
平成29年度  五つ星ひょうご選定商品
ひょうご五国の魅力あふれる特産品

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7階
TEL:078-362-3858  FAX:078-382-1206
E-mail : info@5stars-hyogo.com
http://5stars-hyogo.com

イベントや最新情報の確認は、五つ星ひょうご Facebookで！
EVENT CHECK

五つ星ひょうご 検索

但馬 丹波播磨摂津 淡路



ひょうご五国の魅力あふれる   特産品「五つ星ひょうご」。
「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・文化を活かした商品のうち、
“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29年度は厳正な審査を経て、87商品が選ばれました。

1 2

47食品 12調味料 10スイーツ・菓子11民工芸品等7飲料

但馬

播磨

丹波

摂津

淡路

ひょうごの素材

神戸ビーフ
但馬牛は、古くは約700年前に
書かれた牛の特徴を紹介した
国牛十図で、日本の銘牛のひとつとされ、肉食が広まった明治
以降は食味がよいと評価されてきました。その後も県外から遺伝子を導入し
ない閉鎖育種により、但馬牛の純粋血統を維持し、高品質を守ってきまし
た。この結果、但馬牛を素牛とする神戸ビーフは、きめ細やかで風味がよい
霜降りが極上。世界の牛肉のトップブランドとして認められています。

淡路元気鶏ハム～ヒマラヤ岩塩仕立て～
ヒマラヤ岩塩が淡路元気どりの旨味・甘味を存分
に引き出したこだわりの鶏ハムです。

噛めば噛むほど深い味わい 素材本来の味を楽しんでください

●商品のお問い合わせ
Remercier

●ココで買えます
岩塩唐揚げKENPEI
※全国の百貨店での催事
販売のみになります
TEL.080-6186-4762
http://ganen-karaage.com

播磨町南野添 2-15-11
TEL.080-6186-4762

播磨 ○約200g
　（税抜価格）

　500円 /100g

うし

うし

うし

こくぎゅうじゅうず

六甲牛の神戸赤ワイン煮
自然な熟成をうながす液体熟成という製法が、
おいしさの決め手。もちろん無添加。

六甲牛を神戸赤ワインに漬け込み 肉のうまみをじっくり熟成

●商品のお問い合わせ
神戸牛牧場 直営店／
マチマルシェ御影店

●ココで買えます
オンラインショップ
http://www.kobe-ushi.com

神戸市東灘区御影郡家
1-14-8
TEL.078-842-4129

○210g
　（税抜価格）

　

摂津

神戸牛ビーフジャーキー
創業 110 余年、老舗の新商品。積み重ねた年月が
育んだ、こだわりの贅沢ビーフジャーキーです。

これぞ神戸ビーフ！ひとくちで感じる「肉の違い」

●商品のお問い合わせ
有限会社 辰屋

●ココで買えます
神戸元町辰屋
TEL.078-331-3016
https://www.kobebeef.co.jp/

神戸市中央区元町通
1-13-19
TEL.078-331-3016

○40g
　（税抜価格）

　 2,400円

摂津

神戸牛肉しぐれ
世界が認める「神戸牛」に淡路島玉ねぎの甘みが溶
け込んだ味わいのあるしぐれ煮です。

口に運ぶと広がる美味しさ ハイカラな神戸からの贈りもの

●商品のお問い合わせ
兵庫津 樽屋五兵衛
（協和商事 株式会社）

●ココで買えます
兵庫津 樽屋五兵衛
TEL.078-652-1620
http://www.kobe-tarugo.
com/

神戸市兵庫区本町2-1-23
TEL.078-681-6388

摂津 播磨

珍味 播磨の牛 かっぱのスティックジャーキー

兵庫県産牛肉のカッパと呼ばれる
希少部位のビーフジャーキー

●商品のお問い合わせ
ぶっちゃー 株式会社

●ココで買えます
お肉のぶっちゃー
TEL.0791-75-2207
http://www.butcher.co.jp

たつの市新宮町中野庄233-1
TEL.0791-75-2207

カッパと呼ばれる希少部位をジャー
キーに仕上げました。赤身で濃厚な旨
味があり、歯ごたえがあります。
○50ｇ
　　　（税抜価格）630円

みけつくにの淡路牛ハンバーグ
淡路牛100％と淡路島玉ねぎを使用し、シンプルな
素材でステーキのように仕上げました。

溢れる肉汁、ステーキ以上 淡路牛100％の極上ハンバーグ

●商品のお問い合わせ
淡路ごちそう館 御食国

●ココで買えます
淡路ごちそう館 御食国
TEL.0799-26-1133
http://shop.miketsu.jp/

洲本市塩屋1-1-8
TEL.0799-26-1133

○130g×5個入り
　  （税抜価格）

　 2,649円

淡路

鶏屋のひねポン
兵庫県産の親鶏のみを使用した、播州地方の名物親鶏料理。
ゆず・だいだいの果汁入りポン酢が、爽やかな味を演出します。

兵庫県産の親鶏のみを使用した、兵庫県播州地方の名物親鶏料理

●商品のお問い合わせ
印南養鶏農業協同組合

●ココで買えます
印南養鶏農業協同組合
オンラインショップ
TEL.079-495-7771
http://www.innami.or.jp

稲美町六分ー1362-40
TEL.079-495-7771

播磨 ○90g
　（税抜価格）

　 298円

淡路元気鶏ハム～ヒマラヤ岩塩仕立て～
ヒマラヤ岩塩が淡路元気どりの旨味・甘味を存分
に引き出したこだわりの鶏ハムです。

噛めば噛むほど深い味わい 素材本来の味を楽しんでください

●商品のお問い合わせ
Remercier

●ココで買えます
岩塩唐揚げKENPEI
※全国の百貨店での催事
販売のみになります
TEL.080-6186-4762
http://ganen-karaage.com

播磨町南野添 2-15-11
TEL.080-6186-4762

播磨 ○約200g
　（税抜価格）

　500円 /100g

播磨
播州百日鶏の黒胡椒風味
バジルマヨネーズ

播州百日鶏の歯ごたえと旨味、自家栽培のバジルの香りが最高

●商品のお問い合わせ
そらとぶじゅうたん

●ココで買えます
そらとぶじゅうたん
TEL.0795-22-7201
http://soratobu-jutan.net

西脇市高田井町194-1
TEL.0795-22-7201

播州百日鶏を黒胡椒を付け真空調理、
黒胡椒の辛みをバジルマヨネーズが
包み込み風味豊かになります。
○110ｇ
　　　（税抜価格）621円

丹波

猪ジャーキー

丹波地域の大自然で育った
国産天然猪を使用した本物の味

●商品のお問い合わせ
株式会社 おゝみや

●ココで買えます
丹波篠山おゝみや本店
TEL.0120-44-0038
https://www.oomiya.com/

篠山市乾新町40
TEL.079-552-0352

 噛めば噛むほど溢れ出る、猪の旨み
が癖になる。猪肉専門店「おゝみや」
がつくったオリジナル猪ジャーキー。
○30ｇ
　　　（税抜価格）398円

明石のゆでだこ
最高の環境で旨味を育んだ明石だこを、熟練の職人の
業でゆで上げました。

明石だこを守り続けて100年

●商品のお問い合わせ
金楠水産 株式会社

●ココで買えます
金楠水産 株式会社
TEL.078-922-1345
http://kanekusu.com

明石市林３-15-24
TEL.078-922-1345

○1000g
　（税抜価格）

　 6,000円

播磨

播磨

明石だこのやわらか煮

絶妙な歯ごたえ！
明石天然真蛸のやわらか煮

●商品のお問い合わせ
株式会社 神戸グルメ

●ココで買えます
株式会社 神戸グルメ
TEL.078-220-7648
http://www.kobegurume.com/

明石市魚住町西岡2101-1
TEL.078-220-7648

明石天然真蛸の歯ごたえを絶妙に残
しながら、色も味も良い「やわらか煮」
に仕上げました。
○130ｇ
　　　（税抜価格）741円

食品

1,000円

○60g
　（税抜価格）

　 1,500円



ひょうご五国の魅力あふれる   特産品「五つ星ひょうご」。
「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・文化を活かした商品のうち、
“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29年度は厳正な審査を経て、87商品が選ばれました。
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47食品 12調味料 10スイーツ・菓子11民工芸品等7飲料

但馬

播磨

丹波

摂津

淡路

ひょうごの素材

神戸ビーフ
但馬牛は、古くは約700年前に
書かれた牛の特徴を紹介した
国牛十図で、日本の銘牛のひとつとされ、肉食が広まった明治
以降は食味がよいと評価されてきました。その後も県外から遺伝子を導入し
ない閉鎖育種により、但馬牛の純粋血統を維持し、高品質を守ってきまし
た。この結果、但馬牛を素牛とする神戸ビーフは、きめ細やかで風味がよい
霜降りが極上。世界の牛肉のトップブランドとして認められています。

淡路元気鶏ハム～ヒマラヤ岩塩仕立て～
ヒマラヤ岩塩が淡路元気どりの旨味・甘味を存分
に引き出したこだわりの鶏ハムです。

噛めば噛むほど深い味わい 素材本来の味を楽しんでください

●商品のお問い合わせ
Remercier

●ココで買えます
岩塩唐揚げKENPEI
※全国の百貨店での催事
販売のみになります
TEL.080-6186-4762
http://ganen-karaage.com

播磨町南野添 2-15-11
TEL.080-6186-4762

播磨 ○約200g
　（税抜価格）

　500円 /100g

うし

うし

うし

こくぎゅうじゅうず

六甲牛の神戸赤ワイン煮
自然な熟成をうながす液体熟成という製法が、
おいしさの決め手。もちろん無添加。

六甲牛を神戸赤ワインに漬け込み 肉のうまみをじっくり熟成

●商品のお問い合わせ
神戸牛牧場 直営店／
マチマルシェ御影店

●ココで買えます
オンラインショップ
http://www.kobe-ushi.com

神戸市東灘区御影郡家
1-14-8
TEL.078-842-4129

○210g
　（税抜価格）

　

摂津

神戸牛ビーフジャーキー
創業 110 余年、老舗の新商品。積み重ねた年月が
育んだ、こだわりの贅沢ビーフジャーキーです。

これぞ神戸ビーフ！ひとくちで感じる「肉の違い」

●商品のお問い合わせ
有限会社 辰屋

●ココで買えます
神戸元町辰屋
TEL.078-331-3016
https://www.kobebeef.co.jp/

神戸市中央区元町通
1-13-19
TEL.078-331-3016

○40g
　（税抜価格）

　 2,400円

摂津

神戸牛肉しぐれ
世界が認める「神戸牛」に淡路島玉ねぎの甘みが溶
け込んだ味わいのあるしぐれ煮です。

口に運ぶと広がる美味しさ ハイカラな神戸からの贈りもの

●商品のお問い合わせ
兵庫津 樽屋五兵衛
（協和商事 株式会社）

●ココで買えます
兵庫津 樽屋五兵衛
TEL.078-652-1620
http://www.kobe-tarugo.
com/

神戸市兵庫区本町2-1-23
TEL.078-681-6388

摂津 播磨

珍味 播磨の牛 かっぱのスティックジャーキー

兵庫県産牛肉のカッパと呼ばれる
希少部位のビーフジャーキー

●商品のお問い合わせ
ぶっちゃー 株式会社

●ココで買えます
お肉のぶっちゃー
TEL.0791-75-2207
http://www.butcher.co.jp

たつの市新宮町中野庄233-1
TEL.0791-75-2207

カッパと呼ばれる希少部位をジャー
キーに仕上げました。赤身で濃厚な旨
味があり、歯ごたえがあります。
○50ｇ
　　　（税抜価格）630円

みけつくにの淡路牛ハンバーグ
淡路牛100％と淡路島玉ねぎを使用し、シンプルな
素材でステーキのように仕上げました。

溢れる肉汁、ステーキ以上 淡路牛100％の極上ハンバーグ

●商品のお問い合わせ
淡路ごちそう館 御食国

●ココで買えます
淡路ごちそう館 御食国
TEL.0799-26-1133
http://shop.miketsu.jp/

洲本市塩屋1-1-8
TEL.0799-26-1133

○130g×5個入り
　  （税抜価格）

　 2,649円

淡路

鶏屋のひねポン
兵庫県産の親鶏のみを使用した、播州地方の名物親鶏料理。
ゆず・だいだいの果汁入りポン酢が、爽やかな味を演出します。

兵庫県産の親鶏のみを使用した、兵庫県播州地方の名物親鶏料理

●商品のお問い合わせ
印南養鶏農業協同組合

●ココで買えます
印南養鶏農業協同組合
オンラインショップ
TEL.079-495-7771
http://www.innami.or.jp

稲美町六分ー1362-40
TEL.079-495-7771

播磨 ○90g
　（税抜価格）

　 298円

淡路元気鶏ハム～ヒマラヤ岩塩仕立て～
ヒマラヤ岩塩が淡路元気どりの旨味・甘味を存分
に引き出したこだわりの鶏ハムです。

噛めば噛むほど深い味わい 素材本来の味を楽しんでください

●商品のお問い合わせ
Remercier

●ココで買えます
岩塩唐揚げKENPEI
※全国の百貨店での催事
販売のみになります
TEL.080-6186-4762
http://ganen-karaage.com

播磨町南野添 2-15-11
TEL.080-6186-4762

播磨 ○約200g
　（税抜価格）

　500円 /100g

播磨
播州百日鶏の黒胡椒風味
バジルマヨネーズ

播州百日鶏の歯ごたえと旨味、自家栽培のバジルの香りが最高

●商品のお問い合わせ
そらとぶじゅうたん

●ココで買えます
そらとぶじゅうたん
TEL.0795-22-7201
http://soratobu-jutan.net

西脇市高田井町194-1
TEL.0795-22-7201

播州百日鶏を黒胡椒を付け真空調理、
黒胡椒の辛みをバジルマヨネーズが
包み込み風味豊かになります。
○110ｇ
　　　（税抜価格）621円

丹波

猪ジャーキー

丹波地域の大自然で育った
国産天然猪を使用した本物の味

●商品のお問い合わせ
株式会社 おゝみや

●ココで買えます
丹波篠山おゝみや本店
TEL.0120-44-0038
https://www.oomiya.com/

篠山市乾新町40
TEL.079-552-0352

 噛めば噛むほど溢れ出る、猪の旨み
が癖になる。猪肉専門店「おゝみや」
がつくったオリジナル猪ジャーキー。
○30ｇ
　　　（税抜価格）398円

明石のゆでだこ
最高の環境で旨味を育んだ明石だこを、熟練の職人の
業でゆで上げました。

明石だこを守り続けて100年

●商品のお問い合わせ
金楠水産 株式会社

●ココで買えます
金楠水産 株式会社
TEL.078-922-1345
http://kanekusu.com

明石市林３-15-24
TEL.078-922-1345

○1000g
　（税抜価格）

　 6,000円

播磨

播磨

明石だこのやわらか煮

絶妙な歯ごたえ！
明石天然真蛸のやわらか煮

●商品のお問い合わせ
株式会社 神戸グルメ

●ココで買えます
株式会社 神戸グルメ
TEL.078-220-7648
http://www.kobegurume.com/

明石市魚住町西岡2101-1
TEL.078-220-7648

明石天然真蛸の歯ごたえを絶妙に残
しながら、色も味も良い「やわらか煮」
に仕上げました。
○130ｇ
　　　（税抜価格）741円

食品

1,000円

○60g
　（税抜価格）

　 1,500円
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ひょうごの素材

牡蠣
「大粒の1年かき」で知られる播磨の
牡蠣。通常は生育までに2~3年かか
りますが、わずか1年程度で出荷可
能なまでに育ちます。その秘密は「千種川」や「揖保川」
から流れ込む森の栄養分が育むプランクトン。餌の豊富な豊かな漁場が、柔
らかくジューシーで旨味が詰まった身を育みます。グリコーゲンをたっぷり
含んでいることからカキフライや鍋物など加熱しても身が縮みにくく食べ応
え十分。漁獲量も全国有数で、シーズン中は播磨灘沿岸の各地で「かきまつ
り」が開催され、大きな賑わいを見せています。

ひょうごの素材

ベニ
ズワイガニ
但馬では「香住ガニ」として
ブランド化され、地元民宿の目玉食材となっ
ています。筋肉の繊維が細く、柔らかい身は湯がく前から紅色で、加熱す
るとさらに甘味が増します。「松葉がに」として有名なズワイガニとは異なる味
わいがあり、どちらも甲乙付け難いおいしさです。近畿では唯一、香住漁港の
みで水揚げされ、全国有数の漁獲量を誇ります。

淡路島生たこキムチ
漁師が水揚げしたばかりの天然生たこを使用。海鮮キムチ
には珍しい完全無添加。地元漁師も大絶賛の逸品です。

地元漁師も大絶賛！お刺身に出来る天然真ダコを使ったキムチです

●商品のお問い合わせ
有限会社 ヤマグチ

●ココで買えます
楽天市場店
淡路島特選こだわり市場
TEL.0799-27-1915
https://www.rakuten.co.jp/awaji

洲本市由良町内田212-1 
TEL.0799-27-1915

○200g
　（税抜価格）

　1,350円

淡路

珠せいろ 播磨灘産蒸しかき
牡蠣と聞いてあなたは何を思い浮かべますか。生牡
蠣、殻付牡蠣。珠せいろ全く新しい牡蠣の商品です。

牡蠣の常識を覆す、全く新しい商品が完成しました

●商品のお問い合わせ
株式会社 マルト水産

●ココで買えます
道の駅あいおい白龍城
TEL.0791-23-5995
http://peironjo.jp/

相生市相生字つぼ根5133-32
TEL.0791-22-1887

播磨 ○200g
　（税抜価格）

　 650円

播磨

牡蠣 つくだ煮オリーブオイル漬け

『つくだ煮』と『オリーブオイル』『和』と
『洋』のひと味ちがった融合です

●商品のお問い合わせ
株式会社 炭屋

●ココで買えます
炭屋 本店
TEL.079-324-0314
http://ikanagokugini-sumiya.com/

たつの市御津町室津字柏500
TEL.079-324-0314

龍野の醤油と砂糖で煮込んだ「かきふ
くめ煮」をオリーブオイルに漬け込ん
だら新しい出会いが生まれました。
○130g
　　　（税抜価格）900円

播磨

牡蠣缶詰

多くのファンを持つ室津産牡蠣を
年中召し上がっていただける缶詰

●商品のお問い合わせ
津田宇水産 株式会社

●ココで買えます

たつの市御津町室津1316-1
TEL.079-324-0907

津田宇水産 株式会社 直売所
たつの市御津町室津1316-1
TEL.079-324-0907
http://www.tsudausuisan.com/

濃厚で肉厚な津田宇牡蠣を味わい
深い醤油でじっくり煮込んだ一品。
○160ｇ
　　　（税抜価格）834円

ほたるいか糀漬
山陰産のほたるいかを手作りの糀と天然熟成の丸大
豆醤油を使い旨味を最大限に引き出しました。

山陰産ほたるいかを厳選。濃厚な旨味がクセになります

●商品のお問い合わせ
有限会社 花房商店

●ココで買えます
有限会社 花房商店
TEL.0796-47-0003
http://hanafusa.co/

豊岡市竹野町竹野375
TEL.0796-47-0003

但馬 ○90g
　（税抜価格）

　1,000円

茹で干しほたるいか わさび味
ツンとしたわさびの風味とほたるいかの旨みと食感
が絶品です。酒の肴に最適です。

わさびの風味とほたるいかの旨みがベストマッチ！

●商品のお問い合わせ
株式会社 ハマダセイ

●ココで買えます
ハマダセイ直売店
かに物語
TEL.0796-36-4626
http://www.hamadasei.co.jp

香美町香住区境1124
TEL.0796-36-0668

○40g
　（税抜価格）

　 500円

但馬

須磨のり 個包装セット「海の宝石」プレゼント袋入り
須磨の海でとれた希少な一番摘み「須磨のり」、ママ友にプレ
ゼント、クラス会のお土産、営業の手土産に喜ばれます。

神戸・須磨産の一番摘み海苔、肉厚パリパリ食感をお楽しみください

●商品のお問い合わせ
株式会社 河昌

●ココで買えます
河昌本店
TEL.078-733-0791
https://www.sumanori.com/

神戸市須磨区松風町5-1-22
TEL.078-733-0791

○板のり1.75枚×2袋
　（税抜価格）

    350円

摂津

淡路島一番海苔 (プレーン )
淡路島でその年の最初に収穫される一番摘みの海苔は上質な
逸品。この一番摘みだけを使ったのが淡路島一番海苔です。

ごはんにもつまみとしても極上の歯切れ・口どけをお楽しみあれ

●商品のお問い合わせ
ユーアールエー 株式会社

●ココで買えます
淡路ハイウェイオアシス
TEL.0799-72-0220
http://www.shima-life.jp/

淡路市大磯6
TEL.0799-74-3257

○8切56枚（板のり7枚）
　（税抜価格）

　 537円

淡路

播磨の三郎ハモ
巨大ハモの味の良さが十分に感じられ、口当たりは
なめらかで、幅広い年齢層にご愛用されています。

カルシウムたっぷり、ハモの蒲焼き風

●商品のお問い合わせ
有限会社 播磨海洋牧場
姫路市白浜町丙612-45
TEL.079-228-5360

●ココで買えます
はりかい姫路城店
TEL.079-280-5032
www.harikai.com

○70g
　（税抜価格）

　 890円

播磨

但馬

あまごへしこ

但馬村岡の清流矢田川の大自然で育った
渓流の女王を使用した逸品

●商品のお問い合わせ
矢田川フィッシングセンター

●ココで買えます
道の駅 村岡ファームガーデン
TEL.0796-98-1129
http://www.farm-garden.jp/

香美町村岡区村岡165
TEL.0796-94-0652

但馬村岡の清流矢田川の源流で大切
に育てた”渓流の女王”「あまご」を
日本初「へしこ」にした逸品。
○200ｇ～ 300ｇ（1匹入り）
　（税抜価格）大きさにより 800～1,000円

但馬

「金の鰰」熟成干物
～Sandfish of Gold～

兵庫県沖の「最後の一網」で漁獲した鰰
～ハタハタ～の旨みがたっぷり

●商品のお問い合わせ
有限会社 マツエイ／松栄丸

●ココで買えます
有限会社 マツエイ／松栄丸
TEL.0796-37-0630
http://matsueimaru.com/

香美町香住区上計1153
TEL.0796-37-0630

鰰本来の自然な美しさと旨味を引き出し、
「ふわりと上品」な味わいと食感を楽しめます。
○350ｇ（10～12匹入り）
　　　（税抜価格）1,350円

香住ガニ焼きしゃぶセット
香住のブランド「香住ガニ」をご家庭で楽しめるセッ
トです。香住ガニの上質で瑞々しい甘味を是非。

仲買人考案！極上の香住ガニをご家庭で！

●商品のお問い合わせ
ＫＡＮ-ＩＣＨＩ（有限会社 さだ助）

●ココで買えます
ＫＡＮ-ＩＣＨＩ
TEL.0796-39-1147
www.kanichi-web.com

香美町香住区七日市308 
TEL.0796-39-1147

但馬 ○蟹1杯（約700g）×2
　（税抜価格）

　7,407円

淡路

生炊きだからやわらかい ちりめん山椒

淡路島からお届け、鮮度抜群の生シラスを
ていねいに炊きあげました

●商品のお問い合わせ
高栄水産 株式会社
たかえ

●ココで買えます
高栄水産株式会社
TEL.0799-84-0396
http://www.takaesuisan.com

淡路市育波334-1
TEL.0799-84-0396

「やわらか食感」だからお子様、ご年配
の方でもパクパク！魚の旨味とカルシ
ウムがたっぷりの海の幸をぜひ食卓で。
○300ｇ
　　　（税抜価格） 1,500円

淡路島産フライドオニオン入り がごめ昆布とわかめスープ
簡単便利、お湯を注ぐだけで海の味が広がるスープ
です。淡路島産フライドオニオン入りでまろやか。

簡単便利、お湯を注ぐだけの食物繊維たっぷりのスープです

●商品のお問い合わせ
株式会社 山田海産物

●ココで買えます
株式会社 山田海産物
TEL.0799-52-0194
http://www.kaisanbutsu.jp/ 

南あわじ市福良丙28-18
TEL.0799-52-0194

○60g
　（税抜価格）

　  500円

淡路

食品
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ひょうごの素材

牡蠣
「大粒の1年かき」で知られる播磨の
牡蠣。通常は生育までに2~3年かか
りますが、わずか1年程度で出荷可
能なまでに育ちます。その秘密は「千種川」や「揖保川」
から流れ込む森の栄養分が育むプランクトン。餌の豊富な豊かな漁場が、柔
らかくジューシーで旨味が詰まった身を育みます。グリコーゲンをたっぷり
含んでいることからカキフライや鍋物など加熱しても身が縮みにくく食べ応
え十分。漁獲量も全国有数で、シーズン中は播磨灘沿岸の各地で「かきまつ
り」が開催され、大きな賑わいを見せています。

ひょうごの素材

ベニ
ズワイガニ
但馬では「香住ガニ」として
ブランド化され、地元民宿の目玉食材となっ
ています。筋肉の繊維が細く、柔らかい身は湯がく前から紅色で、加熱す
るとさらに甘味が増します。「松葉がに」として有名なズワイガニとは異なる味
わいがあり、どちらも甲乙付け難いおいしさです。近畿では唯一、香住漁港の
みで水揚げされ、全国有数の漁獲量を誇ります。

淡路島生たこキムチ
漁師が水揚げしたばかりの天然生たこを使用。海鮮キムチ
には珍しい完全無添加。地元漁師も大絶賛の逸品です。

地元漁師も大絶賛！お刺身に出来る天然真ダコを使ったキムチです

●商品のお問い合わせ
有限会社 ヤマグチ

●ココで買えます
楽天市場店
淡路島特選こだわり市場
TEL.0799-27-1915
https://www.rakuten.co.jp/awaji

洲本市由良町内田212-1 
TEL.0799-27-1915

○200g
　（税抜価格）

　1,350円

淡路

珠せいろ 播磨灘産蒸しかき
牡蠣と聞いてあなたは何を思い浮かべますか。生牡
蠣、殻付牡蠣。珠せいろ全く新しい牡蠣の商品です。

牡蠣の常識を覆す、全く新しい商品が完成しました

●商品のお問い合わせ
株式会社 マルト水産

●ココで買えます
道の駅あいおい白龍城
TEL.0791-23-5995
http://peironjo.jp/

相生市相生字つぼ根5133-32
TEL.0791-22-1887

播磨 ○200g
　（税抜価格）

　 650円

播磨

牡蠣 つくだ煮オリーブオイル漬け

『つくだ煮』と『オリーブオイル』『和』と
『洋』のひと味ちがった融合です

●商品のお問い合わせ
株式会社 炭屋

●ココで買えます
炭屋 本店
TEL.079-324-0314
http://ikanagokugini-sumiya.com/

たつの市御津町室津字柏500
TEL.079-324-0314

龍野の醤油と砂糖で煮込んだ「かきふ
くめ煮」をオリーブオイルに漬け込ん
だら新しい出会いが生まれました。
○130g
　　　（税抜価格）900円

播磨

牡蠣缶詰

多くのファンを持つ室津産牡蠣を
年中召し上がっていただける缶詰

●商品のお問い合わせ
津田宇水産 株式会社

●ココで買えます

たつの市御津町室津1316-1
TEL.079-324-0907

津田宇水産 株式会社 直売所
たつの市御津町室津1316-1
TEL.079-324-0907
http://www.tsudausuisan.com/

濃厚で肉厚な津田宇牡蠣を味わい
深い醤油でじっくり煮込んだ一品。
○160ｇ
　　　（税抜価格）834円

ほたるいか糀漬
山陰産のほたるいかを手作りの糀と天然熟成の丸大
豆醤油を使い旨味を最大限に引き出しました。

山陰産ほたるいかを厳選。濃厚な旨味がクセになります

●商品のお問い合わせ
有限会社 花房商店

●ココで買えます
有限会社 花房商店
TEL.0796-47-0003
http://hanafusa.co/

豊岡市竹野町竹野375
TEL.0796-47-0003

但馬 ○90g
　（税抜価格）

　1,000円

茹で干しほたるいか わさび味
ツンとしたわさびの風味とほたるいかの旨みと食感
が絶品です。酒の肴に最適です。

わさびの風味とほたるいかの旨みがベストマッチ！

●商品のお問い合わせ
株式会社 ハマダセイ

●ココで買えます
ハマダセイ直売店
かに物語
TEL.0796-36-4626
http://www.hamadasei.co.jp

香美町香住区境1124
TEL.0796-36-0668

○40g
　（税抜価格）

　 500円

但馬

須磨のり 個包装セット「海の宝石」プレゼント袋入り
須磨の海でとれた希少な一番摘み「須磨のり」、ママ友にプレ
ゼント、クラス会のお土産、営業の手土産に喜ばれます。

神戸・須磨産の一番摘み海苔、肉厚パリパリ食感をお楽しみください

●商品のお問い合わせ
株式会社 河昌

●ココで買えます
河昌本店
TEL.078-733-0791
https://www.sumanori.com/

神戸市須磨区松風町5-1-22
TEL.078-733-0791

○板のり1.75枚×2袋
　（税抜価格）

    350円

摂津

淡路島一番海苔 (プレーン )
淡路島でその年の最初に収穫される一番摘みの海苔は上質な
逸品。この一番摘みだけを使ったのが淡路島一番海苔です。

ごはんにもつまみとしても極上の歯切れ・口どけをお楽しみあれ

●商品のお問い合わせ
ユーアールエー 株式会社

●ココで買えます
淡路ハイウェイオアシス
TEL.0799-72-0220
http://www.shima-life.jp/

淡路市大磯6
TEL.0799-74-3257

○8切56枚（板のり7枚）
　（税抜価格）

　 537円

淡路

播磨の三郎ハモ
巨大ハモの味の良さが十分に感じられ、口当たりは
なめらかで、幅広い年齢層にご愛用されています。

カルシウムたっぷり、ハモの蒲焼き風

●商品のお問い合わせ
有限会社 播磨海洋牧場
姫路市白浜町丙612-45
TEL.079-228-5360

●ココで買えます
はりかい姫路城店
TEL.079-280-5032
www.harikai.com

○70g
　（税抜価格）

　 890円

播磨

但馬

あまごへしこ

但馬村岡の清流矢田川の大自然で育った
渓流の女王を使用した逸品

●商品のお問い合わせ
矢田川フィッシングセンター

●ココで買えます
道の駅 村岡ファームガーデン
TEL.0796-98-1129
http://www.farm-garden.jp/

香美町村岡区村岡165
TEL.0796-94-0652

但馬村岡の清流矢田川の源流で大切
に育てた”渓流の女王”「あまご」を
日本初「へしこ」にした逸品。
○200ｇ～ 300ｇ（1匹入り）
　（税抜価格）大きさにより 800～1,000円

但馬

「金の鰰」熟成干物
～Sandfish of Gold～

兵庫県沖の「最後の一網」で漁獲した鰰
～ハタハタ～の旨みがたっぷり

●商品のお問い合わせ
有限会社 マツエイ／松栄丸

●ココで買えます
有限会社 マツエイ／松栄丸
TEL.0796-37-0630
http://matsueimaru.com/

香美町香住区上計1153
TEL.0796-37-0630

鰰本来の自然な美しさと旨味を引き出し、
「ふわりと上品」な味わいと食感を楽しめます。
○350ｇ（10～12匹入り）
　　　（税抜価格）1,350円

香住ガニ焼きしゃぶセット
香住のブランド「香住ガニ」をご家庭で楽しめるセッ
トです。香住ガニの上質で瑞々しい甘味を是非。

仲買人考案！極上の香住ガニをご家庭で！

●商品のお問い合わせ
ＫＡＮ-ＩＣＨＩ（有限会社 さだ助）

●ココで買えます
ＫＡＮ-ＩＣＨＩ
TEL.0796-39-1147
www.kanichi-web.com

香美町香住区七日市308 
TEL.0796-39-1147

但馬 ○蟹1杯（約700g）×2
　（税抜価格）

　7,407円

淡路

生炊きだからやわらかい ちりめん山椒

淡路島からお届け、鮮度抜群の生シラスを
ていねいに炊きあげました

●商品のお問い合わせ
高栄水産 株式会社
たかえ

●ココで買えます
高栄水産株式会社
TEL.0799-84-0396
http://www.takaesuisan.com

淡路市育波334-1
TEL.0799-84-0396

「やわらか食感」だからお子様、ご年配
の方でもパクパク！魚の旨味とカルシ
ウムがたっぷりの海の幸をぜひ食卓で。
○300ｇ
　　　（税抜価格） 1,500円

淡路島産フライドオニオン入り がごめ昆布とわかめスープ
簡単便利、お湯を注ぐだけで海の味が広がるスープ
です。淡路島産フライドオニオン入りでまろやか。

簡単便利、お湯を注ぐだけの食物繊維たっぷりのスープです

●商品のお問い合わせ
株式会社 山田海産物

●ココで買えます
株式会社 山田海産物
TEL.0799-52-0194
http://www.kaisanbutsu.jp/ 

南あわじ市福良丙28-18
TEL.0799-52-0194

○60g
　（税抜価格）

　  500円

淡路

食品
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ひょうごの素材

岩津ねぎ
産地である朝来市での生産は歴史が古く、
江戸時代に生野銀山の労働者の冬の生鮮
野菜として、現在の朝来市岩津周辺で栽
培が始まったといわれています。
他の白ねぎにはない香り、甘さ、やわら
かさが特長で、特に雪や霜にあたるほど
うまみが増して鍋や焼きものにしたと
きの、トロリとした甘さとやわらかさは
絶品です。朝来市の冬期の降雪がお
いしい岩津ねぎを育てます。

ひょうごの素材

丹波黒

黒豆の高級品種、丹波黒。江戸時
代には丹波藩の特産品として幕府
に献上されました。盆地である丹
波地域は、豆の成長時期の夏場に昼夜の温度
差が大きく、霧や夕立の影響で雨量が適度。独特な風土と肥えた土壌が、
黒々と艶やかで大粒の黒豆を育みます。

食品

播州 百日鶏弁当
播州百日鶏を一日味噌漬けにした肉を香ばしく焼き上げ、お弁
当に盛りつけました。バランスのとれた味に仕上がっています。

百日育ちの引き締まった肉質をご賞味ください！

●商品のお問い合わせ
株式会社 けんじフードサービス

●ココで買えます
やしろの和がや
TEL.0795-42-3558
http://www.kenji.co.jp

加東市社30-1
TEL.0795-42-3558

○300g
　（税抜価格）

　  879円

播磨

うの花ずし
ほどよくしめた鯖をにぎりにし、その上にふんわりと甘
いおからを化粧しました。絶妙な味のハーモニーです。

しめ鯖のにぎりに、上品な甘さのふんわりおからを化粧した一品

●商品のお問い合わせ

●ココで買えます
寿し竹
TEL.078-731-1005
http://www.sushitake.net

○1箱330g（8貫入り）
　（税抜価格）

　 800円

摂津

寿し竹
神戸市須磨区須磨寺町
2-3-9
TEL.078-731-1005

摂津

赤ちゃん抱っこ米

産まれた時の体重と同じ重さのお米を
お祝い返しにお届けします。

●商品のお問い合わせ
株式会社 いづよね

●ココで買えます
笑顔の米屋いづよね
TEL.078-821-2502
http://komekul.ee.
shopserve.jp/index.html

神戸市東灘区御影塚町2-24
TEL.078-821-2502

赤ちゃん抱っこ米は、産まれたときの
体重と同じ重さのお米で赤ちゃんの
重みを体験していただくギフトです。
○赤ちゃんの体重をお聞きし、同量をお入れします
      （税抜価格）4,500円～

香住ガニ 甲羅寿司
弊社の伝統技術で加工した甘くてジューシーなカニ
身をプロの板前によって甲羅寿司にしました。

甘くてジューシー香住のカニ

●商品のお問い合わせ
株式会社 丸近

●ココで買えます
株式会社 丸近
TEL.0796-36-1338
https://www.kani-mrck.jp/shop/

香美町香住区香住3
TEL.0796-36-1338

○150g
　（税抜価格）
   1,111円

但馬

播磨

ほんまうまいで播磨灘セット
（これぞかきめし・これがたこめし・これやではもめし）

播磨灘海産物の旬の味を最大限に
引き出した炊き込みご飯の素

●商品のお問い合わせ
シェルビーフーズ 株式会社

●ココで買えます
姫路じばさんびる1階 播産館
TEL.079-289-2835
http://www.jibasan.or.jp/
specialty/bansankan.html

姫路市網干区興浜2093-133
TEL.079-272-4493

播磨灘産の旬の食材（牡蠣・たこ・はも）を贅沢
に使い、上品な出汁醤油で素材の味を最大限
に引き出しました。1缶でお米2合分、約4人前。
○290ｇ×3
　　　（税抜価格）2,940円

摂津

お魚コロッケ「ととッケ」

魚の苦手なお子さまも飛びつく
「ととッケ」！！

●商品のお問い合わせ
芦屋魚利

●ココで買えます
芦屋魚利
TEL.0797-31-8215
http://www.ashiya-people.com/
shops/uotoshi/       

芦屋市西山町3-10
TEL.0797-31-8215

播磨灘の魚を誰もが大好きなコロッ
ケにいれました。魚の苦手な方にも
喜んで食べて頂ける商品です。
○300g ／ 6 個入り
　　　（税抜価格）370円

播磨

自然薯とろッケ

自然薯のねばり、とろみと生のシャキ
シャキ感を味わってみて

●商品のお問い合わせ
栗原ファーム

●ココで買えます
栗原ファーム
TEL.0790-35-0122
http://
jinenjyo-hase1.jimdo.com

神河町長谷919
TEL.0790-35-0122

 自然薯のすりおろしと、角切りを加え、
とろみと、歯応えをあじわっていただ
くため、コロッケに加工しました。
○1個70g（10個入り）
　　　（税抜価格）3,000円

播州室津 牡蠣クリーミーコロッケ
播州室津で水揚げされた新鮮な牡蠣をたっぷり使った、クリーミーなコ
ロッケです。牡蠣の豊かな風味が口の中いっぱいに広がる贅沢な一品。

播州室津の牡蠣をたっぷり使った、濃厚でクリーミーなコロッケ

●商品のお問い合わせ
播磨の極み

●ココで買えます

たつの市新宮町平野321-2
TEL.0791-75-3737

播磨の極み
たつの市新宮町平野321-2
TEL.0791-75-3737
http://harima.tatuno.info/

○80g
　（税抜価格）
  　120円

播磨

岩津ねぎコロッケ但馬牛入り
白根から青葉の先まで甘くて柔らかい岩津ねぎと
但馬牛を入れたサクサク食感のコロッケです。

岩津ねぎや但馬牛など兵庫の旨みをぎゅっと詰めた贅沢コロッケ

●商品のお問い合わせ
株式会社 ファントゥ NOUEN

●ココで買えます
道の駅 但馬のまほろば
TEL.079-676-5121
http://green-wind.co.jp/ 

岡山県岡山市北区
平和町5-1 3階
TEL.050-3681-2937

○140g（2個入り）
　（税抜価格）

　  400円

但馬

丹波
兵庫県「丹波篠山 玉川楼」
ミンチカツ・黒豆コロッケセット

丹波の食材を全部取り入れた自慢のコロッケです。

●商品のお問い合わせ
東門フーズ（玉川楼）

●ココで買えます
丹波ささやま 肉の東門
TEL.079-552-2914
www.tamagawaro.com

篠山市呉服町32
TEL.079-552-2914

丹波篠山黒大豆と兵庫県産の牛肉、
じゃがいも、玉ねぎで作ったオール兵
庫のミンチカツ黒豆コロッケです。
○ミンチカツ80g×7個、
　黒豆コロッケ60g×7個のセット
（税抜価格）5,000円

丹波黒豆エスプレッソ煮
イタリアンな黒豆煮

●商品のお問い合わせ
イタリアン割烹 海

●ココで買えます
イタリアン割烹 海
TEL.078-599-8823
http://m.facebook.com/
umikobe

神戸市中央区中山手通3-2-1 
トア山手ザ・神戸タワー111
TEL.078-599-8823

兵庫の誇る丹波黒豆とUCCエスプ
レッソを使ったイタリアンなエスプレッ
ソテイストの黒豆煮！！
○160ｇ
　　（税抜価格）1,600円

摂津

摂津
四季の味 ぶどう豆甘露煮
（丹波産）

丹波産黒大豆を弊社独自の製法で仕上げた逸品です

●商品のお問い合わせ
株式会社 漬善商店

●ココで買えます
株式会社 漬善商店
TEL.078-431-5444

神戸市東灘区深江浜町78-2
TEL.078-431-5444

完熟させた丹波産黒大豆を弊社独自
製法にて甘さは軽やかなのに深く染
み込む味わいに仕上げた逸品です。
○150ｇ
　　　（税抜価格）1本700円
     （ケース単位で販売：30本入り）

播磨

黒豆納豆
丹波黒種を使用した大粒の納豆です 
ワサビとタレでご賞味ください

●商品のお問い合わせ
有限会社 相沢食産

●ココで買えます
ヤマダストア青山店
TEL.079-238-3933
http://www.yamada-store.com/
shopinfo/aoyama.html

福崎町西治2-48
TEL.0790-22-7118

モチモチとした食感の黒豆納豆です。黒
豆の色素にはアントシアニンが含まれ抗
酸化作用があるといわれています。
○45ｇ×3
　　　（税抜価格）429円

兵庫の地大豆 おぼろ揚げ
兵庫県産大豆で丹念に作ったおぼろ豆腐を高温の油で揚げ
る事で外はふんわり中はトロッとした食感に仕上げました。

日本一兵庫県産大豆を使っている豆腐屋！！

●商品のお問い合わせ
株式会社 八雲
神戸市中央区八雲通
4-2-4
TEL.078-221-4875

○200g
　（税抜価格）

　  300円

摂津
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ひょうごの素材

岩津ねぎ
産地である朝来市での生産は歴史が古く、
江戸時代に生野銀山の労働者の冬の生鮮
野菜として、現在の朝来市岩津周辺で栽
培が始まったといわれています。
他の白ねぎにはない香り、甘さ、やわら
かさが特長で、特に雪や霜にあたるほど
うまみが増して鍋や焼きものにしたと
きの、トロリとした甘さとやわらかさは
絶品です。朝来市の冬期の降雪がお
いしい岩津ねぎを育てます。

ひょうごの素材

丹波黒

黒豆の高級品種、丹波黒。江戸時
代には丹波藩の特産品として幕府
に献上されました。盆地である丹
波地域は、豆の成長時期の夏場に昼夜の温度
差が大きく、霧や夕立の影響で雨量が適度。独特な風土と肥えた土壌が、
黒々と艶やかで大粒の黒豆を育みます。

食品

播州 百日鶏弁当
播州百日鶏を一日味噌漬けにした肉を香ばしく焼き上げ、お弁
当に盛りつけました。バランスのとれた味に仕上がっています。

百日育ちの引き締まった肉質をご賞味ください！

●商品のお問い合わせ
株式会社 けんじフードサービス

●ココで買えます
やしろの和がや
TEL.0795-42-3558
http://www.kenji.co.jp

加東市社30-1
TEL.0795-42-3558

○300g
　（税抜価格）

　  879円

播磨

うの花ずし
ほどよくしめた鯖をにぎりにし、その上にふんわりと甘
いおからを化粧しました。絶妙な味のハーモニーです。

しめ鯖のにぎりに、上品な甘さのふんわりおからを化粧した一品

●商品のお問い合わせ

●ココで買えます
寿し竹
TEL.078-731-1005
http://www.sushitake.net

○1箱330g（8貫入り）
　（税抜価格）

　 800円

摂津

寿し竹
神戸市須磨区須磨寺町
2-3-9
TEL.078-731-1005

摂津

赤ちゃん抱っこ米

産まれた時の体重と同じ重さのお米を
お祝い返しにお届けします。

●商品のお問い合わせ
株式会社 いづよね

●ココで買えます
笑顔の米屋いづよね
TEL.078-821-2502
http://komekul.ee.
shopserve.jp/index.html

神戸市東灘区御影塚町2-24
TEL.078-821-2502

赤ちゃん抱っこ米は、産まれたときの
体重と同じ重さのお米で赤ちゃんの
重みを体験していただくギフトです。
○赤ちゃんの体重をお聞きし、同量をお入れします
      （税抜価格）4,500円～

香住ガニ 甲羅寿司
弊社の伝統技術で加工した甘くてジューシーなカニ
身をプロの板前によって甲羅寿司にしました。

甘くてジューシー香住のカニ

●商品のお問い合わせ
株式会社 丸近

●ココで買えます
株式会社 丸近
TEL.0796-36-1338
https://www.kani-mrck.jp/shop/

香美町香住区香住3
TEL.0796-36-1338

○150g
　（税抜価格）
   1,111円

但馬

播磨

ほんまうまいで播磨灘セット
（これぞかきめし・これがたこめし・これやではもめし）

播磨灘海産物の旬の味を最大限に
引き出した炊き込みご飯の素

●商品のお問い合わせ
シェルビーフーズ 株式会社

●ココで買えます
姫路じばさんびる1階 播産館
TEL.079-289-2835
http://www.jibasan.or.jp/
specialty/bansankan.html

姫路市網干区興浜2093-133
TEL.079-272-4493

播磨灘産の旬の食材（牡蠣・たこ・はも）を贅沢
に使い、上品な出汁醤油で素材の味を最大限
に引き出しました。1缶でお米2合分、約4人前。
○290ｇ×3
　　　（税抜価格）2,940円

摂津

お魚コロッケ「ととッケ」

魚の苦手なお子さまも飛びつく
「ととッケ」！！

●商品のお問い合わせ
芦屋魚利

●ココで買えます
芦屋魚利
TEL.0797-31-8215
http://www.ashiya-people.com/
shops/uotoshi/       

芦屋市西山町3-10
TEL.0797-31-8215

播磨灘の魚を誰もが大好きなコロッ
ケにいれました。魚の苦手な方にも
喜んで食べて頂ける商品です。
○300g ／ 6 個入り
　　　（税抜価格）370円

播磨

自然薯とろッケ

自然薯のねばり、とろみと生のシャキ
シャキ感を味わってみて

●商品のお問い合わせ
栗原ファーム

●ココで買えます
栗原ファーム
TEL.0790-35-0122
http://
jinenjyo-hase1.jimdo.com

神河町長谷919
TEL.0790-35-0122

 自然薯のすりおろしと、角切りを加え、
とろみと、歯応えをあじわっていただ
くため、コロッケに加工しました。
○1個70g（10個入り）
　　　（税抜価格）3,000円

播州室津 牡蠣クリーミーコロッケ
播州室津で水揚げされた新鮮な牡蠣をたっぷり使った、クリーミーなコ
ロッケです。牡蠣の豊かな風味が口の中いっぱいに広がる贅沢な一品。

播州室津の牡蠣をたっぷり使った、濃厚でクリーミーなコロッケ

●商品のお問い合わせ
播磨の極み

●ココで買えます

たつの市新宮町平野321-2
TEL.0791-75-3737

播磨の極み
たつの市新宮町平野321-2
TEL.0791-75-3737
http://harima.tatuno.info/

○80g
　（税抜価格）
  　120円

播磨

岩津ねぎコロッケ但馬牛入り
白根から青葉の先まで甘くて柔らかい岩津ねぎと
但馬牛を入れたサクサク食感のコロッケです。

岩津ねぎや但馬牛など兵庫の旨みをぎゅっと詰めた贅沢コロッケ

●商品のお問い合わせ
株式会社 ファントゥ NOUEN

●ココで買えます
道の駅 但馬のまほろば
TEL.079-676-5121
http://green-wind.co.jp/ 

岡山県岡山市北区
平和町5-1 3階
TEL.050-3681-2937

○140g（2個入り）
　（税抜価格）

　  400円

但馬

丹波
兵庫県「丹波篠山 玉川楼」
ミンチカツ・黒豆コロッケセット

丹波の食材を全部取り入れた自慢のコロッケです。

●商品のお問い合わせ
東門フーズ（玉川楼）

●ココで買えます
丹波ささやま 肉の東門
TEL.079-552-2914
www.tamagawaro.com

篠山市呉服町32
TEL.079-552-2914

丹波篠山黒大豆と兵庫県産の牛肉、
じゃがいも、玉ねぎで作ったオール兵
庫のミンチカツ黒豆コロッケです。
○ミンチカツ80g×7個、
　黒豆コロッケ60g×7個のセット
（税抜価格）5,000円

丹波黒豆エスプレッソ煮
イタリアンな黒豆煮

●商品のお問い合わせ
イタリアン割烹 海

●ココで買えます
イタリアン割烹 海
TEL.078-599-8823
http://m.facebook.com/
umikobe

神戸市中央区中山手通3-2-1 
トア山手ザ・神戸タワー111
TEL.078-599-8823

兵庫の誇る丹波黒豆とUCCエスプ
レッソを使ったイタリアンなエスプレッ
ソテイストの黒豆煮！！
○160ｇ
　　（税抜価格）1,600円

摂津

摂津
四季の味 ぶどう豆甘露煮
（丹波産）

丹波産黒大豆を弊社独自の製法で仕上げた逸品です

●商品のお問い合わせ
株式会社 漬善商店

●ココで買えます
株式会社 漬善商店
TEL.078-431-5444

神戸市東灘区深江浜町78-2
TEL.078-431-5444

完熟させた丹波産黒大豆を弊社独自
製法にて甘さは軽やかなのに深く染
み込む味わいに仕上げた逸品です。
○150ｇ
　　　（税抜価格）1本700円
     （ケース単位で販売：30本入り）

播磨

黒豆納豆
丹波黒種を使用した大粒の納豆です 
ワサビとタレでご賞味ください

●商品のお問い合わせ
有限会社 相沢食産

●ココで買えます
ヤマダストア青山店
TEL.079-238-3933
http://www.yamada-store.com/
shopinfo/aoyama.html

福崎町西治2-48
TEL.0790-22-7118

モチモチとした食感の黒豆納豆です。黒
豆の色素にはアントシアニンが含まれ抗
酸化作用があるといわれています。
○45ｇ×3
　　　（税抜価格）429円

兵庫の地大豆 おぼろ揚げ
兵庫県産大豆で丹念に作ったおぼろ豆腐を高温の油で揚げ
る事で外はふんわり中はトロッとした食感に仕上げました。

日本一兵庫県産大豆を使っている豆腐屋！！

●商品のお問い合わせ
株式会社 八雲
神戸市中央区八雲通
4-2-4
TEL.078-221-4875

○200g
　（税抜価格）

　  300円

摂津
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食品 調味料

摂津

完熟トマトスイーツ詰合せ

完熟トマトの甘酸っぱさと白ワインの
香りが爽やかさを演出するスイーツ

●商品のお問い合わ
株式会社 イロハジャパン

●ココで買えます
ひょうごふるさと館
TEL.072-794-9264
http://www.hyogo-bussan.or.jp/
shop/furusato/

川西市一庫 3-18-5
TEL.072-794-9264

トマトジャム、トマトジャムスティッ
ク、トマトフルーツソース（2本）を化
粧箱にセットした詰合せです。
○1セット 1,630g
　　　（税抜価格）2,300円

ファイブミニッツ・ミーツ 神戸牛カレー
神戸ビーフ、淡路島玉ねぎに兵庫県産大豆を使用した木桶仕込の
醤油、六甲山の生乳を原料としたヨーグルトを使用したカレーです。

兵庫県の食材を使用したビーフカレーです

●商品のお問い合わせ
山晃食品 株式会社

●ココで買えます
５minutesMEATS
（通販サイト）
TEL.0120-532-337
http://www.5-minutes-meats.com/

神戸市西区室谷1-6-10
TEL.078-990-0188

○180g
　（税抜価格）

　 1,800円

摂津 播磨
加古川和牛カレー
笑う門には肉来たる！

●商品のお問い合わせ
株式会社 大浦ミート

●ココで買えます
にじいろふぁ～みん
TEL.079-495-7716
http://www.nijiiro-f.or.jp/

加古川市志方町志方町1306
TEL.079-452-4038

加古川育ちの神戸牛を使用。神戸ビー
フとデミグラスソースを基調とした
ルーのコクと旨味をお楽しみください。
○220g
　　　（税抜価格）680円

こっこカレー（アジアン風味、オリジナル）
アジアン風味はスープタイプで香辛料が格別
オリジナルは鶏肉と玉ねぎの旨味が絶品です。

銘柄鶏・播州百日鶏と淡路島玉ねぎ使用の温めるだけのカレーです

●商品のお問い合わせ
みつばグループ

●ココで買えます
ひょうごふるさと館
TEL.078-252-0686
http://www.hyogo-bussan.or.jp/
shop/furusato/

多可町加美区寺内251
TEL.090-7496-9734

○200g
（税抜価格）
アジアン風味／600円
オリジナル    ／500円

播磨 摂津

さよなら涙くん

乾燥玉ねぎは涙も辛味もさよなら 
簡単・便利で甘さにびっくり

●商品のお問い合わせ
有限会社 環健社

●ココで買えます
ひょうごふるさと館
TEL.078-252-0686
http://www.hyogo-bussan.or.jp/
shop/furusato/

神戸市長田区苅藻通1-3-1
TEL.078-651-5268

水かお湯をそそぎ3分で約３倍に。南蛮漬・
酢の物・汁物・煮物などにお使いいただけ
ます。お土産としてもご利用いただけます。
○30g
　　　（税抜価格）600円

ドライトマト

特殊製法で半乾燥した、栄養価がギュッと！
濃縮ドライトマト

●商品のお問い合わせ
株式会社 森田泰商店

●ココで買えます
菓遊館
TEL.0790-43-0725
http://moritataishoten.co.jp

加西市北条町北条367-1
TEL.0790-43-2340

 特殊な低温乾燥機で半乾燥させた商品
です。低温乾燥なので栄養価と旨味が
ギュッと濃縮された商品です。
○30ｇ
　　　（税抜価格）648円

播磨 播磨

菜の花 菜っちゃん®の そばの実

安心・安全を第一に有機質肥料で栽培し、
栽培期間中は農薬は一切不使用

●商品のお問い合わせ
多可町菜の花エコプロジェクト

●ココで買えます
ひょうごふるさと館
TEL.078-252-0686
http://www.hyogo-bussan.or.jp/
shop/furusato/

多可町加美区観音寺50
TEL.080-4170-0238

自然農法で寒暖の差の激しさを利用し
て大切に作るそば。有機質肥料で栽培
し、農薬は一切使用していません。
○500ｇ
　　　（税抜価格）1,389円

●ココで買えます
生活協同組合コープこうべ　
各店舗（一部店舗除く）
問合せ先：生活協同組合
コープこうべ くらしの情報センター 
TEL.0120-44-3100 
http://www.
kobe.coop.
or.jp/

瀬戸内生まれのスパゲッティ
日本初純国産のデュラム小麦セトデュール。兵庫で
育てられた希少な「セトデュール」のスパゲッティです。

日本人好みのもっちり食感、純国産、限定品のパスタです

●商品のお問い合わせ
日本製粉 株式会社 大阪支店
大阪市西区京町堀1-4-16 
センチュリービル10階
TEL.06-6448-6401

○300g播磨 播磨

揖保乃糸 姫新線パッケージ

ふるさとを走るＪＲ姫新線のパッケージに
揖保乃糸を詰めました！

●商品のお問い合わせ
森口製粉製麺 株式会社

●ココで買えます
直売店：もりぐちの麺や。
TEL.090-9986-0507
http://www.heart-y.ne.jp/
moriguchi/

たつの市神岡町横内173
TEL.0791-65-0266

地域・ふるさとへの想いを名産品であ
る揖保乃糸とＪＲ姫新線のパッケージ
に込めた商品です。
○503g
　　　（税抜価格）各1,000円

KL-10B KL-10A

焼肉ごま塩
焼肉をつけるだけで何倍も美味しくなる魔法のごま塩です。
香ばしいのにあっさりした美味しさが口の中に広がります。

焼いたお肉をつけるだけで何倍も美味しくなる魔法のごま塩

●商品のお問い合わせ
株式会社 TAJIMA

●ココで買えます
極上和牛専門肉のタジマ
TEL.0791-62-1129
http://www.wagyuteitajima.jp

たつの市龍野町島田602-10
TEL.0791-62-3260

○120g
　（税抜価格）

　1,200円

播磨

赤穂東浜の塩
赤穂の海水を濃縮するだけで作り上げた
唯一の純赤穂産の塩

●商品のお問い合わせ
赤穂化成 株式会社

●ココで買えます
赤穂観光協会
TEL.0791-42-2602
http://ako-kankou.jp

赤穂市坂越329
TEL.0791-48-1737

赤穂の海水を濃縮した純赤穂産のあ
ら塩。伝統製法で丁寧に作り上げた、
まろやかな味わいの塩です。
○200g
　　　（税抜価格）450円

播磨

淡路

淡路島の藻塩 ふりしお

海藻の旨味がある藻塩を、料理の振り塩に！
肉・魚料理の下味に！

●商品のお問い合わせ
株式会社 多田フィロソフィ

●ココで買えます
百貨店、
スーパーマーケット、
売店など

南あわじ市榎列小榎列271-1
TEL.0799-42-2231

お料理にまんべんなく振ることがで
きる、サラサラタイプの藻塩です！

○250ｇ
　　　（税抜価格）550円

摂津

牛肉味噌

日本が誇る高級和牛の“神戸ビーフ”を
使用した贅沢なおかず味噌

●商品のお問い合わせ
有限会社 六甲味噌製造所

●ココで買えます      
ひょうごふるさと館
TEL.078-252-0686
http://www.hyogo-bussan.or.jp/
shop/furusato/

芦屋市楠町11-16
TEL.0797-32-6111

“神戸ビーフ”と“朝倉さんしょ”をこだわ
りの兵庫県産原材料の味噌とブレンド
した、美味な食感のおかず味噌です。
○80ｇ
　　　（税抜価格）800円

丹波大納言小豆みそ
小豆は餡子の甘いイメージがありますが、温かい
ご飯との相性は抜群です。是非お試しください。

丹波の食文化が薫る丹波大納言小豆の味わい

●商品のお問い合わせ
株式会社 ゆめの樹野上野

●ココで買えます
ゆめの樹
TEL.0795-74-3030
yumenoki-nokono.jp

丹波市春日町野上野1512 
野上野交流施設内
TEL.0795-74-3030

○1個 100g
　（税抜価格）

　454円

丹波 摂津

神戸港町洋食ソース 235g

本場神戸の洋食店の味をご家庭で
手軽にお召し上がり頂けます

●商品のお問い合わせ
オリバーソース 株式会社

●ココで買えます
ひょうごふるさと館
TEL.078-252-0686
http://www.hyogo-bussan.or.jp/
shop/furusato/

神戸市中央区港島南町3-2-2
TEL.078-306-6310

トマトをたっぷり使用し、コクのある炒め玉ね
ぎの甘味と、ワインを効かせました。ご家庭で
本格的な洋食の味をご賞味ください。
○235ｇ
　　　（税抜価格）380円

摂津

完熟トマトスイーツ詰合せ

完熟トマトの甘酸っぱさと白ワインの
香りが爽やかさを演出するスイーツ

●商品のお問い合わせ
株式会社 イロハジャパン

●ココで買えます
ひょうごふるさと館
TEL.078-252-0686
http://www.hyogo-bussan.or.jp/
shop/furusato/

川西市一庫3-18-5
TEL.072-794-9264

トマトジャム、トマトジャムスティッ
ク、トマトフルーツソース（2本）を化
粧箱にセットした詰合せです。
○1セット 1,630g
　　　（税抜価格）2,300円

播磨

日の出 稲美町産純米本みりんP400ML

契約栽培もち米を100% 使用した
飲めるほどにおいしい本みりん

●商品のお問い合わせ
キング醸造 株式会社（お客様相談室）

●ココで買えます
にじいろふぁ～みん
TEL.079-495-7716
http://www.nijiiro-f.or.jp/

稲美町蛸草321
TEL.079-495-3986

お米本来の上品な甘みとコク、うま
みが感じられる、こだわりの純米本
みりんです。
○495ｇ
　　 　（税抜価格）420円

オープン価格
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食品 調味料

摂津

完熟トマトスイーツ詰合せ

完熟トマトの甘酸っぱさと白ワインの
香りが爽やかさを演出するスイーツ

●商品のお問い合わ
株式会社 イロハジャパン

●ココで買えます
ひょうごふるさと館
TEL.072-794-9264
http://www.hyogo-bussan.or.jp/
shop/furusato/

川西市一庫 3-18-5
TEL.072-794-9264

トマトジャム、トマトジャムスティッ
ク、トマトフルーツソース（2本）を化
粧箱にセットした詰合せです。
○1セット 1,630g
　　　（税抜価格）2,300円

ファイブミニッツ・ミーツ 神戸牛カレー
神戸ビーフ、淡路島玉ねぎに兵庫県産大豆を使用した木桶仕込の
醤油、六甲山の生乳を原料としたヨーグルトを使用したカレーです。

兵庫県の食材を使用したビーフカレーです

●商品のお問い合わせ
山晃食品 株式会社

●ココで買えます
５minutesMEATS
（通販サイト）
TEL.0120-532-337
http://www.5-minutes-meats.com/

神戸市西区室谷1-6-10
TEL.078-990-0188

○180g
　（税抜価格）

　 1,800円

摂津 播磨
加古川和牛カレー
笑う門には肉来たる！

●商品のお問い合わせ
株式会社 大浦ミート

●ココで買えます
にじいろふぁ～みん
TEL.079-495-7716
http://www.nijiiro-f.or.jp/

加古川市志方町志方町1306
TEL.079-452-4038

加古川育ちの神戸牛を使用。神戸ビー
フとデミグラスソースを基調とした
ルーのコクと旨味をお楽しみください。
○220g
　　　（税抜価格）680円

こっこカレー（アジアン風味、オリジナル）
アジアン風味はスープタイプで香辛料が格別
オリジナルは鶏肉と玉ねぎの旨味が絶品です。

銘柄鶏・播州百日鶏と淡路島玉ねぎ使用の温めるだけのカレーです

●商品のお問い合わせ
みつばグループ

●ココで買えます
ひょうごふるさと館
TEL.078-252-0686
http://www.hyogo-bussan.or.jp/
shop/furusato/

多可町加美区寺内251
TEL.090-7496-9734

○200g
（税抜価格）
アジアン風味／600円
オリジナル    ／500円

播磨 摂津

さよなら涙くん

乾燥玉ねぎは涙も辛味もさよなら 
簡単・便利で甘さにびっくり

●商品のお問い合わせ
有限会社 環健社

●ココで買えます
ひょうごふるさと館
TEL.078-252-0686
http://www.hyogo-bussan.or.jp/
shop/furusato/

神戸市長田区苅藻通1-3-1
TEL.078-651-5268

水かお湯をそそぎ3分で約３倍に。南蛮漬・
酢の物・汁物・煮物などにお使いいただけ
ます。お土産としてもご利用いただけます。
○30g
　　　（税抜価格）600円

ドライトマト

特殊製法で半乾燥した、栄養価がギュッと！
濃縮ドライトマト

●商品のお問い合わせ
株式会社 森田泰商店

●ココで買えます
菓遊館
TEL.0790-43-0725
http://moritataishoten.co.jp

加西市北条町北条367-1
TEL.0790-43-2340

 特殊な低温乾燥機で半乾燥させた商品
です。低温乾燥なので栄養価と旨味が
ギュッと濃縮された商品です。
○30ｇ
　　　（税抜価格）648円

播磨 播磨

菜の花 菜っちゃん®の そばの実

安心・安全を第一に有機質肥料で栽培し、
栽培期間中は農薬は一切不使用

●商品のお問い合わせ
多可町菜の花エコプロジェクト

●ココで買えます
ひょうごふるさと館
TEL.078-252-0686
http://www.hyogo-bussan.or.jp/
shop/furusato/

多可町加美区観音寺50
TEL.080-4170-0238

自然農法で寒暖の差の激しさを利用し
て大切に作るそば。有機質肥料で栽培
し、農薬は一切使用していません。
○500ｇ
　　　（税抜価格）1,389円

●ココで買えます
生活協同組合コープこうべ　
各店舗（一部店舗除く）
問合せ先：生活協同組合
コープこうべ くらしの情報センター 
TEL.0120-44-3100 
http://www.
kobe.coop.
or.jp/

瀬戸内生まれのスパゲッティ
日本初純国産のデュラム小麦セトデュール。兵庫で
育てられた希少な「セトデュール」のスパゲッティです。

日本人好みのもっちり食感、純国産、限定品のパスタです

●商品のお問い合わせ
日本製粉 株式会社 大阪支店
大阪市西区京町堀1-4-16 
センチュリービル10階
TEL.06-6448-6401

○300g播磨 播磨

揖保乃糸 姫新線パッケージ

ふるさとを走るＪＲ姫新線のパッケージに
揖保乃糸を詰めました！

●商品のお問い合わせ
森口製粉製麺 株式会社

●ココで買えます
直売店：もりぐちの麺や。
TEL.090-9986-0507
http://www.heart-y.ne.jp/
moriguchi/

たつの市神岡町横内173
TEL.0791-65-0266

地域・ふるさとへの想いを名産品であ
る揖保乃糸とＪＲ姫新線のパッケージ
に込めた商品です。
○503g
　　　（税抜価格）各1,000円

KL-10B KL-10A

焼肉ごま塩
焼肉をつけるだけで何倍も美味しくなる魔法のごま塩です。
香ばしいのにあっさりした美味しさが口の中に広がります。

焼いたお肉をつけるだけで何倍も美味しくなる魔法のごま塩

●商品のお問い合わせ
株式会社 TAJIMA

●ココで買えます
極上和牛専門肉のタジマ
TEL.0791-62-1129
http://www.wagyuteitajima.jp

たつの市龍野町島田602-10
TEL.0791-62-3260

○120g
　（税抜価格）

　1,200円

播磨

赤穂東浜の塩
赤穂の海水を濃縮するだけで作り上げた
唯一の純赤穂産の塩

●商品のお問い合わせ
赤穂化成 株式会社

●ココで買えます
赤穂観光協会
TEL.0791-42-2602
http://ako-kankou.jp

赤穂市坂越329
TEL.0791-48-1737

赤穂の海水を濃縮した純赤穂産のあ
ら塩。伝統製法で丁寧に作り上げた、
まろやかな味わいの塩です。
○200g
　　　（税抜価格）450円

播磨

淡路

淡路島の藻塩 ふりしお

海藻の旨味がある藻塩を、料理の振り塩に！
肉・魚料理の下味に！

●商品のお問い合わせ
株式会社 多田フィロソフィ

●ココで買えます
百貨店、
スーパーマーケット、
売店など

南あわじ市榎列小榎列271-1
TEL.0799-42-2231

お料理にまんべんなく振ることがで
きる、サラサラタイプの藻塩です！

○250ｇ
　　　（税抜価格）550円

摂津

牛肉味噌

日本が誇る高級和牛の“神戸ビーフ”を
使用した贅沢なおかず味噌

●商品のお問い合わせ
有限会社 六甲味噌製造所

●ココで買えます      
ひょうごふるさと館
TEL.078-252-0686
http://www.hyogo-bussan.or.jp/
shop/furusato/

芦屋市楠町11-16
TEL.0797-32-6111

“神戸ビーフ”と“朝倉さんしょ”をこだわ
りの兵庫県産原材料の味噌とブレンド
した、美味な食感のおかず味噌です。
○80ｇ
　　　（税抜価格）800円

丹波大納言小豆みそ
小豆は餡子の甘いイメージがありますが、温かい
ご飯との相性は抜群です。是非お試しください。

丹波の食文化が薫る丹波大納言小豆の味わい

●商品のお問い合わせ
株式会社 ゆめの樹野上野

●ココで買えます
ゆめの樹
TEL.0795-74-3030
yumenoki-nokono.jp

丹波市春日町野上野1512 
野上野交流施設内
TEL.0795-74-3030

○1個 100g
　（税抜価格）

　454円

丹波 摂津

神戸港町洋食ソース 235g

本場神戸の洋食店の味をご家庭で
手軽にお召し上がり頂けます

●商品のお問い合わせ
オリバーソース 株式会社

●ココで買えます
ひょうごふるさと館
TEL.078-252-0686
http://www.hyogo-bussan.or.jp/
shop/furusato/

神戸市中央区港島南町3-2-2
TEL.078-306-6310

トマトをたっぷり使用し、コクのある炒め玉ね
ぎの甘味と、ワインを効かせました。ご家庭で
本格的な洋食の味をご賞味ください。
○235ｇ
　　　（税抜価格）380円

摂津

完熟トマトスイーツ詰合せ

完熟トマトの甘酸っぱさと白ワインの
香りが爽やかさを演出するスイーツ
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TEL.072-794-9264
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ク、トマトフルーツソース（2本）を化
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播磨

日の出 稲美町産純米本みりんP400ML

契約栽培もち米を100% 使用した
飲めるほどにおいしい本みりん

●商品のお問い合わせ
キング醸造 株式会社（お客様相談室）

●ココで買えます
にじいろふぁ～みん
TEL.079-495-7716
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稲美町蛸草321
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お米本来の上品な甘みとコク、うま
みが感じられる、こだわりの純米本
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○495ｇ
　　 　（税抜価格）420円

オープン価格
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飲料

ひょうごの素材

日本酒
酒米の王者「山田錦」が生まれた
兵庫は、日本酒と非常に縁が深い
地です。キリリと辛口の男酒で知られる酒どころ
灘五郷。日本を代表する酒米産地であると共に、酒造りにも適した播磨、但馬
地域。名匠・丹波杜氏を擁する丹波。そして歴史ある酒蔵が島の地酒を守り続
けてきた淡路島。五国それぞれに、個性の異なる美酒を味わうことができま
す。県内各地の酒蔵を訪ねて、飲み比べを楽しむのも一興でしょう。

平成29年度「五つ星ひょうご」選定結果等

◆平成29年度選定結果等
(1)応募件数　　合計　157品(食品131品、食品以外26品)

(2)選定商品　　合計　87品(食品76品、食品以外11品)

◆平成29年度選定商品の特徴
（１）カニ、牡蠣、山の芋など特産物を活用した、

　地域の顔が見える商品

（２）播州織製品や神戸ケミカルシューズなど全国・世界に誇る

　技術を生かした商品

（３）姫新線パッケージの揖保乃糸など、デザイン性に長けていて

　“お土産映え”する商品

・コンセプト(地域へのこだわり)
・地元産材料等(県産の原材料の使用割合または製造加工場所)
・アピール力
　（ひょうごならではの物産であり、地域を観光地としてアピール）

・五つ星ひょうご事業は６年目を迎え、広く事業者間に浸透
　してきたためか、年 選々定商品の質が上がってきている。
・「地域らしさ」をうまく取り込んだ商品が多く応募されてきており、
　その結果、より兵庫らしい商品を厳選できた。

審査項目

選定委員の総評

①地域らしさ

・品質(製造方法の独自性、食味・風合い等)
・形式(デザインやネーミングの工夫、話題性)
・市場性(価格・量目・サイズ等)
・新規性（新たな工夫、オリジナリティ等）

②創意工夫

調味料

昔ながらの手造り 甘酒ソース 150g

時代は変われど、この味は変わらない、
甘さすっきりおいしい甘味料！

●商品のお問い合わせ
有限会社 小松屋

●ココで買えます
山陽百貨店BF Sマート
全国銘産『楽遊旬彩』
TEL.079-223-4882
http://www.sanyo-dp.co.jp/

姫路市白浜町甲568
TEL.079-245-0014

 無糖ヨーグルトにかけて、西洋と東
洋の発酵食品の混ぜ合せ最強コンビ
で美味しく召し上がって頂けます。
○150ｇ
　　　（税抜価格）298円

播磨

播州室津 牡蠣しょうゆ

室津産牡蠣の栄養と旨みたっぷりの
エキスを加えた風味豊かな醤油です

●商品のお問い合わせ
たつの市商工会

●ココで買えます
たつの市商工会
TEL.0791-72-7550
http://shoko-tatsuno.jp

たつの市揖保川町原849-37
TEL.0791-72-7550

たつの市室津で獲れた旨みたっぷり
の牡蠣を薄口醤油に加えることで生ま
れた風味豊かな牡蠣しょうゆです。
○300ml
　　　（税抜価格）556円

播磨

淡路島玉ねぎドレッシング
肉厚で柔らかく、甘くてジューシーな淡路島玉ねぎに、
オリーブオイルと本醸造醤油を使用しています。

野菜・肉・魚、なんでも美味しくなる万能ドレッシング

●商品のお問い合わせ
株式会社 善太

●ココで買えます
淡路島玉ねぎ工房 善太
TEL.0799-45-0520
https://www.rakuten.co.jp/
awajitamanegi/

南あわじ市広田広田33-3
TEL.0799-45-0520

淡路 ○300ml
　（税抜価格）

　  600円

淡路島 生のり佃煮
淡路島産生のりを100%使用し、豊かな海苔の風味と食感
に加え繊維の長さも感じることが出来る佃煮です。

淡路島の生のり佃煮です　磯の香りはごはんのお供にぴったり

●商品のお問い合わせ
株式会社 鳴門千鳥本舗

●ココで買えます
鳴門千鳥淡路夢舞台店
TEL.0799-45-0009
http://www.yumebutai.co.jp/
restaurant/shop1_2.html

南あわじ市中条広田1360
TEL.0799-45-0019

○160g
　（税抜価格）

　  600円

淡路

一番搾り 神戸づくり
兵庫らしい、香り華やぐおしゃれな一杯

●商品のお問い合わせ
キリンビール 株式会社 神戸支社

●ココで買えます
兵庫県内の酒販店様に
お問い合わせください。　

神戸市中央区御幸通4-1-1
TEL.078-251-8146

兵庫県産山田錦の、すっきりしたうま
みと、フルーティで華やかな香りを丁
寧に引き出した兵庫だけの一番搾り
です。
○350ml缶、500ml缶
　　 オープン価格

摂津
神戸の灯 純米酒
兵庫県産山田錦を全量使用した純米酒です

●商品のお問い合わせ
神戸酒類販売 株式会社

●ココで買えます
ひょうごふるさと館
TEL.078-252-0686
http://www.hyogo-bussan.or.jp/
shop/furusato/

神戸市須磨区弥栄台3-19-7
TEL.078-795-0410

兵庫県産山田錦を全量使用した純米
酒を港町・神戸のお洒落なイメージ
を感じさせるランプ型容器に詰めま
した。
○180ml
　　　（税抜価格）980円

摂津

播磨

大吟醸 雪彦山

2 人の醸造家のハーモニーを
お楽しみください

●商品のお問い合わせ
壺坂酒造 株式会社

●ココで買えます
壺坂酒店
TEL.079-336-0010
http://seppiko.shop-pro.jp

姫路市夢前町前之庄1418-1
TEL.079-336-0010

兵庫県産山田錦を6割削り、華やかで
エレガントな香りと雑味の無いピュ
アな味わいに仕上げました。
○720ml
　　（税抜価格）3,000円

丹波篠山 山の芋焼酎

豊かな自然に恵まれた丹波篠山の
山の芋で作った焼酎です

●商品のお問い合わせ
田中正一商店

●ココで買えます
田中正一商店
TEL.090-4271-5702
http://tanasho-shouten.com/

篠山市味間新391-2
TEL.090-4271-5702

自然豊かな丹波篠山産山の芋を使っ
て醸造した焼酎。すっきりした味で、
飲みやすい仕上がりになっています。
○720ml
　　　（税抜価格）2,300円

丹波

コールドプレス製法ジュース（ケールグリーン）
ボトルに800ｇ～1000ｇの野菜・果物が詰まっており、
素材が持つ栄養素が体の中まで直接届くジュースです。

水や砂糖など一切加えず素材が持つ水分だけで作ったジュース

●商品のお問い合わせ
AMAGASAKI 
クリエイティブサラダ

●ココで買えます
amaサラダ
TEL.06-6435-8402
http://amasalad.com

尼崎市杭瀬本町
1-17-7
TEL.06-6435-8402

摂津 ○400ml
　（税抜価格）

　  851円

炭酸珈琲 玄武 HONEY GOLD（CRAFT DRAFT COFFEE GEMB）
黒ビールのような見た目に、ほのかな甘みとしっかり
とした珈琲感。新感覚の珈琲をあなたに。

まるで黒ビール。芳醇なコクと香りをまとった炭酸珈琲

●商品のお問い合わせ
珈琲焙煎工房 みさご珈琲

●ココで買えます
珈琲焙煎工房 みさご珈琲
TEL.090-7694-0335
http://gemb.jp

宝塚市山本丸橋1-5-31
グリーンハイツ阪上104
TEL.090-5068-2292

○330ml
　（税抜価格）

　  570円

摂津

のんじゃえ丹波
自然にめぐまれた丹波の自信作！丹波産生乳をたっぷり
使用した、まろやかでコクのある「のむヨーグルト」です。

とにかくおいしい　みんなでのんじゃえ！

●商品のお問い合わせ
丹波乳業 株式会社

●ココで買えます
道の駅 神戸フルーツ・
フラワーパーク大沢（おおぞう）
TEL.078-954-1940
http://fruit-flowerpark.jp/
farm-circus/

丹波市氷上町石生桧ノ前162
TEL.0795-82-6324

○500ml
　（税抜価格）
     360円

丹波



9 10

飲料
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http://gemb.jp

宝塚市山本丸橋1-5-31
グリーンハイツ阪上104
TEL.090-5068-2292

○330ml
　（税抜価格）

　  570円

摂津

のんじゃえ丹波
自然にめぐまれた丹波の自信作！丹波産生乳をたっぷり
使用した、まろやかでコクのある「のむヨーグルト」です。

とにかくおいしい　みんなでのんじゃえ！

●商品のお問い合わせ
丹波乳業 株式会社

●ココで買えます
道の駅 神戸フルーツ・
フラワーパーク大沢（おおぞう）
TEL.078-954-1940
http://fruit-flowerpark.jp/
farm-circus/

丹波市氷上町石生桧ノ前162
TEL.0795-82-6324

○500ml
　（税抜価格）
     360円

丹波
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スイーツ・菓子

「五つ星ひょうご」は
このマークが目印！
「五つ星ひょうご」認定商品には、目印となるマークがついています。
認定商品は、このパンフレットでご紹介している店舗以外にも、兵庫県下をはじめとし
て様 な々店舗で販売されています（販売店舗は商品により異なります）。いずれも“地
域らしさ”と“創意工夫”を兼ね備えた兵庫県自慢の特産品です。このマークを見つ
けたら、ぜひ商品を手に取ってご覧ください！

営業時間／10:00～20:00
〒651-0087 神戸市中央区御幸通8-1-26
（そごう神戸店新館5F）
TEL.078-252-0686  FAX.078-252-3734

ひょうごふるさと館
お店にずらり！ 多彩な兵庫の特産品が勢ぞろい

ひょうごふるさと館 検索

FAXでもお申し込み
そごう神戸店新館

JR三ノ宮
阪急三宮

阪神三宮

センター街

フ
ラ
ワ
ー
ロ
ー
ドひょうごふるさと館

「五つ星ひょうご選定商品」は、
こちらからもお求めいただけます。

特産品の宝庫！ひょうごの味と技を厳選しました。

摂津

にほんの母より 丹波みるく黒豆萬
（みるく・玉露各4個入 2箱）

やさしい甘みと乳風味豊かな味わい　
口溶けにこだわった乳菓です

●商品のお問い合わせ
株式会社 リッチ

●ココで買えます
パティスリー リッチフィールド
TEL.0120-764-762
http://www.rich-field.biz/

神戸市西区樫野台5-4-6
TEL.0120-764-762

目指したのは舌の上でスッとなくなる
ような、とろけるような食感。どこか懐
かしい気持ちにさせてくれる乳菓です。
○（みるく36g×4個・玉露36g×4個）×2箱
　　　（税抜価格）3,150円

神戸のお米アイス 和み（なごみ）

神戸市西区のきれいな水で育てられた、こだわり
のお米を上品な和風のアイスに仕上げました。

神戸のお米が上品な和風のアイスになりました。

●商品のお問い合わせ
ハートス フード 
クリエーツ 株式会社
（はぁとす神戸）

●ココで買えます
神戸食堂はぁとす。
TEL.078-360-4602
https://hitosara.com/
0006027977/

神戸市東灘区深江浜町147-1
TEL.078-451-9901

摂津 ○80g
　（税抜価格）

　  300円

摂津

神戸咲く咲くチップス 神戸産 太秋柿

自然の旨みを凝縮した、神戸産高糖度の
高級柿「太秋柿チップス」

●商品のお問い合わせ
神戸咲く咲くHarmony 株式会社

●ココで買えます
ひょうごふるさと館
TEL.078-252-0686
http://www.hyogo-bussan.or.jp/
shop/furusato/

神戸市西区神出町広谷 439
TEL.078-965-8839

神戸産、高糖度の高級柿「太秋柿」を色
みや栄養価を損なわない真空フライ製法
で美味しいチップスに仕上げました。
○25ｇ
　　　（税抜価格）370円

加茂若桃ゼリー
川西特産品を使った今までに無かった新しいゼリーです。
ご家庭のデザートに、贈答品、お土産にもご利用ください。

白川白鳳ブランドの加茂若桃を使ったゼリー

●商品のお問い合わせ
川西名産ケーキのおおたに

●ココで買えます
川西名産ケーキのおおたに
TEL.072-758-1858
http://www.cake-otani.jp

川西市栄町3-2
TEL.072-758-1858

○170g
　（税抜価格）

　  600円

摂津

食べる山田錦
（リッチコンソメ、辛子明太、わさび醤油、青さ塩、トリュフ塩）

セレブ農家が作る!!酒米山田錦のおつまみポン菓子

●商品のお問い合わせ
am-mirifico

●ココで買えます
北播磨おいしんぼ館
TEL.078-599-7372
https://www.facebook.com/
kitaharimaoishinbo

小野市小田町 1786
TEL.080-4324-8660

セレブ農家が作る酒米山田錦入り米粉
マカロニのおつまみポン菓子。お酒の
つまみとしてお召し上がりください。
○25ｇ
　　　（税抜価格）350円

播磨

元祖ぷりん大福（3個入り）
材料・製造方法にこだわった日本で一番最初に創られ
たぷりん大福を是非一度食べてください！

日本で一番最初に創られた!?江戸屋の大人気元祖ぷりん大福

●商品のお問い合わせ
有限会社 江戸屋

●ココで買えます
江戸屋なごみ
TEL.079-298-5988
http://himeji-edoya.net

姫路市下手野4-11-14
TEL.079-297-7598

○約70g×3個入り
　（税抜価格）

　  695円

播磨

干し芋

丹波篠山の自然 “ほしいも”で
ちょっとひとやすみ

●商品のお問い合わせ
株式会社 ツトムファーム

●ココで買えます
味土里館
(ＪＡ丹波ささやま直売所)
TEL.079-590-1185

篠山市東河地76-1
TEL.079-596-0551

さつまいも(紅はるか)を添加物を使わ
ず、減圧乾燥法で乾燥した糖度80％以上
の干し芋。温めるとさらにおいしいです。
○100g
　　　（税抜価格）371円

丹波

但馬
こうのとりポルボローネ（粉雪糖）
お口いっぱい広がるホロホロとした新食感

●商品のお問い合わせ
有限会社 和平 豊岡わこう堂

●ココで買えます
西宮名塩サービスエリア(上り線)
TEL.0797-61-2230
https://w-holdings.co.jp/
sapa/2213.html#

豊岡市下陰 127
TEL.0796-23-2250

コウノトリを育む農法で作った米粉を
使用。今までにないホロホロとした食
感の幸せを呼ぶお菓子ポルボローネ。
○72g
　　　（税抜価格）550円

香住ガニせんべい
関西では唯一香住港だけで水揚げされる香住ガニ（紅ズワイガニ）を
使用した、程よい塩味と香住ガニの甘味が特徴の揚げせんべいです。

関西では唯一香住港だけで水揚げされる香住ガニ（紅ズワイガニ）を使用しました。

●商品のお問い合わせ
マルヨ食品 株式会社

●ココで買えます
ひょうごふるさと館
TEL.078-252-0686
http://www.hyogo-bussan.or.jp/
shop/furusato/

香美町香住区香住1234
TEL.0796-36-0215

○1０0g
　（税抜価格）

　  500円

但馬

黒豆ショコラ
丹波黒豆煎り豆にホワイトチョコレートと丹波黒豆きな
粉をコーティングした、贅沢な味わいのスイーツです。

煎り黒豆を黒豆きな粉とホワイトチョコレートで包みました

●商品のお問い合わせ
株式会社 小田垣商店

●ココで買えます
株式会社 小田垣商店
TEL.079-552-0011
https://www.odagaki.co.jp/

篠山市立町9
TEL.079-552-0011

丹波 ○60g
　（税抜価格）

　  400円
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のお米を上品な和風のアイスに仕上げました。
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TEL.079-552-0011

丹波 ○60g
　（税抜価格）

　  400円
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民工芸品等

あわじ島の香司 国生みの島・淡路

かたくなに守り続けた品質と技
それが香りを司る「香司」プライド

●商品のお問い合わせ
兵庫県線香協同組合

●ココで買えます
パルシェ香りの館 特産館
TEL.0799-85-1162
http://www.parchez.or.jp

淡路市郡家 621
TEL.0799-85-1212

香りのスペシャリストである香司 14 人
が” 和” をコンセプトにつくり上げ
ました。
○14本
　　　（税抜価格）300円

淡路

https://www.facebook.com/5stars.hyogo/

EVENT_CHECK
イベント・最新情報の確認は、
「五つ星ひょうご」Facebookで！

14

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。
多様な兵庫県の特産品をご賞味ください。

ひょうごの特産品 ひょうごの特産品 検索

ネットでお取り寄せ！ショッピングサイト

「五つ星ひょうご選定商品」は、
こちらからもお求めいただけます。

特産品の宝庫！ひょうごの味と技を厳選しました。

wamon つっかけ地下足袋
日本の伝統的な履物の最高傑作と言える地下足袋、世界
で唯一の国産地下足袋をポップな履物に仕上げました。

日本の伝統的な履物の最高傑作である地下足袋を現代風に

●商品のお問い合わせ
株式会社 高砂産業

●ココで買えます
地下足袋Shop Wamon
TEL.079-448-2051
http://wamon-shop.com

高砂市曽根町2867-10
TEL.079-448-2051

（税抜価格）
　 6,200円

播磨

クラッシュ日傘
この日傘には、糸を波模様に動かす独自の加工技術に
よって生まれたクラッシュ加工生地を使用しています。

先染め織物『播州織』から生まれた、波打つ糸が独特の表情を魅せる日傘

●商品のお問い合わせ
播州織工業協同組合

●ココで買えます
播州織工房館
TEL.0795-22-3775
http://www.umekichi-tmo.jp/
kouboukan/index.html

西脇市鹿野町162
TEL.0795-22-1818

○300g
　（税抜価格）

   14,815円

播磨

そろたま カチャット
赤ちゃんが触ることにより玉が回る、振ることにより
音が出る、赤ちゃんの考える力を養う知育木具です。

赤ちゃんが触って感じ、振って音などを楽しむ知育木具

●商品のお問い合わせ
株式会社 ダイイチ

●ココで買えます
そろばんビレッジ
TEL.0794-63-7089
http://daiichi-j.com/

小野市垂井町734
TEL.0794-62-6641

○1個36g
　（税抜価格）

　1,500円

播磨 播磨

ワンピースポケットアングルアイアン　
FG-Leplus L-02

Again for FORGED IRON　
～再びの軟鉄鍛造アイアンへ～

●商品のお問い合わせ
有限会社 藤本技工

●ココで買えます
有限会社 藤本技工
TEL.0790-26-0297
http://www.fujimotogikoh.co.jp/

市川町上田中133-1
TEL.0790-26-0297

ポケットキャビティ構造がもたらす低・深重心化に
よって抜群の球の上りと安定性を実現。さらに軟
鉄鍛造本来の打感の良さも持ち合わせています。

    （税抜価格）210,000円

雲火焼 温活陶板

母の手あてのような優しい温かさで、
体を温める温活グッズです

●商品のお問い合わせ
赤穂瀬戸内窯

●ココで買えます
雲火焼展示館 桃井ミュージアム
TEL.0791-56-9933
http://momoi-museum.com/

赤穂市御崎634
TEL.0791-56-9933

遠赤外線を放出する雲火焼が、使い捨
てカイロの熱を体に優しい温かさに変え
て、体をじんわりと温める事ができます。
○1セット 300ｇ
　　　（税抜価格）6,000円

播磨 播磨

涼やか塩マット

安眠、休憩、アイシングに。冷蔵で
10 分、優しく、涼やかに

●商品のお問い合わせ
赤穂あらなみ塩 株式会社

●ココで買えます
赤穂情報物産館
TEL.0791-43-5920

赤穂市加里屋822-5
TEL.0791-45-0312

安眠、アイシング、暑い時に。冷蔵で
10分で優しく、涼やかに。入眠時に脳
を冷やして、安眠を。

（税抜価格）800円

あわじ島の香司 国生みの島・淡路

かたくなに守り続けた品質と技
それが香りを司る「香司」プライド

●商品のお問い合わせ
兵庫県線香協同組合

●ココで買えます
パルシェ香りの館 特産館
TEL.0799-85-1162
http://www.parchez.or.jp

淡路市郡家621
TEL.0799-85-1212

香りのスペシャリストである香司14人
が” 和” をコンセプトにつくり上げ
ました。
○14本入り
　　　（税抜価格）300円

淡路

コウノトリ育むお米でつくった化粧水
自然農法で作られたお米エキス配合で、しっとりうるおう
のにベトつきません。肌にやさしい無添加処方です。

自然農法で元気に育ったお米のエキスでしっとりつややかな美肌に

●商品のお問い合わせ
株式会社Bloom

●ココで買えます
自然派石けんと、香りの
あるくらし（自社ECサイト）
TEL.078-277-2511
http://www.bloomkobe-shop.com/

神戸市東灘区岡本
7-4-6  101
TEL.078-277-2511

○110ml
　（税抜価格）
    1,690円

摂津 播磨
和菓子石鹸 大成
泡になるその瞬間まで恋してほしい

●商品のお問い合わせ
株式会社 ビックアイランド

●ココで買えます
マリーナマーメイド
TEL.079-280-6559
http://www.marina-mermaid.com/

姫路市栗山町111-2 圭秀舎ビル402
TEL.079-280-6559

日本の伝統ある美しい和菓子を石鹸
に。泡になるその瞬間まで驚きと感
動を手のひらの中で感じて頂けます。
○25ｇ×12 個
　　　（税抜価格）4,000円

神河 柚子スキンクリーム

神河町産の柚子で作った潤いたっぷりの
全身用クリーム

●商品のお問い合わせ
神河町

●ココで買えます
神河町観光協会
TEL.0790-34-1001
http://www.kamikawa-
kankonavi.jp/speciality/

神河町寺前64
TEL.0790-34-0002

お肌の潤いをしっかりキープします。
やわらかくて伸びがよく、ベタつかな
い、サラッとした使用感です。
○120ｇ
　　　（税抜価格）1,250円

播磨

やわらかコインローファー
この靴は、「足を靴に合わせる」のではなく、「靴が足に合
わせてくれる」くらい、ストレスを感じさせない商品です。

通学がもっと楽しくなる！ストレスフリーのやわらかローファー

●商品のお問い合わせ
株式会社 ベル

●ココで買えます
やさしい靴工房
Belle&Sofa
須磨パティオ店
TEL.078-754-6673
http://www.belle-co.jp

神戸市長田区大橋町
1-2-11
TEL.078-641-0333

（税抜価格）
    6,900円

摂津
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民工芸品等

あわじ島の香司 国生みの島・淡路

かたくなに守り続けた品質と技
それが香りを司る「香司」プライド

●商品のお問い合わせ
兵庫県線香協同組合

●ココで買えます
パルシェ香りの館 特産館
TEL.0799-85-1162
http://www.parchez.or.jp

淡路市郡家 621
TEL.0799-85-1212

香りのスペシャリストである香司 14 人
が” 和” をコンセプトにつくり上げ
ました。
○14本
　　　（税抜価格）300円

淡路

https://www.facebook.com/5stars.hyogo/

EVENT_CHECK
イベント・最新情報の確認は、
「五つ星ひょうご」Facebookで！

14

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。
多様な兵庫県の特産品をご賞味ください。

ひょうごの特産品 ひょうごの特産品 検索

ネットでお取り寄せ！ショッピングサイト

「五つ星ひょうご選定商品」は、
こちらからもお求めいただけます。

特産品の宝庫！ひょうごの味と技を厳選しました。

wamon つっかけ地下足袋
日本の伝統的な履物の最高傑作と言える地下足袋、世界
で唯一の国産地下足袋をポップな履物に仕上げました。

日本の伝統的な履物の最高傑作である地下足袋を現代風に

●商品のお問い合わせ
株式会社 高砂産業

●ココで買えます
地下足袋Shop Wamon
TEL.079-448-2051
http://wamon-shop.com

高砂市曽根町2867-10
TEL.079-448-2051

（税抜価格）
　 6,200円

播磨

クラッシュ日傘
この日傘には、糸を波模様に動かす独自の加工技術に
よって生まれたクラッシュ加工生地を使用しています。

先染め織物『播州織』から生まれた、波打つ糸が独特の表情を魅せる日傘

●商品のお問い合わせ
播州織工業協同組合

●ココで買えます
播州織工房館
TEL.0795-22-3775
http://www.umekichi-tmo.jp/
kouboukan/index.html

西脇市鹿野町162
TEL.0795-22-1818

○300g
　（税抜価格）

   14,815円

播磨

そろたま カチャット
赤ちゃんが触ることにより玉が回る、振ることにより
音が出る、赤ちゃんの考える力を養う知育木具です。

赤ちゃんが触って感じ、振って音などを楽しむ知育木具

●商品のお問い合わせ
株式会社 ダイイチ

●ココで買えます
そろばんビレッジ
TEL.0794-63-7089
http://daiichi-j.com/

小野市垂井町734
TEL.0794-62-6641

○1個36g
　（税抜価格）

　1,500円

播磨 播磨

ワンピースポケットアングルアイアン　
FG-Leplus L-02

Again for FORGED IRON　
～再びの軟鉄鍛造アイアンへ～

●商品のお問い合わせ
有限会社 藤本技工

●ココで買えます
有限会社 藤本技工
TEL.0790-26-0297
http://www.fujimotogikoh.co.jp/

市川町上田中133-1
TEL.0790-26-0297

ポケットキャビティ構造がもたらす低・深重心化に
よって抜群の球の上りと安定性を実現。さらに軟
鉄鍛造本来の打感の良さも持ち合わせています。

    （税抜価格）210,000円

雲火焼 温活陶板

母の手あてのような優しい温かさで、
体を温める温活グッズです

●商品のお問い合わせ
赤穂瀬戸内窯

●ココで買えます
雲火焼展示館 桃井ミュージアム
TEL.0791-56-9933
http://momoi-museum.com/

赤穂市御崎634
TEL.0791-56-9933

遠赤外線を放出する雲火焼が、使い捨
てカイロの熱を体に優しい温かさに変え
て、体をじんわりと温める事ができます。
○1セット 300ｇ
　　　（税抜価格）6,000円

播磨 播磨

涼やか塩マット

安眠、休憩、アイシングに。冷蔵で
10 分、優しく、涼やかに

●商品のお問い合わせ
赤穂あらなみ塩 株式会社

●ココで買えます
赤穂情報物産館
TEL.0791-43-5920

赤穂市加里屋822-5
TEL.0791-45-0312

安眠、アイシング、暑い時に。冷蔵で
10分で優しく、涼やかに。入眠時に脳
を冷やして、安眠を。

（税抜価格）800円

あわじ島の香司 国生みの島・淡路

かたくなに守り続けた品質と技
それが香りを司る「香司」プライド

●商品のお問い合わせ
兵庫県線香協同組合

●ココで買えます
パルシェ香りの館 特産館
TEL.0799-85-1162
http://www.parchez.or.jp

淡路市郡家621
TEL.0799-85-1212

香りのスペシャリストである香司14人
が” 和” をコンセプトにつくり上げ
ました。
○14本入り
　　　（税抜価格）300円

淡路

コウノトリ育むお米でつくった化粧水
自然農法で作られたお米エキス配合で、しっとりうるおう
のにベトつきません。肌にやさしい無添加処方です。

自然農法で元気に育ったお米のエキスでしっとりつややかな美肌に

●商品のお問い合わせ
株式会社Bloom

●ココで買えます
自然派石けんと、香りの
あるくらし（自社ECサイト）
TEL.078-277-2511
http://www.bloomkobe-shop.com/

神戸市東灘区岡本
7-4-6  101
TEL.078-277-2511

○110ml
　（税抜価格）
    1,690円

摂津 播磨
和菓子石鹸 大成
泡になるその瞬間まで恋してほしい

●商品のお問い合わせ
株式会社 ビックアイランド

●ココで買えます
マリーナマーメイド
TEL.079-280-6559
http://www.marina-mermaid.com/

姫路市栗山町111-2 圭秀舎ビル402
TEL.079-280-6559

日本の伝統ある美しい和菓子を石鹸
に。泡になるその瞬間まで驚きと感
動を手のひらの中で感じて頂けます。
○25ｇ×12 個
　　　（税抜価格）4,000円

神河 柚子スキンクリーム

神河町産の柚子で作った潤いたっぷりの
全身用クリーム

●商品のお問い合わせ
神河町

●ココで買えます
神河町観光協会
TEL.0790-34-1001
http://www.kamikawa-
kankonavi.jp/speciality/

神河町寺前64
TEL.0790-34-0002

お肌の潤いをしっかりキープします。
やわらかくて伸びがよく、ベタつかな
い、サラッとした使用感です。
○120ｇ
　　　（税抜価格）1,250円

播磨

やわらかコインローファー
この靴は、「足を靴に合わせる」のではなく、「靴が足に合
わせてくれる」くらい、ストレスを感じさせない商品です。

通学がもっと楽しくなる！ストレスフリーのやわらかローファー

●商品のお問い合わせ
株式会社 ベル

●ココで買えます
やさしい靴工房
Belle&Sofa
須磨パティオ店
TEL.078-754-6673
http://www.belle-co.jp

神戸市長田区大橋町
1-2-11
TEL.078-641-0333

（税抜価格）
    6,900円

摂津



平成29年度  五つ星ひょうご選定商品
ひょうご五国の魅力あふれる特産品

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7階
TEL:078-362-3858  FAX:078-382-1206
E-mail : info@5stars-hyogo.com
http://5stars-hyogo.com

イベントや最新情報の確認は、五つ星ひょうご Facebookで！
EVENT CHECK

五つ星ひょうご 検索

但馬 丹波播磨摂津 淡路
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