
＜鶏肉＞ 

 

 

 

 

 

 

■畜産物（鶏卵） 

 

株式会社但馬どり                  （担当者：但馬食鶏流通センター営業課 清水） 

ＨＰ http:// www.tajimadori.com/ 
すこやかどり 検索 

 

E-mail y.simizu@tajima-foods.jp 

住所 〒669-5315 兵庫県豊岡市日高町浅倉 45 

ＴＥＬ 0796-42-2010 ＦＡＸ 0796-42-2475 

＜但馬すこやかどり＞ 健康・安全・安心 

 無薬飼料飼育にﾊｰﾌﾞなどを加えた飼料で育てた健康な鶏肉で

す。生産農場も兵庫県に限定し飼育しました。 

●出荷時期：通年 

●最もおいしい時期：通年 

 

みのり農業協同組合                               （担当者：樋口） 

ＨＰ http:// www. ja-minori.jp 
播州百日どり 検索 

 

E-mail youkei@ja-minori.or.jp 

住所 〒679-1213 兵庫県多可郡多可町加美区山野部 161-1 

ＴＥＬ 0795-35-1026 ＦＡＸ 0795-35-1367 

＜播州百日どり＞ 多可町特産の銘柄鶏！ 

 通常の倍の長期間（約 100 日）、開放平飼鶏舎を走り回りながら

育った播州百日どりは、噛んだ瞬間口の中に旨味が拡がります。 

●出荷時期：通年 

●最もおいしい時期：通年 

 

 

 

 

 

 

 

 

山忠商事株式会社                             （担当者：土肥 玲子） 

ＨＰ http://www. yamachu-co.jp 
山忠商事 検索 

 

E-mail shoji@yamachu-co.jp 

住所 〒669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生 1-4 

ＴＥＬ 0795-80-2001 ＦＡＸ 0795-80-1183 

＜鶏卵せせらぎ＞ ビタミン E が一般卵の 10 倍以上 

 天然ﾊｰﾌﾞ・海藻粉末等の純植物性飼料で育った赤鶏のうみたて卵

です。生卵独特の臭みがなく、昔ながらのｺｸがある身体にやさしい

卵です。 

●出荷時期：通年 

●最もおいしい時期：通年 
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株式会社セーラー                            （担当者：塩谷 健太郎） 

ＨＰ http://www. kodawaritamago.com/ 

日本一こだわり卵/株式会社セーラー 検索 

 

E-mail shopmaster@kodawaritamago.com 

住所 〒675-0334 兵庫県加古川市志方町成井 486-6 

ＴＥＬ 079-452-1626 ＦＡＸ 079-452-1627 

＜日本一こだわり卵＞ 究極のこだわり鶏卵 

 『日本一こだわり卵』にはたくさんのこだわりが詰められていま

す。①一般的な鶏卵と比較して含有量が約 30 倍あるﾋﾞﾀﾐﾝ E 強化卵

です。②朝採れの鮮度の高い卵を養鶏場から直送。豊かな黄身の盛

り上がりが自慢です。③合成着色料ではなく、植物由来のﾊﾟﾌﾟﾘｶ色

素で黄卵色が鮮やかなｵﾚﾝｼﾞ色を実現しています。④当社ｵﾘｼﾞﾅﾙの

飼料配合で生食後の口当たりが良いのが特長です。 

●出荷時期：通年 

●最もおいしい時期：通年 

 

株式会社籠谷                               （担当者：古川 万葉） 

ＨＰ http://www. kagonet.co.jp/ 

株式会社籠谷／奥丹波の卵 検索 

 

E-mail furukawa@kagonet.co.jp 

住所 〒676-0005 兵庫県高砂市荒井町御旅 2丁目 1番 17 号 

ＴＥＬ 079-442-2470 ＦＡＸ 079-442-9211 

＜奥丹波の卵＞  

自然豊かな奥丹波地方で大切に育てた鶏の卵です。 

 ﾌﾞﾅ･ﾅﾗの樹液、ﾖﾓｷﾞ粉、海藻などを飼料に配合し鶏に与えていま

す。自然の甘み、ｺｸがあり、味わい深い卵です。    

●出荷時期：通年 

●最もおいしい時期：通年 

●JAN コード 4947997016613 

 

株式会社藤橋商店                           （担当者：営業部 名嘉眞） 

ＨＰ http://www.fujihashiya.com 

藤橋家/藤橋商店/たまごや/ 

卵かけご飯専門店 
検索 

 

E-mail nakama_k@fsm.jp 

住所 〒679-4315 兵庫県たつの市新宮町井野原 143 

ＴＥＬ 0791-75-2651 ＦＡＸ 0791-75-0589 

＜藤橋家の夢美人＞ モーツァルトを聴いた鶏から産まれました! 

 餌にこだわり、ﾋﾞﾀﾐﾝ E と葉酸が一般卵の 3倍！  

●出荷時期：通年 

●最もおいしい時期：通年 

●JAN コード 4571358133000 

 

 

 

 

 

＜藤橋家のひょうごの穂々笑実＞ これが兵庫の循環型農業！  

 ｴｻに兵庫県産のお米を入れることで兵庫の農地を守り、食料自

給率ｱｯﾌﾟに貢献しています。 

●出荷時期：通年 

●最もおいしい時期：通年 

●JAN コード 4571358133307 

 

19 



■水産物 

 

 

 

 

■加工食品（農産加工） 

＜ジャム類＞ 

 

 

株式会社睦商興                                 （担当者：上田） 

ＨＰ http://www. f-unit.jp/mutsumi/ 
網干 牡蠣 検索 

 

E-mail ueda@f-unit.jp 

住所 〒671-1242 兵庫県姫路市網干区浜田 1223 番地の 22 

ＴＥＬ 079-271-0623 ＦＡＸ 079-271-0622 

＜生かき＞ 網干産 生かき 

 揖保川の河川水が流れ込む海域で養殖され、個々の身が大きく色

白でﾎﾟｯﾃﾘとして、加熱しても身の縮みが少ないです。 

●出荷時期：10 月～3 月 

●最もおいしい時期：12 月～1 月 

●JAN コード 456020634601 

 

 

 

 

 

 

御火浦（みほのうら）村おこしグループ                （担当者：代表 脇本 松夫） 

ＨＰ ― E-mail mihonoura@nike.eonet.ne.jp 

住所 〒669-6715 兵庫県美方郡新温泉町三尾 146 

ＴＥＬ 0796-80-1458 ＦＡＸ 0796-80-1458 

＜天然冷凍生わかめ 150g、300g、500g､ 1kg＞  

 清らかな海に育まれた、天然生わかめ！！ 

日本海の織り成す壮大な自然（山陰海岸ｼﾞｵﾊﾟｰｸに認定）に囲ま

れた漁師町、新温泉町三尾。国内では希少な天然わかめの冷凍ﾊﾟｯ

ｸ品を中心に、地元に伝わる豊かで独特な食文化をご家庭の食卓に

お届けします。 

●出荷時期：通年 

●最もおいしい時期：6 月～8 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

小河ゆず栽培組合加工部                         （担当者：勝谷 公美子） 

住所 〒678-0092 兵庫県相生市矢野町小河 364-1 

ＴＥＬ 0791-29-0052 ＦＡＸ 0791-29-0052 

＜ゆずマーマレード＞ 美容と健康に一役！ 

ﾋﾞﾀﾐﾝ C 豊富なゆずの皮をふんだんに使ったﾏｰﾏﾚｰﾄﾞは、ﾊﾟﾝに付

けるだけでなく、ﾖｰｸﾞﾙﾄや紅茶との相性も抜群です。 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 370 円 

内容量 150g 

賞味期限 90 日 

保存温度帯 常温・開封後は冷蔵 

JAN コード 4580066850024 
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浮田みかん園                               （担当者：浮田 和子） 

住所 〒678-0255  兵庫県赤穂市新田 4 

ＴＥＬ 0791-45-1616 ＦＡＸ 0791-45-1616 

＜忠臣蔵みかんジャム＞ 

自園で減農薬栽培した「忠臣蔵みかん」を使

用し、全行程を手作業で仕上げた究極の手作り

品です。添加物は不使用です。 

希望小売価格 380 円（税込） 540 円(税込) 

内容量 125g 200g 

賞味期限 3 か月 

保存温度帯 常温 

農事組合法人安富ゆず組合                          （担当者：中塚 泉） 

ＨＰ http://yuzu-yasutomi.com 

安富ゆず 検索 

 

E-mail jvk09444@meg.winknet.ne.jp 

住所 〒671-2421 兵庫県姫路市安富町長野 320-1 

ＴＥＬ 0790-66-2801 ＦＡＸ 0790-66-2801 

＜ゆずまーまれーど＞ゆずのほろ苦さと甘みが絶妙。 

やわらかく煮込んだゆず皮と果汁の持つ天然のﾍﾟｸﾁﾝで仕上げま

した。添加物不使用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 496 円 

内容量 140g 

賞味期限 180 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4571118230048 

株式会社ささ営農                              （担当者：表 英明） 

ＨＰ http://www.sasaeinou.com 

ささ営農 検索 

 

E-mail kk-sasaeinou@able.ocn.ne.jp 

住所 〒679-4304 兵庫県たつの市新宮町下笹 1049 

ＴＥＬ 0791-77-0177 ＦＡＸ 0791-77-1770 

＜桑の実ジャム＞ 血液サラサラマルベリーに注目 

ｱﾝﾄｼｱﾆﾝ他ﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙを多く含みます。ほのかな甘すっぱさ。ﾖｰｸﾞ

ﾙﾄ・紅茶に入れても美味しいですよ。 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 480 円 

内容量 80g 

賞味期限 180 日 

保存温度帯 常温 

太子加工合同会社                             

住所 〒671-1534 兵庫県揖保郡太子町福地 546-4 

ＴＥＬ 080-6121-6191 ＦＡＸ 079-276-2156 

＜太子いちじくジャム＞ プレザーブスタイル。お得感いっぱい！ 

 果実がｺﾞﾛｯと残るｺﾝﾎﾟｰﾄﾀｲﾌﾟのｼﾞｬﾑです。ｸﾞﾗﾆｭｰ糖とﾚﾓﾝ汁のみ

使用し在庫がなくなる度に作るのでいつもﾌﾚｯｼｭな状態で提供して

います。 

 

希望小売価格（税込） 432 円 

内容量 120g 

賞味期限 6 ケ月 

保存温度帯 冷蔵 

21 



＜もち類＞ 

 

 

 

 

 

前原製粉株式会社                             （担当者：黒川 美穂） 

ＨＰ http:// www.gishi.co.jp/ 
前原製粉株式会社 検索 

 

E-mail maehara@gishi.co.jp 

住所 〒671-2221 兵庫県姫路市青山北 3丁目 10番 1号 

ＴＥＬ 079-266-0520 ＦＡＸ 079-267-2003 

＜はりまのもち＞ 兵庫・播磨産水稲もち米 100%使用 

古代より水と天候に恵まれた豊穣な土地である播磨で栽培され

たもち米を使用しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 410 円 

内容量 300g 

賞味期限 360 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4977803200639 

南光ひまわり館                             （担当者：小久保 ちほ） 

ＨＰ http:// himawarikan.jp 

南光ひまわり館 検索 

 

E-mail info@himawarikan.jp 

住所 〒679-5227 兵庫県佐用郡作用町船越 232-1 

ＴＥＬ 0790-77-0766 ＦＡＸ 0790-77-0767 

＜白丸餅・よもぎ丸餅＞ 100%作用町産のもち米使用 

千種川の名水で育った佐用町産もち米(ﾊﾁﾏﾓﾁ）のみを使

用し、よもぎも国産を限定使用した杵つき餅です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 白 648 円 よもぎ 699 円 

内容量 500g 500g 

賞味期限 30 日 20 日 

保存温度帯 10℃以下で保存 

JAN コード 4589811282011 4589811282028 

前川農産                                 （担当者：前川 勇人） 

ＨＰ ｲﾝｽﾀｸﾞﾗﾑで前川農産を検索して下さい。 

餅 赤穂 農家 検索 

 

E-mail maekawanousan@gmail.com 

住所 〒678-0171 兵庫県赤穂市高野 1208-1 

ＴＥＬ 0791-48-7212 ＦＡＸ 0791-48-7212 

＜うるう豆餅＞ 

自家栽培のもち米とうるち米を使った切り餅 

地元赤穂では「うるう餅」と呼ばれるうるち米を混ぜ込

んだ杵つき餅で、つぶつぶ感がﾌﾟﾗｽされた新食感をお楽し

みいただけます。地元産の黒大豆をふんだんに使用し、黒

大豆の食感に合うように餅全体の塩加減を強めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 390 円 

内容量 250g 

賞味期限 14 日 

保存温度帯 常温 
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＜みそ類＞ 

 

 

 

 
 

栃原ゆうみいグループ                          （担当者：木下 三千雄）        

ＨＰ https://www.facebook.com/tochiharayoume/ 

栃原ゆうみいグループ 検索 

 

E-mail tochiharayoume@gmail.com 

住所 〒679-3331 兵庫県朝来市生野町栃原 297-1 

ＴＥＬ 079-679-2151 ＦＡＸ 079-679-2151 

＜生野峠みそ＞ 

銀の馬車道からお届け！こだわりの手作り味噌 

新緑豊かな朝来市生野町で味噌・弁当・餅などを加工販売

しています。朝来市産のお米、県産の大豆を 1対 1 の割合

で使用。昔ながらの寒仕込み製法で 1 年間ゆっくり時間をかけて熟

成。味に深みがでておいしく仕上がっています。塩分 12％。 

 

希望小売価格（税込） 450 円 700 円 700 円 

内容量 450ｇ 800ｇ 1kg お得用袋入 

賞味期限 6 か月 

保存温度帯 常温 

有限会社ふれあいの里上月                   （担当者：代表取締役 野村 眞義） 

ＨＰ http://www.hureainosato-kozuki.jp 

ふれあいの里上月 検索 

 

E-mail info@hureainosato-kozuki.jp 

住所 〒679-5523 兵庫県佐用郡佐用町上月 529-4 

ＴＥＬ 0790-86-8005 ＦＡＸ 0790-86-8006 

＜もち大豆みそ＞ 

特産佐用もち大豆と佐用町産日本晴の一等米、赤穂のあらなみ

塩だけで仕込んだ昔ながらの田舎みそです。 

一番おいしいときに食卓に届くよう必ず 10 か月で出荷

します。 

 

希望小売価格（税込） 720 円 

内容量 1kg 

賞味期限 出荷から 5か月 

保存温度帯 冷蔵 

JAN コード 4571396050020 

若狭野みそ加工グループ                                 

住所 〒678-0081 兵庫県相生市若狭野町野々764-56 

ＴＥＬ 0791-28-0502 ＦＡＸ 0791-28-0502 

＜若さの味噌＞ 身体にやさしい減塩のお味噌です。 

 地元のお米と大豆を使い無添加で旬彩蔵、学校給食、道

の駅など各所で販売しています。     

 

希望小売価格（税込） 400 円 700 円 

内容量 500g 900g 

賞味期限 6 か月 

保存温度帯 冷蔵 
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株式会社吉川まちづくり公社 彩雲みそ加工グループ            （担当者：谷口 小百合） 

ＨＰ http://www.76-2401.com E-mail office@76-2401.com 

住所 〒673-1114 兵庫県三木市吉川町吉安 222 

ＴＥＬ 0794-76-2401 ＦＡＸ 0794-76-2400 

＜山田錦みそ＞ 

 酒米の最高峰「山田錦」と黒大豆から生まれた本物の味。 

山田錦米で糀を作り地元産の白大豆と黒大豆を 

ほどよくﾌﾞﾚﾝﾄﾞした甘みと旨みのある味噌です。 

 

希望小売価格（税込） 530 円 

内容量 400g 

賞味期限 180 日 

保存温度帯 冷蔵 

JAN コード 4560474520023 

＜黄金みそ＞ 大粒の白大豆で仕込んだ黄金色のみそ。 

丹波黒大豆の素質を備えた大粒の白大豆で仕込んだ味わ

い深い味噌に仕上がっています。 

 

希望小売価格（税込） 530 円 

内容量 350g 

賞味期限 180 日 

保存温度帯 冷蔵 

JAN コード 4560474520047 

太子加工合同会社                                    

住所 〒671-1534 兵庫県揖保郡太子町福地 546-4 

ＴＥＬ 080-6121-6191 ＦＡＸ 079-276-2156 

＜太子みそ＞ 10 か月熟成のまろやかな味。 

  太子町産の米と大豆（町内で契約栽培している）を

使用しており、こうじの割合が多いのが特長。食品添加

物を使用していないので安心です。 

 

希望小売価格（税込） 540 円 756 円 

内容量 500g 1kg 

賞味期限 出荷より 6か月 

保存温度帯 冷蔵（10℃以下） 

農事組合法人三日月特産加工組合 味わいの里三日月            （担当者：岡田 真希子）                         

ＨＰ https://ajiwainosato.jimdo.com E-mail ajiwainosato@sky.plala.or.jp 

住所 〒679-5134 兵庫県佐用郡佐用町乃井野 1266 

ＴＥＬ 0790-79-2521 ＦＡＸ 0790-79-2658 

＜三日月みそ＞ 材料にこだわったおいしい手作り味噌 

 佐用もち大豆と佐用町産ﾋﾉﾋｶﾘを使用し、自家製こうじで

じっくりと熟成した味噌です。 

 

希望小売価格（税込） 360 円  720 円 1,440円 2,057円 3,394 円 

内容量 500g 1kg 2kg 3kg 5kg 

賞味期限 180 日         （2kg～5kg は樽入り） 

保存温度帯 冷蔵 
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＜菓子類＞ 

 

 

 

 

 

相生市農村女性連絡協議会                         （担当者：勝谷 公美子） 

住所 〒678-0031 兵庫県相生市旭 1-1-3 

ＴＥＬ 080-1485-5291 ＦＡＸ 0791-29-0052 

＜ゆずみそ＞ これ 1本！万能調味料 

相生市産にこだわった原料で、子どもも食べられる 

甘さにしました。温野菜や唐揚げの隠し味、ﾋﾟｻﾞｿｰｽにも

お勧めです。 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 390 円 

内容量 170g 

賞味期限 180 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4589777180017 

＜唐辛子入りゆずみそ＞  

減農薬と相生市産にこだわった唐辛子使用 

ゆずみその甘さと唐辛子の辛さが絶妙な商品です。 

姉妹品のゆずみそ同様、万能調味料です。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 390 円 

内容量 150g 

賞味期限 180 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4589777180031 

株式会社伍魚福                                

ＨＰ http:// www.gogyofuku.co.jp 

ごぎょふく 検索 

 

E-mail info@gogyofuku.co.jp 

住所 〒653-0051  兵庫県神戸市長田区野田町 8丁目 5-14 

ＴＥＬ 078-731-5735 ＦＡＸ 078-734-0772 

＜津々浦々）丹波黒豆しぼり＞ 丹波産丹波種の黒豆 

 丹波産丹波種の黒豆をじっくり四昼夜かけて、 

やさしい甘さとやわらかさのしぼり豆に仕上げました。 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格 409 円(税込) 

内容量 70g 

賞味期限 120 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4971875027057 
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＜めん類＞ 

 

 

 

 

 

 

明和株式会社                               （担当者：糴川 弘和） 

ＨＰ http://www.mensho-an.co.jp 

 麺匠庵 検索 

 

E-mail j-meiwa@mensho-an.co.jp 

住所 〒672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲 841-37 

ＴＥＬ 079-245-1631 ＦＡＸ 079-245-1634 

＜姫路城うどん＞ 独特の食感の細うどん！ 

国内産小麦を 100％（兵庫県産小麦 60％）使用した手延べ細うどん

です。熟成を何度も繰り返し乾燥させる手法で、約 1日半か

けて作った麺です。細い麺でも強靱で弾力があり、滑らかで

のどごしがよく、歯切れがよいという独特の食感です。 

 

希望小売価格（税込） 1,080 円 

内容量 400g 

賞味期限 540 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4969663037517 

＜手延素麺北野坂＞ なめらかなのどごし！ 

国内産小麦を 100％（兵庫県産小麦 60％）使用した手延べそうめん

です。熟練の職人が何度も熟成を重ねながら、丹精込めて作

った麺です。滑らかなのどごし、艶やかな食感、こしの強さ

が特長です。 

 

希望小売価格（税込） 351 円 

内容量 250g 

賞味期限 720 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4969663020779 

兵庫県手延素麺協同組合                           （担当者：高原 亮） 

ＨＰ http://www.ibonoito.or.jp 

揖保乃糸 検索 

 

E-mail soumen@ibonoito.or.jp 

住所 〒679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永 219-2 

ＴＥＬ 0791-62-0826 ＦＡＸ 0791-62-3838 

＜手延べそうめん 揖保乃糸 播州小麦＞ 

兵庫県産小麦粉使用 

伝統の手延べ製法でモチモチとした食感と播州小麦     

独特の風味を活かしました。 

 

 

 

 
希望小売価格（税込） 3,240 円 

内容量 21 束（1,050g） 

賞味期限 912 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード ― 
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＜豆腐類＞ 

 

有限会社夢前夢工房                            （担当者：三村 園美） 

ＨＰ http://y-yumekoubou.net/ 

夢前夢工房 検索 

 

E-mail yumekoubou@yumesan.jp 

住所 〒671-2121 兵庫県姫路市夢前町宮置 909 番地 1 

ＴＥＬ 079-335-1411 ＦＡＸ 079-335-1036 

＜夢そば（干しそば）つゆ付＞ 

1.0 ㎜製麺で、3分半で湯がけます。 

夢前町を中心に姫路市内で育てた蕎麦を使用し、 

50%以上蕎麦粉を使用して干し麺に仕上げています。 

そばつゆは、兵庫県産大豆の原材料で添加物を使わずに調合してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 648 円 

内容量 乾麺 200g・そばつゆ 70ml×3 

賞味期限 365 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4560339330026 

有限会社白い虹安心堂                              （担当者：金谷） 

ＨＰ http://www.anshindo.jp/ 

白い虹安心堂 検索 

 

E-mail info@anshindo.jp 

住所 〒661-0025 兵庫県尼崎市立花町 2丁目 1番 24 号 

ＴＥＬ 06-6429-2208 ＦＡＸ 06-6429-2341 

＜恵みきぬこし・もめん＞ 

「ほんもの」の豆富を食べてみませんか！！ 

兵庫県産大豆と粗製海水にがりだけの昔ながらの手作り豆富で

す。大豆の甘みと香りを感じて頂けると思います。乳化

剤などの添加物は一切使用していませんので、後味が爽

やかで飽きの来ない豆富です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 230 円 

内容量 210g 

賞味期限 4 日 

保存温度帯 冷蔵 

JAN コード 452620400083（きぬ） 452620400089（もめん） 

＜貴味（コウミ）きぬこし・貴味（コウミ）もめん＞ 

「ほんもの」の豆富を食べてみませんか！！ 

兵庫県産大豆と粗製海水にがりだけの昔ながらの 

手作り豆富です。大豆の甘みと香りを感じて頂

けると思います。乳化剤などの添加物は一切使

用していませんので、後味が爽やかで飽きの来

ない豆富です。 

希望小売価格 230 円(税込) 

内容量 210g 

賞味期限 4 日 

保存温度帯 冷蔵 

JANｺー ﾄ゙  4526204101689 

（きぬ）  

4526204101290 

（もめん） 
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武内食品株式会社                             （担当者：武内 秀策） 

ＨＰ http://takeuchi-foods.com/ E-mail magokoro-tofu@maia.eonet.ne.jp 

住所 〒679-1641 兵庫県たつの市揖保川町原 457-3 

ＴＥＬ 0791-72-2587 ＦＡＸ 0791-72-2873 

＜もめん豆腐・絹こし豆腐＞ 西播磨産もち大豆使用 

もめん豆腐 外側は木綿、内側は絹豆腐のようにやわらかく、ふん 

わりした豆腐。 

絹こし豆腐 濃厚な大豆の甘味たっぷりｸﾘｰﾐｰな食感は、豆腐本来の 

香りを引き立たせます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 246 円 

内容量 もめん 380g きぬ 280g 

消費期限 製造日から 4日 

保存温度帯 冷蔵 

JAN コード 4984542010016 4984542010023 

＜大判揚げ・すしあげ･油揚げ＞ 西播磨産もち大豆使用 

大判揚げ 豆腐一丁分を使用し、一枚ずつじっくり浮かし揚げをし、

中身はふんわり、外はさっくりのﾎﾞﾘｭｰﾑある一品です。 

すしあげ  一枚ずつ手作業で揚げ、いなり寿司に最適な厚み、中に

具が入りやすく作っています。 

油揚げ   手作り豆腐をじっくり浮かし揚げするため、豆腐の旨 

味が感じられる油揚げです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
希望小売価格（税込） 大判揚げ410円 すしあげ354円 油揚げ159円 

内容量 1 枚 5 枚 1 枚  

消費期限 製造日から 5日 

保存温度帯 冷蔵 

JAN コード 4984542020084 4984542020046 4984542020015  

＜ふくろ豆腐＞西播磨産もち大豆使用の充填豆腐 

 濃厚な大豆の甘みたっぷりｸﾘｰﾐｰな食感は、型崩れしにくく、そのま

ま白和えに使えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 321 円  

内容量 350g  

消費期限 製造日から 10日 

保存温度帯 冷蔵 

JAN コード 4984542010047 

株式会社八雲                               （担当者：北村 良成） 

ＨＰ http:// www.tofu-yagumo.jp 
神戸豆腐/八雲豆腐 検索 

 

E-mail yagumo@cameo.plala.or.jp 

住所 〒651-0078  兵庫県神戸市中央区八雲通 4丁目 2-4 

ＴＥＬ 078-221-4875 ＦＡＸ 078-231-5590 

＜兵庫の地豆腐 絹こし・もめん＞  

兵庫県産大豆 100％の濃厚とうふ 

 兵庫県内で収穫された大豆と六甲布引の名水で仕上げた

濃厚で味わい深いお豆腐です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 250 円 

内容量 380g 

消費期限 製造日から 5日 

保存温度帯 冷蔵 

JAN コード 4979327416213（きぬ） 4979327416220（もめん） 
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＜調味料・ｿｰｽ類＞ 

 

 

 

 

 

 

マルカン酢株式会社                           （担当者：竹内 しのぶ） 

ＨＰ http://www.marukan.com/ 

マルカン酢/marukan 検索 

 

E-mail msales@marukan.com 

住所 〒658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西 5丁目 6 番 

ＴＥＬ 078-857-0501 ＦＡＸ 078-857-0507 

＜マルカン 有機純米酢＞ 

兵庫県丹波市産有機コシヒカリ 100％使用 

丹波ひかみ有機米研究会により丁寧に作られた有機ｺｼ

ﾋｶﾘを使用しています。まろやかな酸味と米の旨味が特長

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） オープン価格 

内容量 360ml 

賞味期限 2 年 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4902711211101 

株式会社ささ営農                              （担当者：表 英明） 

ＨＰ http://www.sasaeinou.com E-mail kk-sasaeinou@able.ocn.ne.jp 

住所 〒679-4304 兵庫県たつの市新宮町下笹 1049 

ＴＥＬ 0791-77-0177 ＦＡＸ 0791-77-1770 

＜バジルペースト＞バジルの鮮度をとじこめたペースト 

収穫したﾊﾞｼﾞﾙをその日に加工。鮮度・風味が抜群です。 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 350 円 860 円 

内容量 50ｇ 180ｇ 

賞味期限 2 年 

保存温度帯 冷凍 

JAN コード 45731718110 4573171811011 

大徳醤油株式会社                             （担当者：横川 志穂） 

ＨＰ http:// daitoku-soy.com 

大徳醤油 検索 

 

E-mail order@daitoku-soy.com  

住所 〒667-0102 兵庫県養父市十二所 930-3 

ＴＥＬ 079-663-4008 ＦＡＸ 079-663-4009 

＜こうのとり醤油 ＞ 

兵庫県豊岡市産の大豆と小麦を 100％使用 

四季の温度変化の中、ゆっくり醸した天然醸造醤油です。 

 希望小売価格（税込） 463 円 

内容量 300ml 

賞味期限 730 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4993882001073 
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足立醸造株式会社                              （担当者：足立 学） 

ＨＰ http:// www.adachi-jozo.co.jp 

しょうゆ・醤油 検索 

 

E-mail webshop@adachi-jozo.co.jp 

住所 〒679-1212 兵庫県多可郡多可町加美区西脇 112 

ＴＥＬ 0795-35-0031 ＦＡＸ 0795-35-0281 

＜兵庫が旨い！THE 地しょうゆ 濃口しょうゆ＞ 

兵庫県産大豆・小麦を使用した木桶仕込みの天然醸造醤油 

創業より百年以上使い込んだ吉野杉の木桶で熟成させました。お

さしみ、冷奴などに。 

 

希望小売価格（税込） 405 円 

内容量 200ml 

賞味期限 540 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4930962185551 

株式会社浜田屋本店                            （担当者：濱田 智基） 

ＨＰ http://www.hamadaya-honten.jp/ 

浜田屋本店 淡路 検索 

 

E-mail info@hamadaya-honten.jp 

住所 〒656-2121 兵庫県洲本市安乎町平安浦 1864-8 

ＴＥＬ 0799-28-0330 ＦＡＸ 0799-28-1556 

＜玉ねぎオリーブドレッシング＞ 

玉ねぎとオリーブの実が入った洋風ドレッシング 

淡路島産玉ねぎとｵﾘｰﾌﾞの実が入った、ｺｸのある洋風ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 540 円 

内容量 280ml 

賞味期限 180 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4527572000109 

＜玉ねぎ和風ドレッシング＞ 

淡路島産玉ねぎ使用の醤油風味ノンオイルドレッシング 

淡路島産玉ねぎを使用した醤油風味のﾉﾝｵｲﾙﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞです。ﾋﾟﾘｯ

と黒胡椒がきいた大人の味です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 540 円 

内容量 280ml 

賞味期限 180 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4527572000208 

＜淡路島ソース＞ 

淡路島産玉ねぎを使用した甘口の万能調味料 

淡路島産玉ねぎをはじめ、6 つの淡路島の食材を使用した甘口の

玉ねぎｿｰｽです。ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞやｺﾛｯｹ、温野菜など色々なものにかけてお

試しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 648 円 

内容量 310g 

賞味期限 365 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4527572000864 
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南光ひまわり館                             （担当者：小久保 ちほ） 

ＨＰ http://himawarikan.jp 

南光ひまわり館 検索 

 

E-mail info@himawarikan.jp 

住所 〒679-5227 兵庫県佐用郡作用町船越 232-1 

ＴＥＬ 0790-77-0766 ＦＡＸ 0790-77-0767 

＜南光ひまわり油＞ ビタミンEはオリーブオイルの10倍です。 

佐用町産の種だけを使用、薬品処理を一切行わない圧搾機で搾

油した無添加一番搾りの油です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 495 円 972 円 1,296 円 

内容量 90ｇ 185ｇ 280ｇ 

賞味期限 540 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4589811280031 4589811280024 4589811280017 

＜ひまわり油プレミアムオイル こく味オイルガーリック＞  

広がるニンニクの旨味が料理のコクを深めます。 

国産のﾆﾝﾆｸを使用、揚げたﾆﾝﾆｸの香りと旨味がたっぷり詰まった国産ひまわり油です。 

＜ひまわり油プレミアムオイル から味オイル唐辛子＞  

自然豊かな辛みが料理の幅を広げます。 

国産のﾀｶﾉﾂﾒを使用、辛味がﾋﾟﾘｯときいた国産ひまわり油です。調味料感覚でお使いいただけます。 

＜ひまわり油プレミアムオイル さら味オイルローズマリー＞ 

ハーブの香りが料理の旨味をさらに引き立てます。 

国産のﾛｰｽﾞﾏﾘｰを使用、すっきりとした香りとｺｸが詰まった国産ひまわり油です。 

希望小売価格（税込） 各種 360 円     各種 803 円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容量 50g 110g 

賞味期限 360 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 

ｶﾞｰﾘｯｸ 
50g  4589811280109 

110g 4589811280079 

唐辛子 
50g   4589811280116 

110g  4589811280086 

ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ 
50g   4589811280123 

110g  4589811280093 

31 


