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食品

ひょうご五国の
とっておき！

但馬

播磨
摂津

淡路

丹波｢五つ星ひょうご｣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。平成27年度は

厳正な審査を経て77商品が選ばれました。

SHOP  …購入できる主な店　　 WEB  …インターネット販売サイト　 問  …商品問い合わせ先

HYOGO
SELECT 77

FOOD

食品

皇蘭
神戸ポーク豚まん

問 ㈱北海
078-861-1656

http://www.kouran.com/WEB

皇蘭 検索

ビタミンEが豊富な神戸ポークを使ったヘルシーな豚まんは女
性にも人気。生地はもっちりとした食感で、上品な味わいです。

100ｇ×3個 777円（税込）

スープ&カレー Emmy's
芳醇ワイン香る 神戸牛すじビーフシチュー

スープ&カレー Emmy's
神戸市兵庫区小松通2-2-2  078-686-7620
http://www.rakuten.co.jp/utigohan/

問 エミーフーズ
078-686-7620

SHOP

WEB

スープ&カレー　Emmy's 検索

神戸牛のすじ肉と淡路島たまねぎを神戸ワインでじっくり煮
込み急速冷凍。神戸の味と香りが口いっぱいに広がります。

200ｇ 648円（税込）

㈱伍魚福
明石だこのたこめしの素

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   06-6348-8051
http://gogyofuku.com/

問 ㈱伍魚福
078-731-5735

SHOP

WEB

ごぎょふく 検索

具はぜいたくに明石だこのみ。ぷりっとした弾力のある食感とかむ
ほどに出てくる甘味が特徴で、醤油ベースの優しい味付けです。

120ｇ（固形量40ｇ） 860円（税込）

㈱三田屋総本家
三田市南が丘2-15-35  0120-092986
http://www.sandaya8629.net/

SHOP

WEB

㈱三田屋総本家
079-564-4641 三田屋総本家 検索

三田屋総本家
黒毛和牛のローストビーフセット

国産黒毛和牛をオリジナルのたれに漬け込み、丹念に焼き
上げた逸品。付属の和風ソースや岩塩で楽しめます。

10,800円（税込）
黒毛和牛ローストビーフモモ450g、和風ソース105g、岩塩25g、レホール3g×4

問

むらかみ食料品店
明石天然鯛 炭火焼

むらかみ食料品店
明石市朝霧町2-15-1  078-911-2127 

http://www.sengyomura.jp/

問 むらかみ食料品店
078-911-2127

SHOP

WEB

むらかみ食料品店 検索

最高級の天然鯛を備長炭でじっくり焼き上げています。
身はふっくらと軟らかく、豊かな甘味を堪能できます。

約800g（鯛のみ、4～5人分） 4,500～5,000円（税込）

淡路屋
神戸牛めし

淡路屋 新神戸店
神戸市中央区加納町1-3-1 新神戸駅構内

問 ㈱淡路屋
078-431-1682

SHOP

淡路屋 検索

神戸牛をふんだんに使用し、すき焼き風の味付けでうま味を
最大限に引き出しています。「これぞ神戸」といえる駅弁です。

328g 1,400円（税込）

兵庫津 樽屋五兵衛
神戸牛入り 牛肉ちりめん

兵庫津 樽屋五兵衛
神戸市兵庫区本町２-１-２３  078-652-1620
http://www.kobe-tarugo.com/

問 樽五　協和商事㈱
078-681-6388

SHOP

WEB

兵庫津　樽屋五兵衛 検索

ちりめんと神戸牛、兵庫を代表する海と山の幸が融合。手間暇
を掛けた製法により、双方のうま味を存分に引き出しています。

50g 648円（税込）

神戸北野 大黒屋
牛肉しぐれワイン煮

問 ㈱大黒屋
078-682-1160 神戸北野　大黒屋 検索

肉のうま味が口の中でほどける国産牛モモ肉の佃煮は、軟
らかくあっさりとした仕上がり。年配の方にも好評です。

75g 1,296円（税込）

㈱大黒屋 神戸北野本店
神戸市中央区中山手通２-２５-５  ０７８-２４１-３５３３
http://www.kobe-daikokuya.co.jp/

SHOP

WEB

芦屋軒㈱
牛肉佃煮

芦屋軒
芦屋市西山町1-6  0797-22-2981
http://ashiyaken.com/

問 芦屋軒㈱
0797-22-2981

SHOP

WEB

芦屋軒 検索

大正末期創業の神戸牛・但馬牛専門店が考案。肉厚の切り
身は、かめばかむほど肉汁の甘味があふれ出します。

115g 1,330円（税込）

三田屋本店－やすらぎの郷－
三田市武庫が丘7-5  0120-711863（10時～18時）

http://www.sandaya-honten.co.jp/

SHOP

WEB

問 ㈱三田屋本店－やすらぎの郷－
079-564-4151 三田屋本店 検索

三田屋本店 －やすらぎの郷－
三田屋本店ロースハム詰合せ SN50

7日以上漬け込み熟成させた豚ロース肉を桜チップとコー
ヒー豆でくん煙。ドレッシングは生野菜にも合うと評判です。

5,400円（税込）
ロースハム750ｇ（400g ｘ 1、350g ｘ 1）、ドレッシング120ml ｘ 2本

神戸・近藤亭きっしゅや
神戸牛すき焼ッシュ

神戸・近藤亭きっしゅや
神戸市中央区山本通1-7-5 メゾンブランシュB１F  078-232-0620
http://www.quiche-ya.com/

問 ㈲近藤亭
078-232-0620

SHOP

WEB

神戸・近藤亭きっしゅや 検索

兵庫県産の素材をふんだんに使用したすき焼きをキッシュ
に詰め、オーブンでじっくり焼き上げました。

130g 〔店舗販売〕800円（税込）〔ネット販売〕900円（税込）

5minutes MEATS
5minutes MEATS 神戸牛ビーフパイ

問 山晃食品㈱
078-990-0188 ファイブミニッツミーツ 検索

神戸牛のみを使ったミートパイです。牛すじ肉をじっく
り煮込んだデミグラスソースにもこだわっています。

ビーフパイ170ｇ×3、デミグラスソース50g×3 5,400円（税込）

  http://www.5-minutes-meats.com/WEB

GreenMind
赤ちゃんのためのお粥

問 ㈱GreenMind
079-558-7124

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

赤ちゃんのためのお粥 検索

三田産米を使った無添加仕上げの離乳食です。米の味わ
いと成長に合わせた食感にこだわっています。

80g 324円（税込）

播磨

摂津 摂津摂津 摂津 摂津

摂津 摂津

摂津 摂津 摂津摂津 摂津

神戸ビーフ
県内で生産・肥育さ

れた但馬牛の中でも

肉質やサシ（霜降り
）の細かさなどの厳

しい基準をクリアし
たものだけが〝神戸

ビーフ”と呼ばれます
。サシに含まれる脂

の融点が低く、とろけ
るような舌触りとと

もに濃厚な甘味が広
がります。

！素材をチェック

❶ ❷



食品

鉄板焼 咲夢―サム―
咲夢の神戸牛ハンバーググラタン

鉄板焼 咲夢―サム―
姫路市塩町177 Rビル１F  079-284-4655
http://teppansam.jp/

問 鉄板焼 咲夢―サム―
079-284-4655

SHOP

WEB

teppansam.jp 検索

兵庫県が世界に誇る神戸牛と淡路産タマネギで作ったハ
ンバーグを、うま味たっぷりのグラタンに仕上げました。

250ｇ 1,080円（税込）

㈱下村酒造店
奥播磨 純米酒粕

下村酒造店
姫路市安富町安志957  0790‐66‐2004

問 ㈱下村酒造店
0790‐66‐2004

SHOP

下村酒造店 検索

純米酒のみを醸す酒蔵の最高級酒かすは、酒の風味やうま味がしっかりと
残っています。料理の際、溶かす必要がないほど軟らかいのも特徴です。

500g 500円（税込）

栗原ファーム
「自然薯だしとろろ」「自然薯とろろ汁」セット

神河町観光協会
神河町鍛治142-47  0790-34-1001
http://jinenjyo-hase1.jimdo.com/

問 栗原ファーム
0790-35-0122

SHOP

WEB

栗原ファーム 検索

神河町特産の自然薯を使用し、封を開けるだけで産地ならでは
の味と食べ方を再現。手軽にとろろを味わうことができます。

だしとろろ70g×5袋、とろろ汁50g×5袋 3,500円（税込）

ハマダセイ
かに身（香住ガニ）

問 ㈱ハマダセイ
0796-36-0668

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

厳選したベニズワイガニを絶妙の塩加減でゆで上げ、む
き身にしています。みずみずしく独特の甘味があります。

250ｇ 3,240円（税込）/500ｇ 5,184円（税込）

ハマダセイ 検索

※水揚げ量、仕入れ価格により変動する場合あり

夢の里やながわ本店
丹波市春日町野上野920  0795-74-0123

SHOP

問 ㈱やながわ
0795-74-0010 夢の里やながわ 検索

夢の里やながわ
丹波味のハーモニー（丹波栗渋皮煮・丹波黒大豆煮

豆・丹波黒さや大納言小豆煮豆）

丹波の特産品の御三家といわれる栗、黒豆、小豆をじっくり
煮含めたセットです。素材本来の味わいと食感を楽しめます。

4,428円（税込）
丹波栗渋皮煮150g、丹波黒大豆煮豆150g、丹波黒さや大納言小豆煮豆280g

牛肉商 但馬屋
神戸ワインビーフ （肩ロース）しゃぶしゃぶ用

問 ㈱牛肉商但馬屋
06-6831-4626（桃山台店） 牛肉商　但馬屋 検索

成育に良い影響を与えるとされる神戸ワインの搾りかすを混
合した肥料で育てた黒毛和牛。オリジナルのたれ付きです。

700g （但馬屋オリジナルしゃぶしゃぶたれ付） 8,000円（税込）

牛肉商但馬屋 山陽百貨店
姫路市南町１ 姫路山陽百貨店B１F       079-284-5129
http://kobewinebeef.com/

SHOP

WEB

〔店舗販売〕 4,320円（税込）〔ネット販売〕5,400円（税込）

けんしん亭
西脇市黒田庄町大門75-1  0795-28-2557
http://www.kenshintei.co.jp/

SHOP

WEB

問 けんしん亭
0795-28-2557 けんしん亭 検索

けんしん亭
播州百日どり・とり鍋セット

繊維質が細やかで歯応え十分の播州百日どりを存分に味
わえます。鶏ガラを約10時間煮込んだスープも好評です。

播州百日どり（もも肉250g、むね肉300g、手羽元150g）、スープ500cc、麺200g

MANEKI DINING
（JR姫路駅 新幹線改札前）

http://www.maneki-co.com/

SHOP

WEB

問 まねき食品㈱
079-224-0255 まねき 検索

まねき
姫路駅名物 まねきのえきそば（乾麺３人前

お土産セット）

発売開始から65年、姫路駅のホームで提供されている駅そ
ばです。中華麺に和風だしの妙味を自宅で堪能できます。

1,080円（税込）
乾麺85g×3、スープ10g×3、天ぷら20g×3、七味唐辛子0.8g×3

㈱神崎フード かんざき大黒茶屋
銀の馬車道弁当

かんざき大黒茶屋
神河町吉冨88-10  0790-32-2837

問 ㈱神崎フード 
0790-31-2655

SHOP

大黒茶屋 検索

神河町産コシヒカリやユズ、姫路おでんなど「銀の馬
車道」沿線の食材や味覚が詰まったお弁当です。

506g 800円（税込）

㈲はりま十水堂
いかなごのくぎ煮（ショウガ入り）

ひょうごふるさと館
神戸市中央区御幸通8-1-26 そごう神戸店新館5F  078-252-0686
http://www.ikanago.com/

問 ㈲はりま十水堂
079-276-4602

SHOP

WEB

はりま十水堂 検索

瀬戸内海の新鮮なイカナゴを使った神戸・播磨の家庭の味は、
ショウガの香りが食欲をそそります。栄養価の高い一品です。

75g 702円（税込）

田中醤油店　篠山 検索

田中醤油店
花山椒（しょうゆ漬）

田中醤油店
篠山市新荘432-1  079-552-0247
http://www.tanakasyouyu.com/

問 田中醤油店
079-552-0247

SHOP

WEB

丹波篠山の花山椒のつぼみのみを厳選し、オリジナル醤油
に漬け込みました。軟らかくシャキシャキとした食感です。

30g 1,620円（税込）

姫路おでん協同組合
姫路市下寺町43 姫路商工会議所新館４Ｆ　 079-224-8803

http://himejioden.jp/

SHOP

WEB

問 姫路おでん協同組合
079-224-8803 姫路おでん 検索

姫路おでん協同組合
姫路おでん城ラベル

姫路城の形のコンニャクや特産のレンコンの練り製品など
を温め、しょうが醤油をつけて食べます。

864円（税込）
1人前580g(固形量230g：レンコン棒、大根、たまご、こんにゃく、ごぼう天、煮込み竹輪、すじ肉）

pasta sorriso
生パスタ （ラビオリ・トルテリーニ・

タリアテッレ・ショートパスタ）

pasta sorriso(パスタ ソリーゾ）
姫路市山田町南山田105-3  079-263-3755

問 小川農園㈱
079-263-3755

SHOP

pasta sorriso 検索

姫路産米を使い、イタリア人と共同開発した生パスタです。米
粉を使うことで米の甘味が加わり、舌触りが良くなりました。

ラビオリ・トルテリーニ各250ｇ 1,188円（税込）／タリアテッレ・ショートパスタ各250ｇ 626円（税込）

和牛うらい
熟成神戸ビーフモモローストビーフ

㈲うらい
加古川市平荘町小畑1130  079-428-0215

問 ㈲うらい
079-428-0215

SHOP

和牛うらい 検索

神戸牛の中でも肉質、うま味に優れた牛を厳選し、モモ
肉を独自の熟成方法でローストビーフに仕上げました。

400ｇ 6,480円（税込）

明石夢工房 西明石店
明石市花園町3-13  078-929-1188
http://www.yumekoubou-akashi.jp/

SHOP

WEB

問 ㈱夢工房
078-220-8352 明石夢工房 検索

明石夢工房
B-1グランプリ公認商品 冷凍あかし玉子焼

明石産マダコと国内産小麦粉を使用した明石焼と、特製だ
しのセット。銅製鍋で一つ一つ丁寧に手焼きしています。

〔店舗販売〕1,080円（税込） 〔ネット販売〕1,296円（税込）
6玉入袋×2、だし汁40ml×2

真心とうふ
はりまのとうふ やさい入 しょうが味

真心とうふ 本店・工房
たつの市揖保川町原457-3 0791-72-2587

問 武内食品㈱
0791-72-2587

SHOP

播磨の食材で作られた体に優しい豆腐。大豆とショウガの絶妙
なバランスが、爽やかでまろやかな味わいを生み出しています。

200g 241円（税込）

真心とうふ 検索

干市（カンイチ）
ハタハタのことこと煮

干市
香美町香住区七日市308  0796-39-1147
http://kanichi-web.com/

問 ㈲さだ助［干市（カンイチ）］
0796-39-1147

SHOP

WEB

干市 検索

香美町香住産のハタハタを甘酢をベースに、サンショウを加え
て約1時間じっくりと煮付けました。骨まで丸ごと食べられます。

150ｇ 1,080円（税込）

SHOP  …購入できる主な店　　 WEB  …インターネット販売サイト　 問  …商品問い合わせ先

播磨

播磨

播磨

播磨 播磨

播磨

播磨

播磨

播磨 播磨

播磨 播磨

播磨

但馬

但馬 丹波丹波

明石ダコ
マダコの漁獲量が日

本一を誇る明石。プ

リッとした食感とか
むほどに口の中に広

がる甘味が特徴で、
漁場に近い魚の棚

商店街では、激しい
潮流と良質な餌に

よって育まれた生き
良し、歯応え良しの

明石ダコが販売され
ています。

！素材をチェック

❸ ❹



食品

鰹節のカネイ㈱
玉ねぎ焼きのり入り鰹ふりかけ

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

問 鰹節のカネイ㈱
078-857-1180

SHOP

鰹節のカネイ 検索

味付けした花かつおに淡路島たまねぎで作られたフライドオニオンや兵
庫県産焼きのりなど天然素材がたっぷり。サクサク、パリパリの食感です。

12ｇ×3袋 597円（税込）

六甲みそ
山椒味噌

六甲みそ
芦屋市楠町11-16  0797-32-6111
http://www.rokkomiso.co.jp/

問 ㈲六甲味噌製造所
0797-32-6111

SHOP

WEB

六甲みそ 検索

朝倉さんしょを使用した香り豊かなおかず味噌。甘辛味は焼
きおにぎりのたれや肉や魚のグリルのソースにお薦めです。

80g 648円（税込）

サクライズミ高橋醤油
古式三年しょうゆ

高橋醤油㈱（屋号 サクライズミ）
加西市和泉町701 0120-373580
https://sakuraizumi.stores.jp/

問 高橋醤油㈱（屋号 サクライズミ）
0120-373580

SHOP

WEB

高橋醤油 検索

温度管理などは一切せず、自然の力のみで3年間、寒暖を繰り返す中
で熟成・発酵させました。雑味のないまろやかさは醤油本来の味です。

200ml 1,620円（税込）

ナイトウ㈱
姫路市船津町1733  079-232-0271

SHOP

問 ナイトウ㈱
079-232-0271

ナイトウ株式会社
天然醸造 内藤味噌㊣特選セット「いろは」

天然醸造でじっくり仕込んだ味噌3種のセットです。兵庫の
素材のうま味をお楽しみください。

みりん入仕込（壺入り）、普通仕込、黒豆仕込 各400g 6,480円（税込） 

内藤味噌 検索

㈱トキワ
え～だし

ひょうごふるさと館
神戸市中央区御幸通8-1-26 そごう神戸店新館５Ｆ 078-252-0686
http://a-aji.jp/

問 ㈱トキワ
0796-36-4008

SHOP

WEB

トキワ 検索

北海道産の昆布と国産のかつおでとっただしに、本醸造醤油と
本みりんを配合。水で薄めるだけで幅広い料理に使えます。

360ml 518円（税込）

エム･シーシー食品㈱
兵庫県産バジルのジェノベーゼソース

問 エム･シーシー食品㈱
06-6539-0410 エム･シーシー食品 検索

たつのエリアで契約栽培され、太陽の光をいっぱい浴びた
香りの強いバジルを使った、緑鮮やかなパスタソースです。

65ｇ 226円（税込）

ひょうごふるさと館
神戸市中央区御幸通8-1-26 そごう神戸店新館５Ｆ  078-252-0686
※その他、全国の百貨店・スーパー等
http://www.mcc-tuhan.jp/

SHOP

WEB

割烹おゝ 浜
割烹おゝ 浜のポン酢

㈱O-HAMA
尼崎市昭和通4-124  050-3630-8878
http://www.o-hama.jp/

問 ㈱O-HAMA
050-3630-8878

SHOP

WEB

おお浜 検索

徳島県産のすだち果汁を45％以上配合した超濃厚ポン
酢。自然の酸味が口いっぱいに広がります。

300ml 905円（税込）

宝塚はちみつ
宝塚マロン（栗系百花蜜）

あいあいギャラリー
宝塚市山本東2-2-1（あいあいパーク内）  0797-62-7101

問 宝塚はちみつ
0797-51-7878、090-1961-3368

SHOP

宝塚はちみつ 検索

栗の一大生産地、北摂地方で採れた栗蜜たっぷりの
百花蜜。コクと深みのある逸品です。

500g 2,500円（税込）

http://www.takarazuka-hatimitu.com/WEB

Café&洋食のマテンロウ
姫路アーモンドバター

http://www.ken-house58.com/

問 Café&洋食のマテンロウ
079-252-4227

WEB

Cafe&洋食のマテンロウ 検索

マーガリンを使用することで買い求めやすい価格を実現。
アーモンドは食感にこだわり、上質なものを厳選しています。

200g 〔店舗販売（百貨店等）〕800円（税込）〔ネット販売〕750円（税込）

香美町小代内水面組合
蝶のしずく

ふれあい温泉 おじろん
香美町小代区大谷510-1  0796-97-3232

問 香美町小代内水面組合
090-3280-2959

SHOP

香美町小代内水面組合 検索

香美町で養殖したチョウザメを使った世界初の魚醤はアミノ酸
が豊富。まろやかで臭みはなく、さまざまな料理に使えます。

200ml 1,080円（税込）

パティスリーアキト
ミルクジャム

パティスリーアキト
神戸市中央区元町通3-17-6  078-332-3620
http://www.kobe-akito.com/

問 パティスリーアキト
078-332-3620

SHOP

WEB

パティスリーアキト 検索

淡路島の牛乳で作ったジャム。キャラメルのような味わい
で、滑らかな口当たりとコクのある香りが特徴です。

160ｇ 864円（税込）

ペンション さんふらわあ
淡路島 やすみ母さんの島玉ねぎキッシュ

問 エス･エフ･シー㈲
0799-72-4803 ペンション さんふらわあ 検索

淡路島のタマネギ、牛乳、卵を使用。しっかりと炒めることで
タマネギの甘さを最大限に引き出した優しい味わいです。

1個 680円（税込）

ペンション さんふらわあ
淡路市岩屋2604  0799-72-4803

SHOP

㈱嶋本食品
金猪豚 ロースハム

ミートアンドデリカシマモト
南あわじ市市円行寺150  0799-42-5960
http://www.shimamotoshokuhin.com/

問 ㈱嶋本食品
0799-36-2089

SHOP

WEB

嶋本食品 検索

とけます。味わったことのない食感を楽しめます。
100ｇ 1,080円（税込）

ひょうごふるさと館
神戸市中央区御幸通8-1-26 そごう神戸店新館5F  078-252-0686
http://yumenoki-nokono.jp/

SHOP

WEB

問 ㈱ゆめの樹 野上野（ノコノ）
0795-74-3030 ゆめの樹　野上野 検索

㈱ゆめの樹 野上野
丹波の赤飯の素

丹波大納言小豆発祥の地、丹波市春日町の自治会法
人が開発。小豆の豊かな風味を手軽に味わえます。

980円（税込）
米（うるち米、もち米、赤米）300g、丹波大納言小豆水煮80g、丹波大納言小豆煮汁70g

足立醸造
兵庫県産大豆使用 米こうじみそ

問 足立醸造㈱
0795-35-0031 足立醸造 検索

500g 594円（税込）

足立醸造㈱
多可町加美区西脇112  0795-35-0031
http://www.adachi-jozo.co.jp/

SHOP

WEB

県内の契約農家が丹念に育てた兵庫県産大豆、国産米、米
麹、赤穂の塩を使ったまろやかな完熟味噌です。

道の駅「ようか 但馬蔵」
養父市八鹿町高柳241-1  079-662-3200

SHOP

問 畑特産物生産出荷組合
079-664-1586 畑特産物生産出荷組合 検索

畑特産物生産出荷組合
朝倉さんしょ（山椒ジェノベーゼ・山椒味噌

（赤）・山椒味噌（白）・山椒佃煮）

香り豊かな朝倉さんしょの加工品。バジルの代わりに
使用したジェノベーゼなど４種類があります。

山椒ジェノベーゼ90g、山椒味噌（赤・白）115g、山椒佃煮80g 各880円（税込）

SHOP  …購入できる主な店　　 WEB  …インターネット販売サイト　 問  …商品問い合わせ先

丹波 淡路 淡路

摂津

摂津摂津

摂津

摂津

摂津

播磨

播磨

播磨

播磨

但馬但馬但馬

朝倉山椒
江戸時代、地元に自

生していたものを栽

培用に系統選抜した
のが始まりとされてい

ます。トゲがない山椒
として知られ、実は

大粒で渋味が少なく
、まろやかな味と香り

が特徴。平成21（200
9）年から「朝倉さん

しょ」のブランド名で
栽培されています。
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食品

明石酒類醸造㈱
とろとろいちごリキュール あかしたい

直売所 酒笑本館（しゅまいるほんかん）
明石市大蔵八幡町1-3  078-919-0277
http://akashi-tai.net/

問 明石酒類醸造㈱
078-919-0277

SHOP

WEB

明石　酒 検索

イチゴのうま味が凝縮された果肉たっぷりのお酒です。甘酸っぱ
さが口いっぱいに広がります。牛乳で割って飲むのもお薦めです。

180ml 648円（税込）／720ml 2,160円（税込）

御影 髙杉
御影 酒ガトー 「大吟醸酒」

御影 髙杉
神戸市東灘区御影2-4-10-101  078-811-1234
http://www.mikage-takasugi.com/

問 御影 髙杉
078-811-1234

SHOP

WEB

御影　髙杉 検索

伝統的なフランス菓子の技法に基づき、純米大吟醸酒を
加えて生まれたガトーは、気品ある芳醇な味わいです。

約320g 1,944円（税込）

はぁとす神戸
スティック和ドレーヌ/one day one

はぁとす神戸
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
http://www.heartoss.com/

問 ハートスフードクリエーツ㈱
078-855-8601

SHOP

WEB

「酒粕」「黒豆きなこ」「ほうじ茶」の3種類。各素材本来の
味わいが堪能できるスティックタイプのマドレーヌです。

1本 248円（税込）

はぁとす神戸 検索

NPO法人兵庫セルプセンター
Japanese SAKE cake（灘の生一本×くり　

瑞穂黒松剣菱×けし）

＋NUKUMORI（ぷらすぬくもり）
神戸市中央区坂口通2-1-1 6F  078-414-7311
http://www.nukumori-hyogo.com/

問 NPO法人兵庫セルプセンター
078-414-7311

SHOP

WEB

NPO法人兵庫セルプセンター 検索

兵庫の酒にそれぞれ栗、ケシを組み合わせた大人のパウン
ドケーキ。日本酒の優雅な香りとコクが楽しめます。

各1本 1,490円（税込）

三田見野屋
大っきな黒豆くず餅

三田見野屋
三田市志手原882  079-564-2222
http://www.matutake.com/　　

問 日乃本食産㈱
079-564-2222

SHOP

WEB

三田見野屋 検索

ふっくらとした大粒の丹波黒大豆をくず餅で包み込みました。丁寧
に焙煎した香ばしい黒豆きなこや黒蜜が味を一層引き立てます。

黒豆くず餅100g×3個、黒蜜10g×3袋、黒豆きなこ5g×3袋 1,134円（税込）

清酒徳若
純米大吟醸 しずく酒 生原酒

徳若蔵元直売所
西宮市東町1-13-25  0798-34-1300

問 万代大澤醸造㈱
0798-34-1300

SHOP

最高級といわれる三木市吉川地区の山田錦を100％使用し、
手造りで丁寧に醸造。お酒好きが思わずうなる極上品です。

500ml 3,672円（税込）

エキストラコーヒー
KOBE発 カフェオレベース

エキストラ珈琲㈱
神戸市兵庫区西柳原町2-1  078-671-0135
http://www.extra-coff ee.com/

問 エキストラ珈琲㈱
078-671-0135

SHOP

WEB

エキストラコーヒー 検索

厳選したコーヒー生豆、体に優しいてん菜糖を使用して
います。コクのある本格的なカフェオレが楽しめます。

300ml 864円（税込）

patisserie CERCLE TROIS
兵庫 三田栗のプリン

patisserie CERCLE TROIS
神戸市東灘区魚崎北町6-3-1 1F  078-453-1001

問 patisserie CERCLE TROIS
078-453-1001

SHOP

patisserie CERCLE TROIS 検索

兵庫県産素材にこだわったプリン。奥深いコクが持ち味の
三田栗のおいしさを別添えのゆずソースが引き立てます。

プリン110g×5、ソース6g×5 1,944円（税込）

～あなたを幸せにする甘い魔法～ 神戸モリーママ
ラスク～波の魔法箱～

神戸モリーママ 神戸ハーバーランド店
神戸市中央区東川崎町1-5-7 神戸情報文化ビル１Ｆ  078-362-2351
http://kobe-morrymama.co.jp/

問 ㈱神戸モリーママ
078-362-2345

SHOP

WEB

神戸モリーママ 検索

フランスパンをベースにしたハードタイプのラスクは神戸
土産の定番。素材にとことんこだわったロングセラーです。

2枚×10袋 864円（税込）

神戸洋藝菓子ボックサン
有馬の塩クッキー （ARIMA SALT COOKIE）

ボックサン東須磨本店
神戸市須磨区堀池町2-1-25  078-731-3675

問 ㈲ボック
078-731-3675

SHOP

神戸洋藝菓子ボックサン 検索

有馬の金泉塩を使った風味豊かなクッキーは、軽やかな食
感と極上バターの芳醇な香りがおいしさの秘密です。

10枚（胡麻しょうゆクッキー×5枚、もち米クッキー×5枚） 1,080円（税込）

淡路ハイウェイオアシス
自社農園産 淡路島トマトジュース

淡路ハイウェイオアシス
淡路市岩屋大林2674-3  0799-72-0220

問 ユーアールエー㈱
0799-74-3257

SHOP

淡路ハイウェイオアシス 検索

太陽を十分に浴びた淡路島産トマトの甘味と酸味、う
ま味を凝縮。濃厚な風味と喉越しが特徴です。

500ml 1,620円（税込）

沢の鶴
沢の鶴 純米大吟醸 瑞

ずいちょう

兆

沢の鶴ミュージアムショップ
神戸市灘区大石南町1-29-1  078-882-7788
http://www.sawanotsuru.co.jp/store/

問 沢の鶴㈱
078-881-4301

SHOP

WEB

沢の鶴 検索

酒米の王様・山田錦を100％使用し、これを47％にまで磨
き上げた最高峰の純米大吟醸です。

720ml 2,160円（税込）

㈱多田フィロソフィ
淡路島の塩

問 ㈱多田フィロソフィ
0799-42-2231 多田フィロソフィ 検索

淡路島の海水を100％使用し、長時間かけてじっくりと炊き上
げています。塩角がなく、まろやかな口当たりが特長です。

80ｇ 370円（税込）

ひょうごふるさと館
神戸市中央区御幸通8-1-26 そごう神戸店新館5F  078-252-0686
  http://www.e-moshio.com/

SHOP

WEB

亀井堂総本店
やわらか焼

㈱亀井堂総本店
神戸市中央区元町通6  078-351-0001
http://www.rakuten.co.jp/kameidosohonten/

問 ㈱亀井堂総本店
078-351-0001

SHOP

WEB

亀井堂総本店 検索

カステラのようなふんわり感と、瓦せんべいの香ばし
さを併せ持つおいしさです。

2枚 378円（税込）

有馬せんべい本舗
大茶会 抹茶炭酸せんべい

有馬せんべい本舗
神戸市北区有馬町266-10  078-904-0481
http://tansan-senbei.com/

問 ㈱有馬せんべい本舗
078-904-0481

SHOP

WEB

有馬せんべい本舗 検索

茶師が炭酸せんべい用に京都宇治・石臼挽き抹茶をブレン
ド。鮮やかな緑色が美しい「食べる抹茶」です。

16枚 950円（税込）

SHOP  …購入できる主な店　　 WEB  …インターネット販売サイト　 問  …商品問い合わせ先

淡路

淡路

摂津

摂津

摂津 摂津

摂津

摂津

摂津

摂津

摂津

摂津

摂津

摂津 播磨

丹波黒大豆
一般の大豆の約3倍も

の大きさを誇る全国

ブランド。色つやが良
く煮崩れしないのが

特徴です。もっちりと
した口当たりのいい

食感から、料理だけで
なく菓子などにも用

途は広がっています
。

！素材をチェック

❼ ❽

HYOGO
SELECT 77

DRINK

飲料

HYOGO
SELECT 77

SWEETS

スイーツ



食品

雪岡市郎兵衛洋菓子舗
丹波黒豆のチーズケーキ

雪岡市郎兵衛洋菓子舗
篠山市魚屋町13-1  079-558-7686
http://la-neige-ashiya.ocnk.net/

問 雪岡市郎兵衛洋菓子舗
079-558-7686

SHOP

WEB

雪岡市郎兵衛洋菓子舗 検索

丹波篠山産の黒豆煮と、小野市の宮本鶏卵で育てられている岡
崎おうはん種の平飼い有精卵のみで作ったチーズケーキです。

1ホール(4号) 1,836円（税込）

㈱エレーヌ
スクエア一本ベルトパンプスＴＴ3001

※展示室で試し履きできます
神戸市長田区御蔵通1-2  078-576-1221

http://hellene.co.jp/

問 ㈱エレーヌ
078-576-1221

WEB

時見の靴 検索

外反母趾、偏平足などのトラブルを抱える人のために開発された、横幅の
広い靴。中敷きに新開発の取り外し可能なインソールを採用しています。

1足 18,144円（税込）

ヤスフク明石焼工房
元祖手打明石焼（玉子焼）銅鍋

ヤスフク明石焼工房
明石市本町2-6-7  078-911-2855

問 ヤスフク明石焼工房
078-911-2855

SHOP

ヤスフク明石焼工房 検索

明治時代から受け継がれる手打ち製法によって作られてい
ます。家庭でもおいしい明石焼を焼くことができます。

1個 16,200円（税込）

ふるさと宍粟ＰＲ館 きてーな宍粟
姫路市錦町104  079-287-3123
http://hanasakimura.jp/

SHOP

WEB

問 社会福祉法人はなさきむらすみれ
0790-71-0618

はなさきむら
鹿の子御膳※ドッグフード

高タンパクでミネラル豊富なシカ肉で作ったドッグフード。
愛犬の誕生日、お祝いの日の御膳にも最適です。

1,080円（税込）
ご飯60g、肉60g、野菜ピューレ50g、ゼリー35g、ふりかけ10g

はなさきむら 検索

※ゼリーはドライフルーツ15gに変更可

兵庫県線香協同組合
日本の香りシリーズ

兵庫県線香協同組合
淡路市郡家621  0799-85-1212
http://kohshi-shop.com/

問 兵庫県線香協同組合
0799-85-1212

SHOP

WEB

兵庫県線香協同組合 検索

淡路島の14人の香りのマイスターが練り上げた個性あふれ
る線香。ゆとりや癒やしの空間を演出する香りの自信作です。

1箱約100本入 1,080円（税込）

手作りケーキのお店アリス
丹波黒豆プリン

手作りケーキのお店アリス 篠山インター店
篠山市網掛402-1  079-594-4488
http://www.redbeans.jp/aris.html

問 手作りケーキのお店アリス
079-594-4488

SHOP

WEB

レッドビーンズ　丹波黒豆プリン 検索

大粒の丹波篠山産黒大豆の風味とプリンの甘さが調
和した洋風デザート。飽きがこない味わいです。

100g×1個 280円（税込）

常盤堂製菓㈱
播州黒かりん

常盤堂製菓 直販店
福崎町八千種2580-6  0790-24-3000
http://www.tokiwa-do.co.jp/

問 常盤堂製菓㈱
079-232-0682

SHOP

WEB

常盤堂製菓 検索

姫路に長年伝わる堅こね製法で作られる播州駄菓子の
かりんとうです。素朴でコクのある風味を楽しめます。

340g 486円（税込）

和ろうそく 松本商店
こけし 和ろうそく

和ろうそくkobe
神戸市中央区中山手通3-17-1北野工房のまち内201  078-221-1148
http://www.warosoku.com/

問 ㈲松本商店
0798-36-6021

SHOP

WEB

和ろうそく　松本商店 検索

こけしを模した愛らしい和の明かりです。厄除け・災難除け
のみならず、インテリアとしても使えます。

1本 1,080円（税込）

KSK
utiles

問 河部精密工業㈱
079-294-1496 KSK 検索

リビングやキッチンに置いても違和感がないデザイン性の高いのこ
ぎり。刃はプロ仕様で、金属をはじめあらゆる素材を切断できます。

1本 3,240円（税込）

販売先については、以下に問い合わせてください。

海老徳利と盃（木箱）

丹波伝統工芸公園 立杭陶の郷
篠山市今田町上立杭3  079-597-2384

問 丹波立杭陶磁器協同組合
079-597-2034

SHOP

丹波焼 検索

800年の歴史を誇り、国指定伝統的工芸品である丹波焼の
上手物を代表するのが海老徳利。匠の技が際立つ名品です。

1セット（徳利×1、盃×1） 10,260円（税込）

鳴門千鳥本舗
たまねぎせんべい素焼箱入り

鳴門千鳥　淡路夢舞台店
淡路市夢舞台２  0799-74-1234
http://www.narutochidori.co.jp/

問 ㈱鳴門千鳥本舗
0799-45-0009

SHOP

WEB

淡路島のタマネギをたっぷり使用した素焼きせんべい。パ
リッと軽い食感と口溶けが特徴で、個包装されています。

25枚入 1,080円（税込）

鳴門千鳥本舗 検索

やさしい靴工房 Belle＆Sofa
メンズレースアップシューズ「HAWK（ホーク）」

ベル＆ソファ やさしい靴工房 プリコ六甲道店
神戸市灘区永手町4-1-1  078-855-2586
http://www.belle-co.jp/

問 ㈱ベル
078-641-0333

SHOP

WEB

ソフトで軽量のアッパー素材は履いたその日から足に
フィット。中底を使わない新製法で軽さを実現しました。

1足 12,744円（税込）

ベル　靴 検索

姫路 お菓子 江戸屋
姫路名物 江戸屋の本わらび餅

姫路お菓子江戸屋
姫路市下手野4-11-14  079-297-7598

問 ㈲江戸屋
079-297-7598

SHOP

姫路 お菓子 江戸屋 検索

軟らかいのにコシがある本わらび餅を、国産大豆100％の超微粒子
きなこと共に。一度食べたら癖になる高リピート率の和スイーツです。

500ｇ 1,200円（税込）

伊勢屋本店
玉椿

伊勢屋本店 西二階町店
姫路市西二階町84  079-288-5155
http://harimarche.com/store/Iseya/

問 ㈱伊勢屋本店
079-292-0830

SHOP

WEB

伊勢屋本店 検索

白小豆を使った黄身あんを求肥で包んだ姫路藩の御用菓子。
上品な甘味、軟らかく口当たりの良い皮の食感が特徴です。

5個 680円（税込）

播州織雑貨屋さん
播州織足袋

播州織工房館
西脇市西脇452-1  0795-22-3775

問 ㈱斎藤商店
0795-22-7111

SHOP

播州織雑貨屋さん 検索

先染めの播州織生地から生まれた、カラフルでおしゃれな足袋。
裏地を見せる履き方など、個性的に履きこなすことができます。

1足4,300円（税込）

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

人､自然にやさしいお店moko
こうのとり紅白石けん

コウノトリ本舗
豊岡市祥雲寺14-2  0796-37-8222
http://kounotori-honpo.jp/

問 人､自然にやさしいお店moko
0796-54-0655

SHOP

WEB

人､自然にやさしいお店moko 検索

無農薬栽培された赤米のぬかで作る100％自然由来
の石けん。肌がしっとり潤い、美肌力を引き出します。

80ｇ×2個 3,024円（税込）
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但馬

淡路島たまねぎ
淡路島ブランドの代

表格。5月、6月に収穫

した後、特有の甘味を
出すため小屋につり

下げ、自然の風を利用
してしっかりと乾燥

させています。煮たり
炒めたりと幅広い調

理法でおいしく食べ
られます。
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公益社団法人 兵庫県物産協会
〒650-8567 神戸市中央区下山手通 5-10-1 兵庫県庁 1号館 7F

3 078-362-3858　5 078-382-1206

五つ星ひょうご 検索

E-mail：info@5stars-hyogo.com

多彩な兵庫の特産品が勢ぞろい。
〒651-0087　�神戸市中央区御幸通8-1-26�

（そごう神戸店�新館 5F）
3�078-252-0686�5�078-252-3734
営業時間／ 10：00～ 20：00

ひょうごふるさと館
お店にずらりと！ 阪急神戸三宮

JR三ノ宮

阪神神戸三宮

ひょうごふるさと館

センター街
そごう神戸店新館

フ
ラ
ワ
ー
ロ
ー
ド

神戸スイーツからひょうご山海の幸までをお届けします。
WEB http://store.shopping.yahoo.co.jp/
hyogo-tokusanhin/

ショッピング
サ イ ト   ひょうごの特産品
ネットでお取り寄せ！

ひょうごふるさと館 検索

ひょうごの特産品 検索


