇ土器タイプ
1,200円（税別）

縄文時代後期、日本最古の塩づくりが行われ
ていた呉市蒲刈町で、当時と同じ原料で製造
している海人の藻塩。海水そのものを３日か
けて濃縮し製塩している。そのため海水に含
まれる約９０種類の自然界のミネラルが全て
含まれた塩となる。併せて濃縮工程におい
て、海藻（ホンダワラ）を仕込むため、海水の
全ミネラルに加え、海藻の成分も含まれること
になる。

日本最古の製塩方法は、日本独自のものであった。
そしてその方法で製塩されていた地域が瀬戸内であ
り、「海人の藻塩」は瀬戸内広島県呉市蒲刈町で製造 販売先：百貨店
されている。蒲刈町からは日本最古の製塩遺跡が出 スーパー
土し、当時のままの遺跡が残さされている。製塩遺跡 販売地域：全国
の一部は復元され展示施設で見学が可能となってい
る。

海人の藻塩 300ｇ布タイプ
1,100円（税別）

縄文時代後期、日本最古の塩づくりが行われ
ていた呉市蒲刈町で、当時と同じ原料で製造
している海人の藻塩。海水そのものを３日か
けて濃縮し製塩している。そのため海水に含
まれる約９０種類の自然界のミネラルが全て
含まれた塩となる。併せて濃縮工程におい
て、海藻（ホンダワラ）を仕込むため、海水の
全ミネラルに加え、海藻の成分も含まれること
になる。

日本最古の製塩方法は、日本独自のものであった。
そしてその方法で製塩されていた地域が瀬戸内であ
り、「海人の藻塩」は瀬戸内広島県呉市蒲刈町で製造 販売先：百貨店
されている。蒲刈町からは日本最古の製塩遺跡が出 スーパー
土し、当時のままの遺跡が残さされている。製塩遺跡 販売地域：全国
の一部は復元され展示施設で見学が可能となってい
る。

広島県 蒲刈物産
呉市
株式会社

74／93
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登録
年月

商

品

名

2020年
海人の藻塩 １ｋｇ
6月

2020年 かきの極み万能和風
6月 だし

商

品

写

真

所在地

事業者名

広島県 蒲刈物産
呉市
株式会社

商品の概要 (参考価格等）

商

品

の

特

長

縄文時代後期、日本最古の塩づくりが行われ
ていた呉市蒲刈町で、当時と同じ原料で製造
している海人の藻塩。海水そのものを３日か
けて濃縮し製塩している。そのため海水に含
海人の藻塩 １ｋｇ 3,300円（税
まれる約９０種類の自然界のミネラルが全て
別）
含まれた塩となる。併せて濃縮工程におい
て、海藻（ホンダワラ）を仕込むため、海水の
全ミネラルに加え、海藻の成分も含まれること
になる。

株式会社 かきの極み万能和風だし
広島市
ヒューマン・ 85g(8.5g×10包) 1,000円
西区
モア(仮)
（税別）

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

販売エリア・季節

日本最古の製塩方法は、日本独自のものであった。
そしてその方法で製塩されていた地域が瀬戸内であ
り、「海人の藻塩」は瀬戸内広島県呉市蒲刈町で製造 販売先：百貨店
されている。蒲刈町からは日本最古の製塩遺跡が出 スーパー
土し、当時のままの遺跡が残さされている。製塩遺跡 販売地域：全国
の一部は復元され展示施設で見学が可能となってい
る。

穏やかな瀬戸内海の栄養素をたっぷりと溜め
込んだ広島県産生牡蠣をはじめとした厳選し
た原材料を独自の黄金比率で配合した和風
だしです。
美味しさと健康維持に。『知らず知らずのうち
に健康に』をモットーとしています。

「海のミルク」と呼ばれ、天然栄養成分をバランスよく
含んだ瀬戸内海で育まれた広島県産生牡蠣を湯煎抽
出・分離精製を丁寧に行うことにより生牡蠣本来の栄
養成分を損なうことなく凝縮してつくられた牡蠣肉エキ
スパウダーに全国各地から厳選した原材料を独自の
黄金比率で配合し、誰でも簡単に使えるように下味を
調え、ティーパック方式を採用しました。

全国の薬局、薬店、
ドラッグストア、
ヒューマン・モアの
HP

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、スッキリ爽やかな味わい。爽やか
なレモンの酸味が瀬戸内の清々しさを連想させる一品
です。

2020年8月1日より、
弊社得意先の全国
スーパーマーケット、
ドラッグストア、
生協への販売を予
定

1005

2020年
しまなみレモン
6月

尾道市

株式会社
樋口製菓

しまなみレモン 16g×10袋
400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
で頂けす。夏はアイスで冬はホットで飲んで頂
けます。

1006

2020年
元祖はっさく大福
6月

広島市 株式会社
西区
かしはら

はっさく大福
個別（71g） 6個箱/10個箱
1個160円（×個数（箱の場
合））

発祥の地因島のはっさく果実を白アンとみか
内皮となる白アンで包み、外皮となるみかん餅で包む 県内広島駅、スー
ん餅で包んだ大福。甘酸っぱい果実と白餡と
ことではっさくその物を表現しています。みかん餅は創 パー、サービスエリ
蒸した餅米で搗いたみかん餅で包んだ30数年
業以来かしはらの名物餅です。
ア、道の駅
の歴史ある大福です。

瀬戸内レモン冷麺
180ｇ×5食 600円（税別）

生地に瀬戸内産レモン果汁を練りこんだ、風
味さわやかな冷麺です。レモンを連想させる
鮮やかな黄色が冷麺の透明感あるつややか
な麺肌に映え、見た目も食欲をそそります。”
押出製法”を採用することで、プリプリとした弾
力と強いコシ、つるっとなめらかなのど越しの
麺に仕上げました。

1007

2020年
瀬戸内レモン冷麺
6月

広島市 株式会社
西区
やまひろ
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瀬戸内産のレモン果汁を麺に練りこむことで、レモン
特有のさわやかな風味が味わえる麺に仕上げまし
販売先（飲食店など）
た。キラキラと透明感のある鮮やかなレモン色も、きら
販売地域（全国）
めく瀬戸内を再現しています。パッケージも瀬戸内の
風景をイメージしたデザインとなっております。
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2020年
明石たこせんべい
6月

2020年 明石たことたまねぎせ
6月 んべい

フローズンフルーツ
1010

2020年 ジュレ 宇和島市はる
6月 か＆周防大島町せと

み

フローズンフルーツ
1011

2020年 ジュレ 西条市紅ほっ
6月 ぺ＆周防大島町せと

み

「広島で見つけた」レ
2020年
1013
モンが香る牡蠣のご
9月
ちそう缶

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

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・季節

「明石だこ」は明石海峡周辺から明石沖の潮流の速い
海域で漁獲された「マダコ」です。たこの漁法は、この
明石の海で獲れたたこを使い、 心を込めて香
淡路サービスエリ
地域では主に小型船の底引き網で漁獲されているほ
ばしく焼き上げた海鮮煎餅です。 その職人の
ア、JR新神戸駅、神
かに、昔ながらのたこつぼ漁や一本釣り漁も行われて
こだわりと匠の技で作り上げた 風味豊かな味
戸空港及び神戸市
います。小型船の底引き網漁は明石の中でも漁獲量
をお楽しみ下さい
内ホテル売店
が最も多い漁法で、漁獲されたたこのサイズは大小
様々です。

神戸市 協和商事
兵庫区 株式会社

明石たこせんべい 12枚入り
600円（税別）

神戸市 協和商事
兵庫区 株式会社

明石の海で獲れたたこと淡路島の玉ねぎを使
い、 心を込めて香ばしく焼き上げました。たこ
焼き風味で淡路のお土産でも大人気を博して
明石たことたまねぎせんべい
おります。２種類の味のせんべいを一袋でお
130g 600円（税別）
楽しみいただけます。 その職人のこだわりと
匠の技で作り上げた 風味豊かな味をお楽し
み下さい。

「明石だこ」は明石海峡周辺から明石沖の潮流の速い
海域で漁獲された「マダコ」です。たこの漁法は、この
地域では主に小型船の底引き網で漁獲されているほ
かに、昔ながらのたこつぼ漁や一本釣り漁も行われて
います。小型船の底引き網漁は明石の中でも漁獲量
が最も多い漁法で、漁獲されたたこのサイズは大小
様々です。

淡路サービスエリ
ア、JR新神戸駅、神
戸空港及び神戸市
内ホテル売店

瀬戸内7県のフルーツを使ったフローズンジュ
レの第一弾となる商品。当商品は、山口県周
株式会社 瀬戸内フローズンフルーツ
防大島町の柑橘「せとみ」の果汁を使ったジュ
広島県 瀬戸内ブラ ジュレ 宇和島市はるか＆周 レをベースとし、愛媛県宇和島市の柑橘「はる
広島市 ンドコーポ 防大島町せとみ 1個
か」を盛り付け。商品を通じて瀬戸内、地域
レーション オープン価格
（県や市町）の魅力を発信することをコンセプ
トとし、これらの情報をパッケージやECサイト
の商品ページでPRする。

使用する柑橘と果汁は瀬戸内産。商品パッケージに
産地の県・市の名称を記載することにより、瀬戸内の
商品であることを全面にPR。また、瀬戸内のなかでも
一県で完結するのではなく複数の県の果実を組み合
わせることで、より瀬戸内をイメージできる商品となっ
ている。

【単品】瀬戸内エリア
の高速道路SA、PA
およびJRの駅（予
定）
【セット】EC「島と暮ら
す」、せとうちショッピ
ングエール、大手
スーパーのギフトカ
タログ掲載など

株式会社 瀬戸内フローズンフルーツ
広島県 瀬戸内ブラ ジュレ 西条市紅ほっぺ＆周
広島市 ンドコーポ 防大島町せとみ 1個
レーション オープン価格

瀬戸内7県のフルーツを使ったフローズンジュ
レの第一弾となる商品。当商品は、山口県周
防大島町の柑橘「せとみ」の果汁を使ったジュ
レをベースとし、愛媛県西条市の苺「紅ほっ
ぺ」を盛り付け。商品を通じて瀬戸内、地域
（県や市町）の魅力を発信することをコンセプ
トとし、これらの情報をパッケージやECサイト
の商品ページでPRする。

使用する苺と果汁は瀬戸内産。商品パッケージに産
地の県・市の名称を記載することにより、瀬戸内の商
品であることを全面にPR。また、瀬戸内のなかでも一
県で完結するのではなく複数の県の果実を組み合わ
せることで、より瀬戸内をイメージできる商品となって
いる。

【単品】瀬戸内エリア
の高速道路SA、PA
およびJRの駅（予
定）
【セット】EC「島と暮ら
す」、せとうちショッピ
ングエール、大手
スーパーのギフトカ
タログ掲載など

広島県 よしの味噌 「広島で見つけた」レモンが香る
牡蠣のごちそう缶 70g
呉市
株式会社 550円(税別)

広島の特産品「牡蠣」と「レモン」のどちらも味わ
え、黒オリーブ、赤唐辛子、ガーリックをあしらった
ごちそう缶です。そのままおつまみに、また、牡蠣
広島県産牡蠣、レモンを使用
とレモンの香りが溶け込んだオイルはバケトととも
に、またパスタソースやパエリアにとアレンジ自在
にお楽しみいただけます。
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1014

2020年 大人のレモン 汁なし
9月 担々麺のタレ

唐辛子の辛さ、花椒のしびれる辛さが特徴の広島
発「汁なし担々麺」をさらに広島らしく広島県産レモ
大人のレモン 汁なし担々麺のタ
広島県 よしの味噌
ンの爽やかな酸味をプラスしたオトナ味の汁なし 広島で流行中の「汁なし担々麺」をご家庭でも簡単に調理
レ 210g
担々麺ダレです。担々麺以外にも肉野菜炒め、花 し味わえる、レモン入りで広島らしいタレを開発しました。
呉市
株式会社 500円(税別)
椒が効いたドレッシングなどもお楽しみいただけま
す。

1015

2020年 大人のレモン 塩焼きそ
9月 ばソース

広島県 よしの味噌
210g
呉市
株式会社 500円(税別)

旨塩だれにジューシーな広島県産レモンの酸味が
効いたオトナ味のあっさり旨い焼きそばソースで
広島県産レモンを使用
す。パスタ、にんにく、唐辛子を使ってペペロン
チーノ風もおススメです。

広島県 よしの味噌 大人のレモン 焼肉のタレ赤
呉市
株式会社 210g 500円(税別)

特製ピリ辛味噌にレモンを絶妙にブレンドした辛口
党にはたまらないオトナ味の焼き肉のタレです。
脂っぽいロース、豚肉もさっぱり爽快に楽しめま 広島県産レモンを使用
す。焼肉以外にもドレッシング、餃子のタレ、ピザ
のタレなどにもご利用いただけます。

2020年 大人のレモン 焼肉のタ
1016
9月 レ赤

大人のレモン 塩焼きそばソース

1017

2020年 大人のレモン 焼肉のタ
9月 レ白

広島県 よしの味噌 大人のレモン 焼肉のタレ白
呉市
株式会社 210g 500円(税別)

広島県産レモンの「酸味」と塩麴の「旨み」がみご
とに調和した「すっぱ旨い！」オトナ味の焼き肉の
タレです。脂っぽいカルビ、ホルモンもあっさり爽
広島県産レモンを使用
快に楽しめます。焼肉以外にもドレッシング、餃子
のタレ、カルパッチョなどにもご利用いただけま
す。

1018

2020年
瀬戸内 柚子れもん鍋
9月

広島県 よしの味噌 瀬戸内 柚子れもん鍋 180g
呉市
株式会社 400円(税別)

瀬戸内の柚子の香りとレモンの酸味が心地よい、
糀を使ったヘルシーな鍋の素です。さわやかな風
瀬戸内産レモン、柚子を使用
味でお鍋以外にも冷蔵庫の残り物で朝食やランチ
のスープとしてもおススメです。
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日本遺産の地、尾道。 瑠璃山、愛宕山、大宝山の尾道三
現在、登録済、販売中の商品に加えて、地元尾道 山と向島と言う大自然に囲まれた理想的な空間であり、映
をイメージしたパッケージ商品を新しくラインアッ
画のロケ地、文学の街、しまなみ海道のサイクリングロード
プ。お土産用商品として、尾道産はちみつの知名 の拠点としても有名です。その尾道の空間から生み出す自
度と、より一層のブランド化を目指します。
然の恵み、無添加無加工の天然蜂蜜をお土産用に、猫と
寺をモチーフに可愛いパッケージで3個詰した商品です。

販売エリア・季節

2020年7月にテスト販
売を尾道福屋、福山
サービスエリア下り線
で開始中。
今後その他、尾道U2、
新尾道駅、空港、広島
駅等、広島エリアで販
売予定

1019

2020年
おのみちハニー３個入り
9月

アクロスイン
ターナショナ おのみちハニー３個入り
広島県
ル有限会社 35g x 3個入り
尾道市
おのみつ本 1,000円(税別)
舗事業部

1020

2020年 HIROSHIMA LEMON ス
9月 トレート果汁100％

広島県産のレモンを丸ごと皮ごと搾った、100％ス
HIROSHIMA LEMON ストレート果
広島県産のレモンを丸ごと絞ったレモン果汁です。
広島県 ヤマトフーズ
トレート果汁です。まるごと搾ることでレモン本来の
広島県お土産売場、量
汁100％ 100g
生産量全国１位の広島県産レモンを使用することで瀬戸内
広島市 株式会社
風味と香りをいかしたレモン感のある混濁果汁に
販店ほか
参考小売価格350円(税別)
らしさを感じていただけます。
仕上がりました。

1021

2020年
ネーブルバター
9月

広島県産ネーブルオレンジを皮ごと使ったクリー
ムです。
広島県産のネーブルオレンジを皮ごと使ったクリームです。
広島県 ヤマトフーズ
ネーブルの甘酸っぱさとレモン果汁の酸味ですっ
ネーブルバター130g 500円(税別)
全国生産量上位の広島県産ネーブルオレンジを使用する 広島県お土産売場他
広島市 株式会社
きりと仕上げました。
ことで瀬戸内らしさを感じていただける商品です。
クラッカーやパンケーキに添えたり、トーストやバ
ゲットに塗るのもおすすめです。

1022

おいしいスター ひろし
2020年
ま牡蠣のオイル漬け レ
9月
モスコ味

広島の牡蠣を広島のご当地調味料「レモスコ」で
おいしいスター ひろしま牡蠣の 味付けした、オイル漬けです。油で一度素揚げし、 広島県産の牡蠣を使用しています。
広島県 ヤマトフーズ
オイル漬け レモスコ味 120g
プリプリとした食感の牡蠣と「レモスコ」のレモンの また広島のご当地調味料「レモスコ」で味付けをしており、
広島市 株式会社
1,000円(税別)
酸味と青唐辛子の辛みが絶妙です。ワインなどの 瀬戸内らしさを感じていただけます。
お酒のおつまみやパスタに和えても！

おいしいスター ひろし
2020年
1023
ま牡蠣のオイル漬け 自
9月
家製醤油味

広島県お土産売場、全
国のこだわりスーパー
ほかで販売予定

広島の牡蠣に自家製醤油と瀬戸内産牡蠣を使っ
おいしいスター ひろしま牡蠣の たオイスターエキスで味付けしたオイル漬けです。 広島県産の牡蠣を使用しています。
広島県お土産売場、全
広島県 ヤマトフーズ
オイル漬け 自家製醤油味 120g 油で一度素揚げし、プリプリとした食感の牡蠣と奥 また瀬戸内産カキを使ったオイスターエキスで味付けをして 国のこだわりスーパー
広島市 株式会社
1,000円(税別)
深い自家製醤油の味が絶妙です。そのままでも、 います。
ほかで販売予定
パンと一緒にお酒のおつまみにも！
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2020年 ひろしま牡蠣の土手鍋
1024
9月 缶

1025

2020年
レモンバター
9月

2020年 ひろしま牡蠣の塩レモン
1026
9月 鍋缶

1027

2020年
お土産いりこみそ
9月
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販売エリア・季節

広島県 ヤマトフーズ ひろしま牡蠣の土手鍋缶 155g
広島市 株式会社
500円(税別)

広島の郷土料理として親しまれている冬の名物
「牡蠣の土手鍋」の味わいを缶詰に閉じ込めまし 広島県産の牡蠣を使用した缶詰です。
広島県お土産売場ほ
た。味の決め手となる味噌は、広島のブランド味噌 広島の郷土料理である「牡蠣の土手鍋缶」を手軽楽しんで
か
「府中味噌」の老舗 金光味噌製造の白みそ・赤み いただける商品です。
そ・米みそを使用。

広島県 ヤマトフーズ
レモンバター130g 500円(税別)
広島市 株式会社

レモンに卵とバター、砂糖を加えたさっぱりとしたク
リーム（レモンカード）です。
真空・加圧調理をすることでレモン果汁の酸味と
皮の爽やかな風味を活かした、濃厚でなめらかな
クリームに仕上げました。
※レモンカードとはレモン果汁に卵・バター・砂糖
を合わせペースト状にしたイギリス生まれの濃厚
なクリームです。

広島県 ヤマトフーズ ひろしま牡蠣の塩レモン鍋缶
広島市 株式会社
150g 500円(税別)

広島県産の牡蠣を、瀬戸内レモンピールを使用し
た塩レモンで爽やかに味付けした缶詰です。
広島県産の牡蠣を使用した缶詰です。
広島県お土産売場ほ
牡蠣、鶏肉、にんじん、しめじ、ねぎの5種類の具 広島の新名物「レモン鍋」を手軽に楽しんでいただける商品
か
入り。レモンの酸味に牡蠣と鶏肉の旨味が相性抜 です。
群！

瀬戸内海産のちりめんいりこみそを使用した、いり
こみそです。原料にはいりこを加えて良質な国産
大麦と大豆を使用しており、いりこの香ばしさと味
噌のまろやかさが合わさって、ご飯のお供に酒の
肴によく合います。また、いりこみそは弊社が日本
広島県 株式会社ま お土産いりこみそ 170ｇ 500円(税
で初めて商品化したメーカーで、全国味噌工業協
呉市
すやみそ
別)
同組合連合会より元祖の賞状をいただいておりま
す。販売当初より長年愛されております自慢の一
品です。
こちらの商品は包装形態を変更し、高級感あるお
土産用の商品に仕上げました。
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瀬戸内産のレモンピールを使用しています。
レモンに卵とバター、砂糖を加えたさっぱりとしたクリームで
広島県お土産売場ほ
す。真空・加圧調理をすることでレモン果汁の酸味と皮の爽
か
やかな風味を活かした、濃厚でなめらかなクリームに仕上
げました。

中国地方のスーパー
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
マーケット様はじめ、全
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
国のお土産量販店様、
す。また、容器は重圧感のあるものを使用し、サックをつけ
サービスエリア様など
てより高級感のあるものに仕上げております。
で販売予定です。
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【販売地域】主に瀬戸
内エリアや都市部の百
貨店、駅、SA、セレクト
和菓子の原材料としてはあまり使用されない”薄荷”に着目
ショップと商談を予定
し、瀬戸内レモンと組み合わせた。新しい組み合わせでは
あるが、瀬戸内の定番の資源と組み合わせる事で手に取り
やすく、より瀬戸内をイメージできる爽やか商品である。
【発売予
定日】１０月後半〜１１
月中旬を予定

2020年 瀬戸内レモンと倉敷薄
9月 荷のお菓子

「倉敷薄荷」の薄荷オイルと瀬戸内レモンの果皮を
自家製の白餡に練り込み、ミルク風味の生地で包
んだ乳菓饅頭の販売を予定している。かつて全国
瀬戸内レモンと倉敷薄荷のお菓
岡山県 株式会社三
的な名産地であった備中の薄荷。その貴重な地域
子 6個入り
高梁市 宅製菓本店
資源である「倉敷薄荷」と、全国的知名度の「瀬戸
1,000円前後を想定
内レモン」を組み合わせ、レモンと薄荷の爽やかな
香りから瀬戸内の景色をイメージしてもらいやすい
商品となる。

1029

2020年 大田記念病院が考えた
9月 だしつゆ

大田記念病院の管理栄養士監修のだしつゆ。
減塩に取り組む大田記念病院の管理栄養士（所在地：広島
有機しょうゆをベースに、大田記念病院とだしメー 県福山市沖野上町）が
大田記念病院が考えただしつゆ カーであるカネソ22が共同開発しただし原料をプラ 監修しただしつゆ。
広島県 寺岡有機醸
300ml
スした、味わいや香り豊かなだしつゆです。
有機しょうゆをベースに、瀬戸内産いわし煮干しを含む5種 全国の量・質販店
福山市 造株式会社
348円(税別)
化学調味料不使用と食品の安心・安全を気にされ 類の国産だし原料
る方や、通常のこいくちしょうゆと比較して塩分
【大田記念病院が考えただしパック】をプラスした化学調味
40％カットと健康志向の方にもオススメです。
料不使用のだしつゆです。

1030

2020年 おやつ海苔レモンはち
9月 みつ味

おやつ海苔レモンはちみつ味
広島県 株式会社や
10切30枚 板のり3枚 270円(税
広島市 ま磯
別)

2020年
瀬戸内いりこレモンだし
9月

瀬戸内レモンだしシリーズ「瀬戸内いりこレモンだ
し」。地中海性気候でたわわに実った瀬戸内産
100％のレモン果汁を使用し、伊吹産のイリコなど
兵庫県 瀬戸内いよ 瀬戸内いりこレモンだし 8ｇ×18P
瀬戸内素材とレモンの心地よい酸味が見事にマッ
神戸市 り株式会社 2,730円(税別)
チングした便利でお料理に使いやすい無添加・無
化調の万能だし。お鍋や煮物、オシャレな洋風レ
シピにも簡単に使えるティーバッグスタイル。

豊かな瀬戸内の素材を「レモンだし」というこれまでにない
新たな切り口でブランド化。伊吹のいりこをはじめ様々な瀬
戸内素材と、ほどよい酸味と豊かな味わいの瀬戸内レモン
との出逢いは必然。研究を重ね素材の香りや味わいを最
大限生かす絶妙な配合です。

通信販売（web及びカ
タログ等）・全国の百貨
店、アンテナショップ、
物産展等での試飲販
売

大正10年創業の吹上堂の誇る一口サイズの蒸し
饅頭「利休さん」。茶人・千利休が愛用した名もな
き素朴な饅頭を、利休を慕う人々が“利休さん”と
名づけて親しんだという逸話に由来する。職人の
勘と技で練り上げる、甘さ控えめの白餡と小豆餡
は絶品で、思わず「もうひとつ」と手が伸びてしまい
ます。

山口県宇部市の北端に位置する吉部（きべ）地区で生産さ
れたお米から作られる米粉を使用し、もちもち生地でさらに
美味しくなりました。米粉は都道府県選抜代表お米選手権
特別優秀賞を受賞された生産農家の新米を使用し、お米を
洗った後天日干しにしてひと手間かけることで味に深みを
出しており、他の米粉とは一味違うこだわりの米粉です。

（宇部・小野田地区）
（下関・厚狭地区）（山
口・周南地区）のスー
パー（イズミ）・キヨス
ク・百貨店

1028

1031

店舗用（スタンドパック）

2020年
1032
利休さん
9月

瀬戸内レモン果汁と広島県産はちみつをブレンド
瀬戸内産レモンのさわやかな酸味と、広島県産はちみつの 販売先・販売地域：全
したたれで調味した、甘酸っぱくさわやかな味わい
自然な甘さがバランス良く調和した、おやつにピッタリの味 国のスーパー、広島県
の味付海苔です。ヘルシーおやつ・おつまみとして
付海苔です。
産品フェアなど
どうぞ。1袋当たり36kcal。

通販用（平袋）

山口県 有限会社吹
利休さん 16個入り 580円(税込)
宇部市 上堂
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か津ら ふぢ餅
徳島県 株式会社岡
6個入550円(税別)
名西郡 萬商店
12個入1,100円(税別)

四国・吉野川に面した自社農園栽培のサトウキビ
（白竹糖）を契約製糖所で精製、希少な阿波和三
盆糖と徳島県産の柚子が融合した餅菓子です。
柔らかな求肥と和三盆糖の上品な甘さが特長で
す。 ぜひ、多くの方々にお召し上がりいただきた
いです。

吉野川第十堰そばの自社農園にて、阿波和三盆糖の原料
であるサトウキビ（白竹糖）を栽培・収穫しております。希少
な阿波和三盆糖と瀬戸内徳島の柚子から生まれた和菓子
を広く知っていただきたいという願いを込めまして、大切に
おつくりしております。

徳島県内店舗・お土産
ショップ・ショッピングセ
ンター・アンテナショッ
プ

2020年
鳴門のきんとき
9月

鳴門のきんとき
徳島県 株式会社岡
6個入660円(税別)
名西郡 萬商店
12個入1,320円(税別)

吉野川・伏流水に恵まれた自社農園にてサトウキ
ビを栽培し、契約製糖所にて精製、希少な阿波和
三盆糖を贅沢にお入れしてます。じっくりと焼き上
げた鳴門金時芋をていねいに裏ごしし、阿波和三
盆糖と合わせて、上品な甘さが特長です。コロンと
した一口サイズの愛らしい姿、柔らかな口どけ、
ほっこりとした香ばしさが美味しいお菓子です。

吉野川第十堰そばの自社農園にて、阿波和三盆糖の原料
であるサトウキビ（白竹糖）を栽培・収穫しております。希少
な阿波和三盆糖を次の時代へ継承していくこと、ミネラルの
多い風味豊かな鳴門金時芋を全国の皆様へご紹介した
い、という思いから、このお菓子が誕生しました。

徳島県内店舗・お土産
ショップ・ショッピングセ
ンター・アンテナショッ
プ

2020年
瀬戸内ロール
9月

瀬戸内ロール
愛媛県 亀井製菓株
1本 1,000円
松山市 式会社
（税別）

愛媛県生まれの柑橘「紅まどんな」の果皮と瀬戸
内産レモンの果汁を練り込んだ爽やかなクリーム
とふんわりしっとり生地のロールケーキです。柑橘
の芳醇な香りと紅まどんな果皮の食感が嬉しいス
イーツです。
※賞味期限 冷凍（-15℃以下）90日 ※解凍後
消費期限 要冷蔵 D＋3日（解凍日含む4日）

瀬戸内レモン果汁と愛媛県産「紅まどんな」のピールをク
リームに使用した柑橘の香りさわやかなロールケーキで
す。（「紅まどんな」の表示についてはJA全農えひめ様の使
用許諾済み）

2020年
1036
ミタイケン広島弁当
9月

広島駅弁
広島県
当株式会
広島市
社

我々、広島駅弁当グループは、明日の広島の為
に今できることがないかと考えた末、ミタイケン広
島弁当の売上の一部を広島県に寄付し、広く観光
事業等に活用していただくこととしております。
食
材に関しては広島らしい食材で作成しました。

販売期間：2020年10月
お弁当の具材を全て広島県に関連する内容でバリエーショ
1日から2020年12月31
ン豊かに揃えました。「広島」にこだわって作った駅弁はま
日までの3か月
さに「未体験」で「見たいけん」と感じていただけるような内
販売先：旅行会社・広
容となっております。
島市内企業

中四国限定
2020年
1037
亀田の柿の種 120g
12月
瀬戸内塩レモン味

中四国限定
新潟県 アジカル株 亀田の柿の種 瀬戸内塩レモン
味120ｇ（24ｇ×5個包装）
新潟市 式会社
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。

2020年
1033
か津ら ふぢ餅
9月

1034

1035

ミタイケン広島弁当 1箱
1,111円（税別）
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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。
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2020年
しまなみレモン４P
12月

2020年
1039
瀬戸内塩レモネード
12月

2020年
1040
愛媛ポンカンサワー
12月

1041

2020年 千福 瀬戸内レモンジン
12月 ジャー

徳島農大 お米のアイス
セット
2020年
1042
12月

(いちご、阿波晩
茶、阿波すず香、なると
金時、すだち、プレーン)
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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。

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

販売エリア・季節

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 生協への販売を予定し
用し、スッキリ爽やかな味わい。爽やかなレモンの酸味が ています。
瀬戸内の清々しさを連想させる一品です。

広島県 株式会社
尾道市 樋口製菓

しまなみレモン ４P 16g×4袋
180円(税別)

広島県 株式会社
尾道市 樋口製菓

出荷日本一の広島県瀬戸田産のレモンを丸ごと
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
（果肉・果皮すべて）すりおろして作った粉末飲料
全国ス―パーマーケッ
瀬戸内塩レモネード15g×4袋200
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
です。レモンの爽やかな酸味を楽しんで頂けます。
トへの販売を予定して
円(税別)
用し、スッキリ爽やかな味わい。爽やかなレモンの酸味が
熱中症予防のため赤穂の塩を配合。疲労回復に
おります。
瀬戸内の清々しさを連想させる一品です。
効果のあるクエン酸も配合しております。

東京都 合同酒精
墨田区 株式会社

広島県 株式会社
呉市
三宅本店

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。

販売先：全国のイオン
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
グループ各社
ハイです。
発売予定日：2021年2
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
月22日
す。

千福 瀬戸内レモンジンジャー
500ml 1,190円(税別)

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
キュール。しっかりとした甘味とレモンの酸味が活
きた味わいで、後口のジンジャーが良いアクセント
になっています。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。

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の果汁と、レモンと
販売地域：全国
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。

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
けに仕上げました。材料の果実や野菜等(いちご、
阿波晩茶、阿波すず香、なると金時、すだち、お
米)は、全て徳島県産であり、それぞれの素材の味
を十分に味わうことが出来ます。

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
全国へネット販売
島県立農林水産総合技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。

徳島農大 お米のアイスセット

徳島県 徳島農大
名西郡 そらそう
石井町 じゃ

(いちご、阿波晩茶、阿
波すず香、なると金時、すだち、
プレーン) 1セット（100ml 6種
類、8個入り)
2,500円(税別)
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1043

登録
年月

商

品

名

樽漬け発酵の阿波晩茶
2020年
ペットボトル500ml・２４本
12月
入り箱売り用

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

商

品

の

特

長

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
樽漬け発酵の阿波晩茶ペットボト こだけの発酵製法のお茶です。自社茶園にて農薬
徳島県 井川発酵株
ル500ml・２４本入り箱売り用 1 不使用にこだわり丁寧に手間暇かけて阿波晩茶
那賀郡 式会社
本 150円(税別)
専用の独自の農法で栽培しています。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。
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瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

販売エリア・季節

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

Ｎｏ

登録
年月

商

品

名

瀬戸内柑橘クリームも
みじ
2020年
1044
（瀬戸内クリームもみじ４
12月
入・瀬戸内みかんクリー
ム４入）

宮島紅茶（2.5g×ティー
バッグ5個）／宮島緑茶
（2.5g×ティーバッグ5
2020年 個）
1045
12月 宮島珈琲（10g×ドリップ
バッグ3個）宮島香茶
（2.5g×ティーバッグ5
個）

2020年
1046
飲むいちご酢
12月

1047

2020年
瀬戸内キャビア
12月

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

商

品

の

特

長

瀬戸内産のレモン・みかんと名物のもみじ饅頭が
瀬戸内柑橘クリームもみじ
広島県
融合した新しいお菓子。
株式会社や （瀬戸内クリームもみじ4入・瀬戸
廿日市
爽やかなレモンの香りと酸味、芳醇な香りのみか
まだ屋
内みかんクリーム4入）
市
んクリームが特徴。
8個 1,000円(税別)
瀬戸内海をイメージしたパッケージとなっている。

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

販売エリア・季節

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

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,

宮島紅茶（2.5g×ティーバッグ5
個）／宮島緑茶（2.5g×ティーバッ
グ5個）
広島県 株式会社
宮島珈琲（10g×ドリップバッグ3
廿日市 harmonie（ア
個）
市
ルモニー）
宮島香茶（2.5g×ティーバッグ5
個）
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。

広島県
沖美ベジタ
江田島
有限会社
市

飲むいちご酢
270ｇ 1,000円(税別)

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、健康維持に効果が
期待される酢と、いちごが持つビタミンやアントシ
ア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 株式会社
高松市 CAVIC

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)

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。
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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してすることによ
り、「美しい水の美しい味」のキャビアとなります。
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。

販売先：ホテル・レスト
ラン・卸業者・一般消
費者
販売地域：全国

Ｎｏ

1048

登録
年月

商

品

名

2021年 岡山バナナミルクプリン
3月 （4個入）

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

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・季節

岡山バナナミルクプリン
岡山県 株式会社
73ｇ×4個
岡山市 サンキ商会 700円(税別)

皮ごと食べられる農薬不使用、有機質肥料のみで
栽培「おかやまおひさまファーム」のおかやまバナ
ナを使用してます香り高くクリーミーな甘みが特徴
のおかやまバナナのピューレを使用しバナナミル
クプリンに仕上げました。

日本でましてや岡山でバナナが作れると誰も思っていな
かった事だと思います。作り始めて40年の時をかけ苦労、
岡山県（岡山駅，ＳＡ，
屈折しながらやっとできた「おかやまバナナ」。晴れの国岡
ＰＡ，イオンリテール株
山の太陽をあびて大きく実った「おかやまおひさまファー
式会社他）
ム」の農薬不使用、有機質肥料のみで栽培されたバナナで
す。

皮ごと食べられる農薬不使用、有機質肥料のみで
栽培「おかやまおひさまファーム」のおかやまバナ
ナを使用してます香り高くクリーミーな甘みが特徴
のおかやまバナナのピューレを使用しバナナミル
クプリンに仕上げました。

日本でましてや岡山でバナナが作れると誰も思っていな
かった事だと思います。作り始めて40年の時をかけ苦労、
岡山県（岡山駅，ＳＡ，
屈折しながらやっとできた「おかやまバナナ」。晴れの国岡
ＰＡ，イオンリテール株
山の太陽をあびて大きく実った「おかやまおひさまファー
式会社他）
ム」の農薬不使用、有機質肥料のみで栽培されたバナナで
す。

1049

2021年
岡山バナナミルクプリン
3月

岡山県 株式会社 岡山バナナミルクプリン 73ｇ
岡山市 サンキ商会 250円(税別)

1050

中四国限定ハッピー
2021年
ターン 瀬戸内レモン風
3月
味

駅/高速サービスエリ
新潟県 アジカル株 中四国限定ハッピーターン 瀬戸 瀬戸内産レモンパウダーを使用した、瀬戸内限定 特産素材の「瀬戸内レモンパウダー」を使用。あまくて、
内レモン風味
の「ほんのり酸っぱいハッピーターン」。食べきりサ しょっぱくて、ほろ酸っぱい、ここだけでしか食べれない瀬戸 ア等。
新潟市 式会社
34ｇ150円（税別）
イズで新登場です。
内限定のハッピーターンです。
2021年4月6日発売予

中国四国エリアの主要

定。

プルルンっとした食感と、爽やかな瀬戸内レモンの
味のわらびもち。
わらびもちに瀬戸内レモンピールを入れることによって、爽
最後に口の中に残るはさっぱりとした爽やかなレ やかさだけでなく、レモンを丸ごとかじったかのようなほろ苦 全国GMS、SM等
モンの味は、夏のおやつにぴったり♪ 電子レンジ さも感じることができます。
で簡単につくれる手づくりキットです。

1051

2021年 瀬戸内レモンのわらびも
3月 ち

広島県 イトク食品 瀬戸内レモンのわらびもち80g
尾道市 株式会社 230円（税別）

1052

2021年 瀬戸内藻塩とサイダー
3月 のわらびもち

プルルンっとした食感と、子どもも大好きなラムネ
広島県 イトク食品 瀬戸内藻塩とサイダーのわらび 味のわらび餅。涼し気な見た目とぷるんとした食 しまなみ海道を走るサイクリストが飲むサイダーをイメージ
もち80g
し、サイダーにピッタリな藻塩をブレンドしたわらびもちで
全国GMS、SM等
感は、夏の暑い日にぴったり♪電子レンジで簡単
尾道市 株式会社 230円（税別）
す。
につくれる手づくりキットです。
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登録
年月

商

品

名

商

品

写

真

所在地

事業者名

2021年
瀬戸内はちみつレモン
3月

株式会社
東京都
加藤美蜂
台東区
園本舗

2021年 レモンケーキ 瀬戸内レ
3月 モン

愛知県
フジパン株
名古屋
式会社
市

商品の概要 (参考価格等）

商

品

の

特

長

瀬戸田町産のレモン（果汁・皮）を使用した、甘
はちみつレモン980ｇ 1,000円（税
酸っぱい美味しさのはちみつレモンです。冷温水
別）
で割ったり、パンやヨーグルトの甘味にどうぞ。

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

販売エリア・季節

販売地域：関西地区限
瀬戸田町産のレモン（果汁・皮）を使用した、甘酸っぱい美 定
味しさのはちみつレモンです。
発売予定日：2021年3
月

レモンケーキ 瀬戸内レモン
1個 オープンプライス

販売先：量販店・コンビ
スポンジケーキに瀬戸内レモンを使用したジュレを
ニストア等
サンドして、レモン風味グレーズをコーティングしま 回の商品は瀬戸内レモンを使用したレモンピール入りレモ
販売地域：全国(北海
した。
ンジュレを挟み込み作成しています。爽やかな酸味があり、
道・沖縄を除く)
瀬戸内レモンの良さを十分に引き出した商品に仕 食べ進めてしまう味わいです。
発売予定日：2021年5
上げました。
月1日

2021年
瀬戸内レモンパイ
3月

愛知県
フジパン株
名古屋
式会社
市

瀬戸内レモンパイ 1個 オープン
プライス

販売先：量販店・コンビ
さっくりとしたパイにザラメを付け焼き上げ、瀬戸内
ニストア等
今回の商品は瀬戸内レモンを使用したレモンホイップとレモ
レモンを使用したレモンホイップとレモンクリームを
販売地域：全国(北海
ンクリームを挟み込み作成しています。爽やかな酸味があ
注入しました。瀬戸内レモンの良さを十分に引き
道・沖縄を除く)
り、食べ進めてしまう味わいです。
出した商品に仕上げました。
発売予定日：2021年5
月1日

2021年 スナックサンド 瀬戸内
1058
3月 レモン&ヨーグルト

愛知県
フジパン株
名古屋
式会社
市

販売先：量販店・コンビ
ニストア等
スナックサンド瀬戸内レモン&ヨー 瀬戸内レモンを使用した透明感のあるさわやかな お客様の関心が高い瀬戸内レモンを使用したフィリングを、
販売地域：全国(北海
グルト
クリームに、ヨーグルトﾎｲｯﾌﾟを合わせた、初夏に 手軽に食べやすいスナックサンドと組み合わせることで、よ
道・沖縄を除く)
2個 オープンプライス
食べやすい菓子パンになっています。
り手に取りやすい商品となっております。
発売予定日：2021年5
月1日

2021年 ぷちマドレーヌ 瀬戸内
1059
3月 レモン

愛知県
フジパン株
名古屋
式会社
市

ぷちマドレーヌ 瀬戸内レモン
4個 オープンプライス

1056

1057

販売先：量販店・コンビ
ニストア等
瀬戸内レモン使用のあんを練り込んだ、上品な甘 国産レモンの生産量日本一の栄養たっぷりな瀬戸内レモン 販売地域：全国(北海
みと香りがたつマドレーヌです。
を使用し、酸味と旨みを生かしたマドレーヌです。
道・沖縄を除く)
発売予定日：2021年5
月1日
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1060

1061

登録
年月

商

品

名

2021年
瀬戸内レモンパイ
3月

2021年
瀬戸内レモンケーキ
3月

商

品

写

真

所在地

事業者名

北海道 株式会社
札幌市 ロバパン

商品の概要 (参考価格等）

瀬戸内レモンパイ 1個 オープン
プライス

瀬戸内レモンケーキ W78×D54
兵庫県 株式会社ラ
×H30
神戸市 スイート
250円（税別）

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・季節

販売先：量販店・コンビ
さっくりとしたパイにザラメを付け焼き上げ、瀬戸内
ニストア等
今回の商品は瀬戸内レモンを使用したレモンホイップとレモ
レモンを使用したレモンホイップとレモンクリームを
販売地域：全国(北海
ンクリームを挟み込み作成しています。爽やかな酸味があ
注入しました。瀬戸内レモンの良さを十分に引き
道・沖縄を除く)
り、食べ進めてしまう味わいです。
出した商品に仕上げました。
発売予定日：2021年5
月1日

瀬戸内産レモンをたっぷりと使った「ル・パン神戸
北野」オリジナルのレモンケーキは、ふわふわな
生地に、瀬戸内レモンの皮のコンフィを贅沢に混
ぜ込みました。マイルドな酸味とコク深い豊かな風
味をお愉しみいただけます。
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販売先：弊社グループ
各施設、自社オンライ
太陽をたっぷり浴びた瀬戸内レモンをたっぷりと使用し、そ ンショップ、地方自治体
のおいしさをぎゅっと閉じ込めた瀬戸内レモンケーキ。私た ふるさと納税返戻品、
ちが作ったケーキによってお客様と幸せなひと時を共有す 有名百貨店催事、有名
ることが出来れば、これ以上ない喜びです。
雑誌お取り寄せ企画な
ど
販売地域：全国

Ｎｏ

1062

登録
年月

商

品

名

商

写

真

2021年 とろけるジュレゼリー(瀬
3月 戸内レモン)

表

2021年 NIPPON PREMIUM瀬戸
1063
3月 内産塩レモン

1064

品

2021年
廣島檸檬糖水
3月

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

販売エリア・季節

太陽をたっぷり浴びた瀬戸内レモンの果汁と果皮
をたっぷりと使用し、レモンのおいしさをぎゅっと閉
じ込めました。また、環境省の「名水百選」にも選
兵庫県 株式会社ラ とろけるジュレゼリー(瀬戸内レモ ばれ、究極のミネラルバランスを保持している六甲
神戸市 スイート
ン) 120g 330円（税別）
山系布引渓流の水を使うことで、優しい甘さのある
味わいを引き出しています。程よい甘ずっぱさと、
ふんわりと鼻に抜けるフレッシュな香りをぜひお愉
しみください。

太陽をたっぷり浴びた瀬戸内レモンをたっぷりと使用し、そ
のおいしさをぎゅっと閉じ込めたジュレゼリー。私たちが
作ったゼリーによってお客様と幸せなひと時を共有すること
が出来れば、これ以上ない喜びです。

販売先：弊社グループ
各施設、自社オンライ
ンショップ、地方自治体
ふるさと納税返戻品、
有名百貨店催事、有名
雑誌お取り寄せ企画な
ど
販売地域：全国

「瀬戸内産のレモン果汁」、「瀬戸内産の塩」、「瀬
戸内産のレモンエキス」と瀬戸内産にこだわった
東京都 合同酒精株 NIPPON PREMIUM瀬戸内産塩レ
塩レモンチューハイです。自然な味わいを大切に
墨田区 式会社
モン 350ml 143円（税別）
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。

「瀬戸内産のレモン果汁」、「瀬戸内産の塩」、「瀬戸内産の
発売予定日：2021年5
レモンエキス」を使用し、瀬戸内産の原料にこだわりまし
月25日（火）
た。パッケージデザインには「瀬戸大橋」を描くことで、パッ
販売地域：全国
ケージ全体で瀬戸内の美味しさを全国に伝えます。

大崎上島産のオーガニックレモンだけ使用した、
瀬戸内レモネードの「食べる」檸檬糖水。
フーカ・コミュ
溶けるようなレモンの贅沢な甘さとほろ苦さ。
広島県
ニケーション 廣島檸檬糖水220g 889円（税別） 原材料はレモン、砂糖５種のみ。たっぷりとつまっ
広島市
ズ.
た廣島檸檬の果汁だけでなく、果皮には果汁の５
倍以上の栄養があると言われており体にもやさし
い瓶詰めです。

広島県の中でも大崎上島のオーガニックレモンに拘った商
品。特に広島レモンの味わいをそのまま体験してもらいた
いので原材料はレモンと砂糖のみ。また、栄養価の高い
「生レモンピール」もそのまま入れる事で広島レモンを「丸ご
と」体験していただけます。

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

商

品

の

特

長

裏
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登録
年月

商

品

名

にがり衞門の塩シリーズ
お肉の塩

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

おにぎりの塩
2021年 お料理の塩
3月
緑茶の塩
ほうじ茶の塩

品

の

特

長

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

販売エリア・季節

お肉の塩 50g
500円（税別）
おにぎりの塩 50g 500円（税別）

1065
1066
1067
1068
1069
1070

商

お料理の塩50g 500円（税別）
香川県 仁尾興産株
三豊市 式会社
燻製塩 40g
500円（税別）
緑茶の塩 40g
500円（税別）

瀬戸内海の太陽と海風で作ったお塩シリーズ
太陽と海風のみで濃縮した海水を低温でじっくりと
約３０日間かけて煮詰めました。お肉などつけ塩
向きのまろやかな味の「お肉用の塩」、お米の甘
味を引き出す「おにぎり塩」、深味やコクのある味
で万能に使える「お料理の塩」を独自の製法により
開発。その他、香りづけシリーズとして、塩を燻製
した「燻製塩」、三豊市の名産高瀬茶で香り付けし
た「緑茶の塩」「抹茶の塩」があります。

かつて、瀬戸内海沿岸は、塩田風景が広がり、産業として
も「製塩」は、瀬戸内の基幹産業でもありました。弊社は、
大正８年に「仁尾塩田株式会社」として創業し、昭和４７年
の国策による塩業廃止まで、塩業界のパイオニア的存在で
業界を牽引してきました。今回の商品は、当時の塩づくりの
方法を元に自社で開発した製法で作られた

ほうじ茶の塩
ほうじ茶の塩40g 500円（税別）

1071

2021年 バニラヨーグルト 瀬戸
3月
内 いよかん 3P

「バニラヨーグルト」は2022年で発売29周年を迎え
るロングセラー商品です。長時間はっ酵によるき
め細やかでなめらかな舌触りが特長です。生ク
京都府 日本ルナ株 バニラヨーグルト 瀬戸内 いよか リーム・卵黄入りでヨーグルトの酸味が抑えられて
八幡市 式会社
ん 100ｇ×3 247円（税別）
いるため、小さなお子様やヨーグルトの酸味が苦
手な方にもお召し上がりいただけます。バニラヨー
グルトのクリーミーなくちどけと、いよかんの爽や
かさが楽しめるデザート性の高いヨーグルトです。

89／93

瀬戸内産のいよかん果汁を使用した爽やかな味わいのバ
ニラヨーグルトです。
バニラヨーグルトのクリーミーなくちどけと、いよかんがマッ
チしたデザート性の高いヨーグルトを目指して開発しまし
た。

販売先：販売地域：全
国のスーパーマーケッ
ト、ドラッグストア等（予
定）
発売予定日：2022年9
月中旬発売（予定）

Ｎｏ

1072

登録
年月

商

品

名

2021年
レモネード5P
６月

商

品

写

真

所在地

事業者名

広島県 今岡製菓
尾道市 株式会社

商品の概要 (参考価格等）

12g×5袋
200円（税抜き価格）

瀬戸内柑橘ぽん酢 200ml
1073

2021年
瀬戸内柑橘ぽん酢
６月

広島県 川中醤油
広島市 株式会社

名称：ぽん酢
本体価格：360円（税抜価格）
賞味期限：18ヵ月
発売日：2021年9月1日

2021年
1074
ひろしまサングリア
６月

2021年 超高圧熟成
1075
６月 米麹入り塩レモン

1076

2021年
紅まどんなのタルト
６月

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・季節

弊社のレモネードは、広島県瀬戸田町産レモ
ンを丸ごと（果皮・果肉・種）すりつぶして使用
しています。 丸ごと使用しているからこそ味わ
えるレモンの風味とコクが特長です。

広島県尾道市瀬戸田町産のレモンを丸ごと使用して
販売先：全国のスー
おります。
パーやドラッグストア
弊社独自製法により、原料の素材本来の風味をその
等
まま生かした粉末飲料です。

瀬戸内でとれた柑橘（レモン・すだち・ゆず・だ
いだい）の果汁に本醸造濃口醤油、鰹と昆布
と煮干しのだしを合わせた ぽん酢です。
4種類の果汁をブレンドすることで爽やかで
すっきりした味わいは残しつつ、酸味にトゲが
なくまろやかに仕上げました。
200mlの密封ボトルなので使いやすく、お刺
身・サラダ・揚げ物などさっぱりとお召し上がり
いただけます。

太陽の光と潮風をいっぱい浴びて育った瀬戸内の柑
橘（レモン・すだち・ゆず・だいだい）を使ったぽん酢で
す。デザインに瀬戸内海をイメージしたエメラルドグ
リーンと瀬戸内の柑橘イラストを色鮮やかに配置して
思わず手に取って使ってみたくなるデザインに仕上げ
ました。

販売地域は全国
販売先はスーパー・
百貨店・
お土産
販売店など
川中醤油直営店 醤
の館
川中醤油オンライン
ショップ

株式会社
広島県
750ml
広島三次
三次市
1450（税抜き価格）
ワイナリー

広島県三次市の特産品であるピオーネを原料に作ら
広島産原料で作ったサングリア。広島三次ワ れたロゼワインと、瀬戸内の恵みである広島県産のみ
広島県内スーパー
イナリーのピオーネワインに広島県産柑橘が かん・レモン果汁をブレンドしたワインカクテル「ひろし
マーケットなど
ブレンドされたワインカクテルです。
まサングリア」です。季節のフルーツを添えてお召し上
がりいただくと、より楽しんでいただけます。

広島県 株式会社 200ｇ
広島市 東洋サプリ 1500円（税抜き価格）

瀬戸内レモン、米麹、食塩だけを『超高圧熟
成』させた万能調味料「米麹入り塩レモン」。
レモンの爽やかな香りと酸味をそのままに、熟
成させた麹のうま味とコクが加わり、
料理をまろやかで奥深い味に仕上げます。
『超高圧殺菌』を行い化学調味料や保存料は
無添加。
魚・肉料理の味付けや、ドレッシングやソー
ス、ソーダやお酒の割材としても活躍します。

瀬戸内レモンを使用した『塩レモン』。米麹を加えるこ
とで、和洋問わず幅広く使える万能調味料に。
『超高圧製法』により素材を熟成させ、爽やかなレモン
の良さをそのままに
麹のうま味を引き出し、料理をまろやかで奥深い味に
仕上げます。化学調味料・保存料無添加。

自社オンラインショッ
プ、４７clubでのネッ
ト販売の他、広島の
飲食店内での店頭
販売予定

愛媛県 亀井製菓
松山市 株式会社

人気の高い愛媛のブランド柑橘「紅まどんな」
を使用した香りと味わい豊かなあんに紅まど
んなを使用した羊羹を加え、ふんわりと焼き上
げたカステラ生地で「の」の字に巻いた四国銘
菓です。
※賞味期限 常温45日
※「紅まどんな」は全国農業協同組合連合会
の登録商標です。

愛媛生まれのオリジナル高級柑橘「紅まどんな」の
ピールをふんだんに使用したスイーツです。紅まどん
なを練り込んだ白あんに「紅まどんな」特有の甘い果
汁と豊かな香りを活かしてつくった羊羹を加え柑橘を
イメージしたオレンジ色のふんわりしっとりのスポンジ
生地で巻き上げました。
パッケージは「紅まどんな」の紅い果肉と照り輝く太陽
をイメージして金色の箔押しを施しました。

愛媛県内のスー
パーやホテル、旅
館。県外の量販店、
百貨店。

３個
450円（税抜き価格）
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登録
年月

商

品

名

2021年
1077
焼海苔ばらぱら
9月

1078

2021年
岡山県産焼ばら海苔
9月

2021年
1080
進物いりこみそ
9月

1081

2021年
金持酒
9月

瀬戸内限定

1082

2021年
亀田の柿の種 牡蠣
12月

れもん味

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

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・季節

株式会社
岡山県
15g
ヤマサキ珍
玉野市
￥398（税抜き価格）
味

販売先：天満屋スト
瀬戸内産の焼ばら海苔をカップ容器に入れま
瀬戸内産の海苔を原藻のまま旨味成分が損なわれな ア、両備ストア、仁科
した。積み重ねて陳列できるので迫力のある
いように加工した後に焼き上げてありますので深みの 百貨店、マルイ、北
売場になります。汁物、ラーメン、パスタに加
ある豊かな味と香を楽しめます。
野エース、道の駅な
えると磯の風味が広がります。
ど

株式会社
岡山県
15g
ヤマサキ珍
玉野市
￥398（税抜き価格）
味

販売先：天満屋スト
岡山県産の焼ばら海苔をカップ容器に入れま
瀬戸内産の海苔を原藻のまま旨味成分が損なわれな ア、両備ストア、仁科
した。積み重ねて陳列できるので迫力のある
いように加工した後に焼き上げてありますので深みの 百貨店、マルイ、北
売場になります。汁物、ラーメン、パスタに加
ある豊かな味と香を楽しめます。
野エース、道の駅な
えると磯の風味が広がります。
ど

広島県 株式会社ま 160g
呉市
すやみそ ￥498（税抜き価格）

瀬戸内海産のちりめんいりこみそを使用した、
いりこみそです。原料にはいりこを加えて良質
な国産大麦と大豆を使用しており、いりこの香
ばしさと味噌のまろやかさが合わさって、ご飯
のお供に酒の肴によく合います。また、いりこ
みそは弊社が日本で初めて商品化したメー
カーで、全国味噌工業協同組合連合会より元
祖の賞状をいただいております。販売当初よ
り長年愛されております自慢の一品です。
こちらの商品の形態を変更し、高級感ある進
物商品に仕上げました。

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、容器は重圧感のあるものを使
用し、サックをつけてより高級感のあるものに仕上げ
ております。

販売先：進物ギフトと
して中国地方のスー
パーマーケット様は
じめ、全国の販売店
様などで販売予定

用品名酒セ
広島県
800円/1,800円/3,010円
ンター株式
広島市
300ml / 720ml / 1800ml
会社

正一位金持稲荷大社で１本ずつ丁寧に祈願
していただいた、縁起の良いお酒です。フルー
ティーでクセの無いスッキリとした味わい。何
といっても豊富に入った純金がとても華やか
なおめでたい地酒です。

広島の上質な軟水が【酒処ひろしま】のお酒の特徴で
す。柔らかな口当たりと瀬戸内の豊かな自然の恩恵を
受け育った広島県産のお米で醸す「広島の旨い！」を
ご堪能ください。華やかな純金入りの縁起の良い「金
持酒」は贈った人も贈られた人も幸せになれるお酒で
す！

販売先：実店舗・楽
天市場・ヤフーショッ
ピング・広島県内外
の催事場

新潟県 アジカル株 500円・150円
新潟市 式会社
120ｇ（24ｇ×5個包装）・56g

亀田の柿の種から瀬戸内限定のお土産、【亀
田の柿の種 牡蠣れもん味】が新登場しまし
た。
全国的に有名な瀬戸内産（広島県）
レモンからつくった、レモンパウダーを使用し、
牡蠣の旨みと爽やかな酸味が味わえる美味し
さに仕上げました。

販売先：広島県を中
心に、瀬戸内エリア
瀬戸内の特産物であり、定番素材である瀬戸内産（広 の駅売店、高速サー
島県）レモンを使用したパウダーを味つけに使用しま ビスエリア売店を中
した。パッケージには、瀬戸内の海を濃い青と波模様 心に販売。2022年2
で表現し、焼き牡蠣のシズルで濃厚な旨みと、黄色の 月1日発売予定。販
差し色がレモンの爽やかさを引き立てました。
売数量は50,000個/
年を想定していま
す。
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1083

登録
年月

商

品

名

2021年
かき醬油味付のり
12月

野菜生活100

2021年
1084
Smoothie
12月

せとかMix

商

品

写

真

所在地

広島県 広島海苔
海田町 株式会社

2022年
モン
3月

ＰＥＴ４９０ｍｌ

商品の概要 (参考価格等）

板のり6.75枚分8切54枚
450円（税抜き価格）

愛知県
カゴメ株式
名古屋
330ml
会社
市

三ツ矢微糖炭酸水レ

1085

事業者名

東京都

アサヒ飲料 ４９０ｍｌ
株式会社 １２４円（税抜き価格）

200ml クリアケース入り
５００円
（税抜き価格）

1086

2022年
瀬戸内牡蠣だし醤油
3月

広島県 川中醤油
広島市 株式会社

1087

2022年
式祭リース株式会社
3月

山口県
100g
黒にんにく
山口市
741円（税抜き価格）

1088

1089

2022年
瀬戸田八朔
3月

2022年
瀬戸田レモン
3月

広島県 今岡製菓
尾道市 株式会社

広島県 今岡製菓
尾道市 株式会社

420g（固形量：200g)
1,500円（税抜き価格）

470g
1,500円（税抜き価格）

商

品

の

特

長

広島県産牡蠣の旨味と、ふわっと優しい食感
とくちどけの良さが人気の「かき醤油味付の
り」。瀬戸内の海の恵である牡蠣と、海苔。 こ
れら海の幸ふたつを合わせたかき醤油味付
のりの元祖として誕生いたしました。老舗なら
ではの目利きで選び抜いた上質な海苔を、広
島県産牡蠣、瀬戸内海産の干エビ、北海道産
昆布のダシで味付け。素材にこだわりぬい
た、老舗海苔屋の自信の逸品です。年間累計
約200万本販売（ギフト含む）の広島海苔看板
商品。ザ広島ブランド認定品。
りんごピューレや人参をバランスよく配合する
ことで、せとかの濃厚感や生果を食べている
ような味の厚みを表現。
甘さと酸味の感じ方を調整することで、柑橘ス
ムージーとしての爽やかさを残し、後味がすっ
きりする味わいに仕立てました。

瀬戸内ブランドとしての
創 意 工 夫

販売エリア・季節

広島県産牡蠣の旨味がたっぷりのかき醬油味付のり
は、子供の頃から慣れ親しんだ“広島の味”として、み
なさまに永年愛され続けてきました。また、発売当初
から変えることのない、独自の「かき醤油」の書体と、
広島を連想させる「かき」「紅葉」「鳥居」、黄色の背景
のラベルは、県民の多くの方から「マルヒャクかき醤油
味付のり」として認知されており、広島のお土産として
も多く使われております。こちらのラベルデザインと商
品とが結びついて広く認知されており、かき醤油味付
のりのブランディングの大きな要素の一つになってい
ます。

販売先：百貨店・福
屋 / 量販店・イズミ、
フジ、イオン / お土
産店・JR広島駅、宮
島SA上下線
販売地域：中国地方
を中心に日本全国

愛媛県産のせとかを使用し、濃厚な甘さと満足感を実
現。
砂糖・甘味料・増粘剤無添加。
1/2日分の野菜を使用。
1日分のビタミンＣがとれます。

全国

爽快リフレッシュ“微糖炭酸水”レモン
瀬戸内産のレモンエキスを使用しております。瀬戸内
強炭酸と爽やかなレモン。甘さをしっかりと抑
レモンらしい、酸味だけでなく、レモンの香り高さやコク 全国
えて爽快なおいしさを追求しました。
を意識した味わいをお楽しみいただけます。
スッキリゴクゴク飲める炭酸水です。

本品は弊社が長年の醤油造りの技法を用
い、瀬戸内の自然が生んだ本醸造醤油に広
島産牡蠣、鰹節、昆布のうま味を効かせて仕
上げた風味豊かなだし醤油です。たまごかけ
ご飯や豆腐、焼き魚などの素材の味を引き立
てます。お土産用として開発した商品ですの
で、女性の方に手にとっていただけるように可
愛い、瀬戸内を連想させるデザインにしまし
た。
山口で栽培したにんにくを山口で加工して黒
にんにくにしました。山口県民のための黒に
んにくとして販売しております。 黒にんにく
はにんにくの栄養を凝縮しながらも、刺激臭を
気にせずに食べられ、1日1粒で健康増進を助
ける食品です。
広島県尾道市瀬戸田町産はっさくを使用して
おります。
はっさくの果実を約1個分（可食部）使用してい
るので食べ応えがあります。
シロップには、はっさくを皮ごとすりおろした
「はっさくペースト」を配合しています。
希釈飲料としてもおいしくお召し上がりいただ
けます。
レモンのスライスを皮ごとシロップ漬けにした
瓶詰め商品です。
広島県尾道市瀬戸田町産のエコレモンを100%
使用しております。
エコレモンは減農薬栽培で防腐剤やワックス
は一切使用しておりません。
安心して皮ごとお召し上がりいただけます。
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お土産用として開発した商品。広島産牡蠣を使用し
た”だし醤油”です。デザインはすでに瀬戸内ブランド
認定されている”瀬戸内柑橘ぽん酢”と対になるように
色数を合わせて、瀬戸内をイメージさせる牡蠣やもみ
じ、波の可愛いデザインがお土産売場で映えると思わ
れます。

広島県を中心とした
土産物販売店。弊社
直営店・オンライン
ショップ

瀬戸内の気候が作り上げた山口盆地は寒暖差が激し
く気象条件が厳しくても育つにんにくに向いています。
そうした条件で育ったにんにくを熟成加工してできた黒
にんにくはまさに瀬戸内の畑の黒いダイヤモンドで
す。

山口市を中心とし
て、防府市、宇部
市、長門市、萩市な
ど、野菜の直売所や
道の駅など

広島県尾道市瀬戸田町産はっさくを使用しておりま
す。果実は約１個分（可食部）使用、シロップにもはっ
さくを皮ごとすりおろした「はっさくペースト」を使用して
全国
います。
また、商品のラベルには”瀬戸内”をイメージさせる
はっさくの産地「瀬戸田」を表現しました。
広島県は国内産レモンの生産量日本一、主に瀬戸内
海の島々を中心に栽培が行われています。
広島県尾道市瀬戸田町には「レモン谷」と呼ばれてい
全国
る地区があります。
本商品は広島県尾道市瀬戸田町で採れたレモンを
100%使用したシロップ漬けの瓶詰め商品です。

Ｎｏ

登録
年月

商

品

名

2022年 小豆島 手延べ素麺
1090
3月 「瀬戸内産小麦使用」

1091

2022年
寺岡家の白レモぽん
3月

オリーブ新漬け（塩水

1092

2022年
漬け）
3月

マンザニロ種

オリーブ新漬け（塩水

1093

2022年
漬け）
3月

ミッション種

商

品

写

真

所在地

事業者名

商品の概要 (参考価格等）

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・季節

250ｇ
380円（税抜き価格）

小豆島の位置する瀬戸内地方にて収穫され
た小麦（香川県産・岡山県産）を100％使用
し、熟成を待ちながら徐々に細く伸ばしていく
伝統の手延製法でで仕上げた素麺は、他の
製法では得られないしっかりとしたコシと弾
力、つるつるとしたのど越しが高く評価されて
おります。

熟成を待ちながら徐々に細く伸ばしていく伝統の手延
製法でで仕上げた小豆島手延素麺の主原料である小
麦粉を、小豆島の位置する瀬戸内地方にて収穫され 全国
た小麦（香川県産：讃岐の夢2009／岡山県産：せとき
らら）を100％使用しました。

寺岡有機
広島県
150ml
醸造 株式
福山市
285円（税抜き価格）
会社

かけてさっぱり！揚げ物の新常識！
瀬戸内産レモン果汁を使用したさっぱり美味
しいぽん酢です！

瀬戸内産レモンの爽やかさと、瀬戸内産藻塩「海人の
全国
藻塩」の旨みが揚げ物と相性バツグン！

香川県
株式会社
小豆郡
協栄岡野
土庄町

広島県 瀬戸内いと 瓶 65g／パウチ 60g
江田島 なみ舎合同 瓶 556円／パウチ 463円
市
会社
（税抜き価格）

広島県 瀬戸内いと
瓶 65g／パウチ 60g
江田島 なみ舎合同
瓶 556円／パウチ 463円
市
会社

・江田島市で育てられたオリーブ果実を使用
・江田島の気候が育てたオリーブを、ひと粒ひ
と粒丁寧に手摘みし、塩水で漬けました
・「オリーブの島」を目指して産地化に取り組ん
でいる江田島市。地域おこし協力隊として活
動後、島に残ってオリーブの会社を起業。江
田島印のオリーブ商品です。
・丸い形が特徴のマンザニロ種。果肉がやわ
らかく、噛むとじゅわっとコクが広がります。
・江田島市で育てられたオリーブ果実を使用
・江田島の気候が育てたオリーブを、ひと粒ひ
と粒丁寧に手摘みし、塩水で漬けました
・「オリーブの島」を目指して産地化に取り組ん
でいる江田島市。地域おこし協力隊として活
動後、島に残ってオリーブの会社を起業。江
田島印のオリーブ商品です。
・オイルとしても親しまれているミッション種。
果肉がややかためで、こりっと、繊維質を感じ
るような食感がクセになります。マンザニロに
比べるとあっさりとした味で、噛むほどにオ
リーブの風味が広がります。
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・原材料のオリーブ果実は江田島市産100％
・2016年からオリーブ専門の地域おこし協力隊としてこ
の地とご縁をいただき、生まれ育った神奈川県から江
江田島市内のショッ
田島市に移住。任期中に幾度も小豆島へと通い、栽
プや、ウェブ販売を
培と加工の技術を習得。「栽培技術指導員」として島
中心に販売
の栽培者さんとともに汗をかいてきました。
・江田島で育てたオリーブの実から商品化した江田島
印のオリーブ商品です。

・原材料のオリーブ果実は江田島市産100％
・2016年からオリーブ専門の地域おこし協力隊としてこ
の地とご縁をいただき、生まれ育った神奈川県から江
江田島市内のショッ
田島市に移住。任期中に幾度も小豆島へと通い、栽
プや、ウェブ販売を
培と加工の技術を習得。「栽培技術指導員」として島
中心に販売
の栽培者さんとともに汗をかいてきました。
・江田島で育てたオリーブの実から商品化した江田島
印のオリーブ商品です。

