


　淡路島の線香づくりをプロデュースしているのは、14人の『香
司』。新たな香りを生み出し、製造工程における全ての責任を担う
いわば香りのスペシャリストだ。線香づくりは、まず『香司』が考案
したレシピをもとに、タブノキにさまざまな香料を加える。その後、
粘土のような素材の練り玉を線状に押し出し、長さを整え、西風
で乾燥させる。「1番重要になるのが、調合の工程です。決められ
たレシピ通りに調合したとしても、いつも同じ線香を作ることがで
きるとは限りません。その日の気温や湿度の違いはもちろん、原
料の持つ水分量によっても香り方や硬さが変わってきます。風の
当て方などを調整しながら、線香を弾く音や手触りなどで乾燥の
度合いを判断しており、これは長年の経験による匠（たくみ）の技
が必要になってきます」。熟練の職人による手作業だからこそ、他
では真似できない繊細な香りが実現しているのだろう。

　日本で線香がもっとも多く生産されている淡路島。線香づくり
の歴史は昔、江井浦で小間物商を営んでいた田中辰造が、淡路
市江井へ泉州堺の線香製造の技術を持ち帰ったことがはじまり
とされています。降水量が少なく、西風が入る風通しの良い瀬戸
内の気候。それは製造過程で乾燥が必要となる線香づくりにとっ
て好条件となった。また海運業で栄え、製品輸送に便利であった
ことも重なり、淡路島は日本一の香の生産地へと発展した。 　時代に合わせた線香開発に取り組む同組合は、海外向けの商品開発

や海外の展示会出展も行ってきた。「2006年にはフランスのパリの展示
会へ出展し、繊細な香り、煙の立ち方や灰の落ち方まで計算されたかた
ちの美しさが高く評価されました。その後、海外への情報発信を進め、今
ではパリのブランドにおけるスティックインセンスの商品づくりも手がけ
ています」。

　ブランド力のさらなる向上のた
め、現在フランス向けの新たな線
香の開発を進めている。同組合の
次世代の産地継承者たちが試行
錯誤を重ね作られたのが『ル・マ
リアージュ』だ。フランス語で「結
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まちを歩けば漂う線香の香り
170年の歴史の中で培われた
香司が手がける淡路島の伝統産業

流れ着いた1本の香木から始まり
日本一の線香づくりのまちに

数 の々名香を世に送り出す
線香づくりのスペシャリストたち

無限に広がる香りの可能性を追求し
国内だけでなく海外にもその魅力を発信

日本遺産とともに香りを楽しむ
お土産にも人気の五つ星ひょうご選定商品

代表理事   佃  雅史 さん

淡路島の線香
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兵庫県線香協同組合

　これまで5つの商品
で、五つ星ひょうごの
選定を受けてきた兵
庫県線香協同組合。
平成29年度に選定さ
れた『あわじ島の香司 
国生みの島・淡路』
は、1箱330円でお土
産にも人気の商品と
なっている。「淡路島
の線香は日本でトップの生産シェア率ですが、そのことを知らな
い方が多いのも現状です。そこで日本遺産に認定された『国生み
の島・淡路』のストーリーや点在する数々の文化財にちなんだ線
香の開発に取り組みました。日本遺産をたどりながら香りの異な
る14種のお香を楽しむことができます。裏面に刻まれた14人の
香司の名前にも注目していただきたいです。」
　五つ星ひょうごの認定をきっかけに、古き良き線香の伝統は残
しつつ、新たな線香づくりに挑戦し続ける淡路島の伝統産業とし
ても広く知られるようになった。2015年に五つ星ひょうごに選定
された『日本の香りシリーズ』は、白檀（びゃくだん）や桜などの日
本らしい香りや、コーヒーやラベンダーといった海外の方にも馴
染みのある香りまで全14種類を用意。「線香は火をつけている間

だけでなく、消えて
からの残り香も堪
能できます。火をつ
けずに部屋に置い
ておくだけでも香り
を感じられますよ」。

兵庫県線香協同組合
〒656-1511 兵庫県淡路市郡家621番地    
TEL.0799-85-1212

こう     し

枯木神社
ル・マリアージュ

婚」を意味するこの商品は、業界初の取り組みである2本の線香のた
き合わせて香りを楽しむというもの。また2つの穴が空いた線香立て
には、淡路瓦が使われている。「14種類の線香には、それぞれフラン
ス人の名前を付けました。普段から香りをたしなむ文化が根付くフラ
ンスでは、ホームフレグランスとしてお香を楽しむ方がほとんどです。
仏壇やお墓参りのときにお供えする線香も、もっと気軽に楽しんでも
らいたいですね」。国内だけにとどまらず、海外への展開も進める淡路
島の線香は、無限に広がる香りの可能性とともに、世界中の人々にそ
の魅力を発信し続けていくのだろう。

五つ星ひょうご平成29年度選定商品
「あわじ島の香司 国生みの島・淡路」
1箱¥330 （税込み価格）

　「淡路島には、お香の始まりと言われる香木伝来伝承の地『枯木
神社』があります。推古天皇の時代に島に流れ着いた流木を薪の
代わりに使おうとかまどで火をつけると、流木から気品ある香りの
煙が立ち込めたという話が日本書紀の記述に残されています。」と
代表理事の佃さんは淡路島とお香の出会いについて教えてくれ
た。少し歩けば線香の香りがほんのり漂うこのまちには、約170年
の歴史の中で培われた伝統の製法が今なお受け継がれている。

→

→
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株式会社ハマダセイ
〒669-6541兵庫県美方郡香美町
香住区境1124
TEL.0796-36-0668

オンラインショップ

　兵庫県北部但馬地方に位置する香住漁港は、関西で唯
一、ベニズワイガニが水揚げされる漁港。そこで獲れたベニ
ズワイガニは“香住ガニ”と呼ばれブランド化されている。その
香住の地でカニメーカーとして、今年で創業61年を迎える株
式会社ハマダセイ。創業以来、香住で水揚げされる新鮮なカ
ニをはじめとする魚介類の加工、製造、卸販売を行ってきた。
「香住ガニはマツバガニに比べてみずみずしく、身が柔らか
く、深海で暮らすカニなのでミネラル分が多いのも特徴です。
また、漁法も『カニかご漁』という餌を入れたカゴを海底に沈
めて獲る方法で水揚げされます。水分量が多い香住ガニは、
身がむきやすく加工には向いているカニです」と香住ガニの
魅力を教えてくれた。

日本海の恵
� � � � � � �

株式会社ハマダセイ

みずみずしく、ギュッと身が詰まった
日本海の深層で育った“香住ガニ”

　現在20種類以上の商品を展開する同社。
カニやほたるいかなどの素材から、ボイル、冷
凍、缶詰と幅広い水産加工品を生み出してい
るが、基礎となる技術は同じだと同社取締役
の島﨑貢さんは話す。「買い付けたカニをゆで
る技術、カットや身抜きの技術、カニ味噌を炊
く技術、冷凍技術、缶詰にする技術など、基礎
となる製造工程は同じですが、先代から試行
錯誤で培われた高い技術力をどう掛け合わせるかという、
“手法の掛け算”のように商品を開発しています。そして、作
り手である私たちが自信を持って美味しい！と思うものを作
ることが大切です」。同社代表取締役の島﨑誠さんをはじ
め、従業員と一緒にアイデアを出し合ったり、ふとした会話
から商品化につながることもあるのだとか。
　近年では、五つ星ひょうごにも選定された『ほたるいか缶
詰』や『蟹みそ 無添加 香住ガニ』などの缶詰が主力商品と
なっている。缶詰の製造に注力するきっかけとなったのは
“災害”だったと話す。「2011年に起こった東日本大震災で、
多くの水産加工会社が災害の被害を受けたことを知りまし
た。そこで弊社でできることを考えた時、災害時でも美味し
いと感じられる缶詰を作ろうと。今は蟹みそやカニ身、ほた
るいか、のどぐろ、赤貝などを使った缶詰を自社工場で製造
しています。缶詰でできることをさらに追求し、生きていくた
めに必要な“食”の部分で貢献していきたいです。」

　香住ガニの身と味噌を甲羅に盛りつけた『かに甲羅盛り』で平成
25年度に初めて五つ星ひょうごに選定。そこから毎年新商品を申請
し、これまで8商品が選定されてきた同社は、多くの反響と変化が
あったという。「五つ星ひょうごの選定をきっかけに商品展開だけで

なく、販売の販路が確実に広
がりました。これまで中央卸売
市場で販売していた“香住のカ
ニ”も、“ハマダセイさんのカニ”
と言ってもらえるようになった
のも大きな変化ですね。但馬
の道の駅などにも商品を置い
ていただき、自社製品がお店に
並ぶことで従業員の自信にも
つながっていると思います。同
社にとって五つ星ひょうごはブ

ランド力の強化だけでなく、従業員のモチベーションの向上にもつな
がっているようだ。
　「いろんな魅力がある兵庫県の産物を、さまざまな形にして発信で
きる五つ星ひょうごと共に、相乗的に高めていけたらと思っていま
す」。これからも同社の技術力と香住の産物を掛け合わせた商品づく
りで、社会へ貢献していきたいと熱く語ってくれた。“ハマダセイ”の名
前が日本全国、そして世界へと認知される日も遠くないだろう。

高い技術と被災への想いから生まれた
ハマダセイの缶詰商品

　「これまで行き場もなく廃棄していた甲羅ですが、きれいに洗浄し、サイズ別に分けたら、器と
して使えるんじゃないかというアイデアから、『かに甲羅盛り』などの商品として活用するように
なりました。また、地元の農家さんから“肥料になるから、廃棄するカニ殻を譲ってほしい”と言わ
れたことをきっかけに、弊社だけでなく町内のカニ加工業者から排出されるカニ殻を香住水産
加工業協同組合で集めて、処理工場で粉砕し、肥料として商品化に成功。廃棄物の有効的な使
い道を発見できたことで、漁業を超えて農業にも役立つものができました」。“使えるものはきち
んと使っていこう”という思いから始まったカニ殻や甲羅の活用は、香住の人々のノウハウと技
術で形となり、結果的にSDGsにつながる取り組みとなっている。

カニ殻や甲羅を有効活用し
漁業だけでなく農業にも貢献

新たな可能性へと導いてくれた
五つ星ひょうごへの想い

香住港で水揚げされる海の恵みと、
代 引々き継がれる目利きと加工技術。

取締役　島﨑 貢 さん

代表取締役　島﨑 誠 さん

　香住ガニを使った商品づくりはカニの買い付けから始ま
る。“目利きが美味しさを創る”をモットーに掲げる同社の『目
利き』へのこだわりとは。「セリが始まる前にカゴの中の水揚
げされたカニを見て、身入りの良いカニ、カニ味噌が美味しそ
うなカニなど、経験を詰んだプロの目で見分けます。これはマ
ニュアルにはできない匠の技です。」

五つ星ひょうご
令和3年度選定商品
「のどぐろ缶詰醤油味」
1個 ¥864 （税込み価格）

→

→

おも
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ごあいさつ

兵庫県知事

　ひょうご五国（摂津、播磨、但馬、丹波、淡路）の多彩な風土、豊かな歴史文化に
よって育まれた逸品を全国に向けて発信する「五つ星ひょうご」。
　10回目となる今回、新たに60品を選定し、さらに充実したラインナップとなりまし
た。どの商品も、兵庫ならではの産品や磨き上げられた技法などが用いられ、風
味や色合い、デザインなどに独自の工夫が凝らされたものばかり。もちろん、作り
手のこだわり、ふるさとへの思いもたっぷり込められています。
　大切な誰かへのギフトや自分へのご褒美、旅行のお土産品として、自信を持っ
てお薦めします。皆さんも、ぜひお手にとって、兵庫の魅力を感じてみてください。

公益社団法人
兵庫県物産協会　会長

　「五つ星ひょうご」は今年度10年目を迎えました。これまでの取り組みを踏まえ、
選りすぐりの商品をこれからも消費者の皆様に届けるため、審査項目の変更や更
新制度の導入を行いました。
　また、10周年を記念して「五つ星ひょうご特設ショップ」を開設し、多くのお客様
に来店いただきました。今年度開催の「内覧会・販売会」には、これまで選定され
た事業者の方も参加いただき、10年を振り返ることとしています。
　今年度は、ひょうご五国の各地から105品の応募があり、その中から60品が新
たに「五つ星ひょうご」に加わりました。地域ブランドとして知名度も向上し、多くの
小売業者の方からも取り扱いたいとの要望が増えてきております。今後ともブラ
ンド価値の向上に向けて発信力を強化し、あらゆる機会を活用して販路の拡大に
努めてまいります。

「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、

“地域らしさ”と“新しさ”とを兼ね備えた商品を、「五つ星ひょうご」として選定し、

全国に発信するものです。

応募されたすべての商品を一つひとつ吟味し、60商品を選定しました。

令和4年

「山陰海岸ジオパーク」や「天空の城・竹田城」など、
雄大な自然美が魅力の但馬。大自然の中で育った但
馬牛や松葉ガニなどの高級食材の産地としても名をは
せています。

但馬

播磨

摂
津
・
播
磨
・
但
馬
・
丹
波
・
淡
路
、

五
国
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個
性
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但馬

播磨

丹波

摂津
（神戸・阪神）

淡路

日本遺産の「丹波篠山デカンショ
節」や「丹波立杭焼」のふるさとと
して知られる丹波。実り豊かな風
土で、黒豆、栗、ぼたん鍋などの
ご馳走が多くあり、食や文化を存
分に味わえます。

丹
波

摂津
（神戸・阪神）

海・山・街が融合した神戸と近代産業の歴
史が残る阪神エリア。異国情緒漂うスイーツ
や神戸ビーフ、伝承される灘五郷のお酒など
豊かな食文化の発信地でもあります。

淡
路

平安時代にかけて朝廷に食材を献
上する「御食国（みけつくに）」として
栄えた淡路島。淡路島玉ねぎや、
淡路島3年とらふぐ、ハモなどブラン
ド食材の宝庫となっています。

世界文化遺産である「姫路城」や「播磨風土記」など
の歴史が残る播磨。伝統工芸の播州織や、兵庫発
祥の酒米・山田錦、瀬戸内海が育んだカキや赤穂の
塩など海の幸も豊富です。
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食
品

食
品

商品誕生の由来

みつばグループ
多可町加美区寺内251
TEL.0795-20-1263    
FAX.0795-20-1263  

多可町の播州百日どり、
淡路の玉ねぎ、山田錦こ
うじ、しょうゆを使用。ア
ツアツご飯にのせたり、
おつまみやチャーハンの
具にしたり、ピザやパンに
のせても美味しい万能食
品です。

北播磨の特産品を使った食べるしょうゆ風チキン

播能チキン

◎１個 80g

ここで買えます!

ひょうご産使用素材：
播州百日どり、玉ねぎ、米麹、醤油

北はりま田園空間
博物館
TEL.0795-25-2370

390円（税込み価格）

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4582244038200
製造日より365日
W130×D10×H210
通年

県立小野高校生と共同開発して、
山田錦麹パワーを播州百日どりに
取り入れた、地域密着商品です。

商品のお問い合わせ

常温 冷蔵 実演詰合せネット 贈答店頭 冷凍

こだわりポイント

神戸牛の中でも特に旨
（うま）味の強い部位だけ
を使用している為、かめ
ばかむほど口の中に深い
味わいが広がります。温
かいご飯にのせれば手軽
に贅沢な牛飯を楽しめま
す。

神戸牛の旨味たっぷり　贅沢なご飯のお供

神戸牛しぐれ煮

◎１個 100g

ひょうご産使用素材：神戸牛

2,376円（税込み価格）

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

̶
製造日より365日
W130×D17×H174
通年

旨味の強い部位だけを使用し、ホ
テルオリジナルのレシピで仕上げ
ました。

有馬グランドホテル
神戸市北区有馬町1304-1
TEL.078-904-0181
FAX.078-904-0297

商品のお問い合わせ

常温 冷蔵 実演詰合せネット 贈答店頭 冷凍

ここで買えます!
有馬グランドホテル
売店「心陽」
TEL.078-904-2181

こだわりポイント

株式会社竹園
芦屋市大原町10-1
TEL.0797-31-2341
FAX.0797-23-2656

竹園旅館を定宿として利
用する、プロ野球選手や
高校球児の夜食として愛
されてきたカレー。夜遅く
に食べても、翌朝胃もた
れせず、毎日食べても飽
きのこないシンプルな味
わいです。

プロ野球選手や高校球児たちに愛された味

あしや・竹園旅館伝承 
野球カレー

◎１個 200g

ひょうご産使用素材：牛肉

1,080円（税込み価格）

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4580507100077
製造日より730日
W138×D20×H175
通年

兵庫県産の黒毛和牛のみを使っ
た、上質でありながらも素朴な味わ
いをお楽しみください。

商品のお問い合わせ

常温 冷蔵 実演詰合せネット 贈答店頭 冷凍

ここで買えます!
あしや竹園 芦屋本店
TEL.0797-22-4919

オススメの食べ方

株式会社三田屋
西宮市山口町下山口2-5-12
TEL.078-903-1333
FAX.078-903-1815

職人が素材の選別から塩
漬け、スモーク、仕上げま
で全工程に目を配り、丹
精こめて手燻（いぶ）しし
た特製のロースハム。さく
らのチップで丁寧に燻（い
ぶ）された香り豊かなハ
ムです。

国産ハムと生野菜ドレッシングが奏でるマリアージュ

国産ハムスライス食べ比べセット

◎揮八郎ハムスライス 80g×2
　三田ポークスライス 80g×2
　生野菜ドレッシング 275ml

ひょうご産使用素材：豚ロース肉

4,860円（税込み価格）

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

̶
製造日より60日
W212×D195×H60
通年

オニオンスライスにドレッシングをか
けてハムスライスで包めば、ハム
オードブルの完成です。

商品のお問い合わせ

常温 冷蔵 実演詰合せネット 贈答店頭 冷凍

ここで買えます!
神戸阪急
TEL.078-855-8292

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

7409959309265
製造日より60日
W70×D90×H40
通年

（一般社団法人）福祉心話会
尼崎市崇徳院2-104-10
（しんわ尼崎管理事務所）
TEL.０６-６４２３-７８４４
FAX.０６-６４２３-７８４5

兵庫県産豚と山椒を塩漬け・熟成した
ベーコン。ほどよい肉の甘味と、柑橘系
フルーティーな香りが口の中に広がりま
す。鮮やかな山椒のビジュアルが、食欲を
そそる一品です。

山椒の爽やかな風味が香る、和テイストベーコン

山椒ベーコン

◎１個 150g相当

ひょうご産使用素材：豚バラ肉、山椒

800円（税込み価格）

炊き込みご飯、お茶漬け、パスタ
のトッピングなど、和風、洋風どち
らのお料理にもベストマッチ！

商品のお問い合わせ

常温 冷蔵 実演詰合せネット 贈答店頭 冷凍

オススメの食べ方

ここで買えます!
（一社）福祉心話会
HPネットショップ
TEL.06-6423-7844

オススメの食べ方

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

兵庫県養父市の八鹿豚
は、きめ細やかで柔かな
肉質と、濃厚でありながら
後味のすっきりとした脂が
特長。豚肉の長所を最大
限に活かして作られた、
味わい深い薫製品です。

“おだがきさん家の八鹿豚”で作られた薫製品

八鹿豚のくんせい

◎１個 120g

ひょうご産使用素材：豚モモ肉

650円（税込み価格）

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4541784001327
製造日より60日
W80×D300×H20
通年

ネットを外して、お好みの厚さにス
ライスしてから、そのままお召し上
がりください。

商品のお問い合わせ

常温 冷蔵 実演詰合せネット 贈答店頭 冷凍

ここで買えます!
株式会社 但馬の郷
TEL.0796-52-2111

※イメージ画像です

こだわりポイント

新鮮な鶏を使い、鶏ガラを
じっくり煮込んだ白湯だし
と、鶏肉を瞬間冷凍。店の
味を家庭で手軽に味わえ
るセットです。芦屋神社宮
司の直筆帯がついた縁起
の良い水炊き。

鶏屋一筋55年の技が活きる、上品な味わいの鶏白湯鍋

～芦屋からご縁を結ぶ～
鶏屋の水炊き

◎１個 3,300g

ひょうご産使用素材：
淡路鶏、たつの市特製ポン酢、
淡路鶏鶏ガラ数種類（鶏白湯だし）

4,980円（税込み価格）

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

̶
製造日より30日
W330×D265×H105
通年

保存料無添加！コラーゲンたっぷり
なのがうれしい、鶏屋が作った本気
の鶏白湯鍋です。

芦屋鳥きよ
芦屋市船戸町1-25-113
TEL.0797-32-8252
FAX.0797-32-8252

商品のお問い合わせ

常温 冷蔵 実演詰合せネット 贈答店頭 冷凍

ここで買えます!
芦屋鳥きよ
TEL.0797-32-8252

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4969430126857
製造日より59日
W120×D10×H180
通年

株式会社現金屋
明石市藤江2028-17
TEL.078-922-1300
FAX.078-922-1301

甘口のたれでじっくり時間をかけて火を
入れ、柔らかく味わい深く仕上げました。
流れの早い明石海峡で育った歯ごたえ
抜群の明石だこのみを使用しています。

明石海峡で育った明石産のたこを存分に味わえる

明石産 たこ飯

◎１個 140ｇ

ひょうご産使用素材：たこ

646円（税込み価格）

地産地消をコンセプトに、地元
漁師と試行錯誤しながら作り上
げた商品です。

商品のお問い合わせ

常温 冷蔵 実演詰合せネット 贈答店頭 冷凍

商品誕生の由来

ここで買えます!
株式会社現金屋
TEL.078-922-1300

ぜいたくうま

さん  しょう
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オススメの食べ方

株式会社  睦 商 興
姫路市網干区浜田1223-22
TEL.079-271-0623
FAX.079-271-0622

牡蠣の風味にこだわり、
試作の末に生まれたとい
う独自製法の醤油。牡蠣
エキスで作る牡蠣しょう
ゆとは異なり、網干産牡
蠣を乾燥パウダー化して、
龍野しょうゆで煮出して
います。

播磨灘育ちの一年牡蠣を粉末にして煮出した豊かな風味

牡蠣しょうゆ

◎１個 300ml

ひょうご産使用素材：
しょうゆ、牡蠣粉末

756円（税込み価格）

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4560206346136
製造日より547日
W50×D50×H210
通年

卵かけご飯、ステーキ、冷奴、炊き
込みご飯、煮物など、いろいろなお
料理にご使用いただけます。

商品のお問い合わせ

常温 冷蔵 実演詰合せネット 贈答店頭 冷凍

ここで買えます!
勤成丸直売所（季節限定）、
ひょうごふるさと館
TEL.079-271-0623

こだわりポイント

やぶパートナーズ株式会社
養父市八鹿町八鹿1685-2
TEL.079-661-9001
FAX.050-7102-2019

商品１００g中７３gもの朝
倉山椒が贅沢に使用され
た山椒オイルです。ひと
振りするだけで、山椒の
爽やかな香りと心地よい
しびれが口の中いっぱい
に広がります。

爽やかな香りとしびれが口中に広がる、ひと振りの魔法

朝倉山椒オイル

◎１個 100g

ひょうご産使用素材：朝倉山椒

1,200円（税込み価格）

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4573135520065
製造日より365日
W40×D40×H160
通年

日本のスパイスである朝倉山椒と
イタリア産のオリーブオイルを使
い、こだわって開発しました。

商品のお問い合わせ

常温 冷蔵 実演詰合せネット 贈答店頭 冷凍

ここで買えます!
やぶパートナーズ株式会社
TEL.079-661-9001

オススメの食べ方

株式会社NOUEN
朝来市和田山町市御堂146-6
TEL.050-3681-2937
FAX.086-801-4166

甘辛く味付けた大粒タイ
プの国産大豆ミートを
100％使用。まろやかな塩
味の淡路島産藻塩や、ミ
ネラルたっぷり種子島産
粗糖で風味が増した、ピリ
辛タイプの肉みそです。

ゴロゴロ食感の国産大豆ミートと3種の国産味噌を使用

岩津ねぎの肉みそ

◎１個 130g

ひょうご産使用素材：
岩津ねぎ、赤みそ、藻塩

399円（税込み価格）

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4580599730121
製造日より180日
W145×D100×H30
通年

温かいご飯にのせてどうぞ。おにぎ
りの具材や味付け、うどんやそば
のだしの隠し味にも！

商品のお問い合わせ

常温 冷蔵 実演詰合せネット 贈答店頭 冷凍

ここで買えます!
ひょうごふるさと館、
道の駅まほろば
TEL.050-3681-2937

オススメの食べ方

株式会社鳴門千鳥本舗
南あわじ市中条広田1360
TEL.0799-45-0009
FAX.0799-45-0841

甘味たっぷりの淡路島玉
ねぎをみじん切りして、ニ
ンニク、だいだい果汁、バ
ジルとともにオリーブオイ
ルで漬け込んだ万能野菜
ダレ。パスタやサラダ、肉
にもよく合います。

淡路島産玉ねぎをオリーブオイルで漬け込んだ万能ダレ

淡路島食べる玉ねぎ オリーブオイル漬け

◎１個 175g

ひょうご産使用素材：
淡路島産玉ねぎ使用

918円（税込み価格）

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4981874037544
製造日より180日
W70×D70×H100
通年

マヨネーズと合わせるとタルタル
ソースになり、カルパッチョのソース
としてもおすすめです。

商品のお問い合わせ

常温 冷蔵 実演詰合せネット 贈答店頭 冷凍

ここで買えます!
鳴門千鳥本舗
TEL.0799-45-0009

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4560307311149
製造日より365日
W50×D50×H165
通年

道の駅 但馬のまほろば
（株式会社グリーンウインド）
朝来市山東町大月92-6
TEL.079-676-5121
FAX.079-676-5123

朝来市特産の岩津ねぎをペースト状にし
て臭みを抑え、素材本来の甘み・風味を
生かしたドレッシング。サラダだけでな
く、冷しゃぶやおひたし、和え物とも好相
性です。

岩津ねぎを使用した万能ドレッシング！

岩津ねぎドレッシング

◎１個 200ml

ひょうご産使用素材：岩津ねぎ

565円（税込み価格）

ねぎが苦手な方にも美味しく召
し上がっていただきたいとの思
いから、企画・販売しました。

商品のお問い合わせ

常温 冷蔵 実演詰合せネット 贈答店頭 冷凍

商品誕生の由来

ここで買えます!
道の駅
但馬のまほろば
TEL.079-676-5121

こだわりポイント

株式会社藤原
小野市万勝寺町268-258
TEL.0794-64-5588
FAX.0794-64-5589

酒米好適地の特A地区
「松沢（小野市）」で、担い
手不足などが進んでいる
ことを地域の人々が危惧。
良質な山田錦を全国の酒
蔵に提供し続けるための
プロジェクトで誕生した商
品です。

特A地区山田錦生産地より　「はじめまして」のお酒

特別純米酒
「松沢-MATTA-」 火入れ

◎１本 1800ml

ひょうご産使用素材：米、米麹

4,180円（税込み価格）

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

̶
̶
W105×D105×H395
通年

お料理の邪魔にならず毎日晩酌で
きる純米酒です。味もラベルも全て
村の人たちで考えました。

商品のお問い合わせ

常温 冷蔵 実演詰合せネット 贈答店頭 冷凍

ここで買えます!
（株）たなか酒店
TEL.078-912-2218

こだわりポイント

極めて個性的な水酛（み
ずもと）仕込みで醸され
た、超濃醇で濃い山吹色
した純米酒です。深いコ
クと、綺麗な酸味が特長。
ラベルのモチーフは、明
石特産の明石タコです。

水酛（みずもと）仕込みで醸した、超濃醇で濃い山吹色の酒

神鷹 純米タコラベル 720ml

ひょうご産使用素材：米、米麹

◎１個 720ml

982円（税込み価格）

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4969265726918
製造日より365日
W77×D77×H298
通年

日本最古の醸造方法”水酛仕込
み”で醸した、一般的な純米酒とは
全く違う濃醇なお酒です。

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

商品のお問い合わせ

常温 冷蔵 実演詰合せネット 贈答店頭 冷凍

ここで買えます!
江井ヶ嶋酒造株式会社
オンラインショップ
TEL.078-946-1001

か     き さん  しょう
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オススメの食べ方

兵庫県三木市で栽培され
たレモングラスを１００％
使用したハーブティーで
す。他の飲み物と割って
も美味。レモンのような爽
やかな香りが心地よく、リ
フレッシできます。

三木産レモングラスの爽やかな風味でリフレッシュ

ハーブティー
レモングラス TB

ひょうご産使用素材：レモングラス

◎2g×10個

648円（税込み価格）

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4571408120189
製造日より2年
W109×D45×H123
通年

食後やティータイム、お酒を飲んだ
翌朝に。紅茶や緑茶、焼酎などと
のブレンドも楽しめます。

株式会社みきヴェルデ
三木市別所町
西這田１丁目３９７－１
TEL.0794-60-4025
FAX.0794-60-4026

商品のお問い合わせ

常温 冷蔵 実演詰合せネット 贈答店頭 冷凍

ここで買えます!
ハーブ工房
みきヴェルデ
TEL.0794-60-4025

商品誕生の由来

株式会社仙霊
神河町吉富557-1
TEL.050-3138-4284
FAX.050-3450-5429

享保元年（1716年）、神
河町の風土に目をつけた
生蓮寺の住職がお茶栽培
を奨励したのが始まり。享
保10年に宝鏡寺の宮様
から「仙霊」の真筆を賜っ
たという銘茶です。

丁寧に薫り高く焙煎された、仙霊茶の一番茶

仙霊茶ほうじ茶

◎１個 60g

ひょうご産使用素材：茶葉

1,080円（税込み価格）

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

̶
製造日より730日
W110×D20×H230
通年

山河に囲まれた茶園で、農薬・肥
料を使用せずに茶の木を育てて
います。

商品のお問い合わせ

常温 冷蔵 実演詰合せネット 贈答店頭 冷凍

ここで買えます!
株式会社仙霊
（茶園ショップ）
TEL.050-3138-4284

こだわりポイント

洋菓子店の多い兵庫県で
重宝されている稲美町産
ラズベリー。その美味しさ
を葉まで味わうために開
発されたお茶です。ビタミ
ンや鉄分など女性にうれ
しい成分がいっぱい。

女性の味方！ 国産ラズベリーの優しいハーブティー

ラズベリーリーフティー はぐくみのお茶

ひょうご産使用素材：ラズベリーの葉

◎１個 20g

3,240円（税込み価格）

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

̶
製造日より365日
W90×D40×H145
通年

春に芽吹いた柔らかい若葉だけを
摘み取り、癖のない飲みやすいお
茶に仕上げました。

伊藤農園
稲美町加古7140
TEL.090-1967-6425
FAX.079-426-6425

商品のお問い合わせ

常温 冷蔵 実演詰合せネット 贈答店頭 冷凍

ここで買えます!
伊藤農園
TEL.090-1967-6425

オススメの食べ方

エムズ
明石市和坂12-19
クロスロードハイツヤマザキ304
TEL.070-5657-2304

「じっくり焙煎（ばいせん）
した玄米はカラダにい
い」という声で生まれたノ
ンカフェインの有機玄米
黒茶。香ばしくすっきりし
た味わいで、冬は温かく、
夏は冷やして美味しくお
飲みいただけます。

ノンカフェインだから身体にやさしい

ノンカフェイン
有機玄米黒茶（こくちゃ）

◎１袋 20包

ひょうご産使用素材：
兵庫県但馬産コシヒカリ、
有機栽培米コウノトリ育むお米

864円（税込み価格）

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4902982019130
製造日より365日
W120×D50×H200
通年

濃く出してブラックコーヒーのように
楽しめます。三角ティーパック、お湯
だし、水だし兼用です。

商品のお問い合わせ

常温 冷蔵 実演詰合せネット 贈答店頭 冷凍

ここで買えます!
ネットショップ
TEL.070-5657-2304

商品誕生の由来

兵庫津 樽屋五兵衛
（協和商事株式会社）
神戸市兵庫区本町2-1-23
TEL.078-681-6388
FAX.078-681-9030

明石海峡の「明石だこ」
を使用したたこせんべい
と「淡路玉ねぎ」を用いた
玉ねぎせんべい、２種類
の兵庫特産品のせんべい
を一袋に詰め合わせ。淡
路島土産のロングセラー
です。

明石産のたこと淡路島玉ねぎを一度に楽しめる欲ばりせんべい

たこと玉ねぎせんべい

◎１個 130g

ひょうご産使用素材：玉ねぎ、たこ

617円（税込み価格）

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4946224018147
製造日より90日
W200×D300×H60
通年

たこせんべいと玉ねぎせんべい、
人気2商品が一度に楽しめる新し
い商品を開発しました。

商品のお問い合わせ

常温 冷蔵 実演詰合せネット 贈答店頭 冷凍

ここで買えます!
兵庫津 樽屋五兵衛 本店、
淡路SA、新神戸駅 ほか
TEL.078-652-1620

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4573299530962
製造日より7日
W275×D120×H50
通年

TOKINONE
（ハートスフードクリエーツ株式会社）
神戸市東灘区御影石町4-15-15
TEL.078-891-5401
FAX.078-891-5402

何層にもなったパイがサックサク。自社農
園の日本蜜蜂から採れるはちみつと、丹
波栗の蜜果汁（コンフィチュール）を好み
の量だけ掛けて楽しむのが新感覚です。

幻のはちみつと丹波栗のハーモニー

丹波栗と淡路島産はちみつの
フルタージュセット

◎１箱 450g

ひょうご産使用素材：
はちみつ、栗、小麦

3,500円（税込み価格）

７２時間かけて作るこだわりのパ
イと和栗、はちみつのマリアージュ
をお愉しみ下さい。

商品のお問い合わせ

常温 冷蔵 実演詰合せネット 贈答店頭 冷凍

こだわりポイント

ここで買えます!
TOKINONE
TEL.078-821-1180

こだわりポイント

福寿純米吟醸の酒粕の芳
醇な香り、砕いた炭酸煎
餅のサクッとした食感が特
長。神戸マイスター認定の
「ボックサン」福原パティ
シエがレシピ監修した、バ
ランスの良い味わいです。

サクッと食感！フワッと香る！そして”エシカル”

酒粕バタークッキー

◎１個 100g

ひょうご産使用素材：
酒粕、炭酸せんべい、塩

540円（税込み価格）

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4980444033856
製造日より30日
W70×D70×H90
通年

灘の酒蔵「神戸酒心館」と障害者
就労支援センター「オリンピア岩
屋」のコラボで誕生しました。

株式会社神戸酒心館
神戸市東灘区御影塚町1-8-17
TEL.078-841-1121
FAX.078-851-7959

商品のお問い合わせ

常温 冷蔵 実演詰合せネット 贈答店頭 冷凍

ここで買えます!
神戸酒心館
販売店舗 東明蔵
TEL.078-841-1121

こだわりポイント

熟練のチーズプロフェッ
ショナルが、チーズの濃厚
さとレモンの風味を最大
限に生かす配合で作り上
げたというケーキ。爽やか
で少しビターなレモン風味
が、春夏にピッタリです。

淡路島の太陽と海風の恵みを受けたレモンがケーキに

ex'fromage KOBE
淡路島レモンレアチーズケーキ 4個入り

◎１個 67g

ひょうご産使用素材：レモン

1,296円（税込み価格）

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4903308052398
製造日より240日
W184×D58×H93
3月～8月末（予定）

淡路島洲本市・平岡農園産の香
り高い「アレンユーレカレモン」を
使用しています。

六甲バター株式会社
神戸市中央区坂口通1-3-13
TEL.078-231-4681
FAX.078-231-4678

商品のお問い合わせ

常温 冷蔵 実演詰合せネット 贈答店頭 冷凍

ここで買えます!
JR新神戸駅
アントレマルシェ新神戸
TEL.078-262-6425
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菓
子

菓
子

淡路島牛乳仕込みの生地が美味しい、こだわりドーナツ

淡路島牛乳ドーナツ（箱）

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  

商品のお問い合わせ

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4956427088458
90日
W190×D105×H105
通年

ここで買えます。
うず志ほ名産店
オンラインショップ
TEL.0799-22-0724

商品誕生の由来

水を使用せず淡路島牛乳
のみで仕込んだ生地が使
われています。油で揚げ
ているのに食べやすく、
軽い食感が特長。ドーナ
ツ専門工場ならではのこ
だわりを感じる商品です。

◎１個 300ｇ

799円（税込み価格）

美味しい淡路島牛乳を手軽に味
わっていただくため、個食袋商品と
お土産用セットを開発しました。 常温 冷蔵 実演詰合せネット 贈答店頭 冷凍

ひょうご産使用素材：淡路島牛乳

洋菓子文化の中心となる神戸や、
全国の菓子職人から重宝される
大納言小豆の産地である丹波など、
ひょうご五国の至るころで
兵庫の地の恵みを生かした新しい
人気スイーツ商品が
日々生み出されています。

母子茶、丹波茶や朝来みどりなど、
その広大な土地から生み出される個性的な
お茶も知られるようになってきました。

外食がままならない日が続きますが、
お取り寄せでも手軽に手に入れることができ
るようになったお茶とスイーツで
豊かなティータイムを過ごしてみては
いかがでしょう。

ひょうごのティータイム

商品誕生の由来

米粉を使用したクッキー
で、４種類の食感の違う
味わいが楽しめます。な
かなかスイーツが食べら
れない方にも安心してお
土産に出来る商品です。

小麦アレルギーの方も安心して食べられるクッキー

グルテンフリークッキー
詰め合わせ

◎１個 336g

ひょうご産使用素材：米粉

3,240円（税込み価格）

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

̶
製造日より90日
W265×D110×H67
通年

顧客に小麦アレルギーの方がい
らっしゃり、その方が食べられるもの
をと開発に至りました。

芦屋BOTTEGA BLUE
芦屋市船戸町3-27
TEL.0797-35-7555
FAX.0797-35-7555

商品のお問い合わせ

常温 冷蔵 実演詰合せネット 贈答店頭 冷凍

ここで買えます!
芦屋BOTTEGA BLUE
TEL.0797-35-7555

商品誕生の由来

多可町産山田錦を使用し
た日本酒、播州地卵、兵
庫県産小麦粉といった地
元食材が原料。熟成黒に
んにくを混ぜ込んでいま
すが臭みはなく、しっとり
とした食感です。

播磨の奥座敷、多可町で生まれた大人のスイーツ

ケイクショコラ 黒葫玉

ひょうご産使用素材：
播州地卵、小麦粉、黒にんにく

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

̶
製造日より30日
W70×D22×H60
通年

熟成黒にんにくを製造している７
代目藤岡農場さんからの依頼で、
試行錯誤の末に完成させました。

山奥の菓子工房ナチュール
多可町中区天田195-2
TEL.0795-32-3955
FAX.0795-32-3955

◎１個 55g

310円（税込み価格）
2,000円（セット・税込み価格）

商品のお問い合わせ

常温 冷蔵 実演詰合せネット 贈答店頭 冷凍

ここで買えます!
山奥の菓子工房
ナチュール
TEL.0795-32-3955

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4970289317907
製造日より120日
W370×D250×H100
通年

合名会社アリモト
姫路市花田町小川912
TEL.0790-47-2220
FAX.0790-47-2221

岩田健三郎画伯による、加西市のほの
ぼのとしたふるさとの風景が目を引く商
品。ホッとする昔懐かしい味わいのせん
べいです。ゆったりとくつろぐひと時の
お茶うけにピッタリ。

加西市のほのぼのとしたふるさとの風景を商品パッケージに

加西市ふるさと ほのぼの
せんべいセット

◎１箱 560g

ひょうご産使用素材：赤穂の塩

2,268円（税込み価格）

加西市・姫路市・兵庫県のことを
知っていただきたいとの思いか
ら、地域の方 と々開発しました。

商品のお問い合わせ

常温 冷蔵 実演詰合せネット 贈答店頭 冷凍

商品誕生の由来

ここで買えます!
いっぷくせんべい半月庵
加西店
TEL.0790-47-1881

オススメの食べ方

株式会社小田垣商店
丹波篠山市立町9
TEL.079-552-5371
FAX.079-552-5375

兵庫県産の大玉丹波黒大
豆を100％使用。丹波黒
煎り豆に、チョコレートと
丹波黒きな粉がコーティン
グされています。香ばし
く、ほんのり苦みの効いた
大人の味です。

香ばしくほんのり苦みの効いたチョコレート豆菓子

黒豆ビターショコラ

◎１個 48g

ひょうご産使用素材：
黒大豆、黒豆きな粉

432円（税込み価格）

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4970523778235
製造日より180日
W110×D40×H160
通年

おやつや小腹が空いた時に、少し
贅沢で健康的な豆菓子をどうぞ。
ココアやコーヒーと好相性です。

商品のお問い合わせ

常温 冷蔵 実演詰合せネット 贈答店頭 冷凍

ここで買えます!
㈱小田垣商店実店舗
TEL.079-552-0011

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

4580464642023
̶
W190×D110×H20
通年

株式会社丹波篠山食品
丹波篠山市吹新131
TEL.079-594-4470
FAX.079-594-4466

丹波の低温殺菌牛乳が主原料。丹波篠
山特産の黒大豆煮を作る際の煮汁をミッ
クスした黒豆風味の牛乳アイスをアイス
もなかに仕立てた一品です。大粒の黒豆
煮がアクセント。

すべての素材に感謝して味わいたいアイスクリーム

丹波篠山 黒豆アイスもなか

◎１個 130ml

ひょうご産使用素材：牛乳、黒大豆

220円（税込み価格）

丹波篠山特産の黒豆煮を煮る際
に出る煮汁をたっぷり使用した、
風味豊かなアイスクリームです。

商品のお問い合わせ

常温 冷蔵 実演詰合せネット 贈答店頭 冷凍

こだわりポイント

ここで買えます!
丹波篠山食品
YAHOO!ショッピング
サイト

こっ    こ    おう
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民
工
芸
品

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

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そろえております。

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。

「五つ星ひょうご」をはじめ名産品がズラリ勢ぞろい。

JANコード
賞味期限
サイズ（mm）
販売時期

̶
̶
W370×D10×H290
通年

Ｄ.Ｌ.Ｐ.
豊岡市中陰376-12
TEL.0796-20-7148
FAX.0796-20-2458

姫路のタンナーが作った防水レザーを、
超撥水糸の縫製と防水仕様で仕上げた
最強クラスの防水ショルダーバック。一
見、普通のバッグですが、オールシーズ
ン全天候性型です。

最高レベルの防水性を誇るレザーサコッシュ

防水革薄型肩掛袋
（ウォータープルーフショルダーバック）

◎１個 300g

ひょうご産使用素材：防水レザー

16,060円（税込み価格）

素材・材料は全て防水に特化し
たものを使用。仕様は、袋縫いより
水が浸入しにくい平面縫いです。

商品のお問い合わせ

常温 冷蔵 実演詰合せネット 贈答店頭 冷凍

こだわりポイント

ここで買えます!
D.L.P
オンラインショップ

ふるさと館インスタグラム

五つ星ひょうごインスタグラム



五つ星ひょうごA5パンフレット
P. 0001152017.2.21　5校

万全のビジネスサポート体制で、あなたの夢の実現をご支援します！
あましんが事業者の皆さまをご支援します。

事業サポート事業サポート
のの

万全のビジネスサポート体制 の夢の実現をご支援します！制で、あなた

事業承継・M&A1
サポート 創業・第二創業2

サポート

販路・仕入先開拓3
サポート

経営相談5
サポート 技術相談6

サポート 各種補助金7
サポート

海外進出・海外取引4
サポート

●事業承継の進め方を教えてほしい
●専門家・相談機関を紹介してほしい
●後継者問題を解決したい

●新しい事業を始めたい
●創業を応援してほしい
●異業種に進出したい

●新しい販売先・仕入先を見つけたい
●販売に関する問題点が知りたい
●展示会・マッチング会の
　情報が知りたい

●現場（工場・店舗）改善をしたい
●経営改善をしたい
●人材を確保したい

●自社の技術を評価したい
●特許等について相談したい
●技術的な課題を解決したい

●補助金について教えてほしい
●補助金の申請書の書き方を
　アドバイスしてほしい
●専門家・相談機関を紹介してほしい

●海外の企業と直接貿易取引をしたい
●海外に商品を売りたい
●専門機関を紹介してほしい

生 産 物 流
経 理 人 事

ビジネス
マッチング（ （

￥
尼崎信用金庫 経営相談コーナー 0120-05-4506
〒660-0862 尼崎市開明町3丁目30番地 【当庫アドレス】 http://www.amashin.co.jp

【本店・丹波本部】丹波市氷上町成松226-1 TEL 0795-82-8850
【三 田 本 部】 三田市けやき台1-4-3 TEL 079-569-7150

本店・丹波本部

三田本部

98mm×142mm

/
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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!

兵庫信用金庫_経営サポート A3タテポスター CMYK
5600732　改1　2017.08.28　297*420　win11鈴木

事業資金
相談ダイヤル

【受付時間】平日9：00～19：00（国民生活事業）

行こうよ！ 公　庫

0120−154−505

小規模事業者に小規模事業者に活力を！活力を！

P!

CONCEP
T

P!
DOWN

小規模事業者に小規模事業者に活力を！活力を！

日本公庫

セーフティネット

海外展開

創　　業

事業再生

ソーシャルビジネス

事業承継



https://www.tanshin.co.jp/

e-

e-

e-

https://www.rakuten.ne.jp/gold/hyogomania/




