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荒つぶしのジャガイモの中には、じっくり煮込んだ
トロトロの大きな牛すじがいっぱい。

1個 216円（税込）
牛すじコロッケ
牛すじ専門店壱成

牛すじ専門店壱成
神戸市中央区神戸空港1 ターミナルビル3F　☎078-302-0565SHOP

http://www.rakuten.co.jp/okonomitokusima/WEB

牛すじ専門店壱成　☎078-302-0565
http://kobe-issei.com/  　問

摂津

ほどよい甘味とスパイシーな香りを持つ人気のウスター
ソース。お肉やフライはもちろんどんな料理にも相性抜群。

200ml 540円（税込）
敬七郎
阪神ソース（株）

いかりスーパー芦屋店
芦屋市岩園町1-25　☎0797-32-7001SHOP

摂津

世界に誇る神戸牛の赤身肉を使用した、繊細で深み
のある旨味が自慢のコンビーフです。

150g 1,944円（税込）
神戸牛コンビーフ
神戸菊水（株）

神戸菊水株式会社
神戸市兵庫区荒田町3-40-19　☎0120-108-639SHOP

神戸菊水株式会社　☎0120-108-639
http://kobe-kikusui.shop-pro.jp/問

摂津

淡路島周辺で獲れた新鮮ないかなごを、職人が丁寧に
炊き上げた逸品。おみやげにも便利な手提げスタイル。

55g 540円（税込）  ※いかなごの漁の状況により変更となる場合があります。
手提げ くぎ煮
KOBE伍魚福

http://gogyofuku.com/WEB

株式会社伍魚福　☎078-731-5735 
http://www.gogyofuku.co.jp/ 　問

問 阪神ソース株式会社　☎078-453-1111
http://www.hanshinsauce.jp/

「脂身も美味しい」と評判の2種セット。宝塚ブランド
「モノ・コト・バ宝塚」にも認定されています。

ロースハム150g・ベーコン150g 1,620円（税込）
宝塚ハム工房「すみれセット」
宝塚ハム工房

下記☎までお問合せくださいSHOP

有限会社宝塚ハム工房　☎0797-86-0859
http://takarazukahamkoubou.com/問

摂津

http://item.rakuten.co.jp/kobe-fugetsudo/13904/WEB

神戸牛と淡路島たまねぎの旨みがルーに溶け込んだ深
いコクと味わい。高級レストランの味をぜひご自宅で。

210g 1,080円（税込）
神戸牛カレー
神戸凮月堂

FUGETSUDO KOBE MOTOMACHI
神戸市中央区元町通3-3-10　☎078-321-5598SHOP

株式会社神戸凮月堂　☎078-321-5598
http://www.kobe-fugetsudo.co.jp/問

摂津

http://www.kuroda11.co.jp/WEB

甘味の強いたまねぎと酒粕が、歯切れ良く、あっさり
した味わいの奈良漬けになりました。

玉ねぎ3個分 864円（税込）
たまねぎ奈良漬
十一（といち）

黒田食品株式会社直売所
神戸市兵庫区七宮町1-5-11　☎078-651-3940SHOP

黒田食品株式会社　☎078-651-3939
http://www.kuroda11.co.jp/問

摂津

http://www.hirota-s.com/WEB

徳島産天然すだちとダシ、丸大豆醤油で仕上げました。
一振りでどんな料理も極上グルメに。

300ml 1,080円（税込）
手造りひろたのぽんず・一番搾り
手造りひろた食品（株）手造りひろた食品（株）手造りひろた食品（株）

メイドインアマガサキショップ
尼崎市建家町114-6　☎06-6412-2086SHOP

手造りひろた食品株式会社　☎06-6432-1160
http://www.hirota-s.com/問

摂津

川西市特産「朝採り・完熟いちじく」を使った健康志向
ドレッシング。程よい甘みは海鮮カルパッチョにも。

210ml 620円（税込）
いちじくドレッシング「フィグどれ」
果実の郷IROHA

ファーマーズマーケット「スマイル阪神」
伊丹市北本町3-50　☎072-783-6977SHOP

株式会社イロハジャパン　☎072-794-9264
http://kajitsunosato-iroha.com/問

摂津

http://www.47club.jp/hyogoWEB

http://www.amazon.co.jpWEB

http://www.rakuten.co.jp/kobekikusui/WEB

ふんわりとした皮のなかには、神戸牛と淡路たまねぎ
の旨みがぎっしり。ひと味ちがう美味しさが大人気。

5個入 1,296円（税込）
神戸牛肉まん
（株）北海

皇蘭  南京町本店
神戸市中央区栄町通2-10-6　☎078-331-6477SHOP

株式会社北海　☎078-861-1656
http://www.kk-hokkai.co.jp/問

摂津

http://www.kk-hokkai.co.jp/WEB

淡路島産たまねぎを清酒「白雪」の熟成させた酒粕
に漬け込んだ、無添加の「酒蔵の奈良漬」です。

200g 540円（税込）
白雪 たまねぎ奈良漬
白雪奈良漬

白雪  長寿蔵売店
伊丹市中央3-4-15　☎072-775-3571SHOP

白雪食品株式会社　☎072-775-3571
http://www.konishi.co.jp/html/shirayuki/naraduke/問

摂津

http://choujugura.com/WEB

えっ、須磨で海苔が？ハイ、美味しい海苔が採れるんです。
焼いただけ？ハイ、熟練の技が須磨海苔の旨みを引き出します。

全形10枚 594円（税込）

「焼須磨海苔」で
　　手巻きすしパーティー

須磨海苔のかわしょう

株式会社河昌
神戸市須磨区松風町5-1-22　☎078-733-0791SHOP

株式会社河昌　☎078-733-0791
http://www.sumanori.com/問

摂津

http://www.sumanori.com/WEB

神戸牛を熟練の技で丹精込めて炊き込みました。
山椒と生姜の風味と甘辛加減が大好評。

100g 1,620円（税込）
特選神戸牛100％しぐれ煮
ほてるISAGO神戸

ほてるISAGO神戸
神戸市中央区熊内町4-3-7　☎078-241-0135SHOP

摂津

問 株式会社いさご　☎078-241-0135
http://www.isago.co.jp/

http://item.rakuten.co.jp/hotelisagokobebeef100/shigure50/WEB

国産牛ホルモンを9種類以上ミックス。柔らかくて
味わい深い肉とタレの相性をお楽しみください。

200g 669円（税込）
行列ができるホルモン焼
カゴモト

カゴモト
尼崎市神田南通2-44-2　☎06-6413-2901SHOP

テラオカ商事株式会社　☎06-6413-2901
http://www.kagomoto-beef.com/問

摂津

http://www.kagomoto-beef.com/WEB

神戸牛と淡路島たまねぎを使用した、まろやかな甘み
とスパイシーさが人気。お店の味を手軽に味わえます。

1人前（うどん・だし・カレー各1） 680円（税込）
特選神戸牛すじカレーうどん
健康惣菜専門エミーフーズ

エミーフーズ　☎078-686-7620 
http://www.rakuten.co.jp/utigohan/問

摂津

http://www.rakuten.co.jp/utigohan/WEB

KOBE伍魚福  阪神梅田店
大阪市北区梅田1-13-13  阪神梅田本店B1F　☎06-6348-8051SHOP

神戸牛と春の旬魚のコラボで誕生しました。古くて新しい味
わい…神戸の二大名物、豊潤な味わいをお楽しみください。

50g 648円（税込）

兵庫津 樽屋五兵衛 伎由有名古兵庫津 樽屋五兵衛 伎由有名古
（神戸牛入りいかなごくぎ煮）（神戸牛入りいかなごくぎ煮）
兵庫津 樽屋五兵衛 伎由有名古
（神戸牛入りいかなごくぎ煮）

兵庫津 樽屋五兵衛兵庫津 樽屋五兵衛兵庫津 樽屋五兵衛

兵庫津 樽屋五兵衛
神戸市兵庫区本町2-1-23　☎078-652-1620SHOP

http://www.rakuten.co.jp/taruyagohei/WEB

協和商事株式会社　☎078-652-1620
http://www.kobe-tarugo.com/問

摂津

摂津

摂津

淡路

播磨

丹波

但馬
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とは
ひょうご五国（摂津・播磨・但馬・ 丹波・淡路）の豊かな自然や歴

史・文化を生かした商品のうち、“地域らしさ”と“創意工夫”とを

兼ね備えた逸品を、統一ブラン ド名 「五つ星ひょうご」として

全国に発信するものです。

他

他
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WEB … ネット販売SHOP … 買えるお店 問 … 問合せ先… 他にも買えるお店有り他 ※ 掲載情報は平成26年3月現在です。今後情報等は変更になる場合があります。
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多可町産の食材を使い地産地消の巻き寿司。具材と
太めのキュウリが醸す味わいが絶妙。

1本 630円（税込）
天船巻き寿司
マイスター工房八千代

マイスター工房八千代
多可郡多可町八千代区中村46-1　☎0795-30-5516SHOP

播磨

問 マイスター工房八千代　☎0795-30-5516
http://www.hari-hari.com/sg-meister.html

播磨灘で養殖した黒々と美しく風味豊かな海苔を、
風味豊かに焼き上げました。ご贈答にもぜひ。

焼のり・味付のり各1（各8切48枚入） 1,500円（税込）

加古川産 海苔香 ～のりか～
味海苔焼海苔2個セット

大浜のり

ふれあいの店  おちあい本店
加古川市尾上町池田327　☎079-424-7700SHOP

有限会社大濵　☎079-454-7557
http://oohama.jp/norika/問

播磨

加古川和牛の厳選したタンを使用。タンの旨味と
食感を最大限に引き出した新感覚コロッケ。

1個 300円（税込）
プレミアム 牛タンコロッケ
志方亭

志方亭
加古川市別府町新野辺北町6-43　☎079-430-2988SHOP

播磨

問 志方亭　☎079-430-2988

旬の肉厚で脂がのった身が自慢のえてかれいは、
ふっくらホクホク。名旅館御用達の旨みをぜひ食卓で。

900g12枚入り 2,260円（税込）
甘干えてかれい
クラヘイ

海鮮マーケット  海の蔵
美方郡香美町香住区七日市136-1　☎0796-36-4601SHOP

株式会社蔵平水産　☎0796-36-2755
http://www.kurahei.co.jp/問

但馬

紅ズワイガニの身と味噌を甲羅に盛りつけました。
酒のつまみはもちろん、パスタなどの料理にも。

100g×6個 3,240円（税込）
かに甲羅盛り
（株）ハマダセイ

株式会社ハマダセイ
美方郡香美町香住区境1124　☎0796-36-0668 SHOP

株式会社ハマダセイ　☎0796-36-0668
http://www.hamadasei.co.jp/問

但馬ブランドポークである上質でやわらかい肉質を生か
した逸品。骨付きすね肉でコラーゲンたっぷり。

約600g 2,160円（税込）

姫路グルメポーク・桃色吐息で作った
「アイスバイン」

播州ハム

有限会社播州ハム工業所
姫路市久保町127　☎0120-89-0868SHOP

有限会社播州ハム工業所　☎079-289-2986
http://www.ham.co.jp/問

播磨

但馬牛の旨みを引き出すためにバラ肉を使用。隠し
味に但馬産のとうがらし味噌でパンチを加えた逸品。

220g 860円（税込）

HOTEL KOSHO
井上総料理長の但馬牛カレー

HOTEL KOSHO

HOTEL KOSHO
豊岡市日高町土居156-4　☎0796-42-5500SHOP

株式会社HOTEL KOSHO　☎0796-42-5500
http://hotel-kosho.co.jp/問

但馬

SHOP

桜のチップとコーヒー豆による燻製のフレーバーが自慢。
ハム専用ドレッシングは生野菜にも合います。

ハム350g、ベーコン300g、ドレッシング120ml 4,860円（税込）
三田屋本店ロースハム詰合せ
三田屋本店～やすらぎの郷～

三田屋本店  やすらぎの郷  本店レストラン売店
三田市武庫が丘7-5　☎079-564-4151SHOP

株式会社三田屋本店　☎079-564-4151
http://www.sandaya-honten.co.jp/問

摂津

http://www.rakuten.co.jp/sandaya-hamu/WEB

昼網の天然鯛をひとつずつ丁寧にシメ、天日に干して
甘みのある味わい深い身に仕上げています。

350ｇ前後 750円（税込）
明石天然鯛の干物
むらかみ食料品店

むらかみ食料品店
明石市朝霧町2-15-1　☎078-911-2127SHOP

播磨

問 むらかみ食料品店　☎078-911-2127
http://www.sengyomura.jp/

http://www.sengyomura.jp/WEB

http://www.ham.co.jp/WEB
播磨灘の蒸し穴子を上質のすり身で包んだ風味が
自慢のかまぼこ。穴子の食感が印象的。

1枚 340円（税込）
前獲れ穴子かまぼこ
ハトヤかまぼこ

ハトヤ山陽店
姫路市南町1  山陽百貨店地下 　☎079-281-0512SHOP

株式会社ハトヤ　☎079-281-0818
http://www.hatoya.gr.jp/問

播磨

http://www.hatoya.gr.jp/WEB

姫路の喫茶店文化を全国区に広げた人気商品。
パンにぬって焼くと香ばしい味わいがたまらない。

200g 700円（税込）
ムッシュ自家製アーモンドバター
カフェ・ド・ムッシュ

カフェ・ド・ムッシュ
姫路市網干区津市場791-3　☎079-273-1703SHOP

有限会社ムッシュ　☎079-273-1703
http://www.muche.jp/問

播磨

http://www.muche.jp/WEB

但馬牛モモ肉を桜のチップで燻しました。しっかり
した食感とまろやかな味わいはワインにもぴったり。

65g 650円（税込）
但馬牛のくんせい（牛ハム）
但馬の郷

株式会社但馬の郷
豊岡市出石町鉄砲19-1　☎0796-52-2111SHOP

株式会社但馬の郷　☎0796-52-2111
http://www.tajimanosato.co.jp/問

但馬

http://www.tajimanosato.co.jp/WEB

軽く炙るだけで、香ばしく他にない風味が味わえる。
ごはんのお供にも酒の肴としても大好評。

150g 850円（税込）
あなごの甘辛干し
干市

香住の干しもん屋 干市
美方郡香美町香住区香住1809-1　☎0796-39-1147SHOP

香住の干しもん屋 干市　☎0796-39-1147
http://www.kanichi-web.com/問

但馬

http://www.kanichi-web.com/WEB

米に混ぜて炊くだけでモチモチ美味しい麦ご飯に。
ヘルシー志向の食卓にぴったり。

300g 432円（税込）
もちむぎ精麦 300g
もちむぎのやかた

もちむぎのやかた
神崎郡福崎町西田原1022-4　☎0790-23-1500SHOP

播磨

問 株式会社もちむぎ食品センター　☎0790-22-0569
http://www.mochimugi.jp/

http://www.mochimugi.jp/WEB

http://www.kurahei.co.jp/shop/WEB

出石皿そば協同組合のそば職人達の匠の技を結集。
打ち立ての味が手軽に楽しめます。

160g 540円（税込）
出石そば
出石皿そば協同組合

出石まちづくり公社
豊岡市出石町内町104-7　☎0796-52-6045SHOP

但馬

問 出石皿そば協同組合　☎0796-52-6556
http://www.izushi.jp/sarasoba/

30年以上の歴史ある、無添加・安心、おばあちゃんの手作
り味噌。「この味噌でないと」とファンが支える郷土の味。

500g 416円（税込）

おばあちゃんの
黒大豆入り味噌 500ｇパック入り

（有）朝来農産物加工所

ひょうごふるさと館
神戸市中央区御幸通8-1-26  神戸そごう新館5F　☎078-252-0686

有限会社朝来農産物加工所　☎079-677-1421
http://www.kurodaizuiri-miso.co.jp/問

但馬

http://www.kurodaizuiri-miso.co.jp/WEB

神戸ビーフの素牛・黒田庄和牛をすき焼き仕立てに。
贅沢ながらも懐かしさのある味わい。

300g 950円（税込）
黒田庄和牛 牛めし
けんしん亭

けんしん亭
西脇市黒田庄町大門75-1　☎0795-28-2557SHOP

播磨

問 けんしん亭　☎0795-28-2557
http://www.kenshintei.co.jp/

摂津

淡路

播磨

丹波

但馬
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WEB … ネット販売SHOP … 買えるお店 問 … 問合せ先… 他にも買えるお店有り他 ※ 掲載情報は平成26年3月現在です。今後情報等は変更になる場合があります。
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DRINK
Five Stars Hyogo Selection「灘の生一本」で名高い灘五郷を代表する厳選した蔵元

の日本酒詰め合わせ。風味の違いをお楽しみください。

180ml×5本 2,160円（税込）
灘五郷・灘の酒 飲みくらべセット灘五郷・灘の酒 飲みくらべセット
（株）井出商店（株）井出商店

灘五郷・灘の酒 飲みくらべセット
（株）井出商店 摂津

問 株式会社井出商店　☎078-857-2821
http://ric-ide.co.jp/

篠山産の黒豆を100%使用。絹ごし豆腐より柔らかく
口あたりも滑らか。デザート感覚でも味わえます。

280円（税込）
黒豆豆腐
お菓子の里丹波 寛永堂

お菓子の里丹波
篠山市東吹416　☎079-590-2133SHOP

お菓子の里丹波 寛永堂　☎079-590-2133
http://www.okashinosato-tanba.com/問

丹波

淡路島にしかない希少な鳴門オレンジと地元の醤油を合わせ
た自慢の逸品。どんな料理にも合う爽やかでマイルドな味わい。

200ｇ 540円（税込）
鳴門鳴門オレンジぽん酢レンジぽん酢鳴門オレンジぽん酢
浜田屋本店 淡路

問 株式会社浜田屋本店　☎0799-28-0330
http://www.hamadaya-honten.jp/

淡路島たまねぎをじっくり炒め、深いコクと旨みを凝縮
したスープ。ユニークなパッケージはお土産にも人気。

150ｇ×2袋 648円（税込）
オニオンスープ 玉ねぎ型
（株）鳴門千鳥本舗

鳴門千鳥  夢舞台店
淡路市夢舞台2　☎0799-45-0009SHOP

淡路

問 株式会社鳴門千鳥本舗　☎0799-45-0019
http://www.narutochidori.co.jp/

http://www.rakuten.co.jp/narutochidori/WEB

特製合わせ味噌と粉山椒が猪肉の旨みを引き立てます。
極上のぼたん鍋をぜひご家庭でも。

約2～3人前
（国産しし肉 特選スライス400g・
  特製ぼたん鍋味噌120g×2袋・粉山椒×1袋） 5,200円（税込）

丹波篠山ぼたん鍋セット
しし肉専門店 丹波篠山 おゝ みや 丹波

しし肉専門店  丹波篠山  おゝ みや
篠山市乾新町40　☎079-552-0352SHOP

問 株式会社おゝみや　☎079-552-0352
http://www.oomiya.com/

http://store.shopping.yahoo.co.jp/hyogo-tokusanhin/77-1.htmlWEB

http://narutowakame.shop-pro.jp/WEB

鳴門オレンジをジュレ風に仕立てたジャム。爽やかな酸味と
甘さのバランスが絶妙で毎日食べても飽きない美味しさ。

200ｇ 540円（税込）
なるとオレンジジャムなるとオレンジジャムなるとオレンジジャム
サナあわじ

サナあわじ洲本店
洲本市本町7-4-39　☎0799-23-3788 SHOP

淡路

問 サナあわじ株式会社　☎0799-25-3739
http://sana-awaji.jp/

http://sana-awaji.jp/WEB

3人前 

12,000円（税込）

淡路島３年とらふぐ
前拓水産（株） 淡路

活てっちり500g以上（上身・アラ身込み）・活てっさ約30枚・
てっ皮約70g・ ひれ（ひれ酒用）4枚・食べ方レシピ付

通常2年で出荷するところ3年じっくりと育てたとらふぐ
は、身の締まり、歯ごたえ、味わいともに天然ものに負
けない贅沢な美味しさ。

前拓水産株式会社
南あわじ市福良乙125地先　☎0799-52-3501SHOP

問 前拓水産株式会社　☎0799-52-3501
http://netaichiba.jp/

http://netaichiba.jp/WEB

熟練の職人の技と1年半熟成期間が作り出す極細麺。
繊細で上品な口当たりをお楽しみください。

200g 864円（税込）
いざなぎ絲 50g×4束
（有）金山製麺

有限会社金山製麺
南あわじ市福良乙604-2　☎0799-52-0268SHOP

淡路

ひょうごふるさと館
神戸市中央区御幸通8-1-26  そごう新館5F　☎078-252-0686SHOP

ひょうごふるさと館
神戸市中央区御幸通8-1-26  そごう新館5F　☎078-252-0686SHOP

http://www.hamadaya-honten.jp/WEB

問 有限会社金山製麺　☎0799-52-0268

加古川産黒大豆を、独自の製法で焙煎し、香ばしい
香りを生かした黒豆茶。

12袋入 514円（税込）
まめな黒豆茶まめな黒豆茶まめな黒豆茶
（株）寺尾製粉所（株）寺尾製粉所（株）寺尾製粉所 播磨

問 株式会社寺尾製粉所　☎079-285-1575
http://www.terao-seifun.co.jp/

収穫から加工まで一貫管理でつくられた安全・安心の
なた豆茶。インターネット健康茶ランキング1位獲得。

3g×30袋入 2,700円（税込）
丹波なた豆茶丹波なた豆茶
こやま園こやま園

丹波なた豆茶
こやま園

ひょうごふるさと館
神戸市中央区御幸通8-1-26  そごう新館5F　☎078-252-0686SHOP

丹波

問 有限会社こやま園　☎0795-74-2152
http://kyme.jp/

http://www.rakuten.co.jp/natamame/WEB

淡路島産の米「キヌヒカリ」を使用した淡路島唯一の
地ビール。あっさりとした口あたりで人気。

1本330ml 493円（税込）

あわぢびーる
淡路米仕込み ピルスナー

ユーアールエー（株）

あわぢびーる工房
淡路市浦1022-2　☎0799-74-0339SHOP

淡路

問 ユーアールエー株式会社　☎0799-74-3257
http://www.awajioasis.com/shop/

最高級鳴門わかめを練りこんだ麺。口の中でほんの
りと上品なわかめの香り広がります。

110ｇ 290円（税込）
わかめ麺
（有）井上商店

有限会社  井上商店
南あわじ市広田中筋73-4　☎0799-45-0385SHOP

淡路

問 有限会社井上商店　☎0799-45-0385
http://menyainoue.com/

http://www.wakameya.jp/WEB

植物灰をまぶし伝統製法でつくられた灰わかめ。
保存がきくので必要な分だけ戻して使える。

100ｇ 1,080円（税込）
天然灰わかめ
守本よね商店

有限会社守本よね商店
南あわじ市福良乙18　☎0799-52-0004SHOP

淡路

問 有限会社守本よね商店　☎0799-52-0004
http://narutowakame.shop-pro.jp/

篠山市産イワテヤマナシを使用。爽やかな酸味と
ほのかな甘みの素朴なシロップです。

250g 864円（税込）
野生梨のシロップ
樽正本店

株式会社樽正本店
神戸市灘区琵琶町3-2-1　☎078-802-8089SHOP

摂津

問 株式会社樽正本店　☎078-802-8089
http://tarumasa.jp/

http://tarumasa.jp/WEB

神戸ウォーターを使ったシャンパンフレバーのサイ
ダー。すっきり爽やかな炭酸と甘みで人気。

1本 360ml 250円（税込）
六甲サイダー
神戸六甲牧場

神戸六甲牧場
神戸市中央区北野町3-11-4　☎078-252-0440SHOP

摂津

問 株式会社神戸六甲牧場　☎078-252-0440
http://www.rokkobokujyo.com/

http://www.rokkobokujyo.com/WEB

名水100選に選ばれた神戸ウォーター・布引の水を、
神戸ポートタワー型のボトルに。プレゼントにもぴったり。

1本270ml 324円（税込）
NUNOBIKI NO MIZU
ARIGATO-CHAN

アントレマルシェ三ノ宮
神戸市中央区布引町4-1-1  JR三ノ宮駅構内
☎078-251-6692

SHOP

摂津

問 株式会社ARIGATO-CHAN　☎078-321-2650
http://arigato-chan.com

http://item.rakuten.co.jp/drinkshop/001-0187-001/WEB

http://www.terao-seifun.co.jp/WEB

山田錦を鹿児島県霧島市の伝統製法でじっくり熟成
させ、飲みやすいまろやかな黒酢に仕上げました。

200ml 2,160円（税込）

最上級山田錦を2年間甕熟成させた
黒酢『こがね』

こがね家

北播磨おいしんぼ館
神戸市中央区元町6-3-18　☎078-599-7372SHOP

播磨

問 株式会社こがね家　☎0794-88-1038 

ひょうごふるさと館
神戸市中央区御幸通8-1-26  そごう新館5F　☎078-252-0686SHOP

丹波篠山の気候風土のもと丁寧につくられた黒豆と煎丹波篠山の気候風土のもと丁寧につくられた黒豆と煎
茶の健康茶。ティーパックの飲みやすさもうれしい。茶の健康茶。ティーパックの飲みやすさもうれしい。
丹波篠山の気候風土のもと丁寧につくられた黒豆と煎
茶の健康茶。ティーパックの飲みやすさもうれしい。

5g×12袋入 594円（税込）
丹波黒豆緑茶丹波黒豆緑茶丹波黒豆緑茶
本家 熊野園

石聚庵
篠山市味間奥456　☎079-594-0162SHOP

丹波

問 株式会社本家熊野園　☎079-594-0162
http://www.kumanoen.co.jp/

http://www.kumanoen.co.jp/WEB

摂津

淡路

播磨

丹波

但馬
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http://www.a-aji.jp/WEB

二十世紀梨の果汁100%の贅沢ワイン。フルーティで
やさしい飲み口が人気。食前酒としてもどうぞ。

360ml 950円（税込）
梨の酒（梨花一輪） 360ml
（株）トキワ

ひょうごふるさと館
神戸市中央区御幸通8-1-26  そごう新館5F　☎078-252-0686SHOP

但馬

問 株式会社トキワ　☎0796-36-4001
http://www.a-aji.jp/

他

WEB … ネット販売SHOP … 買えるお店 問 … 問合せ先… 他にも買えるお店有り他
※ 掲載情報は平成26年3月現在です。今後情報等は変更になる場合があります。



SWEETS
Five Stars Hyogo Selection

自社直営牧場の濃厚なジャージーミルクと地元産赤玉
たまごを贅沢に使用したまさに濃厚で極上な味わい。

130g 480円（税込）
極上ジャージープリン
共進牧場レストラン ミルカーズ

共進牧場レストラン  ミルカーズ
小野市浄谷町1544　☎0794-63-7497SHOP

株式会社 共進牧場　☎078-371-0502
http://www.kyoshin-milk.jp/問

摂津

ふわっと漂うチーズの香りと、口どけの良さがたまら
ない、半生タイプのチーズケーキ。

6個入り 1,080円（税込）
お・も・て・な・し半熟チーズ
モンブランKOBE

株式会社モンブラン　☎078-967-7001
http://www.mont-blanc.co.jp/  問

摂津

モンブランKOBE  セントラル店
神戸市西区上新地1-1-2　☎078-967-7500SHOP

http://www.rakuten.co.jp/montblanc/WEB

口どけのよい餡と絶妙の焼き加減の皮が相まった
上品な味わい。千鳥屋宗家を代表する銘菓。

1個 129円（税込）
千鳥饅頭千鳥饅頭
千鳥屋宗家千鳥屋宗家

千鳥饅頭
千鳥屋宗家

株式会社千鳥屋宗家  西宮店
西宮市六湛寺町14-4　☎0798-26-0808SHOP

摂津

http://www.chidoriya-shop.com/index.htmlWEB

株式会社千鳥屋宗家　☎0798-38-1222
http://www.chidoriya.jp/問

稲美の「キヌヒカリ」の風味を生かして、丁寧に焼き
上げました。味は塩、醤油、味噌の3種類。

3枚入 195円（税込）
米ぽんせん
司篤製菓（しばせいか）

司篤製菓
加古郡稲美町国安868　☎079-439-4113SHOP

司篤製菓　☎079-439-4113
http://sibaseika.net/問

播磨

完熟の丹波栗を蒸し上げ、極めて素朴に仕上げました。
栗本来の豊かな風味をお楽しみください。

8個入 3,240円（税込）
純生栗きんとん
三田見野屋

三田見野屋
三田市志手原882　☎079-564-2222SHOP

日乃本食産株式会社　☎079-564-2222
http://www.matutake.com/問

摂津

http://www.matutake.com/WEB

ユニークなそろばん型のマドレーヌは、ほんのりメー
プル風味がやさしい、楽しくおいしい人気スイーツ。

25個入 2,160円（税込）
そろばんマドレーヌ
ケーキのアトリエ ルージュフォンセ

ケーキのアトリエ ルージュフォンセ
小野市黒川町1829　☎0794-62-8858SHOP

有限会社パティスリースミモト　☎0794-62-8858問

播磨

姫路の伝統製法「 堅こね製法」で作り出す、素朴で
しっかりした歯ごたえのかりんとうです。

45g×2袋入 411円（税込）
こすくらん ひねり玉
常盤堂製菓（株）

常盤堂製菓  直販店
神崎郡福崎町八千種2580-6　☎0790‐24‐3000SHOP

常盤堂製菓株式会社　☎079‐232‐0682
http://www.tokiwa-do.co.jp/問

播磨

姫路市豊富町の卵を使った生地とコーティングが口
の中でとろけます。円教寺御用達品指定。

1本 1,296円（税込）
書写千年杉（バウムクーヘン）
杵屋

株式会社杵屋　☎079-285-3509
http://www.kineya.net/問

播磨

杵屋  本店
姫路市二階町95　☎079-285-3509SHOP

市川町・田隅養鶏場産、健康な鶏の新鮮卵を使用。
卵黄をたっぷり使った濃厚な味わいと風味が自慢。

4切×2袋入 1,300円（税込）
たまごやさんのカステラ
（有）タズミ商事

有限会社タズミ商事
神崎郡市川町東川辺930-3　☎0790-26-3778SHOP

有限会社タズミ商事　☎0790-26-3778
http://www.tazumi-syouji.com/問

播磨

http://kodawaritamago.shop-pro.jp/WEB

鳴門オレンジの皮をベルギー産チョコレートで
コーティング。全国菓子博で名誉総裁賞受賞。

75g 648円（税込）
あわじオレンジスティック
長手長栄堂

長手長栄堂  堀端本店
洲本市本町5-3-26　☎0799-24-1050SHOP

株式会社長手長栄堂　☎0799-22-1050
http://www.nagate.com/問

淡路

http://www.nagate.com/WEB

自社製造の丹波栗渋皮煮・丹波栗ペーストをはじめ
丹波の素材を使用。丹波が誇る郷土のスイーツ。

1個 1,296円（税込）
丹波伝心 和のモンブラン
夢の里 やながわ

夢の里やながわ  本店
丹波市春日町野上野920　☎0795-74-0123SHOP

株式会社やながわ　☎0795-74-0010
http://tamba-yanagawa.co.jp/問

丹波

http://tamba-yanagawa.co.jp/WEB

丹波栗の渋皮煮を丹波つくね芋で包み、蒸し上げま
した。天皇・皇后両陛下も食されました。

6個入 1,768円（税込）
丹波栗真味「玉水」
丹波栗菓匠大福堂

株式会社大福堂
篠山市北新町121-1　☎079-552-0453SHOP

株式会社大福堂　☎079-552-0453
http://www.daifukudow.com/問

丹波

落雁の様な 薄 生 地と、隠し味の塩が効いた餡の絶
妙な組み合わせ。「塩の国」赤穂の銘菓。

10個入 977円（税込）
しほみ饅頭
総本家かん川

総本家かん川  新田店
赤穂市新田812-2　☎0791-45-7333SHOP

株式会社総本家かん川　☎0791-45-2222
http://www.kankawa.com/問

播磨

http://www.kankawa.com/WEB

「コウノトリを育む農法」で育てた高本農場のお米を
使用。なめらかな食感と上品な味わいがおいしい。

105ml 250円（税込）
お米のアイス
はぁとす神戸

ハートス フード クリエーツ株式会社　☎078-855-8601
http://www.heartoss.com/問

摂津

神戸食堂はぁとす。
神戸市中央区東川崎町1-8-4 神戸市産業振興センター10F
☎078-360-4602

SHOP

http://www.rakuten.co.jp/heartoss/WEB

「幻の小豆」と称される白小豆で作る上品な甘さの餡
が自慢。元禄年間から今に伝わる銘菓。

1個 129円（税込）
玉椿
伊勢屋本店

伊勢屋本店  駅南店
姫路市駅前町188-1 ピオレ姫路おみやげ館　☎079-224-2567SHOP

株式会社伊勢屋本店　☎079-292-0830
http://harimarche.com/store/Iseya/問

播磨

http://harimarche.com/store/Iseya/WEB

しろしょうず

良質の筍を使った歯ごたえも楽しい羊羹。2008年、
姫路菓子博覧会にて名誉総裁賞を受賞。

360g 1,080円（税込）
姫路太市筍ようかん石倉
御菓子司 江戸屋

有限会社江戸屋
姫路市下手野4-11-14　☎079-297-7598SHOP

有限会社江戸屋　☎079-297-7598
http://himeji-edoya.net/問

播磨

http://www.rakuten.ne.jp/gold/okashiya-nagomi/WEB

http://lilac-ice.com/WEB

自家牧場ジャージー牛乳のコクと、香ばしい自家焙煎
アーモンドが奏でる味わいがクセになる逸品。

110g×6個入 2,200円（税込）
アーモンド・ブリュレ
パティシエール・ライラック

道の駅  但馬のまほろば
朝来市山東町大月92-6　☎079-676-5121SHOP

あいす工房らいらっく　☎079-670-1766
http://lilac-ice.com/問

但馬

赤穂市坂越産の ブランド牡蠣を約6粒使用し、職人が
香ばしく焼き上げました。直径約40cmのビッグサイズ。

1枚入 680円（税込）
かき兵衛
瀬戸内海産（株）

海の駅  しおさい市場
赤穂市坂越290-7　☎0791-46-8600SHOP

瀬戸内海産株式会社　☎079-222-5001
http://www.kakibe.com/問

http://www.kakibe.com/WEB

播磨

口の中でスッと溶け、ほんのり広がる甘さに心も和む。
薄焼き煎餅ならではの風味が印象的。

25枚入 540円（税込）
炭酸泉せんべい
有馬せんべい本舗

株式会社有馬せんべい本舗
神戸市北区有馬町266-10　☎078-904-0481SHOP

株式会社有馬せんべい本舗　☎078-904-0481
http://tansan-senbei.com/問

摂津

http://tansan-senbei.com/WEB

http://www.kineya.net/WEB

摂津

淡路

播磨

丹波

但馬
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WEB … ネット販売SHOP … 買えるお店 問 … 問合せ先… 他にも買えるお店有り他 ※ 掲載情報は平成26年3月現在です。今後情報等は変更になる場合があります。



二重使いの播州織の生地を絡ませる芯にロープを
採用し、手づくりで丈夫に仕上げました。

1足 1,700円（税込）
播州織 布草履
（株）斎藤商店

ひょうごふるさと館
神戸市中央区御幸通8-1-26  そごう新館5F　☎078-252-0686SHOP

株式会社斎藤商店　☎0795-22-7111
http://www.saito-tex.co.jp/問

播磨

http://www.saito-tex.co.jp/WEB

GOODS
Five Stars Hyogo Selection

文具
靴

知育玩具

汚れに強く、柔らかく伸びにくい牛革シュリンクレザー
を使用。軽量にこだわり金属不使用。

1個 17,280円（税込）
ワイエス トート
（株）ワイエス

Cambiare
たつの市誉田町誉24-1　☎0791-63-2087SHOP

株式会社ワイエス　☎0791-63-2087
http://cambiare.jp/問

播磨
IHクッキングヒーターでも湯が沸かせる工夫を施しま
した。エコにも、非常時にも。

1個（295×216×74mm） 2,700円（税込）

湯たんぽ Ａ（エース）2.5Ｌ
袋付（直火対応可）

マルカ（株）

下記☎までお問合せくださいSHOP

マルカ株式会社　☎06-6423-3971
http://www.maruka-yutanpo.jp/問

摂津

体から発する水分を吸収して発熱する繊維を使用。 
履いた瞬間から暖かさを感じます。

1足 2,484円（税込）
ぽかぽか ルームソックス
トモエ繊維（株） 播磨

トモエ繊維株式会社　　　　
加古川市志方町永室170　☎079-452-2035SHOP

トモエ繊維株式会社　☎079-452-2035
http://tomoeseni.co.jp/問

http://www.rakuten.co.jp/naeshop/WEB

一本の毛糸で編み上げた今までにないブーツ。撥水 
加工 、足裏形状インソールで履き心地抜群。

1足 21,600円（税込）
シームレスニットブーツ シリーズ
KEiKA

下記☎までお問合せくださいSHOP

株式会社KEiKAコーポレーション　☎078-731-0140
http://www.keika.ne.jp/問

摂津

http://www.keika.ne.jp/WEB

国産天然牛革を使い、軽くてソフト、足にやさしい
履き心地で大好評の紳士靴です。

一足 8,424円（税込）

紳士ビジネスシューズ
　  リナシャンテバレンチノ

神戸の靴 KANEKA-カネカ

下記☎までお問合せくださいSHOP

株式会社金谷製靴　☎078-794-8510
http://www.kanetaniseika.co.jp/問

摂津

http://www.rakuten.co.jp/kaneka/WEB

株式会社マリアンヌ製靴　☎0790-48-4188
http://www.mariannu.co.jp/問

http://www.mariannu.co.jp/WEB

はっ水性があり、伸縮に優れたチリメン素材を採用
し、機能性だけでなく和の心も表現。

1足 6,264円（税込）
W603チリメン
足元応援

株式会社マリアンヌ製靴
加西市東笠原町23-1　☎0790-48-4188SHOP

播磨

明治、大正時代のラベルデザインを復刻。スチール缶
だからリユースでき、長期保存も。

1缶 270円（税込）
レトロラベル缶マッチ　
ナカムラマッチ 摂津

マッチ棒
神戸市中央区中山手通3-17-1　☎078-221-5561SHOP

http://www.rakuten.co.jp/nakamuramatch/WEB

株式会社ナカムラ　☎078-671-2561
http://www.nakamura-kobe.co.jp/問

精密加工技術で、溜息のようにゆっくりとペンがスタ
ンドに沈み込むペンスタンドです。

1本 8,640円（税込）
溜息３秒／ZE205
デライトラボ

メイドイン尼崎ショップ
尼崎市建家町114-6  MiAショップ　☎06-6412-2086SHOP

デライトラボ　☎06-6415-9263
http://www.debo.jp/問

摂津

http://zeropen.shop-pro.jp/WEB

有馬の温泉水（炭酸泉）配合。コラーゲンなど保湿成分
を豊富に含み美肌に貢献します。

1個 756円（税込）

枠練り自然熟成製法
　　カメ印 美肌石鹸

吉高屋

吉高屋
神戸市北区有馬町259　☎078-904-0154SHOP

株式会社吉高屋　☎078-904-0154
http://www.yoshitakaya.com/問

摂津

http://www.yoshitakaya.com/WEB

緑茶葉を入れてキャンドルに火をつけると、茶葉の
清涼な香りが漂います。大熊窯の作品。

1個 3,700円（税込）
茶香炉
丹波立杭陶磁器協同組合

丹波伝統工芸公園立杭陶の郷
篠山市今田町上立杭3　☎079-597-2034SHOP

丹波立杭陶磁器協同組合　☎079-597-2034
http://www.tanbayaki.com/問

丹波

神戸の街を思わせる46色のインク。万年筆だけでな
くガラスペンやつけペンにも使えます。

50ml 1,620円（税込）
Kobe INK物語
ナガサワ文具センター

NAGASAWA Pen Style DEN
神戸市中央区三宮町1-6-18  ジュンク堂書店三宮店3F
☎078-321-3333

SHOP

摂津

株式会社ナガサワ文具センター　☎078-321-5600
http://www.kobe-nagasawa.co.jp/ 問

http://www.rakuten.co.jp/nagasawa/WEB

雑貨

美容

布引の水と福寿酒造の純米大吟醸使用。神戸の酒、
水の美肌成分を丸ごと活かした肌にやさしい石鹸。

1個 1,296円（税込）
神戸 酒石鹸
無添加石鹸本舗 播磨

神戸セレクション
神戸市中央区東川崎町1-6-1 ハーバーランドモザイク2F
☎078-360-0813

SHOP

丸菱油脂石鹸化学工業所　☎0794-82-8202
http://www.mutenka-sekken.com/問

http://www.rakuten.co.jp/mutenka-sekken/WEB

鞄

宍粟市天然ヒノキ使用。原木から何度もカットし、
ヤスリを重ねたやさしい手触りが自慢。

6cm基尺 26ピースセット 16,200円（税込）

「HUGHUG
 ヒノキの大きな積木26Ｐ」

イーコレクション

イーコレクション
西宮市高松町14-1 西宮阪急4F 玩具売場　☎0798-62-1381（代表） SHOP

イーテック有限会社　☎072-784-0908 
http://e-tech.ocnk.net/問

摂津

http://e-tech.ocnk.net/WEB

お箸を正しく持てますか？そろばんの材料を使った、
箸の持ち方が練習できるおもちゃです。

1個 3,024円（税込）
そろばん弁当ジュニア
（株）ダイイチ

そろばんビレッジ
小野市垂井町644-5　☎0794-63-7089SHOP

株式会社ダイイチ　☎0794-62-6641
http://daiichi.c-syoku.com/問

播磨

http://daiichi.c-syoku.com/WEB

http://www.maruka-yutanpo.jp/WEB

14人の淡路島のお香のマイスター「香司」の手による
14種の花の香りのお香です。

1箱 1,080円（税込）

日本の香りシリーズ
　　　　  「咲くやこの花」

兵庫県線香協同組合

兵庫県線香協同組合
淡路市郡家621　☎0799-85-1212SHOP

兵庫県線香協同組合　☎0799-85-1212
http://awaji-kohshi.com/問

淡路

http://awaji-kohshi.com/WEB

摂津

淡路

播磨

丹波

但馬

10 11

1mm以下の麦わらを精巧な技術で張る「小筋張り」
手法を駆使した角箱。贈り物にも喜ばれます。

1箱（縦123×横93×高さ55mm） 7,000円（税込）
麦わら細工 角箱 小筋張
かみや民芸店

かみや民藝店
豊岡市城崎町湯島431-1　☎0796-32-3259SHOP

かみや民芸店　☎0796-32-3259
http://kamiya-mingei.com/問

但馬
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WEB … ネット販売SHOP … 買えるお店 問 … 問合せ先… 他にも買えるお店有り他 ※ 掲載情報は平成26年3月現在です。今後情報等は変更になる場合があります。


