
平成29年3月　瀬戸内ブランド登録商品　一覧 (新規）

No 商　品　名 商　品　写　真 事業者名 商　品　の　概　要 商　品　の　特　長
瀬戸内ブランドとしての

創　意　工　夫
販売エリア

1

【完熟ﾚﾓﾝｼﾞｬﾑ】

【旬のはっさくと完熟ﾚﾓﾝの
ｼﾞｬﾑ】

【旬のいちじくと完熟ﾚﾓﾝの
ｼﾞｬﾑ】

ﾚｯｶｰﾊﾞﾛﾝ

【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の　　　　
ｼﾞｬﾑ1,112円(税別）】

【旬のいちじくと完熟ﾚﾓﾝの
ｼﾞｬﾑ1,112円(税別)】

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。

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
尾道を代表する柑橘。
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
限定をし、全工程手作業で作ったｼﾞｬﾑ。

広島ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｼｮｯﾌﾟTAU、
㈱ﾆﾁｴｰ、尾道ｸﾞﾙｰﾝﾋ
ﾙﾎﾃﾙ、ﾎﾃﾙ鷗風亭、
尾道観光土産品協同
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

2
【国産ｿﾌﾄ海苔鯛　ごはん65
ｇ】

（株）なだや
【国産ｿﾌﾄ海苔鯛ごはん65ｇ　　
500円(税別)】

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。

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。
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
含まれています。
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。

ひろしま夢ﾌﾟﾗｻﾞ、広島
ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｼｮｯﾌﾟTAU、道の
駅など

3
【ﾊﾟﾘｯと朝食ｳｲﾝﾅｰ 瀬戸内
ﾚﾓﾝ】

（株）ﾌｰﾄﾞﾘｴ
【ﾊﾟﾘｯと朝食ｳｲﾝﾅｰ 瀬戸内ﾚﾓﾝ
358円(税別)】

あっさりとした味わいで支持され続けている当社
№１ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ「ﾊﾟﾘｯと朝食ｳｲﾝﾅｰ」ｼﾘｰｽﾞから､瀬戸
内ﾚﾓﾝの果皮をｳｲﾝﾅｰに練り込み､ご当地生産を
謳ったﾊﾟﾘｯと朝食ｳｲﾝﾅｰ瀬戸内ﾚﾓﾝ｡
あっさりとした味わいはそのままに､瀬戸内ﾚﾓﾝの
爽やかな香りと程よい酸味が加わった､ひと味違う
ﾊﾟﾘｯと朝食ｳｲﾝﾅｰです｡

温暖な気候に恵まれて育った瀬戸内ﾚﾓﾝのまろやかな酸
味と香り高い清涼感が､お肉の旨みとﾍﾞｽﾄﾏｯﾁした商品で
す｡

近畿､中四国､九州ｴﾘ
ｱの量販店（一部 中
部､首都圏､関東､東北
ｴﾘｱでも販売）
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【ｻﾝﾗｳﾞｨｱﾝの白桃ｼｭｰｸﾘｰ
ﾑ】

【本格濃厚ﾁｰｽﾞｽﾌﾚ
The岡山白桃】

【黄福ろうる The岡山白桃】

【艶焼きﾀﾙﾄ The岡山白桃】

【ｽﾌﾟｰﾝでいただく黄福ろうる 
とろ～り白桃】

（株）ｻﾝﾗｳﾞｨｱﾝ

【ｻﾝﾗｳﾞｨｱﾝの白桃ｼｭｰｸﾘｰﾑ100
円(税別)】

【本格濃厚ﾁｰｽﾞｽﾌﾚ The岡山
白桃498円(税別)】

【黄福ろうる Tｈｅ岡山白桃340円
(税別)】

【艶焼きﾀﾙﾄ The岡山白桃148円
(税別)】

【ｽﾌﾟｰﾝでいただく黄福ろうる 
とろ～り 白桃178円(税別)】

【ｻﾝﾗｳﾞｨｱﾝの白桃ｼｭｰｸﾘｰﾑ】「岡山県産白桃」
ﾋﾟｭｰﾚを使用しﾎｲｯﾌﾟｸﾙｰﾑと六甲山麓産牛乳を使
用したﾊﾞﾆﾗﾋﾞｰﾝｽﾞ入りの自社製ｶｽﾀｰﾄﾞを充填し
た2層のｼｭｰｸﾘｰﾑ。
【本格濃厚ﾁｰｽﾞｽﾌﾚ The岡山白桃】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濃厚なﾁｰｽﾞｽﾌ
ﾚ。
【黄福ろうる The岡山白桃】岡山県産白桃ﾋﾟｭｰﾚを
使用したﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑをｶｽﾃﾗ生地で包み、ｶｽﾃﾗ生
地の食感が絶妙な黄福ろうる。
【艶焼きﾀﾙﾄ The岡山白桃】「岡山県産白桃」ﾋﾟｭｰﾚ
を使用した濃厚な味わいとなめらかな口当たりが
特徴のﾁｰｽﾞﾀﾙﾄ。ﾀﾙﾄ生地は、香ばしい香りが漂
うｻｸｻｸｯとした食感で、夏でも食べたくなるさわや
かな白桃の風味が特徴のﾁｰｽﾞﾀﾙﾄ。
【ｽﾌﾟｰﾝでいただく黄福ろうる とろ～り白桃】「岡山
県産白桃」ﾋﾟｭｰﾚを使用し「かすてら」「ｸﾘｰﾑ」「ﾌｨﾘ
ﾝｸﾞ」をｽﾌﾟｰﾝで混ぜてお召し上がりいただくよう、
素材、甘みのﾊﾞﾗﾝｽ、柔らかさ・のど越しなどの食
感にまでこだわり抜いた商品。

【ｻﾝﾗｳﾞｨｱﾝの白桃ｼｭｰｸﾘｰﾑ】優しい甘みと香りが特徴の
「岡山県産白桃」を使用した2層のｼｭｰｸﾘｰﾑです。

【本格濃厚ﾁｰｽﾞｽﾌﾚ The岡山白桃】優しい甘みと香りが特
徴の「岡山県産白桃」を使用した、上質で濃厚なﾁｰｽﾞｽﾌﾚ
です。

【黄福ろうる The岡山白桃】ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑにみずみずしい岡
山県産白桃を使用した和風ﾛｰﾙｹｰｷです。

【艶焼きﾀﾙﾄ The岡山白桃】濃厚なﾁｰｽﾞ生地に「岡山県産
白桃」ﾋﾟｭｰﾚを使用したﾁｰｽﾞﾀﾙﾄです。

【ｽﾌﾟｰﾝでいただく黄福ろうる とろ～り白桃】とろ～りとした
食感のﾌｨﾘﾝｸﾞに、「岡山県産白桃」ﾋﾟｭｰﾚを使用した、食べ
きりｻｲｽﾞの黄福ろうるです。

2017年6～8月までの
季節限定商品として全
国の量販店にて発売
予定

5

【檸檬かすてら（小）】

【檸檬ろーるかすてら】
（株）三星社

【檸檬かすてら（小）348円(税別)】

【檸檬ろーるかすてら348円(税
別)】

6～8月末の期間限定、夏場向けにｻｯﾊﾟﾘとした味
に仕上げています。昔ながらの製法（手焼き）にこ
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
います。　
　　
　　
　　
　　

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
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
ｶｽﾃﾗです。

全国のｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄな
ど(発売期間は6～8月
末の期間限定)

6
【ｱｻﾋ 十六茶　ご当地素材
ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ（中国･四国） 
PET600ml】

ｱｻﾋ飲料（株）
【ｱｻﾋ 十六茶 ご当地素材ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ
（中国･四国） PET600ml140円(税
別)】

ご当地ならではの味わいが楽しめる地域限定の
十六茶。香川県産のｵﾘｰﾌﾞの葉と広島県産のﾚﾓﾝ
の皮を使用し、十六茶のすっきりとした味わいを
ﾍﾞｰｽに｢ｵﾘｰﾌﾞの葉｣のほろ苦さと｢ｴﾓﾝの皮｣のほ
のかな渋みが楽しめる中国･四国ｴﾘｱ限定の十六
茶です。

ご当地限定商品ﾌﾞｰﾑの中でご当地素材を使用するだけで
なく、地元（中国･四国ｴﾘｱ）にお住まいの方の好みの味わ
いを表現するこだわりと、瀬戸内らしいﾊﾟｯｹｰｼﾞ(穏やかな
瀬戸内海をﾌﾞﾙｰで柑橘の爽やかさを白で表現)へのこだわ
りで店頭でのｱﾋﾟｰﾙ度を高めます。

中国･四国ｴﾘｱの量販
店(ｽｰﾊﾟｰ･ﾄﾞﾗｯｸｽﾄｱ･
駅売店など)
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【尾道ﾗｰﾒﾝ 春味比べ】

【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】

【音戸産ちりめん ｶﾚｰ缶】

【ままかりのﾄﾏﾄ煮】

【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】

（株） 阿藻珍味

【尾道ﾗｰﾒﾝ 春味比べ600円　　
(税別)】

【牡蠣だし 尾道ﾗｰﾒﾝ （3食箱）
900円(税別)】

【ﾚﾓﾝｸﾘｰﾑ牡蠣ｶﾚｰ缶500円　(税
別)】

【音戸産ちりめん ｶﾚｰ缶】

【ままかりのﾄﾏﾄ煮444円(税別)】

【鯛だし塩ﾗｰﾒﾝ368円(税別)】

【瀬戸内ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ （牡蠣）300円
(税別)】

【瀬戸内ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ （ちりめん）　
300円(税別)】

【鯛だし尾道ﾗｰﾒﾝ3食入900円(税
別)】

【鯛だし醤油ﾗｰﾒﾝ368円(税別)】

【尾道ﾗｰﾒﾝ春味比べ】定番の尾道ﾗｰﾒﾝ･瀬戸内
産の真鯛から抽出した鯛だしﾗｰﾒﾝ･豚脂がたっぷ
りの旨塩ﾗｰﾒﾝの3種類をｾｯﾄした春限定品。
【牡蠣だし尾道ﾗｰﾒﾝ（3食箱）】冬季限定(10～1月
末迄)商品。広島県産牡蠣・かつお節・北海道日
高昆布の旨みをﾌﾞﾚﾝﾄﾞしたこだわりの醤油を配合
した濃厚な味わいが楽しめます。
【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
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
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】広島 （音戸産）のちりめ
んを具材にしたｶﾚｰﾙｰ缶詰。
【ままかりのﾄﾏﾄ煮】鮮度とｻｲｽﾞ(7～8cm)にこだ
わった瀬戸内海産のままかりを専門の加工先で
ｶｯﾄしてもらった原料を使用。
【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
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）】広島産の牡蠣を原料と
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）】広島 （音戸産）のち
りめんを具材にしたﾊﾝﾊﾞｰｸﾞです。
【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
持つおいしさを加えた限定の尾道ﾗｰﾒﾝです。
【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。

【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
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
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
を使用。
【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
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
さをｱﾋﾟｰﾙ。
【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
よう缶詰に加工。保管がも簡単で年中食べられる。
【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
さりとした和風の味付けに工夫。
【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、洋風の味付けで女性にも人気のｱｲﾃﾑ。
【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）】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
たものです。
【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
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
ﾊﾞｰｸﾞとなっています。
【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
道ﾗｰﾒﾝです。
【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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【瀬戸内ﾚﾓﾝ ﾚﾓﾈｰﾄﾞﾍﾞｰｽ
500ml紙】

ﾎﾟｯｶｻｯﾎﾟﾛﾌｰﾄﾞ
&ﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ（株）

【瀬戸内ﾚﾓﾝ ﾚﾓﾈｰﾄﾞﾍﾞｰｽ500ml
紙460円(税別)】

温暖な瀬戸内の気候で、太陽の光をたっぷり浴び
て育った、こだわりの瀬戸内産ﾚﾓﾝを使用しました
商品です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本
のﾚﾓﾝの一大産地である「瀬戸内」の豊かな恵み
を多くの人々に手軽にご家庭でお楽しみいただけ
る商品です。

通年で楽しめるﾚﾓﾝ希釈飲料商品。　　　　　　　　　　　　　
瀬戸内ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ認定商品「中・四国限定　瀬戸内ﾚﾓﾝﾚﾓﾈｰﾄﾞ
500mlPET」の希釈商品としてﾚﾓﾝｽｶｯｼｭ、ﾚﾓﾈｰﾄﾞ、ﾚﾓﾝﾗｯ
ｼｰなどご家庭でいつでも楽しめ、通年で汎用性のある使い
方ができるﾚﾓﾈｰﾄﾞﾍﾞｰｽﾀｲﾌﾟを展開することで瀬戸内ﾚﾓﾝ
の良さが広がる商品。

全国のｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄな
ど小売店

【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すだち 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、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】
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。

【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。

【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。

中国地方の量販店･道
の駅･SAなど

9

【尾道発 ぶちうまぁー瀬戸
内れもん のり天】

【尾道発 ぶちうまぁー瀬戸
内すだち のり天】

【尾道発 ぶちうまぁーのり
天】

（有）砂田食品

【尾道発 ぶちうまぁー瀬戸内れも
ん のり天298円(税別）】

【尾道発 ぶちうまぁー瀬戸内すだ
ち のり天298円(税別)】

【尾道発 ぶちうまぁーのり天
498円(税別)】
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10 【BUTSU＿DENIM】 （有）岸佛光堂

【BELL】各色　　　　　　　　　　　　　
　　マット4065円、マットフラット
1556円、マットエッグ1833円　　　
【ＢＥＬＬステック】　　　　　　　　　　　
　　角黒壇1750円、　　　　　　　　
【ＢＥＡＤＳポーチ】Ｓ２ツ折3500
円、　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【ＢＥＡＤＳジップポーチ】　　　　　
Ｓ：3037円、Ｍ（２ッ折：6157円、　
Ｌ：（マチ付き）5417円、　　　　　
【仏壇用　デニム本尊掛軸（各宗
派）各種】　　　　豆代：8037円、　　
20代：8222円、30代：8509円、　　
50代：9250円　以上税別

倉敷市児島産のﾃﾞﾆﾑを使ったｵﾘｼﾞﾅﾙ仏具。　　
商品は、念珠入れ(4種)、ﾘﾝ布団(3種)、ﾘﾝ棒、仏
壇用掛軸(各宗旨、各寸)の9点。
全ｱｲﾃﾑがｲﾝﾃﾞｨｺﾞ･ﾌﾞﾗｯｸ･ﾚｯﾄﾞ･ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾍﾞｰｼﾞｭの5
色展開。

全国初の児島産ﾃﾞﾆﾑで作られた仏具。仏具とｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ
をさせることで、新たな視点から岡山の特産品であるﾃﾞﾆﾑ
を発信。

岸佛光堂NewStyle仏
壇岡山西店のみ

11

【瀬戸内ﾚﾓﾝﾎｲｯﾌﾟﾄﾞｰﾅﾂ】

【瀬戸内ﾚﾓﾝﾊﾟﾝ～ﾁｰｽﾞｹｰｷ
風味～】

【瀬戸内ﾚﾓﾝﾊﾟｲ】

【ﾚﾓﾝｹｰｷ瀬戸内ﾚﾓﾝｼﾞｭﾚ】

ﾌｼﾞﾊﾟﾝ（株）

【瀬戸内ﾚﾓﾝﾎｲｯﾌﾟﾄﾞｰﾅﾂ110円
(税別)】

【瀬戸内ﾚﾓﾝﾊﾟﾝ～ﾁｰｽﾞｹｰｷ
風味～ 110円(税別)】

【瀬戸内ﾚﾓﾝﾊﾟｲ110円(税別)】

【ﾚﾓﾝｹｰｷ瀬戸内ﾚﾓﾝｼﾞｭﾚ115円
(税別)】

【瀬戸内ﾚﾓﾝﾎｲｯﾌﾟﾄﾞｰﾅﾂ】瀬戸内レモン使用のホ
イップクリームとレモンクリーム入りのドーナツで
す。
                                                                    
       【瀬戸内ﾚﾓﾝﾊﾟﾝ～ﾁｰｽﾞｹｰｷ風味～】瀬戸内
レモン使用のペースト入りメロン皮をかぶせ、チー
ズケーキ風味のレモンクリームをサンドしました。

【瀬戸内ﾚﾓﾝﾊﾟｲ】瀬戸内レモン使用のクリームと
レモンピールを包んだ、サクサクのパイです。

【ﾚﾓﾝｹｰｷ瀬戸内ﾚﾓﾝｼﾞｭﾚ】瀬戸内レモン使用の
ジュレをサンドし、グレーズをコーティングしたケー
キ。

【瀬戸内ﾚﾓﾝﾎｲｯﾌﾟﾄﾞｰﾅﾂ】
仕様の違う２種類のｸﾘｰﾑに瀬戸内ﾚﾓﾝを使用し、瀬戸内ﾚ
ﾓﾝの酸味と甘みをそれぞれのｸﾘｰﾑで表現。2つの味わい
を楽しんでいただくため、ｻｯｸﾘしたﾄﾞｰﾅﾂではなくふんわり
した生地で包み揚げた商品です。

【瀬戸内ﾚﾓﾝﾊﾟﾝ～ﾁｰｽﾞｹｰｷ風味～】瀬戸内ﾚﾓﾝを使用し、
ﾁｰｽﾞ風味のﾚﾓﾝｸﾘｰﾑをｻﾝﾄﾞし、瀬戸内ﾚﾓﾝの爽やかな酸
味が効いたﾁｰｽﾞｹｰｷのような味わいが楽しめます。

【瀬戸内ﾚﾓﾝﾊﾟｲ】瀬戸内ﾚﾓﾝ果汁入りのｸﾘｰﾑにﾚﾓﾝﾋﾟｰﾙ
を加え爽やかな酸味にﾚﾓﾝﾋﾟｰﾙとﾊﾟｲの食感が楽しめる仕
立てにいたしました。

【ﾚﾓﾝｹｰｷ瀬戸内ﾚﾓﾝｼﾞｭﾚ】瀬戸内産ﾚﾓﾝを使用した爽や
かな酸味が味わえるｹｰｷです。2017年は、初夏ならではの
味わいが楽しめるｽｲｰﾂを目指し、酸味の利いたｼﾞｭﾚとｺｰ
ﾃｨﾝｸﾞしているｸﾞﾚｰｽﾞのﾊﾞﾗﾝｽにこだわりました。

全国(北海道･沖縄を
除く)量販店･ｺﾝﾋﾞﾆ等
(2017年5～6月の2ケ
月)

12
【尾道ﾚﾓﾈｰﾄﾞ(海人の藻塩
入】

（有）織田製菓
【尾道ﾚﾓﾈｰﾄﾞ(海人の藻塩入350
円(税別)】

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
市蒲刈で作られた｢海人の藻塩｣を加えることでﾚﾓ
ﾝの爽やかな風味が際立ち、ｻｯﾊﾟﾘとした飲み口
に仕上げた粉末清涼飲料。

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
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
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
が活かされています。

中四国地区及び首都
圏の量販店等

13
【ｺﾛｯｹ専用 じゃがいも農家
が創ったｿｰｽ】

？
（有）有田園芸
農場

【ｺﾛｯｹ専用 じゃがいも農家が
創ったｿｰｽ　(県内)370円(税別)　
(県外)407円(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
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。

(県内)産直、道の駅
(県外)関東圏の食品
ｽｰﾊﾟｰ
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14
【青梅ぷりん】

【いちじくぷりん】
万汐農園

【青梅ぷりん268円(税別)】

【いちじくぷりん268円(税別)】

【青梅ぷりん】自家農園のうめを使用し、うめの果
肉が身体に嬉しい、甘酸っぱいぷりん。

【いちじくぷりん】自家農園のいちじくを使用し、
たっぷり入った果肉のつぶつぶ感が楽しいぷり
ん。

【青梅ぷりん】農薬･化学肥料を使わない｢自然栽培｣を採
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
追求。賞味期限は常温で180日。

【いちじくぷりん】農薬･化学肥料を使わない｢自然栽培｣を
採用。いちじくならではの｢とろり感｣をぷりんで再現。賞味
期限は常温で180日。

広島県内の百貨店･お
土産物店など

15
【国産米粉の蒸しぱん(瀬戸
内産ﾚﾓﾝ)】

山崎製ﾊﾟﾝ（株）
【国産米粉の蒸しぱん(瀬戸内産
ﾚﾓﾝ)116円(税別)】

国産の米粉を使用したもっちりとした食感が特徴
の蒸しﾊﾟﾝに、瀬戸内産ﾚﾓﾝのﾋﾞｰﾙの蜜漬けを生
地への練り込みと、ﾄｯﾋﾟﾝｸﾞに使用した季節感ある
蒸しﾊﾟﾝ商品。

さわやかな酸味の瀬戸内産レモンのピールと、新潟県産
の米粉の使用によるもちもちとした食感といった特徴のあ
る味と食感を表現しております。

ﾛｰｿﾝ全国店舗（ただ
し、沖縄除く）

16

【甘夏みかん のむﾖｰｸﾞﾙﾄ】

【おいしく果実 甘夏みかん 
のむﾖｰｸﾞﾙﾄ 】

ｵﾊﾖｰ乳業（株）

【甘夏みかん のむﾖｰｸﾞﾙﾄ105円
(税別)】

【おいしく果実 甘夏みかん のむ
ﾖｰｸﾞﾙﾄ126円(税別) 】

【甘夏みかん のむﾖｰｸﾞﾙﾄ】夏限定商品で、愛媛
県産の甘夏みかん果汁を使用。ﾌﾙｰﾂそのものの
良さを引き立てた高品質なﾄﾞﾘﾝｸﾖｰｸﾞﾙﾄです。

【おいしく果実 甘夏みかん のむﾖｰｸﾞﾙﾄ 】夏限定
商品。爽やかな味わいと酸味が少なくﾌﾙｰﾂと相
性の良いL-55乳酸菌ﾖｰｸﾞﾙﾄをあわせたﾌﾙｰﾂ本
来の味わいが楽しめます。

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ正面に｢愛媛県産甘夏みかん果汁使用｣と強調し、
夏らしい爽やかさを甘夏みかんの写真を用いたﾊﾟｯｹｰｼﾞで
表現し、品質や季節感にこだわりを持って作られた商品。
産地、品種にこだわり、季節感の感じられるような夏にぴっ
たりな甘酸っぱさをお楽しみ頂ける味わいです。

全国の量販店、コンビ
ニ（2017年6～8月）

17 【いちごｼﾞｬﾑ(ﾌﾟﾚｻﾞｰﾌﾞ)】 ? （有）果実の森
【いちごｼﾞｬﾑ(ﾌﾟﾚｻﾞｰﾌﾞ)389円
(税別)】

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。
｢昔、おばあちゃんが作ってくれたｼﾞｬﾑの味でなつ
かしい｣と言われます。

商品は無添加。栽培にこだわり、完熟の美味しさがありま
す。

広島市･東広島市･世
羅郡･三原市の道の駅
など

18 【牡蠣ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ漬け（瓶）】 （有）ﾏﾙｲﾁ商店
【牡蠣ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ漬け（瓶）1,500
円(税別)】

牡蠣は地元広島県安芸津町の牡蠣を使用。牡蠣
の身入り、色、質感を見極め、手選別しています。
ｵｲﾙが牡蠣にしみ込み、牡蠣の旨味が凝縮され
た美味しさをお楽しみ下さい。

清浄海域(生食用表示を許可される海域)かつ塩分濃度が
高い安芸津の牡蠣の味は、海域により磯の香りの強いも
のであり、食感は身のしまったぷりっとしたところが特徴。

広島三越･広島駅構内
売店･JALUX広島空港
店・広島空港専門大
店、zakkaひぐらし(宮
島)、Boulagerie Chez 
GEORGES(西条)、白
牡丹酒造(西条)など

19

【愛媛ｷｳｲﾌﾙｰﾂﾐｯｸｽ果汁
20%200ml紙ﾊﾟｯｸ】

【愛媛ｷｳｲﾌﾙｰﾂﾐｯｸｽ果汁
100%200ml瓶】

宮崎県農協果
汁㈱

〔愛媛キウイフルーツミックス果
汁２０％２００ｍｌ紙パック８８円
（税別）〕

〔愛媛キウイフルーツミックス果
汁１００％２００ｍｌ瓶２９８円（税
別）〕

〔愛媛キウイフルーツミックス果汁20%200ml紙パッ
ク〕
愛媛県産キウイ果汁（3%）使用した果汁20%飲料。
キウイの酸味、果汁の甘みをブレンドさせ飲みや
すくすっきりとした味わいの商品。

〔愛媛キウイフルーツミックス果汁100%200ml瓶〕
愛媛県産キウイ果汁（20%）使用した果汁100%の
商品。果汁100％ミックス飲料でキウイ独特の爽
やかな香り・酸味が楽しめる商品。

瀬戸内の温暖な気候の下で育てられた愛媛県産キウイフ
ルーツは国産キウイフルーツにこだわった商品。

株式会社フジ
（グループ企業含む）
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20
【岡山県白石島産 桑の実ｺ
ﾝﾌｨﾁｭｰﾙ】

岡山県青果物
販販売(株)

【岡山県白石島産 桑の実ｺﾝﾌｨ
ﾁｭｰﾙ800円(税別)】

岡山県笠岡市の離島｢白石島｣で採取された"桑
の実"を100%使用したｼﾞｬﾑ。素材の風味を大切
に、無香料･無着色･低糖度(糖度40度)で仕上げ
ています。

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4倍も栄養価が高い。国産素材を使用した商品で、桑の
実という希少価値が高い。

自社店舗(全国の百貨
店内にあるFRUIT-J)、
JR岡山駅、岡山空港
ﾀｰﾐﾅﾙ、笠岡道の駅、
白石島のﾌｪﾘｰ乗り場
など

21
【瀬戸内ﾚﾓﾝﾌﾞﾘｭﾚｰﾇ　しま
なみ果実　2個/5個/8個】

(株)ｶﾞﾄｰ･ｽｳﾞﾆｰ
ﾙ

【瀬戸内レモンブリュレーヌ しま
なみ 果実 2個460円(税別)/5個
1,100 円(税別)/8個1,680円(税
別)】

魅惑の新食感スイーツ！『ブリュレーヌ』
ブリュレーヌ(Brûleine)とは、Brûlée(焦がす)× 
Madeleine(マドレーヌ)という意味です。
じっくりと焼き上げた生地の中は、しっとりやわら
かく、瀬戸内産レモンの豊かな風味がジュワっと
口いっぱいに広がります。
『しっとり生地の中から、素材の風味がジュワっ
と。』ブリュレーヌの新食感な美味しさをお楽しみく
ださい。

瀬戸内産レモン100％使用。良質な瀬戸内産レモンをふん
だんに使用し、じっくりと焼きあげました。
しまなみ海道の潮風のようにすがすがしい、新食感な美味
しさをお楽しみいただけます。

◆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
げ街道 福山店・福山
新幹線店　◆おみや
げ街道 広島新幹線改
札内中央店・西店
◆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）
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【寺岡家のたまごにかける
お醤油　有機醤油使用　
150ml】

【寺岡家のレモンぽんず　
150ml】

【寺岡家のかき醤油　
150ml】

寺岡有機醸造
(株)

【寺岡家のたまごにかける
お醤油　有機醤油使用　150ml】

【寺岡家のレモンぽんず　150ml】

【寺岡家のかき醤油　150ml】

【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。
【寺岡家のレモンぽんず　150ml】
広島県産レモン果汁の酸味と、醤油のうま味が爽
やかなハーモニーを醸し出したこだわりのぽんず
です。
【寺岡家のかき醤油　150ml】
鰹節・昆布のうま味に、広島県産牡蠣のエキスを
ブレンドしたこだわりのだし醤油です。

【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
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
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
となっています。
【広島産牡蠣ｴｷｽ使用　寺岡家のかき醤油】
広島県産の牡蠣のエキスを使用しており、かつお節・昆布
の旨味をブレンドしただし醤油となっている。

全国の量・質販店、広
島県内のSA、駅売
店、空港などの土産物
店

23 【白い山口女子美ｶﾚｰ】
ﾚｽﾄﾊｳｽ･たん
ぽぽ(株)

【白い山口女子美ｶﾚｰ
602円(税別)】

女性の好きな白い食材（里芋、たけのこ、ﾚﾝｺﾝ、
大根、ごぼう、白いんげん）入りの健康的なﾚﾄﾙﾄｶ
ﾚｰ。

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
商品。

丸久･岩国錦帯橋空
港･ｿﾚｰﾈ周南･新山口
駅など
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No 商　品　名 商　品　写　真 事業者名 商　品　の　概　要 商　品　の　特　長
瀬戸内ブランドとしての

創　意　工　夫
販売エリア
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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】

【ﾗｻｰﾅ海藻ﾓｲｽﾄﾍｱﾐｽﾄ 
瀬戸内ﾚﾓﾝの香り】

【ﾗｻｰﾅ海藻ｽﾑｰｽﾍｱﾐﾙｸ 
瀬戸内ﾚﾓﾝの香り】

(株)ﾔﾏｻｷ

【ﾗｻｰﾅ海藻ﾍｱｴｯｾﾝｽ　瀬戸内ﾚ
ﾓﾝの香り2,800円(税別)】

【ﾗｻｰﾅ海藻ﾓｲｽﾄﾍｱﾐｽﾄ 瀬戸内
ﾚﾓﾝの香り1,800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1,800円(税別)】

【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
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
ﾘｰﾄﾒﾝﾄ。

【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
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
りまとまり指通りなめらかに。

【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。

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
ﾗﾙ感をﾌﾟﾗｽした甘酸っぱく爽やかな香りです。
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
用。穏やかな瀬戸内海とそこに悠然と架かる瀬戸大橋の
情景を象徴的に描きました。

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）

S-1 【ふるさとｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ】 (株)ﾌｪｱﾘｰ･ﾃｲﾙ

【ふるさとｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ300,000円(税
別)～】
※価格は出席者人数、会場、手
配物等条件によって異なる

瀬戸内圏を代表する史跡・名所を〈会場〉に、おも
てなしｱｲﾃﾑとして瀬戸内の食材を〈婚礼料理〉とし
て提供し、瀬戸内の特産品を〈引出物〉として推
薦。

地域の人々とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図るべく町内で花嫁行列を
行ったり、瀬戸内地方ならではの伝統的な婚礼風習を演
出に取り入れる等、「場所」「食」「ﾓﾉ」以外のｿﾌﾄｺﾝﾃﾝﾂに
も瀬戸内らしさを表現。
おもてなしをふんだんに用意し、瀬戸内の自然・伝統・風
習・食を体感できる。

香川県内で対応

S-2
【瀬戸の島旅 しまなみ海道
+１７島めぐり】

(株)西日本出版
社

瀬戸の島旅　しまなみ海道＋17
島めぐり907円（税別）

しまなみ海道を中心とした島々のｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ。
しまなみ海道とその周辺の島々の自然・歴史・食、島の面
白さを伝えるｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸで、地元編集かつ島好きにはたまら
ないｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ。

日本全国の書店、愛
媛県内のｺﾝﾋﾞﾆ、関西
圏のｽｰﾊﾟｰなど

        ※3社4商品は発売前のため非公開となっています。
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