




地元でしか手に入らないもの って、買う側には貴重なんです。
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応募されたすべての商品を一つひとつていねいに吟味。
「地域らしさ」と「新しさ」をテーマに議論を重ねて選んだ68品。
令和最初の「五つ星ひょうご」を選定しました。

栗木　「五つ星ひょうご」は、歴史も背景も違う地域がひとつ
になって、多様性のある品々が揃うのが特徴です。

城　今回は特にバリエーション豊かな商品が出揃ったよう
に思います。

小久江　そうですよね。食品の中でも肉のカテゴリーは、百
日鶏のパテ（07p）など、味と価格のバランスが取れたもの
が多かった印象ですね。

内海　いいギフトになりそうな旨塩焼き豚（07p）や、価格も
手頃な鹿ジャーキー（08p）などは、ちょっと試してみたい気
にさせますね。

栗木　米としぐれ煮がセットになった三田米ギフトセット
（07p）はユニークでした。組み合せることでそれぞれの商品
に宿るストーリーが伝えやすくなったと思います。

内海　セットでいうと温めて食べられる災害用備蓄食（11p）は、地産
地消と防災が結びついた発想が素晴らしいと思いました。百日どりの
缶詰（12p）も非常食としてストックしておけますし、添加物を使ってい
ないところもいいですね。

大音　食べ比べを前提としているソーセージセット（07p）もそうで
すが、木箱のパッケージが素敵なたこしゃぶ（08p）など、ホームパー
ティに使いたくなるような商品もたくさんありました。

鵜殿　海産物では、新鮮ちり
めん（08p）やほたるいかの
缶詰（09p）など、気の張らな
いお土産として便利に使えそ
うなものが多かったですね。

大田　おつまみとして、素干
しほたるいか（10p）などは
ビールにも合いそうですし、
新しい食べ方の提案になって
いた鱧の佃煮（10p）も印象
的でした。

小久江　セコガニ甲羅盛り（10p）は記念日など、大切な日に使えそ
う。同じ海の幸でも甘えび丼（09p）やするめの麹漬け（09p）、藻塩ひ

じき（10p）などは普段の食事でも使いやすい商品だと思います。

栗木　兵庫が一大産地でもある海苔は今回3商品選ばれています。
高級な須磨海苔（11p）、お弁当にピッタリな小分けの味付け須磨の
り（11p）、4種類の味が楽しめるふり海苔（11p）とそれぞれに個性
がありました。

鵜殿　あかし玉子焼の粉セット（12p）も兵庫らしい商品。ご当地グル
メを気軽に味わえるので重宝しそうです。こういった地元でしか手に
はいらないものって買う側にとっては有難いし、貴重なんです。

大音　丹波黒煮豆（12p）は上品な甘さで美味しいですね。黒豆って
自宅で炊くのは手間がかかって大変ですから。

小久江　手間いらずで家庭での調理に適しているといえば、あめ色炒
め玉ねぎ（13p）ですね。手軽に
バリエーションを増やせそう。

大田　大納言あずきヨーグル
ト（13p）は、組み合わせが絶妙
でした。健康にもよさそうです
し。あと、淡路牛のっけごはん
（13p）は、味もさることながら、
瓶のラベルが面白いです。

内海　手軽で万人が手に取り

やすい商品だと思ったのは淡路島玉ねぎカレー（14p）や金のたまね
ぎポタージュ（14p）ですね。また、とうもろこしのドレッシング（18p）
は、なかなか見かけない商品で新鮮に映りました。

小久江　各種調味料が充実しているのも今回の特徴ですよね。生姜
醤油（15p）、黒大豆味噌（15p）、ゆずみそ（16p）、極醸本みりん
（17p）は、どれも上質な味わいで、どんな料理にも合わせやすくて使い
勝手がよさそう。山椒醤油（15p）や魚醤のセット（15p）は香りもいい
し、パッケージもオシャレで外
国人が買うお土産としても人
気が出そうです。WAKU  
SAUCE（17p）や焼き肉のた
れ（18p）は、お肉と組み合わせ
てもいいかもしれませんね。便
利なお土産になると思います。

内海　卓上用の藻塩（18p）
は、ミネラルが豊富でまろやか
な味わいでした。こめ糀（16p）やお米の生こうじ（16p）などは、米の
可能性を感じる印象的な商品でした。酒米の米こうじってあまり見な
いし、面白いと思います。

小久江　酒どころの兵庫らしい神鷹（19p）や但馬ほまれ（19p）など
の日本酒も、贈り物にすると喜ばれると思いました。

大音　お酒だけでなく、お茶やジュースも揃っていますよね。ベルサイ
ユのばら紅茶（20p）やもち麦で作られたカフェインレスのお茶
（20p）は特に女性に好まれそうですし、トマトジュース（20p）は市販
のものよりサラリとしていて飲みやすく、藻塩レモンスカッシュ（20p）
は懐かしい味。氷を入れて飲むとさらに美味しく感じると思います。

内海　さつまいもバター（17p）や鳴門オレンジのコンフィチュール
（18p）、純粋はちみつ（17p）もスイーツのようで美味しかったです。
濃密レアチーズケーキ（21p）は、美味しいだけでなく、賞味期間が長
いのと常温保存できるのが便利ですね。

栗木　スイーツでいうとチーズケーキ（21p）や米粉ジ
ンジャーケーキ（21p）なども、手土産に使いたくなる
商品。しっとりとした食感とやさしい味わいで、とても美
味しかったです。

鵜殿　酒粕のクッキー（21p）は甘さ控えめなのが良
かったです。おつまみにもピッタリ。

栗木　おつまみといえば海煎極みセット（22p）やしぼ
り豆（22p）も、ヘルシーで重宝しそうですよね。

内海　オレンジカレンデュラの石鹸（23p）はハンドメイドで無添加、
安心して使えそうです。

大田　デザインも素敵ですね。私は、米ぬかのバーム（23p）のレトロ
感のあるパッケージも印象に残りました。革製なのに革に見えない独
特の質感の紳士靴（24p）や、足を育てるというコンセプトを持つ草履
サンダル（23p）も個性的で面白い商品です。

鵜殿　播州織の布スリッパ（25p）も珍しい商品ですよね。播州織は
海外の方にも人気だそうです。牛革のモカシン（23p）は超軽量とい
うだけあってとても軽くて驚きました。色もポップでかわいいですね。

大音　婦人用のカジュアルシューズ（24p）も軽くて履きやすそうで
した。

小久江　テーピングソックス（25p）はサポート力が高くて、足が気持
ち良さそうだし、マッサージ効果があるフットグルーマーグラン
（26p）や腰用クッション（25p）も疲れた体を癒してくれそう。

大田　ちょっと変わったところでは、くしだんご（24p）ですね。形もア
イデアも面白くて、新しい玩具だなと感心しました。

栗木　オシャレなインテリアとしても使えそうですよね。

大田　竜山石の消臭袋（24p）も特徴的でした。添付データによると
有名な七尾の珪藻土より消臭効果が高いのだとか。

大音　天然シルクと牛革を組み合わせたバッグ（25p）もなかなか見
かけない商品。しかも、思ったより軽くて。また独特の色合いが特徴の
革製のトートバッグ（26p）も、ムラのある染め具合が素敵だと思いま
した。

岡本　食品と工芸品、それぞれの商
品がきちんとお土産らしくなってい
て、私自身ほしい商品がたくさんあ
りました。

栗木　兵庫らしさ溢れる商品ばか
りなのでぜひ一人でも多くの方に、
一品でも多く手にとっていただきた
いですね。

城 友美子
岡本 貴代美

ギフトにも食卓にも最適な
五国ならではのご馳走

それぞれに個性豊かな
デザインと使いやすさ

選定委員による

巻頭
特集

選定委員

兵庫県産業労働部観光監

鵜殿 麻里絵

「兵庫県おみあげ発掘屋」代表、
（株）エムズブランディング代表取締役、
ひょうご観光大使、フードコラムニスト

栗木 契

五つ星ひょうご選定委員会
委員長
神戸大学大学院
経営学研究科教授 大音 彩子

サンケイリビング新聞社 
編集部 兵庫エリア編集長

大田 尚作

神戸芸術工科大学
名誉教授

内海 五郎

（株）阪急阪神百貨店 
神戸阪急 フード販売部 
ディビジョンマネージャー

小久江 次郎

(公社）全日本司厨士協会兵庫本部相談役、
ひょうご食品認証制度推進委員会委員、
神戸フランス料理研究会アドバイザー

ひょうごふるさと館館長

五つ星ひょうご選定会当日座談会





明石だこ
日本有数のマダコ漁獲量を誇る兵庫。量だけでなく、旨味が強く、プリッとし

たおいしさも一級品です。とりわけ、明石海峡周辺で漁獲される明石だこは

日本一の呼び声が高く、食感の良さと、噛めば噛むほど口に広がる甘味が

特長。激しい潮流にもまれ、餌の豊富な海域でカニやエビを食べて育つこと

により、引き締まった身と味の良さを併せ持つ極上のたことなります。サッと

出汁にくぐらせて食すたこしゃぶ、県外では明石焼の名で知られる玉子焼、

瀬戸内の夏の風物詩の一つ干しだこなど、様々な食べ方で楽しめるのも魅

力です。

甘味が強いモモ肉や首肉が使用され
たパテ。大きめカットの胸肉とスモークさ
れたハツに、隠し味のバルサミコ酢がア
クセントになっています。日本酒との相性
が良いのもポイントです。 ◎１個 100g

756円（税込価格）

ワインに合う上品な味

播州百日鶏のパテ

ひょうご産使用素材：
多可町産播州百日鶏

有無 有限会社
神戸市中央区北長狭通3-12-3
リーストラクチャー トアウエストビル3F
TEL.078-321-3268
FAX.078-321-3268

バール アブク
TEL.078-392-7468

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

ここで買えます。

おすすめの使い方
食卓で切り分けてワインのお供とし
て出すだけで、少し上質なホーム
パーティーを演出できます。

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

───
180日
W70×D25×H60
通年

株式会社 三田屋総本家
三田市南が丘2-15-35
TEL.079-564-4641
FAX.079-564-6229 

赤ワインに漬けた黒毛
和牛を、国産素材と共
に小豆島の無添加醤
油で炊き上げた甘辛味
のしぐれ煮。真空パック
の無洗米付きで、のっけ
ごはんを楽しめるのがう
れしい。

しぐれ煮と三田米のセット

肉珍味･三田米ギフトセット TK-4A

◎１箱
三田米こしひかり【無洗米】
300g（2合）×2　
黒毛和牛のしぐれ煮70g×1　
黒毛和牛と椎茸のしぐれ煮70g×1 

ひょうご産使用素材：
三田市産米（こしひかり）

ここで買えます。 JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4920116004821
180日
Ｗ390×Ｄ205×Ｈ28
通年

株式会社 三田屋総本家
TEL.0120-09-2986

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

おすすめの食べ方
熱々のご飯はもちろん、お茶漬け
やおにぎり、卵焼きの具など…
様々な食べ方でどうぞ。

3,996円（税込価格）

お酒のおつまみになるよう開発された
珍しいスパイスが効いた焼き豚。塩味な
らではのアレンジが可能で、色々な料理
にマッチします。

◎１セット 約400g×2
3,860円（税込価格）

旨味溢れる塩味焼き豚

八鹿豚の旨塩焼き豚

ひょうご産使用素材：
養父市産豚肉

株式会社 山喜 （肉の山喜）
たつの市新宮町仙正93
TEL.0791-75-1111
FAX.0791-75-2090

肉の山喜 本店
TEL.0791-75-1111

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

ここで買えます。

ここに注目を
「肉の山喜（たつの市）」×「おだ
がきさん家の八鹿豚（養父市）」
のコラボ商品です。

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

───
14日
W200×D270×H170
通年

400年間の歴史を持つ、養父市特産の
朝倉山椒が使用されたソーセージ。ピリ
リとした刺激とフルーティーな香りが特
長で滑らかな口当たりです。

朝倉山椒が刺激的な３種のソーセージ

朝倉さんしょソーセージセット

ひょうご産使用素材：
養父市産朝倉山椒

株式会社 但馬の郷
豊岡市出石町鉄砲19-1
TEL.0796-52-2111
FAX.0796-52-3277

株式会社 但馬の郷
TEL.0796-52-2111

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

ここで買えます。

おすすめの食べ方
ウインナーは80℃位で2～3分茹で
るか炒めて。ソーセージはカットし、お
好みで炒めてどうぞ。

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4541784001716
45日
W200×D100×H80 
通年

 

1,080円（税込価格）

（スモークウインナー）112g×1
（ノンスモークウインナー）112g×1
（ソーセージ）120g×1

◎１セット 

丹波篠山の老舗猪肉専門店が手掛け
たジャーキー。鉄分豊富で脂肪分の少
ない鹿肉を手軽に食べられます。ジャー
キーなのに水分量が多くソフトな食感
です。 ◎１個 40ｇ 

430円（税込価格）

噛むほどにあふれ出る鹿の旨味

鹿ジャーキー

ひょうご産使用素材：
丹波篠山市産鹿肉

株式会社 おゝ みや
丹波篠山市乾新町40
TEL.079-552-0352
FAX.079-552-4883

丹波篠山おゝみや 本店
TEL.079-552-0352

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

ここで買えます。

商品誕生の由来
ニンニクやクミンなどの香辛料を使
用し、今までにない風味のジャー
キーを作りたいと考えました。

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4514010340293
60日
W120×D20×H200
通年

淡路島で水揚げされた新鮮なカタクチ
イワシの稚魚を生のまま、朝倉山椒と
一緒にふっくら炊き上げたちりめん。淡
泊な風味と、山椒の香りが食欲をそそ
ります。　 ◎１箱 120ｇ 

1,080円（税込価格）

兵庫県の海と山がギュッと詰まった逸品

箱入）新鮮ちりめん

ひょうご産使用素材：
淡路島産カタクチイワシ
養父市産朝倉山椒

株式会社 伍魚福
神戸市長田区野田町8-5-14
TEL.078-731-5735
FAX.078-734-0772

株式会社 伍魚福
TEL.078-731-5735

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

ここで買えます。

おすすめの食べ方
生から炊き上げているからこそのや
わらかさとおいしさです。ぜひ、炊きた
てのご飯にのせて。

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4971875204106
120日
W155×D25×H210
通年

ぷりぷりの“明石二見沖産の天然真
蛸”の白身、吸盤付き白身、吸盤の3種
類を水揚げしてすぐに急速冷凍した鮮
度自慢のたこしゃぶ。絶妙な食感で旨
味があふれでてきます。 ◎１箱 210ｇ ※木箱除く

4,100円（税込価格）

水揚げすぐの天然大蛸で作る！

明石蛸のたこしゃぶ（３人用／木箱入り）

ひょうご産使用素材：
明石市二見沖産明石蛸

株式会社 神戸グルメ
明石市魚住町西岡２１０１-１
TEL.078-220-7648
FAX.078-220-7648

株式会社 神戸グルメ
TEL.078-220-7648

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

ここで買えます。

おすすめの食べ方
おいしい出汁と季節の野菜を用意
して、サッとしゃぶしゃぶ。新鮮なの
でカルパッチョなどにも。

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4589997160523
30日
W283×D183×H50
通年

食
品

食
品
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ズワイガニ
但馬地域に津居山、柴山、香住、浜坂と漁港をいくつも抱える兵庫。身が

ギュッと詰まり、甘味が強く、みずみずしい兵庫県産ズワイガニを求めて、

シーズン中には各地から観光客が押し寄せます。品質にこだわったブランド

ガニも数多く輩出しており、全国の料亭やレストランから引く手あまた。また、

地元では雄のズワイガニである松葉ガニと同様、雌のズワイガニであるセコ

ガニも出回っています。とりわけ卵が持つ濃厚な旨みは人気があり、食通の

舌をもうならせています。

マルヨ食品 株式会社
香美町香住区香住1234
TEL.0796-36-0215
FAX.0796-36-2100

兵庫県日本海産のほた
るいかと赤穂産の塩だ
けを使用した干物。一匹
一匹手作業で網に並
べ、冷風乾燥機で干し
上げたほたるいかのワ
タと肝の旨味、ほろ苦さ
がクセになります。

噛めば噛むほどおいしさが広がる

素干しほたるいか ２０ｇ

◎１袋 20g

ひょうご産使用素材：
日本海産ほたるいか
赤穂市産食塩

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4977960052980
60日
W130×D12×H200
通年

株式会社 マルヨダイレクト
TEL.0120-21-5123

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

おすすめの食べ方
そのままでビールや酒のおつまみ、
お子様のおやつにどうぞ。軽く焼くと
旨味がさらに増します。

540円（税込価格）

旬の獲れたてセコガニをこの道40年の
職人が釜茹でした後、身出しした甲羅
盛り。甲羅の中においしい部分がすべ
て詰め込まれているので、手を汚さずカ
ニを堪能できます。 ◎１箱 2個入 

3,600円（税込価格）

手のひらサイズの宝石箱

松葉ガニの水揚げ量有数の浜坂漁港セコガニ甲羅盛り ２個入り

ひょうご産使用素材：
新温泉町産セコガニ

有限会社 山米鮮魚       
新温泉町三谷224-1        
TEL.0796-82-5028
FAX.0796-82-5029

有限会社 山米鮮魚
TEL.0796-82-5030

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

          

おすすめの食べ方
ご飯に甲羅の中身を入れると「セコ
ガニ丼」が出来上がり。醤油を少し
垂らしていただきます。

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）

販売時期

4571340293521
60日
W220×D120×H40
水揚げ時期外は在庫なくなり
次第、販売終了となります。

貴重な天然淡路島産鱧を骨ごとじっく
りと煮込み、朝倉山椒を加えた佃煮。鱧
の深みがある味わいに、山椒のさやわ
かな香りと緑の彩りが加わって、食欲を
そそります。 ◎１個 80ｇ

1,620円（税込価格）

上質な鱧をご飯の友や酒の肴に

淡路島産「月の鱧」佃煮

ひょうご産使用素材：
南あわじ市産鱧
養父市産朝倉山椒

認定NPO法人 ソーシャルデザインセンター淡路
南あわじ市神代地頭方1538-1
TEL.0799-42-0399
FAX.0799-53-6278

認定NPO法人
ソーシャルデザインセンター淡路
TEL.0799-42-0399

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

商品誕生の由来
淡路島の鱧は流通する季節が限
定されるため、年間を通して提供で
きる加工品を開発しました。

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

458258219012
30日
W135×D35×H110
通年

口当たりやわらかな淡路島産ひじきに
瀬戸内海産のまろやかな藻塩をまぶし
たふりかけ。多彩な料理に使えそうなソ
フトタイプです。

◎１袋 38ｇ
540円（税込価格）

兵庫県の海が育んだふりかけ

藻塩ひじき

ひょうご産使用素材：
南あわじ市産ひじき

株式会社 山田海産物
南あわじ市福良丙28-18 
TEL.0799-52-0194
FAX.0799-52-3113

株式会社 山田海産物
TEL.0799-52-0194

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

おすすめの食べ方
乾物のような手間がない半乾燥タ
イプで、ご飯や料理にふりかけたり、
だし巻きなどにもどうぞ。

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4533125102831
1年
W110×D40×H200
通年

水揚げ量日本一の兵庫県日本海産ほ
たるいかだけを使用した佃煮風の缶
詰。匠の技術で茹でて干した後、醤油
味、味噌味のタレに漬け込んだやわら
か食感です。 ◎１個 各80ｇ

540円（税込価格）

佃煮風に仕上げた新感覚の缶詰

ほたるいか 缶詰（醤油味・味噌味）

ひょうご産使用素材：
日本海産ほたるいか

株式会社 ハマダセイ
香美町香住区境1124
TEL.0796-36-0668
FAX.0796-36-2587

ハマダセイ
直売店かに物語
TEL.0796-36-4626

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

ここで買えます。

おすすめの食べ方
お米2合に対し、ひと缶を炊飯器に
入れて炊き上げると、手軽に炊き込
みご飯やおこわができます。

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

商品により異なる
3年
W80×D80×H40
通年

香住漁港で水揚げ後に手作業で殻を
むき、新鮮なまま届けられる甘えび。旨
味の濃い頭の部分で出汁を取り、じっく
り煮込んだ醤油ダレも美味。

ぷりぷりの甘えびをふんだんに使用

極上 甘えび丼

ひょうご産使用素材：
香住・柴山漁港産赤海老

株式会社 丸近　       
香美町香住区香住３
TEL.0796-36-1338
FAX.0796-36-3754

ここで買えます。

株式会社 丸近　
TEL.0796-36-1338

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

ここで買えます。

商品誕生の由来
海鮮丼の中でも人気が高い甘えび
を主役にした、贅沢な丼が食べたい
と思い、開発しました。

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

───
30日
W250×D150×H80
通年

◎１箱 150ｇ×2袋・タレ15ｇ×2個
3,240円（税込価格）

香住のおばちゃんたちが手作りした山
陰地方に伝わる保存食。肉厚な香住産
スルメイカの旨味と、香住産米こうじの
甘味を引き出しつつ、柚子を効かせた
食べやすい味わいです。

広がる旨味と甘味！山陰海岸の伝統的保存食

するめ麹漬け

ひょうご産使用素材：
香住産スルメイカ
香住産米こうじ

有限会社 味さい
香美町香住区香住858-1
TEL. 0796-36-0120
FAX. 0796-36-4337

ここで買えます。

ひょうごふるさと館
TEL.078-252-0686

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

ここで買えます。

商品誕生の由来
地元の保存食を復活させ、多くの
方に食べていただくため、生臭さや
辛さを抑えて開発しました。

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4580670470014
113日
W110×D105×H40
通年

◎１個 150g
864円（税込価格）

ここで買えます。ここで買えます。

食
品

食
品
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のり
潮流の速い漁場と、季節風にもまれた兵庫県産のりは、黒 と々色が濃く、艶

やかなのが特長。栄養豊富な海で育まれているため、旨味の元であるアミノ

酸をたっぷり含んでいます。芳醇な香りとパリッとした食感を楽しめる乾のり

や焼きのりは格別。しっかりとしていて型崩れしにくく、色や味わい、香りが長

持ちするため、巻き寿司やおにぎりなどに重宝します。また関西を中心に人

気の味付けのりは、近年ますます味付けや形状が多様化。より手軽に楽し

めるようになりました。

株式会社 yuukou 
神戸市長田区久保町５-１-１
アスタくにづか３番館１３１号
TEL.078-647-7828
FAX.078-647-7317

漁師でもある社長が、養
殖から販売まで管理し
ている味付海苔。香り
高く旨味が効いてい
て、ご飯やお酒がすす
みます。

◎1袋 8切100枚

1,296円（税込価格）

商品のお問い合わせ

漁師が作った味付海苔

神戸須磨海苔 KOCONORI

ひょうご産使用素材：
神戸市須磨区産乾海苔

KOCONORI
TEL.078-647-7828

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

ここで買えます。

ここに注目を
自社で丹念に育てた海苔です。高
級料亭のみに卸していた極上海苔
をあなたの食卓に。

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

───
270日
W160×D80×H260
通年

栄養分に富んだ須磨沖産の極上海
苔。その中でも３％しか採れない一番摘
みだけが使用されています。フィルムで
小分けされているのが便利です。

◎１袋 板海苔15枚分
1,350円（税込価格）

持ち運びしやすいフィルム入り小分け海苔

いつでもパリッ お弁当に「味付け須磨のり」

ひょうご産使用素材：
神戸市須磨区産乾海苔

株式会社 河昌
神戸市須磨区松風町5-1-22
グラッチェ河昌１F
TEL.078-733-0791
FAX.078-734-0567

株式会社 河昌
TEL.078-733-0791

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

ここで買えます。

おすすめの食べ方
お弁当にいつでもパリッとした海苔
で、ご飯がよりおいしく！フィルムを開
けた時が食べ時です。

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4562294470298
180日
W200×D20×H300
通年

清流・加古川と播磨灘
で育った海苔にわさび・
梅・青粉・塩の4味を振り
かけた味付海苔。おつ
まみにも料理にも適して
います。

◎１セット 板海苔7枚分×4
2,800円（税込価格）
※1個700円（税込価格）

アッと驚く技と味。バラエティに富んだ海苔

ふり海苔

ひょうご産使用素材：
加古川市産乾海苔

有限会社 大濵
加古川市尾上町池田83-1 大濵ビル101
TEL.079-454-7557
FAX.079-454-7558

大濵海苔店
TEL.079-454-7557

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

ここで買えます。

商品誕生の由来
料理研究家、大学教授、大学生の
スキルの結晶。ただの海苔で終わら
ない画期的な味と風格です。

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

───
2年
W210×D80×H190
通年

日乃本食産 株式会社
三田市志手原８８２
TEL.079-564-2222
FAX.079-564-3355

機内食に採用されている
惣菜を使った非常食。き
れいな水がなくても温め
られる加熱剤付きで、７大
アレルギーやハラールに
も対応しているので重宝
します。

阪神淡路大震災の教訓から生まれた非常食

震災から学んだ 災害用備蓄食セット

◎１箱
肉じゃが・筑前煮・牛丼の具・
チキンカレー各2pc、五目おこわ4ｐｃ、
白ごはん8ｐｃ、スプーン・
加熱剤各12個、加熱袋4枚

ひょうご産使用素材：
丹波篠山市産米
兵庫県産もち米

ここで買えます。 JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

───
5年
W480×D250×H130 
通年

日乃本食産 株式会社
TEL.079-564-2222

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

商品誕生の由来
25年前の阪神淡路大震災。ライフ
ラインが完全に停止した教訓を活
かして、商品を開発しました。

12,830円（税込価格）

みつばグループ
多可町加美区寺内251
多可町特産品開発センター
TEL.0795-20-1263
FAX.0795-20-1263

播州百日どりの旨味が
引き出された缶詰セッ
ト。とりめし、こっこめしは
地元産のコシヒカリと山
田錦が使われていて、
絶妙なおいしさがクセ
になります。

電子レンジ2分でおふくろの味

「播州百日どり」缶詰3点セット(とりめし、こっこめし、とりつま味)

◎１セット 240ｇ×2・140ｇ×1

2,592円（税込価格）

ひょうご産使用素材：
多可町産播州百日どり
多可町産米（山田錦）
多可町産米(コシヒカリ)

ここで買えます。 JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

───
3年
Ｗ230×Ｄ80×Ｈ80
通年

みつばグループ
TEL.0795-20-1263

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

おすすめの食べ方
電子レンジ2分でOK！缶のまま湯
煎もできるので、アウトドアや保存
食用にも重宝します。

全国初のつけだし汁付きの明石焼ミッ
クス粉セット。たこ焼用の粉と異なる明
石焼専用粉です。タコパならぬ明石焼
パーティーを開くなど、ご当地グルメを
家庭で手軽に楽しめます。 ◎１袋 

   ミックス粉105g×1・だし汁４０ml×3
 540円（税込価格）

家庭用たこ焼器でカンタン調理

つけだし汁付き  あかし玉子焼の粉セット

株式会社 夢工房
明石市朝霧町3-15-1
TEL.078-220-8352
FAX.078-914-3358

明石夢工房 西明石店
TEL.078-929-1188

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

ここで買えます。

おすすめの食べ方
中身の具材は、たこ以外に穴子、エ
ビ、チーズなどを入れてもおいしくお
召し上がりいただけます。

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4582479180156
270日
W130×D30×H215
通年

ひょうご産使用素材：
なし

豆の旨味を活かすシンプルな味付けで、
ふっくらとした煮豆。醤油不使用なので、
味わいはあっさり。使いやすい１食分パッ
クです。

◎１袋 130ｇ
540円（税込価格）

まろやか食べきりサイズの煮豆

丹波黒煮豆 スタンドパック

ひょうご産使用素材：
丹波篠山市産丹波黒大豆

丹波農産 株式会社
丹波篠山市井ノ上327
TEL.079-555-2621
FAX.079-555-2622

丹波農産 株式会社
オンラインショップ 「はべ黒庵」
TEL.079-555-2621

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

ここで買えます。

ここに注目を
簡単開封や食べきりサイズ、醤油
不使用で、食べやすさとアレルギー
に配慮しました。

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4562108535359
180日
W120×D30×H150
通年

食
品

食
品
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淡路島玉ねぎ
全国第三位の出荷量と、おいしさで知られる兵庫県産玉ねぎ。中でも淡路

島玉ねぎは、やわらかな食感とこく深さが人気です。温暖で日照量が多い瀬

戸内気候、強い海風といった、淡路島ならではの気象条件は、玉ねぎ栽培

にぴったり。収穫後すぐ「玉ねぎ小屋」に吊るし、自然乾燥で完熟させるひと

手間で、甘みや色つやを際立たせています。こうして出荷された玉ねぎは、辛

みが少なく生のまま食べても美味。また加熱してソテーやスープ、カレーなど

煮込みの具材にすると甘味がグッと増し、幅広い料理で活躍します。

但馬 丹波播磨摂津 淡路

◆営業時間／10:00～20:00
◆〒651-0087 神戸市中央区御幸通8-1-26 ケイ・エスビル（神戸阪急新館）5F
◆TEL.078-252-0686  ◆FAX.078-252-3734

ひょうごふるさと館 検索

ひょうごの特産品 検索

ケイ・エスビル
（神戸阪急新館）5F

JR三ノ宮
阪急神戸三宮

阪神神戸三宮

センター街

フ
ラ
ワ
ー
ロ
ー
ドひょうごふるさと館

ひょうごふるさと館
五つ星ひょうご選定商品を購入するなら・・・

ひょうごの特産品

ネットでお取り寄せ！ ショッピングサイト
ひょうご五国の魅力がキラリ！

海産物をはじめ、みそ、しょうゆや珍しい地域おこし産品など、県下津々
浦々の味づくりの熟練たちが生み出したふるさとの味がお買い求めいただ
けます。その他、名匠たちの丹念な手仕事が冴える民工芸品などを取り揃
えております。

https://store.shopping.yahoo.co.jp/hyogo-tokusanhin/

神戸スイーツからひょうご山海の幸、民工芸品をお届けします。
多様な兵庫県の特産品をお楽しみください。

丹波乳業 株式会社
丹波市氷上町石生桧ノ前162
TEL.0795-82-6324
FAX.0795-82-8014

粒を残して煮た大納言
小豆が入っている和風
ヨーグルト。丹波産の生
乳を使用しています。皮
までやわらかく加工され
た小豆と、ヨーグルトの
バランスが絶妙。

びっくりするほど大粒の小豆がゴロゴロ！

大納言あずきヨーグルト

◎１個 90g

ひょうご産使用素材：
丹波市産生乳
丹波市産大納言あずき

ここで買えます。 JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4902411504664
15日
W69.8×D69.8×H64 
通年

道の駅
丹波おばあちゃんの里
TEL.0795-70-3001

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

商品誕生の由来
丹波大納言小豆を使った他にはな
い商品を目指し、皮まで食べやすく
加工するのに成功しました。

OPEN価格

淡路ごちそう館 御食国
洲本市塩屋1-1-8
TEL.0799-26-1133
FAX.0799-26-2522

淡路島産玉ねぎ100％
使用のオニオンソテー。
菜種油で水分を50％と
ばすまで炒めて旨味を
凝縮した玉ねぎをいつ
でも手軽に味わえます。

淡路島玉ねぎの旨味を手軽に年中ご自宅で！

淡路島玉ねぎ100％のオニオンソテー あめ色炒め玉ねぎ

◎1袋 200g×2

ひょうご産使用素材：
淡路島産玉ねぎ

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

───
2年
W150×D20×H180
通年

淡路ごちそう館 御食国
TEL.0799-26-1133

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

おすすめの使い方
いつものお料理の調理工程で、封
を切ってそのまま必要な分量を加え
てください。

624円（税込価格）

有限会社 うづ志ほ名産店
洲本市本町1-4-1
TEL.0799-22-0724
FAX.0799-24-3317

淡路島特産の淡路牛と
淡路島玉ねぎに調味料
を混ぜたおかず味噌。
子どもからお年寄りまで
老若男女が受け入れや
すい味で、肉味噌・肉そ
ぼろとはまた違った食感
です。

淡路の名産がひと瓶にたっぷり

淡路牛のっけごはん 130g

◎１個 130g

ひょうご産使用素材：
淡路島産牛肉
淡路島産玉ねぎ

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4971989101285
300日
W55×D55×H77 
通年

有限会社 うづ志ほ名産店
TEL.0799-22-0724

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

おすすめの食べ方
アツアツご飯にのっければ、白米が
何杯でもすすむ、みんな大好きな濃
厚みそ味です。

864円（税込価格）

甘みたっぷりの淡路島産玉ねぎと、肉
質が良い国産牛をじっくり煮込んで仕
上げた本格カレー。旨味の凝縮された
コク深さが、食欲をそそります。

◎１個 200g
486円（税込価格）

じっくり煮込んだ島のカレー

淡路島玉ねぎカレー中辛

ひょうご産使用素材：
淡路島産ソテーオニオン

株式会社 鳴門千鳥本舗
南あわじ市中条広田1360
TEL.0799-45-0019
FAX.0799-45-0841

鳴門千鳥
淡路夢舞台店
TEL.0799-74-1234

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

ここに注目を
牛肉や野菜などの具材がたっぷり
で、温めるだけで手軽においしい本
格カレーが楽しめます。

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4981874053605
1年
W130×D18×H170
通年

株式会社 善太
南あわじ市広田広田３３－３
TEL.0799-45-0520
FAX.0799-45-1561

淡路島フルーツ玉ねぎ
を３分の１個分も使用し
たポタージュ。玉ねぎの
甘さに生クリームのコク
がプラスされ、冷やして
も温めても美味です。化
学調味料無添加なのも
高ポイント。

フルーツ玉ねぎの甘さに生クリームのコクをプラス

金のたまねぎポタージュ

◎１袋 150g

ひょうご産使用素材：
淡路島産玉ねぎ

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4573365110296
1年
W120×D40×H165 
通年

楽天市場
淡路島玉ねぎ工房 善太
TEL.0799-45-0520

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

商品誕生の由来
人気のポタージュ（粉末）を「夏に冷
製で食べたい」というお客様の声か
ら生まれました。

291円（税込価格）

ここで買えます。 ここで買えます。 ここで買えます。

ここで買えます。

食
品

食
品
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しょうゆ
兵庫県は千葉県、香川県と並ぶ全国三大醤油生産地の一つ。県内産地

で特に有名なたつの市は淡口醤油発祥の地です。醤油醸造が発展した背

景には、醤油づくりに欠かせない良質な水を確保できたこと、播磨平野で質

の良い大豆や小麦、米が産出されており、なおかつ赤穂から塩を入手できた

ことなどがあります。恵まれた条件の元で開発された淡口醤油は、淡い色と

上品な香りが人気を博し、上方を中心に広がりました。近年では山椒などの

地元産品と合わせたかけ醤油や、料理に合わせた専用醤油、健康に気

遣った減塩醤油なども人気を呼んでいます。

但馬漁業協同組合
香美町香住区若松747
TEL.0796-36-1331
FAX.0796-36-1305

大豆と小麦の旨味を併
せ持つこうじの魚醤。マ
イルドで嫌な生臭さがな
く、醤油感覚で使える優
れものです。

シンプルな原料の旨味調味料

天然醸造 麹の魚醤５本セット
「香住ガニ魚醤・甘えび魚醤・ノドグロ魚醤・ハタハタ魚醤・タコ魚醤」

◎１箱 100mℓ×5

ひょうご産使用素材：
兵庫県（日本海沖）産魚介
（香住ガニ・甘えび・ノドグロ・ハタハタ・タコ）
豊岡市産大豆、豊岡市産小麦

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4993882005477
2年
W250×D175×H50 
通年

遊魚館
（但馬漁業協同組合直営店）
TEL.0796-36-4545

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

おすすめの使い方
料理の隠し味や仕上げに使用する
と天然の旨味をお楽しみいただけま
す。卵かけご飯にも合います。

6,048円（税込価格）

有限会社 六甲味噌製造所
芦屋市楠町11-16
TEL.0797-32-6111
FAX.0797-22-6518

兵庫県産の米と丹波産
黒大豆を100%使用して
仕込んだ天然醸造味
噌。栄養や旨味を逃さぬ
よ う、豆の皮まで使用し
ています。丹波産黒大
豆ならではの旨味とコク
です。

丹波産黒大豆の旨味・コク・風味が生きた味噌

丹波黒大豆味噌

◎１個 300g

ひょうご産使用素材:
兵庫県産米 
丹波産黒大豆 
兵庫県産食塩

ここで買えます。 JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4903312003171
120日
W90×D50×H70
通年

有限会社 六甲味噌製造所
TEL.0120-658-308

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

おすすめの使い方
根菜類のお味噌汁にぴったり。大豆
の粒が残っているため、炒め物など
に活用すると良い香りがたちます。

756円（税込価格）

ゆずの爽やかさと、大人の辛さがプラス
された味噌。いつもの料理にすこし加え
るだけで違った味を楽しめる便利な調
味料です。

いつもの料理にちょい足し！ピリリと辛い大人の味

唐辛子入りゆずみそ

ひょうご産使用素材：
相生市産味噌
相生市産ゆず
相生市産唐辛子

相生市農村女性連絡協議会
相生市旭1-1-3
TEL.0791-23-7156
FAX.0791-23-2741

道の駅 あいおい白龍城
TEL.0791-23-5995

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

ここで買えます。

おすすめの食べ方
シンプルにふろふき大根や野菜の
おひたしに添えて。マヨネーズ、チー
ズなどとの相性も抜群です。

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4589777180031
180日
W90×D50×H145
通年

◎１個 150ml
390円（税込価格）

厳選素材を使用した爽
やかな風味のこうじ。手
作り発酵食品を少量
パックで手軽に使え、無
理なく“菌活”できます。

職人が手作りで仕上げる山田錦100％のこめ糀

こめ糀

ひょうご産使用素材：
兵庫県産山田錦

株式会社 たかた
神戸市西区高塚台６-19-15
TEL.078-997-8855
FAX.078-997-8850

株式会社 たかた　
TEL.078-997-8855

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

ここで買えます。

おすすめの使い方
本品1袋で、甘酒約1.2L、または
塩こうじ600gを手作りしていただ
けます。

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4904686010314
90日
W140×D35×H220
通年

◎１袋 125g
378円（税込価格）

減農薬農法の「コウノトリ育むお米」を
原料として作られた、酵素の力が強く
糖化力に優れた生こうじ。創業179年の
蔵元の伝統と手仕事の技が活かされ
ています。 ◎１袋 300g

432円（税込価格）

但馬産「コウノトリ育むお米」100%使用の生こうじ

コウノトリ育むお米の生こうじ

ひょうご産使用素材：
但馬産コウノトリ育むお米

有限会社 花房商店
豊岡市竹野町竹野375
TEL.0796-47-0003
FAX.0796-47-0004

有限会社 花房商店
TEL.0796-47-0003

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

ここで買えます。

おすすめの使い方
手作り味噌・甘酒・塩こうじ作りに
最適。今話題の「こうじ水」も作れま
す。　　　　　　　　　　

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4989782306202
180日
W135×D20×H205 
通年

調
味
料

大徳醤油 株式会社
養父市十二所930-3
TEL.079-663-4008
FAX.079-663-4009

養父市特産の朝倉山
椒をたっぷり醤油に付
け込んだうまみたっぷり
の山椒醤油。醤油がし
みこんだ山椒のつぶも
美味です。

朝倉山椒を新たな味わいと表現で

3種の山椒醤油（山椒醤油、山椒砂糖醤油、山椒ほたるいか魚醤）

◎1セット 200ml×３

ひょうご産使用素材：
兵庫県産大豆、養父市産朝倉山椒
豊岡市産小麦、日本海産ほたるいか

ここで買えます。 JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

───
1年
W171×D57×H196
通年

大徳醤油 株式会社
TEL. 079-663-4008

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

おすすめの使い方
お肉料理のつけ・かけ、鶏肉の煮
物、蒸し料理、炊き込みご飯、ドレッ
シングなど幅広く使えます。

3,888円（税込価格）

出汁の味や風味、ほん
のりとした甘味が感じら
れる生姜醤油。“姫路お
でん”はもちろん、生姜
焼きなどの焼き物、炒め
物にも使えて便利。

◎１本 130ml
648円（税込価格）

生姜の風味と旨味が詰まった万能調味料！

生姜醤油

ひょうご産使用素材：
養父市産醤油
豊岡市産生姜

有限会社 モンテ・ジョイ・フーズ
加古川営業所
加古川市平岡町一色西
2-204-104
TEL.079-451-8781
FAX.079-451-8781

播磨本舗 姫想
（姫路駅pioleおみやげ館1F）
TEL.079-224-2578

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

商品誕生の由来
「“姫路おでん”に合う生姜醤油を
造ってほしい」というご要望から商
品が生まれました。

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4589818670033
1年
W45×D45×H205 
通年

ここで買えます。

ここで買えます。

調
味
料
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有美ちゃんの養蜂場
TEL.090-9214-2579
FAX.079-492-7501

ふわっと花の香りが漂
う、加熱・加糖をしてい
ない純粋なはちみつ。春
になると多彩な花々が
咲く稲美町で、巣箱ごと
に採取されているため、
様々な花の風味を楽し
めます。

花の風味や甘い香りを楽しめる

純粋はちみつ

◎１個 270g

ひょうご産使用素材：
稲美町産はちみつ

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）

販売時期

───
1年
W55×D55×H105 

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

おすすめの食べ方
風味・香り・成分を残すため加熱・
加糖をしておりません。まずはひと匙
そのまま味わってください。

1,380円（税込価格）

5月に販売開始をして、
採れた蜂蜜が
売切れ次第販売終了です。

川石本家酒類 合資会社
姫路市手柄148
TEL.079-223-0896
FAX.079-288-6570

醸造所が自社栽培した
山田錦・ハリマモチに、
日本酒発祥の地とされ
る庭田神社の庭こうじを
組み合わせた、これまで
に無かったみりん。極醸
の名にふさわしい芳醇
な香りです。

手抦山延寿と庭田神社がコラボレートした極上のみりん

手抦山 極醸本みりん

◎１本 500ml

ひょうご産使用素材：
姫路市産もち米
姫路市産こうじ米
宍粟市庭田神社の庭こうじ

ここで買えます。 JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4943478200304
180日
W80×D80×H236
通年

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

おすすめの使い方
料理に使うだけでなく、氷や果汁、
炭酸水を合わせ、食前酒やカクテ
ルとして飲んでいただけます。

946円（税込価格）

たつの市で収穫されたとうもろこしを使
い、素材は可能な限り自然のまま、大地
のおいしさを丸ごと詰め込んだドレッシン
グ。サラダや温野菜などにピッタリです。

◎１本 200ml 
500円（税込価格）

野菜嫌いの子どももパクパク、魔法のドレッシング

太陽が育てたとうもろこしのドレッシング

ひょうご産使用素材：
たつの市産とうもろこし

株式会社 たつのアグリ
たつの市揖保川町金剛山590
TEL.0791-72-5155
FAX.0791-72-3950

株式会社 たつのアグリ
TEL.0791-62-1011

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

          

ここで買えます。

商品誕生の由来
太陽の光を浴びて、甘く元気に育っ
たとうもろこしのおいしさを商品名で
そのまま表現しました。

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4573351995012
270日
W51×D51×H190
通年

精肉店を経営する肉のエキスパート
が、たつの市産の淡口醤油をはじめ、
こだわりの主原料と秘伝の隠し味をブ
レンドした焼肉のたれ。どんな肉料理
にも合う万能だれです。 ◎１本 500ml

830円（税込価格）

焼肉はもちろん、ステーキ、もつ鍋、野菜炒めにも！

焼肉のたれ 兵庫自慢主原料にこだわった旨味

ひょうご産使用素材：
たつの市産本醸造醤油
芦屋市産味噌
稲美町産みりん

ぶっちゃー 株式会社
たつの市新宮町中野庄233-1
TEL.0791-75-2207
FAX.0791-75-3251

ぶっちゃー 株式会社
TEL.0791-75-2207

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

ここで買えます。

おすすめの使い方
濃厚でまろやかなたれです。鍋料理
にも薄めずご利用ください。

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4589642730200
1年
W60×D60×H220 
通年

淡路島だけで栽培される、幻の淡路島
なるとオレンジを使用したコンフィチュー
ル。ダルメイン世界マーマレードアワード
日本大会で金賞を受賞した商品でもあ
り、香り、酸味、甘みが絶妙です。

◎１個 135g 

1,296円（税込価格）

世界大会最優秀を受賞した幻のマーマレード

初夏香るさわやか鳴門オレンジのコンフィチュール

ひょうご産使用素材：
洲本市由良町産淡路島なるとオレンジ

星の果実園
洲本市塩屋２-1-４５ 
TEL.0799-70-7300

星の果実園
TEL.0799-70-7300
（ジャムの森テラス
TEL.0799-32-1188）

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

ここで買えます。

商品誕生の由来
淡路島内のみで生産してきた果実
のおいしさを伝えたいと思い、開発
しました。

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

───
180日
W80×D80×H80
5月～7月頃

株式会社 多田フィロソフィ
南あわじ市榎列小榎列271-1
TEL.0799-42-2231
FAX.0799-42-1357

淡路島の海水と海藻を
使用し、塩職人の手で
長時間じっくり炊き上げ
た藻塩。ほのかな海藻
の香りが料理のおいしさ
を引き立て、付け塩から
下味まで大活躍します。

塩職人がじっくり炊き上げたおいしい藻塩

淡路島の藻塩（茶）PREMIUM卓上用45ｇ

◎１本 45g

ひょうご産使用素材：
淡路島産海水

ここで買えます。 JANコード
サイズ（mm）
販売時期

4540334002135
W40×D40×H88 
通年

株式会社 多田フィロソフィ
TEL.0799-42-2231

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

おすすめの使い方
天ぷら、おむすび、焼魚、焼肉、イタ
リアン、フレンチ、中華など幅広くご
利用いただけます。

464円（税込価格）

寒暖差の激しい養父市
の土地で栽培された甘
味の強いさつまいもを、
丸ごと贅沢に使ったバ
ター。濃厚でありながら
後味に嫌みがない、自
然なおいしさがたまりま
せん。

株式会社 樽正本店
神戸市灘区琵琶町3-2-1
TEL.078-802-8089
FAX.078-802-9481

但馬の自然が育んだバター

但馬さつまいもバター

◎１個 120g

ひょうご産使用素材：
養父市産さつまいも

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4582421333418
120日
W55×D55×H80
通年

株式会社 樽正本店
TEL.0120-120-833

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

おすすめの食べ方
トーストにたっぷりのせてスイーツ感
覚で。アレンジ自在です。

648円（税込価格）

ＫＯＢＥ ＷＡＫＵ ＳＡＵCＥ 株式会社
神戸市中央区加納町3-2-8
第2扇港ビル1F
TEL.078-393-5438
FAX.078-393-5438

熟練シェフと神戸唯一
の老舗醤油蔵がコラボ
した甘口醤油ベースの
ソース。隠し味や仕上げ
にかけるだけでプロの
味。 焼いた鶏肉にひと
振りすれば簡単照り焼き
チキンに。

熟練シェフが生涯をかけ作り込んだ秘伝の和風ソース

ＫＯＢＥ ＷＡＫＵ ＳＡＵCＥ

◎１個 150ml

680円（税込価格）

ひょうご産使用素材：
神戸市産醤油

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4589923221113
1年
Ｗ50×Ｄ50×Ｈ165
通年

ビストロ チキン・チキン
TEL.078-331-1633

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

商品誕生の由来
阪神淡路大震災後に「ビストロ
WAKU」店舗と共に復活させ、継
ぎ足し続けた秘伝のソースです。

有美ちゃんの養蜂場
TEL.090-9214-2579

川石本家酒類 合資会社
TEL.079-223-0896

ここで買えます。 ここで買えます。

ここで買えます。

調
味
料

調
味
料
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酒造好適米の代表格である山田錦が誕生した地、兵庫県には、いくつもの酒どころが

あります。灘の男酒で知られる灘五郷。清酒発祥の地、伊丹。島の酒蔵で、古くからの酒

造りが受け継がれてきた淡路。丹波杜氏、但馬杜氏という酒の二大技能集団を輩出し

た、丹波・但馬。酒米の一大産地である播磨。地域ごとに風土が異なり、さまざまな味や

飲み口の銘酒を楽しめます。また酒米王国として、県内で、兵庫夢錦、五百万石、兵庫

北錦、Hyogo Sake 85など多くの品種を育んでいることも多彩な日本酒を味わえる一

因となっています。

日本酒

“良い水” 宮水
灘の「宮水」など、兵庫県各地の上質な水が美
味しい酒造りにかかせません。

“良い米”山田錦
兵庫県発祥の「山田錦」
は、日本全国の酒蔵から求
められ続ける酒米。最適の
気候と地形、水分と養分が
たっぷりの土壌、そしてこの
種子を守り続ける人々の情
熱で育まれています。

“良い技術” 杜氏
兵庫の酒の蔵人は、丹波・但馬出身の杜氏が
多く、日本三大杜氏のひとつ「丹波杜氏」として
有名です。その酒造方法が兵庫の酒造りに生
かされました。

旨い酒を造る3つの良いコト

老舗「神戸紅茶」の紅茶鑑定士が、ブ
レンドした最高品質茶葉のロイヤルブレ
ンドティー。オスカルたちとティータイムを
楽しめます。池田理代子プロダクション
監修。 ◎１個 15ｇ（3g×5枚）

1,058円（税込価格）

ベルばら×神戸紅茶！オスカルと優雅なティータイム

ベルサイユのばら紅茶
～５人と語らうカフェ ド ベルサイユ～

ひょうご産使用素材：
なし

株式会社 ジュエリーカミネ
神戸市中央区元町通3-5-8
TEL.078-332-5575
FAX.078-332-5513

ひょうごふるさと館
TEL.078-252-0686

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

ここで買えます。

ここに注目を
登場人物たちがあなたをお茶に誘
うなら？「ベルサイユのばら」の世界
観をイメージした紅茶です。　　

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4589635471332
2年
W100×D110×H38 
通年

©池田理代子プロダクション

フルーツジュースのような甘さ

トマトジュース

ひょうご産使用素材：
加西市産トマト

菓遊館
TEL.0790-43-0725

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

ここで買えます。

ここに注目を
従来のトマトジュースが苦手な方で
も、おいしく飲んでいただける甘いト
マトジュースです。

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4589458930207
90日
W53×D53×H205 
通年

株式会社 森田泰商店
加西市北条町北条367-1
TEL.0790-43-2340
FAX.0790-43-2390

高糖度のミニトマトだけ
をスロージューサーで
絞った添加物・甘味料
不使用のトマトジュー
ス。今までにない、甘味
が際立つまろやかな味
わいに驚かされます。

◎１本 200ml
410円（税込価格）

商品のお問い合わせ

株式会社 寺尾製粉所
姫路市福本町15
TEL.079-285-1575
FAX.079-281-5065 

もち麦のまろやかな味
わいが引き立つように、
低温でじっくりと焙煎さ
れた麦茶。お湯出し・水
出し兼用のティーバック
で、マイボトルにそのま
ま入れて便利に飲めるノ
ンカフェインのお茶です。

福崎町産もち麦を贅沢に100％使用

おてがる もち麦茶20P（マイボトル用）

◎１個 80g（4g×20P） 

486円（税込価格）

ひょうご産使用素材：
福崎町産もち麦

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4963074002355
1年
Ｗ140×Ｄ70×Ｈ220
通年

ひょうごふるさと館
TEL.078-252-０６８６

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

商品誕生の由来
兵庫県産の原料にこだわり、自社
商品「もち麦パンケーキ」に合うお
茶を開発しました。

ノーワックス、防腐剤不使用で育てられ
た淡路島・平岡農園のレモンの果汁と、
鳴門海峡の海水から作られた多田フィ
ロソフィの藻塩を使ったレモンスカッ
シュ。さわやかな飲み口。 ◎１本 340ml 

324円（税込価格）

レモンと藻塩の爽快スカッシュ

淡路島藻塩レモンスカッシュ

ひょうご産使用素材：
洲本市産レモン果汁
南あわじ市産藻塩

ユーアールエー 株式会社
淡路市大磯6 
TEL.0799-74-3257
FAX.0799-74-4974

淡路ハイウェイオアシス
TEL.0799-72-0220

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

          

ここで買えます。

ここに注目を
レモン果汁と藻塩がマッチするサイ
ダーは、汗をかいた後のビタミン・塩
分補給にもってこいです。 

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4524708021830
1年6ヵ月
W65×D65×H210
通年

ここで買えます。

江井ヶ嶋酒造 株式会社
明石市大久保町西島919
TEL.078-946-1006
FAX.078-947-0002

搾り始めと最後を除いた
中間部分のみを瓶詰め
し、瓶燗火入れ後に冷蔵
貯蔵した華やかな香りと
旨味のバランスに優れた
純米吟醸酒。三木市産
山田錦を100%使用の品
です。

フルーティーで香味に優れた吟醸酒

神鷹 純米吟醸山田錦中取り 720ｍｌ

◎１本 720ml

ひょうご産使用素材：
三木市産山田錦

ここで買えます。 JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4969265702547
1年
W79×D79×H292
通年

江井ヶ嶋酒造株式会社
TEL.078-946-1001

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

おすすめの飲み方
白身魚の刺身や魚介類・鶏肉の
あっさりとした料理とともに、良く冷
やしてお召し上がりください。

1,870円（税込価格）

株式会社 Amnak
養父市能座100
TEL.079-666-0227
FAX.079-661-9030

農業特区の認定を受け
た養父市能座産の山田
錦を創業300年の「此の
友酒造」で醸造した良
い米へのこだわりが感じ
られる酒。
フルーティーでふくよか
な味わいです。

養父市産の山田錦を手作りで吟醸酒に

純米吟醸 但馬ほまれ

◎１本 720ml

2,145円（税込価格）

ひょうご産使用素材：
養父市産山田錦
養父市産米こうじ

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4945264002239
1年
Ｗ72×Ｄ72×Ｈ300
通年

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

おすすめの飲み方
フルーティーでやや甘口な味わい
が、食前酒やあっさりとした味わいの
お料理によく合うお酒です。

ここで買えます。

ほまれ酒
TEL.0794-82-7377

飲
料

飲
料
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株式会社 金谷製靴
神戸市長田区神楽町2-3-27
マックスビル4F
TEL.078-611-9546
FAX.078-611-9538 

靴メーカーとタンナー
が、共同開発した流行
のデニム柄でソフトな天
然皮革のスニーカー。人
の足の起伏を考えて作
られた、今までにない履
き心地の靴です。

デニム柄の天然皮革スニーカー

紳士靴

◎１足 片足330g

13,970円（税込価格）

ひょうご産使用素材：
姫路市産牛革
たつの市産牛革

JANコード
サイズ（mm）
販売時期

───
商品により異なる
通年

産経ネットショップ
TEL.0120-501-675

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

ここに注目を
履きやすい天然皮革の靴を開発
したいと長年研究してきた商品で
す。

国内でも珍しい食用カレンデュラ（キン
センカ）を浸け込んだオイルを主成分
に、ハチミツ、シアバターなどの保湿成
分がプラスされた石鹸。しっとり滑らか
な洗い上がりがクセになりそう。 ◎１個 80g 

1,485円（税込価格）

植物の恵みたっぷりのソープ

SUISOAP（オレンジカレンデュラ石鹸）

ひょうご産使用素材：
淡路島産無農薬カレンデュラ

セトラグリーン
神戸市中央区多聞通5-3-11
サウスハイム101
TEL.078-778-4114
FAX.078-778-4114

セトラグリーン
TEL.078-778-4114

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

こだわりポイント
ピュアな原材料だけで作った、どこ
までも純粋なスキンケアのための石
鹸をお届けしています。

JANコード
サイズ（mm）
販売時期

───
W60×D24×H60
通年

フットドリーム  
神戸市兵庫区和田山通1-2-25
ものづくり工場Ｃ棟404号
TEL.078-651-8621
FAX.078-651-8622 

わらじを現代に合わせ
て進化させたサンダル。
健康的な足を育てます。
三世代で履けるサイズ
展開で、スポーツシュー
ズのソールを取り入れた
デザインがおしゃれで
す。

子どもも嬉しい草履サンダル

高嶺のサンダル ～足を育てる草履サンダル～

◎１足 （ベビー、キッズ、Ｓ、Ｍ、Ｌ）

8,800～13,200円
                   （税込価格）

ひょうご産使用素材：
神戸市産ＥＶＡスポンジ

JANコード
サイズ（mm）
販売時期

───
商品により異なる
通年

フットドリーム
TEL.078-651-8621

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

おすすめの使い方
普段履きやカジュアルな洋服、着
物にも合わせやすいデザインです。
室内履きとしてご利用の方も。

和スイーツの香りのしっとりなじみやす
いやわらかな保湿バーム。肌だけでなく
全身に使えて、髪や唇など乾燥が気に
なる部分もうるおしてくれます。

◎１個 各25g 
1,980円（税込価格）

心も身体もしっとりうるおう保湿バーム

神戸美人ぬか 米ぬか和スイーツバーム
（桜タルトの香り・抹茶ティラミスの香り・柚子パフェの香り）

ひょうご産使用素材：
豊岡市産コウノトリ米ぬか

株式会社 美人ぬか本舗       
神戸市兵庫区御所通1-3-18
（株式会社 リアル内） 
TEL.078-682-0967
FAX.078-682-1384

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

          

商品誕生の由来
神戸の“スイーツ”と米ぬかの“和”
のイメージを合わせた、和スイーツを
コンセプトにしました。

JANコード
サイズ（mm）
販売時期

商品により異なる
W95×D60×H90
通年

JC商事 株式会社
神戸市長田区本庄町6-3-7-1
TEL.078-201-3737
FAX.078-220-7112

極力つなぎ目のない1枚
革を使い、一流職人が
編み上げることで革本
来の良さを引き出した
靴。革靴と思えないほど
の柔らかさと、履いてい
ることを忘れるほどの軽
量感が特徴です。

歩きたくなる、散歩したくなる、旅したくなる靴

あるいとう超軽量牛革レースアップモカシン

◎１足 片足約170g

ひょうご産使用素材：
神戸市産ゴムシューレース

JANコード
サイズ（mm）
販売時期

───
商品により異なる
通年

JC商事 株式会社
TEL.078-201-3737

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

商品誕生の由来
「ランニングシューズの製法で婦人
靴を作れば歩きやすいのでは？」と
いう発想から開発しました。

17,380円（税込価格）

独自の製法により、歩きを
楽にしてくれる靴。つまず
きにくく正しい歩行を促
すローリングソール、足
裏にフィットするインソー
ル、高反発フォーム、クッ
ション性の高いスポーツ
用発泡ラバーが衝撃を
吸収します。

◎１足 片足240ｇ
12,980円（税込価格）

歩きやすく疲れにくい靴で歩きを楽しく

婦人カジュアルシューズ（プラット製法）

ひょうご産使用素材：
たつの市産牛革
神戸市長田区産ライニング

有限会社 ヒルトン製靴
神戸市長田区長楽町6-2-28
ブロックビル4F
TEL.078-731-0070
FAX.078-731-0212

h
TEL.078-731-2005

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

商品誕生の由来
50才頃から足の骨格が変形し、外
反母趾などでお悩みの女性が多い
と知り、開発にいたりました。

JANコード
サイズ（mm）
販売時期

───
商品により異なる
通年

Works Traveler  

立体四目並べが遊べる卓上ゲーム。す
べて金属製で、町工場の技術と近代的
なデザインが融合しています。独特の見
た目と質感を持つオブジェとしても楽し
めそう。 ◎１セット 約1ｋｇ 

24,200円（税込価格）

食べられません！手と目と耳で楽しむ“ゲームなだんご”

くしだんご

ひょうご産使用素材：
なし

todoro  
尼崎市平左衛門町18-37
TEL.090-4285-2466

todoro
TEL.090-4285-2466

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

          

おすすめの使い方
オシャレな空間にピッタリのアイテ
ムです。ジャズをかけつつ一局いか
がでしょうか？

JANコード
サイズ（mm）
販売時期

───
W93×D93×H70
通年

ここで買えます。 ここで買えます。 ここで買えます。

ここで買えます。ここで買えます。

美人ぬかストア　
TEL.0120-81-3951

ここで買えます。

ここで買えます。

民
工
芸
品

民
工
芸
品

2423

株式会社 ケープラン 
加古川市野口町北野553
TEL.079-426-1376
FAX.079-422-8304 

生活臭（汗臭・足の臭
い・生ごみ臭・頭やまくら
の脂臭）を消臭してくれ
る竜山石粉末入りの消
臭袋。家中どこでも手軽
に使えます。

四悪臭を吸収する、竜山石粉末入り消臭袋

竜山石 消臭袋

◎2袋セット

990円（税込価格）

ひょうご産使用素材：
高砂市産竜山石

JANコード
サイズ（mm）
販売時期

───
Ｗ100×Ｄ20×Ｈ130 
通年

株式会社 ケープラン
TEL.079-426-1376

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

おすすめの使い方
靴箱・クローゼット・車の中・引き出
し・冷蔵庫など臭いの気になる場
所に置いてください。

2020年 五つ星ひょうご選定商品 2020年 五つ星ひょうご選定商品

ここで買えます。



靴下製造業者と信州大学が共同研究
し、元五輪代表選手が監修したヘルス
ケアに役立つ靴下。特許技術のハニカ
ムテーピング編成が足をサポートしてく
れます。 ◎1足 約30g 

1,430円（税込価格）

履いた瞬間から弾む足元

IDATEN®テーピングソックス Mサイズ24/26㎝

ひょうご産使用素材：
なし

平成30年度兵庫県発明等表彰受賞

株式会社 ユニバル
加古川市志方町西牧219
TEL.079-452-2861
FAX.079-452-0053

株式会社 ユニバル
TEL.0120-850-894

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

          

こだわりポイント
蜂の巣形状という自然の造形を模
倣した技術が、人間の体にマッチ。
ヘルスケアに結びつきました。

JANコード
サイズ（mm）
販売時期

───
足底200×総丈85
通年

全国有数の皮革産地であるたつの市
の良質で丈夫な革を贅沢に使用した
バッグ。軽く滑らかで個性的な天然シル
クに高級感がプラスされ、和装、洋装を
問わず装いが華やかに。 ◎１個 360ｇ

26,400円（税込価格）

革とシルクの新しい組み合わせ

マガザン・ドゥ・キュイール オリジナル 天然シルク×牛本革コラボバッグ　「アイシル」

ひょうご産使用素材：
たつの市産牛革

雅彦化成 株式会社 マガザン・ドゥ・キュイール
たつの市神岡町沢田１３０８
TEL.0791-72-8186
FAX.0791-63-0307

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

商品誕生の由来
オリジナリティあふれる可愛い花柄
製品で、誰もが笑顔で優しくなれた
らという願いを込めました。

JANコード
サイズ（mm）
販売時期

商品により異なる
W320×D55×H200
通年

高級感漂うスペイン産ジャガード生地
のクッション。正しい姿勢をサポートして
くれます。骨盤が立ち、背筋が伸びるだ
けでなく、背中への圧力も分散してくれ
ます。 ◎１個 約600g 

6,600円（税込価格）

長時間座っていると腰がつらい方におすすめ

腰用クッション『CuCuクィーン･ファーニ』

ひょうご産使用素材：
たつの市産微細発泡ビーズ

龍野コルク工業 株式会社
たつの市龍野町島田３２１
TEL.0791-63-1301
FAX.0791-63-3106

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

          

ここに注目を
表側に加重をかけるだけで、裏生地
が自然に伸びて体と椅子の隙間を
埋め、姿勢を安定させます。

JANコード
サイズ（mm）
販売時期

商品により異なる-
Ｗ450×Ｄ130×Ｈ500
通年

お風呂でマッサージをしながら足をキレイ
に洗えるブラシ。特許を持つ先端スクラブ
コートのブラシが足元から血行を良くし、カ
サカサを改善してくれます。

◎１個 410g
9,130円（税込価格）

お風呂で使う足の健康促進マッサージャー

フットグルーマーグラン

ひょうご産使用素材：
なし

株式会社 サンパック 
丹波市市島町矢代字唐根361
TEL.0120-528-389
FAX.06-6369-5688

株式会社 サンパック　
TEL.0120-528-389

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

ここで買えます。

おすすめの使い方
生まれたてのような美しい足になる
ために、お風呂で1分間、毎日継続
的な使用をおすすめします。

JANコード
サイズ（mm）
販売時期

商品により異なる
Ｗ309×Ｄ274×Ｈ54
通年

株式会社 斎藤商店 
西脇市郷瀬町554
TEL.0795-22-7111
FAX.0795-23-2311  

靴下のまま使えて普段
の生活で楽に履ける、
播州織の色鮮やかなス
リッパ。表面がでこぼこ
しているため適度な踏
み応えがあり、足裏が心
地よく刺激されます。

カラーも柄も豊富で楽しい、手作り1点もの！

播州織布スリッパ

◎1組 380g

3,850円（税込価格）

ひょうご産使用素材：
西脇市産播州織

ここで買えます。 JANコード
サイズ（mm）
販売時期

───
商品により異なる
通年

株式会社 斎藤商店
TEL.0795-22-7111

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

商品誕生の由来
主婦が趣味で作っていた布草履
を発展させ商品化。靴下を履いた
まま簡単に履けるようにしました。

豊岡のバッグ職人と姫路の染色職人が
作り上げたバッグ。特殊染色で幻想的
な色彩と革本来の生命力を表現した
アーティスティックな商品です。

◎１個 約620g 
40,700円（税込価格）

豊岡の縫製技術と姫路レザーの染色技術が究極コラボ

パティーヌ タテ型トートバック

ひょうご産使用素材：
姫路市産革

Ｄ.Ｌ.Ｐ.  
豊岡市中陰３７６-１２
TEL.0796-34-8330
FAX.0796-34-8330

革のかばんのお店
サーカスサーカス
TEL.0796-20-3642

商品のお問い合わせ

店頭 ネット 贈答 詰合せ 常温 冷蔵 冷凍 実演

ここで買えます。

商品誕生の由来
オンリーワンアイテムを作りたいとい
う思いと、職人仲間の技術を世に
出したいとの思いで開発しました。

JANコード
サイズ（mm）
販売時期

───
W340×D80×H330
通年

龍野コルク工業 株式会社　
TEL.0791-63-1301

ここで買えます。

ここで買えます。

楽天市場
マガザン・ドゥ・キュイール
TEL.0791-72-8186
　

ここで買えます。

2625
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ひろげましょう 心と心のおつきあい

課題を解決、成長をサポート!

経営課題の整理から解決まで支援!!が

兵庫信用金庫は、業務向上に取り組む地域中小企業経営者のみなさまが、日頃抱えている様々な経営課題の解決に向けて親身になって支援いたします。
一歩踏み込んだ分析を行い、業績向上のための改善策のご提案やアドバイスを行うなど、

金融面だけでなく生きた支援を心がけています。
課題を明確にし解決することで、改めてお客さまの価値を認識し、新たな価値を生み出すきっかけにもなります。

経営の良きパートナーとして、
お客さまの経営課題を解決するのも「ひょうしん」の仕事です。

創業支援
事業計画書の策定支援
各種助成制度の活用アドバイス
創業に係る資金のご相談
創業後のフォローアップ など

1
2
3
4

成長支援
公的補助制度の活用提案※1

ビジネスマッチング支援※2

事業計画の策定支援
事業の多角化に向けたM&A支援
経営課題解決に向けた各種専門家のご紹介
専門機関を通じた人材マッチング支援 など

1
2
3
4
5
6

事業承継支援
事業承継計画の策定支援
新税制に対応した専門家の紹介
相続や財産管理に精通した
専門家の紹介
後継者育成のアドバイス など

1
2
3

4

人材育成・労務管理支援
各種助成金の情報提供、手続き支援
健康保険、厚生年金保険、雇用保険、
労災保険に関する支援
人材育成、女性活躍推進に関する支援
賃金や退職金、企業年金の制度の構築支援
メンタルヘルス対策に関する支援

1
2

3
4
5

Foundation support Growth support

Business succession support Human resource development
Labor management support

※1 経営革新計画、各種公的補助金など
※2 売りたい買いたい情報がほしい・各種展示会・商談会やビジネスパートナーの紹介

チャレンジをサポート! 持続的な発展をサポート!

円滑な事業承継をサポート! 経営基盤強化をサポート!

■本　　店：加古川市加古川町溝之口772 TEL（079）422-7721
■生野本部：朝来市生野町口銀谷511 TEL（079）679-2253

本部フリーダイヤル　　 0120-200-707

住み慣れたこの街、暮らし、自然･･･それらすべての未来をよりよく豊かにしていくこと。
私達が手を取り合うことで、この街の未来が変わります。

10 年後、20 年後、30 年後･･･明るい未来が広がりますように･･･。
地域との共生を目指していつも身近に、暮らしのそばに

それが「たんよう」の願いです。

大好きです。　　私達のまち。
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事務局：兵庫県 空港政策課

兵庫県よろず支援拠点は、
国が設置した中小企業・小規模事業者のための無料経営相談所です。

県内各地でサテライト相談所や金融機関の支店での相談会も実施しております。
個別相談のほか、様々なテーマで「経営に役立つセミナー」を開催しております。

支援制度やセミナー情報満載！
Facebook・LINE＠をチェック♪

受付時間
（公財）ひょうご産業活性化センター

：平日9時～17時
Tel．078-977-9085

よろずSNS公式アカウントのご案内 お気軽にご相談ください！
よろず兵庫

担当分野：
経営計画・資金計画

福田 一彦
ふくだ かずひこ

担当分野：
広報・SNS

津賀 弘光
つが ひろみつ

担当分野：
販路開拓

田中 秀和
たなか ひでかず

担当分野：
経営改善・人材育成

多田 やす子
ただ やすこ

担当分野：
IT 活用

岩井 宗徳
いわい むねのり

担当分野：
事業承継・経営革新

藤田 勉
ふじた つとむ

担当分野：
現場改善・生産性向上

斉藤 堅一
さいとう けんいち

担当分野：
ブランディング・デザイン
開発

細谷 佳史
ほそたに よしふみ

担当分野：
創業・新分野進出

川本 久美子
かわもと くみこ

お気軽にご相談ください。

保険 年金資産
運用

各種
ローン
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