
 

 

 

 

三田野菜・産直の会 黒大豆枝豆部会    （担当者：JA 兵庫六甲 三田営農総合センター 畠 一希） 

ＨＰ ― E-mail sanda-ece@jarokko.or.jp 

住所 〒669-1514 兵庫県三田市川除 677-1 

ＴＥＬ 079-563-4192 ＦＡＸ 079-564-2941 

＜黒大豆枝豆「たんくろう・スーパーたんくろう」＞ 三田の黒枝豆の食べ比べスタート！ 

 7月中旬から三田の黒枝豆は出荷スタート。10月の丹波黒に向けてどんどん味が変化していきます。 

その変化を楽しんでください！  

●出荷時期：7 月中旬～8 月末 

●最もおいしい時期：7 月中旬～8 月末 

＜黒大豆枝豆「さとっこ姫」＞ 甘味のある味が特長です 

 どんどん甘味が増し、粒も大きくなってきました。だだちゃ豆と丹波黒の交配品種から育成。 

●出荷時期：9 月初旬～9 月中旬 

●最もおいしい時期：9 月初旬～9 月中旬 

＜黒大豆枝豆「黒っこ姫」＞ 粒が大きく、甘みのある味が特長です 

 さとっこ姫同様だだちゃ豆と丹波黒の交配品種から育成。粒が大きく、甘味のあるのが特長です。 

●出荷時期：9 月中旬～9 月末 

●最もおいしい時期： 9 月中旬～9 月末 

＜黒大豆枝豆「丹波黒」＞ 絶品。大粒で濃厚な味わいです 

 黒大豆枝豆の最高級品種。環境に配慮し、土づくりからこだわりました。モチッとした食感、濃厚な味

わい。絶品です。 

●出荷時期：10 月上旬～10 月下旬 

●最もおいしい時期： 10 月 15 日頃 

西戸田ハウス生産組合               （担当者： JA 兵庫六甲 神戸西営農総合センター） 

ＨＰ ― E-mail kobenishi@jarokko.or.jp 

住所 〒651-2266 兵庫県神戸市西区平野町印路 660-1 

ＴＥＬ 078-961-1277 ＦＡＸ 078-961-2641 

＜トマト＞ 酸味と糖度のバランスの良いトマト 

節水栽培であるが、極度に糖度重視の栽培ではなく、中心糖度を 9 度にしました。 

●出荷時期：1 月～6 月 

●最もおいしい時期：3 月～4 月 

三谷 悟則                                         （担当者：三谷 久美子） 

ＨＰ https://www.facebook.com/gourmet.tomato 

淡路島グルメトマト 検索 

 

E-mail gourmet.tomato@gmail.com 

住所 〒656-2311 兵庫県淡路市久留麻 2045-4 

ＴＥＬ 0799-74-2008 ＦＡＸ 0799-74-3081 

＜フルーツトマト＞ 

 あわじ島グルメトマト（水気耕トマト・三谷） 

 北淡路高原の太陽をいっぱい浴び、甘味と酸味が絶妙なバランス

でギュッと詰まったジューシーな水気耕トマトです。 

淡路市ふるさと納税返礼品にもご利用いただいています。 

●出荷時期：通年 

●最もおいしい時期：2 月～6 月 
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＜根菜類＞ 

 

 

 

 

株式会社トーホーファーム                         （担当者：黑﨑 泰司） 

ＨＰ 
https://www.to-ho.co.jp 

トーホー 検索 

 

E-mail Yasushi.kurosaki@to-ho.co.jp 

住所 〒651-2304 兵庫県神戸市西区神出町小束野 53-81 

ＴＥＬ 078-965-2832 ＦＡＸ 078-965-2831 

＜だいこん＞ 安全・安心な野菜 

 栄養豊富なほ場で、農薬の使用を極力避け、丹精込めて栽培して

います。 

●出荷時期：11 月～1 月 

●最もおいしい時期：12 月 

 

Eco 播磨しらさぎ（株式会社フジ工房）                     （担当者：藤本 俊祥） 

ＨＰ http://www.fuji-koubou.com/ 

フジ工房 検索 

 

E-mail shinsennouen@maia.eonet.ne.jp 

住所 〒679-4346 兵庫県たつの市新宮町千本 717-1 

ＴＥＬ 0791-60-1424 ＦＡＸ 0791-75-3424 

＜じゃがいも（キタアカリ）＞ 甘くてホックホク！ 人気のキタアカリ  

 別名“栗イモ”と呼ばれるほど甘く、ホクホク食感です。 

 栽培期間中、農薬不使用です。 

●出荷時期：6 月～10 月 

●最もおいしい時期：6 月～7 月 

＜じゃがいも（デジマ）＞ 煮くずれしにくく、様々な料理に使えます  

 独特の食感と甘味が美味しい秋じゃが。 

栽培期間中、農薬不使用です。 

●出荷時期：1 月～4 月 

●最もおいしい時期：1 月～2 月  

株式会社博農                                  （担当者：八木 隆博） 

ＨＰ http://hakunou.co.jp/ 

博農 検索 

 

E-mail info@hakunou.co.jp 

住所 〒671-1321 兵庫県たつの市御津町苅屋 1036-1 

ＴＥＬ 079-322-4500 ＦＡＸ 079-322-4600 

＜にんじん＞ にんじん臭さをあまり感じないにんじん 

 にんじん本来の味と甘味のバランスに挑戦し、土壌改良を行い、

有機肥料で独自に考えた土づくりで栽培しています。 

●出荷時期：12 月～2 月、5 月～6 月 

●最もおいしい時期：1 月～2 月 

 

      

＜辛味だいこん＞ 辛さ爆発 

 砂地の干拓地、成山新田で栽培しています。フェロモントラップ

を利用した減農薬栽培で、土壌改良を行い、有機肥料で独自に考え

た土づくりを実践しています。 

●出荷時期：通年 

●最もおいしい時期：6 月～9 月 
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中村 義徳 

住所 〒670-0081 兵庫県姫路市田寺東 1-9-6 

ＴＥＬ 079-291-2756 ＦＡＸ 079-291-2756 

＜かぶ（暮坪かぶ・遠野かぶ）＞ 岩手県の伝統野菜 

 「美味しんぼ」でおなじみの究極の薬味。特に蕎麦の薬味に最高です。その他、刺身や焼き肉などの薬

味として利用され、わさび等とは趣の異なる「究極の薬味」として喜ばれています。 

●出荷時期：12 月～1 月 

●最もおいしい時期：12 月 

＜かぶ（長崎赤かぶ）＞ 長崎県の固定種 

 繊維を感じないほど柔らかく、ジューシーで甘みもあり、サラダに最適です。独特の香りと風味を持ち、

浅漬、糖漬、三杯酢等に珍重されます。 

●出荷時期：10 月下旬～12 月 

●最もおいしい時期：10 月下旬～12 月 

＜かぶ（温海かぶ）＞ 山形県の伝統野菜 

 繊維が緻密でなくサラダでも食べられます。漬物にすると紅色に染まり、香りも高く美味しさ抜群です。 

●出荷時期：12 月下旬～2 月初旬 

●最もおいしい時期：12 月下旬～2 月初旬 

＜かぶ（最上かぶ）＞ 山形県の伝統野菜 

 大根のような形が特長です。土から出た部分は赤紫になりますが、内部は白く、見た目に非常に美しい

かぶです。肉質は柔らかいので、汁の実や炒り物、麹漬や甘酢漬等に利用できます。 

●出荷時期：12 月～1 月 

●最もおいしい時期：12 月～1 月 

＜だいこん（戸隠大根）＞ 長野県の伝統野菜 

 江戸時代より栽培されている品種で、蕎麦の薬味として利用されています。 

●出荷時期：12 月～2 月 

●最もおいしい時期：1 月～2 月 

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 

＜ジャガイモ＞ ほくほくと昔ながらの味わい 

 男爵・メークイン厳選した種イモを使用しています。 

●出荷時期：6 月～7 月 

●最もおいしい時期：6 月～7 月 

 

 

 

 

たかた菜園                                （担当者：髙田 修也） 

ＨＰ ― E-mail takata.c.c@zeus.eonet.ne.jp 

住所 〒679-4303 兵庫県たつの市新宮町上笹 436 

ＴＥＬ 0791-77-1217 ＦＡＸ 0791-77-1202 

＜播磨レンコン＞ 全国でもめずらしいレンコン 

 全国でもめずらしい合鴨農法で作っている除草剤・殺虫剤を使っていない無漂白レンコンです。 

●出荷時期：10 月～3 月 

●最もおいしい時期：12 月～1 月 

船引 政則 

住所 〒671-1132 兵庫県姫路市大津区勘兵衛町 2-182 

ＴＥＬ 079-236-4753 ＦＡＸ 079-236-4753 

＜レンコン＞ 堀りたてそのまま 

 朝堀り起こしたレンコン、真空パックで新鮮。 

●出荷時期：9 月～2 月 

●最もおいしい時期：10 月～2 月 
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＜果実的野菜＞ 

 

 

 

 

篠田農園                                 （担当者：篠田 重一） 

ＨＰ ― E-mail shino22@sea.plala.or.jp 

住所 〒677-0068 兵庫県西脇市落方町 502-1 

ＴＥＬ 0795-25-8888 ＦＡＸ 0795-25-8890 

＜いちご＞ ハウス高設栽培による徹底した品質管理 

 いちご各品種に応じた適正管理により、品種毎の美味しさを追

求しています。 

※あきひめ、さちのか、兵庫品種（あまクィーン、紅クィーン） 

●出荷時期：12 月～5 月 

●最もおいしい時期：1 月～2 月 

 

 

 

 

 

ＳＡＫＡＩ ＦＩＥＬＤＳ                         （担当者：酒井 良宗） 

ＨＰ https:// ichigo-ya.com 
観光いちご園一伍屋 検索 

 

E-mail fragaria2015@hotmail.com 

住所 〒677-0055 兵庫県西脇市高松町字小口 302 

ＴＥＬ 080-8716-5046 ＦＡＸ ― 

＜いちご＞ 朝採りの新鮮ないちごをどうぞ！ 

 最新設備の高設栽培にて徹底管理されて育てられた美味しい 

いちごをご賞味ください。 

●出荷時期：12 月～5 月 

●最もおいしい時期：1 月～2 月 

 

 

 

 

 

株式会社わさび                                （担当者：真野 宏正） 

ＨＰ https://wa-sa-bi.co.jp 

わさび／いちご 検索 

 

E-mail mano.h.wasabi@gmail.com 

住所 〒679-0202 兵庫県加東市多井田 288-1-201 

ＴＥＬ 080-5362-0442 ＦＡＸ 0795-20-4553 

＜いちご＞ 自治体ブランドも認証のいちご！ 

 清涼な地下水を使い、環境にやさしい「天敵農薬」を利用し、周

辺の生態系に配慮した栽培を行っています。高設栽培なので、いち

ごに土が付きません。 

小野市うまいもんブランドの認証も受けています。 

●出荷時期：12 月～4 月 

●最もおいしい時期：12 月～2 月 

  

 

有限会社福永農産                                （担当者：小井 佳代） 

ＨＰ ― E-mail fukukoi.15@gmail.com 

住所 〒679-2101 兵庫県姫路市船津町 5247-13 

ＴＥＬ 090-5975-8650 ＦＡＸ ― 

＜いちご＞ 高設栽培で空中にぶら下がった“ぶらんこいちご” 

 少しでもいちごに良い環境を考え、炭酸ガスを施用して光合成を

促したり、紫外線 B波で病気の発生を抑制して育てた 

いちごは、元気そのもの！  

●出荷時期：1 月～4 月 

●最もおいしい時期：1 月～3 月中旬 
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＜その他野菜＞  

Ｆarmer’s  Ｙard                             （担当者：鈴木 広史） 

ＨＰ https://farmers-yard.jimdo.com 

野菜ギフト／ブーケ／アレンジメント

／ワークショップ／ディスプレイ 
検索 

 

E-mail farmersyard2011@gmail.com 

住所 〒671-2116 兵庫県姫路市夢前町寺 143 

ＴＥＬ 090-1024-2599 ＦＡＸ 079-335-3347 

＜旬のお野菜セット＞ 世界各地の個性的な野菜が楽しめます 

 土作りにこだわり、化学肥料や農薬を一切使用せずに育てました。 

旬の野菜を年間 365品種栽培しています。 

●出荷時期：通年 ●最もおいしい時期：通年 ■予約販売のみ（1 週間前までにメールかＴＥＬにて予約） 

＜野菜ギフト ブーケ＞ 色鮮やかな食べられる野菜のブーケ 

 パーティや発表会を彩るのは、食べられる野菜のブーケ。 

レシピや野菜の機能性を記載した「野菜カルテ」をお付けします。 

●出荷時期：通年 ●最もおいしい時期：通年 ■予約販売のみ（1 週間前までにメールかＴＥＬにて予約） 

＜野菜ギフト アレンジメント＞ 「心と体が喜ぶギフト」です 

 飲食店の開店祝いやお誕生日等、各種お祝いのアレンジメントを承ります。 

野菜は全て食べられます。「野菜カルテ」付き。 

●出荷時期：通年 ●最もおいしい時期：通年 ■予約販売のみ（1 週間前までにメールかＴＥＬにて予約） 

＜旬のお野菜セット＞                ＜ブーケ＞            ＜アレンジメント＞ 

＜ワークショップ＞ 華やかな野菜のアレンジメントが作れます 

 母の日･ハロウィン・クリスマス等、各種イベントに合わせたメニューをご用意しています。 

アトリエでの楽しい時間をお過ごしください。 

●出荷時期：通年 ●最もおいしい時期：通年 ■予約のみ（事前にメールかＴＥＬにて要相談） ■出張可能 

＜ディスプレイ＞ パーティ会場を野菜で装飾します 

 ウェディングやパーティ会場のテーブル等を、ファーマーズヤードの野菜で装飾します。 

色彩豊かで造形的なフォルムと自然素材を融合させた新たな世界観を演出します。 

●出荷時期：通年 ●最もおいしい時期：通年 ■予約のみ（事前にメールかＴＥＬにて要相談） ■出張可能 

＜ワークショップ＞                     ＜ディスプレイ＞ 
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■農産物（果樹） 

 

 

 

 

 

 

株式会社 J・McCoy 上田農園                        （担当者：上田 哲也） 

ＨＰ http://www.uedanouen.net  

上田農園  J 検索 

 

E-mail ueda1128@memenet.or.jp 

住所 〒679-4343 兵庫県たつの市新宮町大屋 387-1 

ＴＥＬ 0791-75-2217 ＦＡＸ 0791-75-2342 

＜ブルーベリー＞ 大粒で甘みが強い！ 

 冬場の剪定で花芽の数を減らすことで、大粒で甘みがギュッと詰

まった果実になります。※多品種生産 

●出荷時期：6 月～8 月 

●最もおいしい時期：6 月～8 月 

 

丹波篠山伝田農産                             （担当者：澤村 寛文） 

ＨＰ ― E-mail tanbasasayama-denden@iris.eonet.ne.jp 

住所 〒669-2422 兵庫県篠山市後川上 677-3 

ＴＥＬ 079-506-1563 ＦＡＸ 079-506-1563 

＜ブルーベリー＞  

ブルーベリーってこんなに大きいの！？ 

 こだわりの直植え。果肉の柔らかさ、ジューシー感が違い

ます。 

●出荷時期：7 月～8 月 

●最もおいしい時期： 8 月 

 

 

長尾楽笑村組合                                （担当者：松本 雅夫） 

ＨＰ ― E-mail rakushoumura@gmail.com 

住所 〒676-0827 兵庫県高砂市阿弥陀町阿弥陀 380 

ＴＥＬ 079-448-6452 ＦＡＸ 079-448-6452 

＜ブルーベリー＞  

ほどよい酸味と甘味のあるフレッシュなブルーベリーを、一年

を通じて提供できるようにしています。 

●出荷時期：通年 

●最もおいしい時期： 6 月中旬～8 月中旬 

 

 

たじま農業協同組合 葡萄部       （担当者：JA たじま 豊岡営農生活センター 井上 翔大郎） 

ＨＰ ― E-mail c.toyooka@ja-tajima.or.jp 

住所 〒668-0854 兵庫県豊岡市八社宮 490 

ＴＥＬ 0796-24-3641 ＦＡＸ 0796-24-2221 

＜豊岡ぶどう ピオーネ＞ 豊岡ぶどう ピオーネ 

 豊岡市の認証ブランド「コウノトリの舞」を取得し、化学肥料

と農薬の使用を抑えた人と環境に優しい安心安全で高品質なぶど

うです。 

●出荷時期：8 月～11 月 

●最もおいしい時期： 9 月 
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■農産物（その他） 

＜そば＞ 

 

 

JA たじま朝倉さんしょ部会           （担当者：JA たじま 営農生産部特産課 稲葉 博通） 

ＨＰ http://www.ja-tajima.or.jp 

朝倉さんしょ 検索 

 

E-mail seika@ja-tajima.or.jp 

住所 〒668-0051 兵庫県豊岡市九日市上町 550-1 

ＴＥＬ 0796-24-6672 ＦＡＸ 0796-24-6702 

＜朝倉さんしょ＞ 養父市八鹿町朝倉が発祥の地！ 

 古くから多くの農家で栽培されています。 

大粒で渋みが少なく、フルーティで爽やかな香りが特長です。 

●出荷時期：5 月下旬～6 月上旬 

●最もおいしい時期：5 月下旬～6 月上旬 

 

淡路オレンジの会                             （担当者：岡野 佳一） 

ＨＰ http://okanonouen.jimdo.com/ 

淡路岡野農園 検索 

 

E-mail Ysik320@ares.eonet.ne.jp 

住所 〒656-2131 兵庫県淡路市志筑 645 

ＴＥＬ 0799-62-1243 ＦＡＸ 0799-62-1243 

＜淡路島なるとオレンジ＞ 独特の甘みと香り 

 唯一淡路島で栽培している、独特の香りと甘みと酸味の調和のと

れた、ほろ苦さをもった果汁の多い果実です。 

大阪湾を一望する温暖な丘陵地で、有機中心の肥料を施し、減農

薬栽培に取り組んでいますので安心してご賞味ください。 

●出荷時期：5 月～6 月 

●最もおいしい時期：5 月～6 月 

 

株式会社八千種営農                            （担当者：城谷 憲敬） 

ＨＰ ― E-mail yatikusa.einou@kpa.biglobe.ne.jp 

住所 〒679-2202 兵庫県神崎郡福崎町八千種 4746 

ＴＥＬ 0790-22-8007 ＦＡＸ 0790-22-8007 

＜そば＞ 八千種で育てたそば 

 ヘアリーベッチ、麦わら残渣をすき込んで育てました。八千種の

地名由来を名称に「播磨風土記 八千軍野そば」にもなっています。 

●出荷時期：通年 

●最もおいしい時期：12 月～3 月 

 

農事組合法人八幡営農組合                         （担当者：芦原 安男） 

ＨＰ http://www.yahataeinoukumiai.com E-mail yahata_einou2005527@quartz.ocn.ne.jp 

住所 〒675-1206 兵庫県加古川市八幡町船町 16 

ＴＥＬ 079-438-3950 ＦＡＸ 079-438-3952 

＜そば＞ 八幡厄神そば 

 減農薬で育てたそばを自ら乾燥調整し、昔ながらの唐箕で選

別して風味豊かな玄そばに仕上げました。 

●出荷時期：通年 

●最もおいしい時期：12 月～2 月 
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＜ﾊﾞｼﾞﾙ＞ 

 

 

＜ドクダミ＞ 

赤花そばの郷農事組合法人                            （担当者：本田 重美） 

ＨＰ http://akabana-soba.net 

赤花そばの郷 検索 

 

E-mail info@akabana-soba.net 

住所 〒668-0352 兵庫県豊岡市但東町赤花 159-1 

ＴＥＬ 0796-56-0081 ＦＡＸ 0796-56-1128 

＜在来種赤花そば＞  

独特の粘りと風味のあるそばです 

●出荷時期：11 月～10 月 

●最もおいしい時期：11 月～3 月 

 

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＞ たつの発バジルで町おこし 

 市内の生産部会の人々の努力で生産。朝摘みバジルは色・香り共

に最高です。 

●出荷時期：6 月～10 月 

●最もおいしい時期：6 月～8 月 

 

 

 

ＦＧＡハーブ部会                          （担当者：フレッシュグループ淡路島 森 靖一） 

ＨＰ  https:// www.freshherb.jp/ 
ｽﾃｨｯｸﾆﾝｼﾞﾝ／ﾊﾞｼﾞﾘｺ／ﾙｯｺﾗｾﾙﾊﾞﾁｺ

／ｲﾀﾘｱﾝﾊﾟｾﾘ／ﾌﾚｯｼｭｸﾞﾙｰﾌﾟ／ 

淡路島／農業／若手 

検索 

 

E-mail awaji@freshherb.jp 

住所 〒656-1501 兵庫県淡路市尾崎 1116-1 

ＴＥＬ 0799-70-4232 ＦＡＸ 078-330-4147 

＜バジリコ –スイートバジル -＞  

香り高い淡路島のバジリコ 

 淡路島で生産された堆肥を活用して、太陽と潮風を受けて育まれ

ました。芳醇な島のバジルをお届けします。 

●出荷時期：4 月～11 月 

●最もおいしい時期：6 月～7 月 

 

一般社団法人 遊ファーム                          （担当者：平野 岩夫） 

ＨＰ https://yuufarm.com/ 

遊ファーム 検索 

 

E-mail yuufarm@outlook.com 

住所 〒671-2501 兵庫県宍粟市山崎町上ノ 1616 

ＴＥＬ 0790-65-0626 ＦＡＸ 0796-65-0626 

＜ドクダミ＞ 万能薬 ドクダミ 

 乾燥させたものをドクダミ茶、生薬をサプリメント、化粧水など

として様々なものに活用し、その効能が期待されています。 

●出荷時期：5 月～8 月 

●最も旬な時期：5 月～6 月 
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＜しいたけ＞ 

 

 

 

 

 

深山農園株式会社                                （担当者：丹羽） 

ＨＰ http://fukayaman.com  

深山農園 検索 

 

E-mail info@fukayaman.com 

住所 〒678-0092 兵庫県相生市矢野町小河 854 

ＴＥＬ 0791-29-0013 ＦＡＸ 0791-25-7126 

＜生しいたけ（菌床）＞  

肉厚で、大きく、ジューシーな「瀬戸内しいたけ」 

 しいたけの 88％は水分。だから、水はしいたけの命とも言えま

す。山奥の清らかな湧き水を使用し、じっくりゆっくり栽培する

ことで、みずみずしく弾力のある食感に。 

●出荷時期：通年 

●最もおいしい時期：9 月～3 月 

 

 

 

＜瀬戸内しいたけ（乾・スライス）＞  

使いたい時に使える「瀬戸内しいたけ」 

 自社農場で栽培した、肉厚で大きくジューシーなしいたけをス

ライスし、乾燥しています。包丁いらずで、使い勝手もよいです。 

 

 

 

希望小売価格（税込） 398 円 

内容量 18g 

賞味期限 1 年 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4589413550044 

＜瀬戸内きくらげ（乾・スライス）＞  

「瀬戸内きくらげ」は、女性の味方です！ 

 低カロリーで高栄養価！鉄分や食物繊維たっぷりのきくらげ

は、女性のカラダのお悩みをサポートし、健康的でヘルシーな毎

日にピッタリ！自社農場で栽培したきくらげをスライスし、乾燥

しています。包丁いらずで、使い勝手もよいです。 

 

 

 

希望小売価格（税込） 432 円 

内容量 15g 

賞味期限 1 年 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4589413550129 

きのこや                                           （担当者：宮本）

住所 〒671-3202 兵庫県宍粟市千種町黒土 24-1 

ＴＥＬ 0790-76-3026 ＦＡＸ 0790-76-3026 

＜菌床椎茸＞  

焼いてもお鍋でも最高だよ！ 

 肉厚でジューシーです。 

●出荷時期：通年 

●最もおいしい時期 9 月～3 月 
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■畜産物（牛肉） 

 

 

■畜産物（豚肉） 

 

 

加古川和牛流通推進協議会                                （担当者：中島･松田） 

ＨＰ ― E-mail nakashima720@ja-hyogominami.com  

住所 〒675-1121 兵庫県加古郡稲美町北山 1243-1 

ＴＥＬ 079-496-5787 ＦＡＸ 079-492-8735 

＜加古川和牛＞ 安心の地域ブランド！ 

 とろけるように柔らかい肉質の秘密は、きめ細やかな繊維と、 

うまみ成分を多く含むのが特長です。脂は常温で溶けやすいオレ

イン酸を多く含み、口の中でスッととろけます。 

●出荷時期：通年 

●最もおいしい時期：通年 

 

淡路ビーフブランド化推進協議会                         （担当者：浜中 健一） 

ＨＰ http://awaji-katikuitiba.or.jp/beef.html 

淡路ビーフ 検索 

 

E-mail awajibeef@awaji-katikuitiba.or.jp 

住所 〒656-2142 兵庫県淡路市塩田新島 3-2 

ＴＥＬ 0799-62-0068 ＦＡＸ 0799-62-0982 

＜淡路ビーフ＞ 自然と人が紡ぐ淡路ビーフ 

 口の中に入れると和牛の甘さと香りが広がり、しつこさを感じ

させず、柔らかい肉質とのバランスが魅力。 

●出荷時期：通年 

●最もおいしい時期：通年 

 

 

ひょうご雪姫ポークブランド推進協議会                      （担当者：中村） 

ＨＰ http://www.yukihimepork.com 

ひょうご雪姫ポーク 検索 

 

E-mail info@hyougo.lin.gr.jp 

住所 〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通 1 番地 兵庫県農業会館兵庫県畜産協会内 

ＴＥＬ 078-381-9362 ＦＡＸ 078-331-7744 

＜ひょうご雪姫ポーク＞ 霜降り豚肉！ 

 パンや麺類等のでんぷん質飼料を豚に多く与えることにより、

ロースなどに霜降りが入る、おいしい豚肉です。 

●出荷時期：通年 

●最もおいしい時期：通年 

 

 

有限会社 髙尾牧場                              （担当者：髙尾 尚子） 

ＨＰ http://www.takao-bokujo.co.jp 

神戸ポーク・髙尾牧場 検索 

 

E-mail info@takao-bokujo.co.jp 

住所 〒651-2231 兵庫県神戸市西区櫨谷町寺谷 809-8-2 

ＴＥＬ 078-991-5063 ＦＡＸ 078-991-5063 

＜神戸ポーク＞ 神戸生まれのヘルシーポーク 

 エサと飲み水にこだわり抜いて大切に育てた髙尾牧場のオリジ

ナルブランドポーク。さっぱりと上品でコクと旨みのある柔らかい

肉質は様々な料理にお使い頂けます。 

●出荷時期：通年 

●最もおいしい時期：通年 
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■畜産物（鶏肉） 

 

 

株式会社 嶋本食品                              （担当者：嶋本 育史） 

ＨＰ http://www.shimamotoshokuhin.com 

いのぶた／淡路ビーフ 検索 

 

E-mail info@shimamotoshokuhin.com 

住所 〒656-0313 兵庫県南あわじ市松帆志知川 154 

ＴＥＬ 0799-36-2089 ＦＡＸ 0799-36-3989 

＜金猪豚 ロース肉＞ 柔らかく、赤身と脂身のバランスが美味しい！ 

 キメが細かく肉質は柔らかで、赤身と脂身のバランスが良く、旨みが魅力の部位です。 

＜金猪豚 バラ肉＞ 見事な三枚肉！ 

 色目は少し赤く、赤身肉は弾力があり、脂身とすばらしくマッチしています。 

＜金猪豚 カタロース肉＞ 味がしっかりした部位 

 赤身の中に脂質が網目状に広がり、ロースより脂身が多いので、コクがある濃厚な味わいが楽しめます。 

＜金猪豚 モモ肉＞ あっさりとした味わい！ 

 脂身が少なく赤身が中心で、高タンパク低脂肪のあっさりとした味わいが特徴です。 

＜金猪豚 カタ肉＞ 旨みが豊富！ 

 よく動かす部分なので、筋肉質で脂肪が少ない部位です。肉のキメが荒く、少し硬めですが、しっかりと

した旨みがあります。 
●出荷時期：通年 

●最もおいしい時期：通年 

＜ロース肉＞      ＜バラ肉＞        ＜カタロース肉＞     ＜ﾓﾓ肉＞        ＜カタ肉＞ 

 

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ブ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 
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■畜産物（鶏卵） 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

株式会社芦田ポートリー                     （担当者：芦田 昭也・関 美絵子） 

ＨＰ http://www.ashidapoultry.jimdo.com/ 

芦田ポートリー 検索 

 

E-mail ashidapoultry@gmail.com 

住所 〒669-3645 兵庫県丹波市氷上町鴨内 967 

ＴＥＬ 0795-88-9800 ＦＡＸ 0795-88-9801 

＜幸世村の平飼いたまご＞  

ほんのり甘くて濃厚な丹波の平飼いたまご 

 豊かな自然に恵まれた場所で、Non-Gmo 飼料の他、地元の野菜を

たくさん食べさせ、天気の良い日は放し飼い。 

安全・安心なエサと美味しさにこだわり、大切に育てた鶏のたま

ごです。 

●出荷時期：通年 

●最もおいしい時期：通年 

●JAN コード：4571451418011 

 

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 倍あるビタミン 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、植物由来のパプ

リカ色素で黄卵色が鮮やかなオレンジ色を実現しています。④当社

オリジ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 
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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 

 天然ハーブ・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、混ざりにくいほど濃厚で、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 

●JAN コード：4560112660012 

 

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 1-17 

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。 

 ブナ・ナラの樹液、ヨモギ粉、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＞  

モーツァルトを聴き、ストレスなく育った鶏から産まれた卵 

 餌にこだわり、濃厚な味わいが特長！一般卵と比べて、ビタミ

ン E と葉酸が 3 倍で栄養たっぷりです。  

●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＞  

兵庫県産のお米を食べて育った鶏から産まれた卵  

 兵庫県産のお米を餌に配合し、兵庫の循環型農業を支え、食料

自給率アップに貢献している安全・安心の卵です。 

●出荷時期：通年 

●最もおいしい時期：通年 

●JAN コード 4571358133307 
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■水産物（牡蠣） 

 

 

 

 

 

■水産物（わかめ） 

 

  

姫路市漁業協同組合網干支所                           （担当者：金子） 

ＨＰ ― E-mail jfhimeji-aboshi@hb.tp1.jp 

住所 〒677-1241 兵庫県姫路市網干区興浜 2093-133 

ＴＥＬ 079-274-0304 ＦＡＸ 079-274-0305 

＜生かき＞ 網干産 生かき 

 揖保川の下流に位置し、山が育んだ豊富な栄養が流れ込む海域で

養殖されており、各生産者が一粒ずつ丁寧にチェックして仕上げて

いく。身もしっかり詰まっており、加熱しても縮みにくいのが特徴

です。 

●出荷時期：11 月～4 月 

●最もおいしい時期：1～2 月 

 

 

 

 

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 1223-22 

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

白でポッテリとして、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、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（山陰海岸ジオパークに認定）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

凍パック品を中心に、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 
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■農産加工品 

＜おかゆ＞ 

 

 

＜みそ類＞ 

 

株式会社ＧｒｅｅｎＭｉｎｄ                        （担当者：髙寺 寿一） 

ＨＰ https://www.xgreenmind.co.jp/ 

赤ちゃんのためのお粥 検索 

 

E-mail info@xgreenmind.co.jp 

住所 〒669-1544 兵庫県三田市武庫が丘 3-4 

ＴＥＬ 079-558-7124 ＦＡＸ 079-558-7124 

＜赤ちゃんのためのお粥 （5･7･9･12 か月頃から）＞ 

兵庫県産米を使った無添加仕上げの離乳食 

契約農家が丹精こめて育てた米を使った無添加仕上げの離乳食。

五感が形成される離乳期だからこそ米本来の甘みや風味が感じられ

るよう添加物不使用。トロトロからツブツブまで成長にあわせた粒

感に仕上げ、食感の違いを大切にしています。ふるさと兵庫の味わ

いは豊かな感性を育み健康な心と体をつくる一歩になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 希望小売価格（税込） 350 円 

内容量 80g 

賞味期限 180 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4573255530012 

有限会社六甲味噌製造所                          （担当者：長谷川 照起） 

ＨＰ http:// www.rokkomiso.co.jp 
六甲みそ 検索 

 

E-mail info@rokkomiso.co.jp 

住所 〒659-0015  兵庫県芦屋市楠町 11-16 

ＴＥＬ 0797-32-6111 ＦＡＸ 0797-22-6518 

＜完熟みそ＞ 六甲味噌のこだわり味噌 

 六甲味噌の究極のこだわりで集めた兵庫県産原材料を、長年培わ

れてきた技術の粋を集めて天然醸造した米赤つぶ味噌（塩分約

10％）。 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 2,268 円 

内容量 1kg 

賞味期限 120 日 

保存温度帯 常温（冷蔵保存を推奨します） 

JAN コード 4903312210081 

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、学校給食での使用のほか、旬

彩蔵（上郡、赤穂、書写）、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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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 

一般社団法人 北神みそ              （担当者：JA 兵庫六甲神戸地域事業本部 林 裕子）                                  

ＨＰ ― E-mail kobe@jarokko.or.jp 

住所 〒651-1313 兵庫県神戸市北区有野中町 2-12-2 

ＴＥＬ 078-981-4089 ＦＡＸ 078-981-4089 

＜北神みそ＞ 安全安心な素材にこだわった手作りみそ 

 地元神戸市北区産の米・大豆と赤穂の甘塩が原料の手作りみそ。

丁寧に作った米糀が、みそを甘口で香り高くまろやかな味わいに仕

上げています。 

 

 

 

希望小売価格（税込） 540 円 1,026 円 1,944 円 

内容量 500g 1kg 2kg 

賞味期限 6 か月 

保存温度帯 冷蔵 

味蔵たんとう株式会社                                         （担当者：岡村 秀子）                                  

ＨＰ ― E-mail ajikura08550796@yahoo.co.jp 

住所 〒668-0364 兵庫県豊岡市但東町佐田 526 

ＴＥＬ 0796-55-0855 ＦＡＸ 0796-55-0855 

＜青大豆入りみそ＞ コクと旨味を生かしたまろやかなみそ 

 兵庫県産白大豆に甘みのある青大豆を 2 割加え、米糀は自然豊か

な円山川上流の清流でとれたコシヒカリを使用しています。 

通常より長く 1 年以上熟成させた、コクが豊かでまろやかなみそ

です。糀は自家製で生きています。朝の味噌汁は一日の活力の源と

なり、夜の味噌汁は疲れを癒やしてくれます。ぜひお召し上がりく

ださい。 

 

 

 

希望小売価格（税込） 430 円 630 円 

内容量 400g 700g 

賞味期限 4 か月 

保存温度帯 常温 
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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 

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 

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 6 か月 

保存温度帯 冷蔵 
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＜もち類＞ 

一般社団法人 三田やまびこ加工グループ                   （担当者：後藤 直子）                                  

住所 〒669-1311 兵庫県三田市加茂 290 

ＴＥＬ 079-567-5130 ＦＡＸ 079-576-5130 

＜やまびこみそ＞ 三田米・兵庫県産大豆を使用しています。 

 一粒一粒手作業で丁寧に作り上げた麹と、県産大豆を使用した、

熟成されたまろやかな味わいのあるお味噌です。 

 

 

 

希望小売価格（税込） 897 円 

内容量 1kg 

賞味期限 6 か月 

保存温度帯 冷蔵 

相生市農村女性連絡協議会（食と農を守るかあちゃんず）            （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、ピザソースにもお勧め

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 

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 兵庫県佐用郡佐用町船越 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(ハリマモチ）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 
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＜めん類＞ 

 

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。HACCP 方式で管理した衛生的な環境

で製造しており、原料のもち米と水以外の添加物は一切不使用。2

年間の賞味期間を保証した、安全・安心な美味しいおもちです。 

 

 

 

 

 

 

 
希望小売価格（税込） 410 円 

内容量 300g 

賞味期限 730 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4977803201087 

前川農産                                 （担当者：前川 勇人） 

ＨＰ インスタグラムで前川農産を検索してください。 

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 0791-48-7435 

＜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、つぶつぶ感がプ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 

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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明和株式会社                                （担当者：松島 勝彦） 

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 

加藤産業株式会社 ＜販売＞                         （担当者：米田 裕太） 

ＨＰ http://www.katosangyo.co.jp/ E-mail yuta_yoneda@katosangyo.co.jp 

住所 〒662-8543 兵庫県西宮市松原町 9-20 

ＴＥＬ 0798-33-7861 ＦＡＸ 0798-33-1705 

カネス製麺株式会社 ＜製造＞                        （担当者：塩谷 政人） 

ＨＰ http://www.kanesuseimen.co.jp/ E-mail shiotani@kanesuseimen.co.jp 

住所 〒679-4315 兵庫県たつの市新宮町井野原 212-4 

ＴＥＬ 0791-75-0006 ＦＡＸ 0791-75-0342 

＜麺有楽 国内麦小麦粉使用 麺司うどん＞ 

もっちりとした食感の麺司うどん！ 

うどん作りに最適な「低アミロース」タイプの澱粉を持つ、兵庫

県産小麦「ふくほのか」を主に使用しています。 

麺がなめらかで、のどごしがよく、ソフトな食感でもっちりとし

たうどんです。 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 324 円 

内容量 320g 

賞味期限 540 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4901401063655 
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