
 

＜酒類＞ 

 

 

 

 

兵庫南農業協同組合                                   

ＨＰ http:// www.ja-hyogominami.com 

ふぁ～みん麦茶 検索 

 

E-mail ― 

住所 〒675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町 45 

ＴＥＬ 079-495-5330（営農経済部直売課） ＦＡＸ 079-495-5331（営農経済部直売課） 

＜ふぁ～みん麦茶＞ 

JA 兵庫南特産六条大麦を使用した麦茶 

大麦の焙煎は、香りを際立たせるために火入れ温度を低めに設定

し、焙煎窯に 4 度も通す「効熱焙り製法」を採用しています。 

 

希望小売価格（税込） 2,468 円 

内容量 500ml×24 本 

賞味期限 10 か月 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4560363180024 

沢の鶴株式会社                               （担当者：宮崎 紘二） 

ＨＰ http://www.sawanotsuru.co.jp/site/ 

沢の鶴 検索 

 

E-mail k.miyazaki@sawanotsuru.co.jp 

住所 〒657-0864 兵庫県神戸市灘区新在家南町 5-1-2 

ＴＥＬ 078-881-4301 ＦＡＸ 078-881-1292 

＜沢の鶴 特別純米酒 実楽山田錦＞  

特Ａ地区産契約栽培米「山田錦」100％使用の特別純米酒 

三木市吉川町実楽地区で生産された「山田錦」を全量使用し、昔ながらの「生酛造

り」で醸しました。旨味やコク、ふくらみがあり、後味のキレもよい灘本流のお酒で

す。 

 

希望小売価格（税込） 538 円 1,188 円 2,678 円 

内容量 300ml 720ml 1,800ml 

賞味期限 製造から 365 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4901808034616 4901808034593 4901808034579 

＜沢の鶴 兵庫県播州産山田錦生貯蔵酒 300ml＞  

＜沢の鶴 特別純米酒 播州山田錦生貯蔵酒 720ml＞  

播州地区の「山田錦」100％使用の純米生貯蔵酒 

播州エリアで栽培された「山田錦」を使用し、生のまま貯蔵し、瓶詰め前に一度だ

け火入れ（加熱処理）した純米生貯蔵酒。「生酛造り」のコクとキレがありながら、

フレッシュな味わいが特長。 

 

希望小売価格（税込） 431 円 1,102 円 

内容量 300ml 720ml 

賞味期限 製造から 270 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4901808009362 4901808035439 
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株式会社 神戸酒心館                            （担当者：松下 絢香） 

ＨＰ http://www.shushinkan.co.jp/ 

神戸酒心館、福寿 検索 

 

E-mail matsushitaa@shushinkan.co.jp 

住所 〒658-0044 兵庫県神戸市東灘区御影塚町 1-8-17 

ＴＥＬ 078-821-2913 ＦＡＸ 078-821-3330 

＜福寿 純米大吟醸＞ 上品で綺麗な香りと芳醇な味わいが特長 

兵庫県を代表する酒米「兵庫夢錦」を磨き上げ、低温でじっくり時間をかけて醸し

た純米大吟醸です。 

 

希望小売価格（税込） 3,780 円 

内容量 720ml 

賞味期限 製造から 365 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4980444027329 

＜福寿 大吟醸＞ 上品で洗練された味わいが特長 

酒米の最高峰、兵庫県産の山田錦を 100％使用し、丹念に醸した大吟醸です。 

 

希望小売価格（税込） 3,240 円 

内容量 720ml 

賞味期限 製造から 365 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4980444027305 

＜福寿 純米吟醸＞  

ノーベル賞晩餐会で振る舞われたお酒として話題に 

兵庫県産の酒米を、じっくりと醸し上げた自慢の銘酒。気品ある吟醸香とふくよか

な味わいが特長です。 

 

希望小売価格（税込） 1,620 円 

内容量 720ml 

賞味期限 製造から 365 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4980444024663 

＜福寿 純米酒 御影郷＞ 

灘の生一本の名にふさわしい、程よい酸味とキレ 

兵庫県産の厳選された良質の酒米を贅沢に使った伝統の味わい。 

 

希望小売価格（税込） 1,188 円 

内容量 720ml 

賞味期限 365 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4980444217249 

＜福寿 純米大吟醸 黒ラベル＞ 丹精込めて醸した至高の純米大吟醸酒 

酒米の最高峰､兵庫県産の山田錦を精米歩合 40％まで磨き上げ､丹精込めて醸した

至高の純米大吟醸酒｡高貴な香り､奥深い味わい､豊かな余韻をお楽しみください｡ 

 

希望小売価格（税込） 5,400 円 

内容量 720ml 

賞味期限 365 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4980444010789 
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田治米合名会社                              （担当者：高橋 慶次） 

ＨＰ http://www.chikusen-1702.com 

竹泉 ちくせん 検索 

 

E-mail info@chikusen-1702.com 

住所 〒669-5103 兵庫県朝来市山東町矢名瀬町 545 

ＴＥＬ 079-676-2033 ＦＡＸ 079-676-2738 

＜竹泉 純米大吟醸 幸の鳥＞ コウノトリ育む農法米 山田錦使用 

地元のこだわったお米で、丹精込めて手造りで仕込んだ純米大吟醸酒です。お食事

とともに楽しんでいただけます。 

 

希望小売価格（税込） 5,400 円 

内容量 720ml 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4995692130721 

＜竹泉 純米吟醸 幸の鳥＞ コウノトリ育む農法米 五百万石使用 

地元のこだわったお米で、丹精込めて手造りで仕込んだ純米吟醸酒です。燗酒とし

て、一層お食事を引き立てます。 

 

希望小売価格（税込） 2,700 円 5,400 円 

内容量 720ml 1,800ml 

保存温度帯 常温 常温 

JAN コード 4995692130516 4995692130509 

＜竹泉 醇辛カップ＞ お食事と飲んで美味しい純米酒 

五百万石を使用し、辛口でありながらもお米の旨味が味わえる純米酒。燗酒でも常

温でも冷でも楽しめます。 

 

希望小売価格（税込） 399 円 

内容量 180ml 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4995692111553 

＜竹泉 純米山田錦仕込 梅酒＞ 純米酒で仕込んだ兵庫のこだわり素材の梅酒 

兵庫の梅を、兵庫県産山田錦を使用した純米酒で漬け込むこだわりの梅酒です。美

味しい酸味と甘みが楽しめます。 

 

希望小売価格（税込） 2,052 円 

内容量 500ml 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4995692200547 

ヤヱガキ酒造株式会社                           （担当者：荒尾 義己） 

ＨＰ http://yaegaki.jp 

ヤエガキ/八重垣 検索 

 

E-mail yoshimi.arao@yaegaki.com 

住所 〒679-4298 兵庫県姫路市林田町六九谷 681 

ＴＥＬ 079-268-8080 ＦＡＸ 079-268-8088 

＜もちむぎ焼酎あらき＞ 

全量神崎郡福崎町特産もちむぎ使用。全麹仕込み 

希少な国産「もちむぎ」のみを使用し、さらに麹だけを原料に仕

込む「全麹仕込み」にすることで、香ばしさと甘味の広がる味わい

に仕上げました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 2,033 円 

内容量 720ml 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4967316273336 
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キング醸造株式会社                            （担当者：大西 祐次） 

ＨＰ http://www.hinode-mirin.co.jp/ 

日の出みりん 検索 

 

E-mail Xbl08846@nifty.com 

住所 〒675-1192 兵庫県加古郡稲美町蛸草 321 

ＴＥＬ 079-495-0155 ＦＡＸ 079-497-9014 

＜本格麦焼酎 六条の雫＞ 

地元稲美町産の六条大麦を 100％使用した本格麦焼酎 

原材料の麦、麦こうじは、その自然豊かな稲美町が育てた六条大

麦を 100％使用。減圧蒸留ならではの軽やかな味わいが特長のアル

コール分 25度の本格麦焼酎です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 1,490 円 

内容量 720ml 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4901309700225 

＜播州錦稲美山田錦特別純米酒＞ 

契約栽培「山田錦」100％使用の特別純米酒 

地元稲美町産の原料にこだわり、すっきりとした飲みやすい味に

仕上げています。 

 

   

希望小売価格（税込） 1,361 円 

内容量 720ml 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4901309100636 

白鶴酒造株式会社                             （担当者：新井 智子） 

ＨＰ http://www.hakutsuru.co.jp/ 

白鶴酒造 検索 

 

E-mail tomoko-arai@hakutsuru.co.jp 

住所 〒658-0041 兵庫県神戸市東灘区住吉南町 4-5-5 

ＴＥＬ 078-822-8903 ＦＡＸ 078-841-8659 

＜特撰 白鶴 特別純米酒 山田錦＞ 

最高峰の酒米 兵庫県産山田錦を 100％使用した特別純米酒 

滑らかでやさしい口当たりからしだいに山田錦らしいコクがふく

らみ、後口は軽快に切れていきます。冷やしてお飲みいただくと酸

味が程良く増して、シャープな味わいになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 1,020 円 

内容量 720ml 

賞味期限 365 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4902650017697 
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一般財団法人 神戸みのりの公社                       （担当者：源田 英生） 

ＨＰ https://kobewinery.or.jp/ 

神戸ワイナリー 検索 

 

E-mail h-genda@kobewine.co.jp 

住所 〒651-2204 兵庫県神戸市西区押部谷町高和 1557-1 

ＴＥＬ 078-991-3916 ＦＡＸ 078-991-3920 

＜セレクト 赤＞ 神戸の風土に磨かれた赤 

柔らかな渋みが心地よく、赤いベリー系の華やかな香りが感じら

れます。 

 

   

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 1,404 円 

内容量 720ml 

賞味期限 1,000 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4949167203656 

＜セレクト 白 辛口＞ 洗練された辛口 

華やかなトロピカルフルーツの香りとフレッシュな酸味、辛口の

すっきりとした余韻をお楽しみください。 

 

   

希望小売価格（税込） 1,404 円 

内容量 720ml 

賞味期限 1,000 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4949167203649 

＜セレクト 白 甘口＞ 自然の甘味の余韻に浸る 

爽やかな柑橘系の香りと、ほのかな自然の甘味をお楽しみくださ

い。 

 

   

希望小売価格（税込） 1,404 円 

内容量 720ml 

賞味期限 1,000 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4949167203632 
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■畜産加工品     

＜食肉加工品＞ 

 

 

 

 

 

 

 

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 

＜金猪豚ウインナー＞ 淡路島たまねぎ入り！ 

 辛さの中から甘味が出てきます。淡路島たまねぎです。 

ボイルした後、焦げ目がつくまで少し焼いたら、最高に美味しい

です！ 

 

 

 

希望小売価格（税込） 800 円 

内容量 100g（20g×5 本） 

賞味期限 1 年 

保存温度帯 冷凍 

JAN コード 4580375220785 

＜金猪豚ロースハム＞ 生食が一番！ 

 炊きたてのご飯をくるんで、醤油を少したらして食べてみてくだ

さい。脂身が溶けてくるようで、たまりません。 

 

 

 

希望小売価格（税込） 1,000 円 

内容量 100g 

賞味期限 1 年 

保存温度帯 冷凍 

JAN コード 4580375220631 

＜金猪豚ベーコン＞ いまだかつて食べたことのない味！ 

 食欲のすすむ燻製の香りと、とろける脂身を堪能してください。

脂身が特長なので、あまり焼きすぎないのがオススメ。 

 

 

 

希望小売価格（税込） 1,000 円 

内容量 100g（20g×5 本） 

賞味期限 1 年 

保存温度帯 冷凍 

JAN コード 4580375220679 

＜淡路島バーグ＞ 淡路島がいっぱい！ 

 淡路ビーフ(神戸ビーフ)と金猪豚の合挽肉と、淡路島たまねぎ、

淡路島たまご、淡路島牛乳が入っています。 

 

 

 

希望小売価格（税込） 500 円 

内容量 100g 

賞味期限 180 日 

保存温度帯 冷凍 

JAN コード 4580375220419 
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＜鶏卵加工品＞ 

印南養鶏農業協同組合                           （担当者：中村 周平） 

ＨＰ http://www.innami.or.jp/   
印南養鶏農業協同組合 検索 

 

E-mail s.nakamura@innami.or.jp 

住所 〒 675-1112  兵庫県加古郡稲美町六分一 1362-40 

ＴＥＬ 079-495-0080 ＦＡＸ 079-495-1256 

＜鶏屋のひねポン＞ 播州地方の名物料理！ 

 兵庫県産親鶏のみを使用した播州地方の名物料理！ 

たっぷりのゴマの香ばしさと風味豊かな柑橘系ポン酢の爽やか

さ！ 

 

 

 

希望小売価格（税込） 321 円 

内容量 90g 

賞味期限 製造日から 29 日 

保存温度帯 冷蔵 

JAN コード 4908545713231 

株式会社北海                                （担当者：細川 和洋） 

ＨＰ http://www.kk-hokkai.co.jp/   
 北海 牛肉まん 検索 

 

E-mail k-hosokawa@kouran.com 

住所 〒 657-0852  兵庫県神戸市灘区大石南町 2-2-2 

ＴＥＬ 078-861-1656 ＦＡＸ 078-861-1718 

＜神戸牛肉まん＞ 神戸牛 100％使用の贅沢肉まん！ 

 兵庫県産の小麦、玉ねぎを使用した皇蘭自慢の逸品です。 

 

希望小売価格（税込） 1,458 円 

内容量 60g×5 個 

賞味期限 180 日 

保存温度帯 冷凍 

JAN コード 4977130506459 

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 

＜たまごやさんの明石焼＞ 

本場明石のたこを使ったふっくら明石焼 

“兵庫県産鶏卵と明石の真ダコを使用しています。” 

焼きたてを急速冷凍することで、いつでも出来立ての味をお楽し

みいただけます。 

 

希望小売価格（税込） オープン価格 

内容量 明石焼 10 個、添付調味料 40mlｘ2 袋 

賞味期限 製造日から 364 日 

保存温度帯 冷凍 

JAN コード 4947997300415 
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＜乳製品＞ 

 

  

丹波乳業株式会社                               （担当者：営業係） 

ＨＰ  http://www.tambamilk.jp  
丹波乳業株式会社 検索 

 

E-mail info@tambamilk.jp 

住所 〒669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生桧ノ前 162 

ＴＥＬ 0795-82-6324 ＦＡＸ 0795-82-8014 

＜丹波ヨーグルト＞ 

丹波産生乳 100％使用のプレーンヨーグルト 

添加物や砂糖を一切加えず、牛乳本来の風味を活かしたヨーグルト

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 280 円 

内容量 380g 

賞味期限 15 日 

保存温度帯 10℃以下 

JAN コード 4902411501816 

＜のんじゃえ丹波＞ 丹波乳業の自信作！ 

まろやかでコクがあるのにあと味すっきり！ 

根強い人気を得ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 172 円 388 円 648 円 

内容量 150ml 500ml 900ml 

賞味期限 15 日 

保存温度帯 10℃以下 

JAN コード 4902411502660 4902411501786 4902411501793 

＜丹波乳業のこだわりヨーグルトシリーズ＞ 

丹波産の生乳・具材にこだわりました！ 

クリーミーなこだわりヨーグルトと黒豆・大納言あずきの相性は絶

妙です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 172 円 

内容量 90g 

賞味期限 15 日 

保存温度帯 10℃以下 

JAN コード 
黒豆    ：4902411508976 

大納言あずき：4902411504664 
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■水産加工品 

＜干物類＞ 

 

 

＜のり・のり加工品＞ 

 

 

 

有限会社マツエイ                              （担当者：寺川 明秀） 

ＨＰ https://www.matsueimaru.com/ 

柴山のうみ、ひと、さかな 検索 

 

E-mail kani-matsuei@iris.eonet.ne.jp 

住所 〒669-6432 兵庫県美方郡香美町香住区上計 1153 

ＴＥＬ 0796-37-0630 ＦＡＸ 0796-37-0175 

＜熟成干物「金の鰰」＞  

ふわりと上品な味わいの熟成干物 

鰰（ハタハタ）本来の自然な美しさと旨みを引き出す特別製法

で、干物には思えない“ふわり”とした上品な食感をご堪能くだ

さい。       

 

 

希望小売価格（税込） 810 円 

内容量 6 尾入（無頭） 

賞味期限 6 カ月 

保存温度帯 冷凍 

JAN コード 4589425690042 

＜炭火踊る！ホタル烏賊＞  

炭火で炙ると踊り出す！ 中ワタ丸ごと干物 

「最後の一網」で漁獲した自社船の日帰りホタル烏賊を丸ごと

味わえる、中ワタ入りの干物です。       

 

 

希望小売価格（税込） 486 円 

内容量 18g 

賞味期限 6 カ月 

保存温度帯 冷凍 

JAN コード 4589425690011 

松谷海苔株式会社                             （担当者：國重 宏之） 

ＨＰ http://www.matsutaninori.co.jp/ 

松谷海苔株式会社 検索 

 

E-mail kunishige@matsutaninori.co.jp 

住所 〒652-0847 兵庫県神戸市兵庫区切戸町 6-20 

ＴＥＬ 078-651-1223 ＦＡＸ 078-652-1780 

＜兵庫県産初摘み味付のり宴 48 枚＞ 

兵庫県産初摘み海苔使用 

口の中で海苔の旨味が拡がり、とろける食感をぜひ 

お楽しみ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 540 円 

内容量 48 枚 

賞味期限 270 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4978241212024 
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兵庫県漁業協同組合連合会                        （担当者：六反田 玲子） 

ＨＰ https://www.seat-sakana.net/ 

SEAT-CLUB／シートクラブ／ 

JF 兵庫漁連／兵庫県漁連 
検索 

 

E-mail staff@seat-sakana.net 

住所 〒673-0883 兵庫県明石市中崎 1-2-3 兵庫県水産会館内 3F 

ＴＥＬ 078-917-4137 ＦＡＸ 078-917-3811 

＜兵庫のり＞ 色つや抜群！ 

明石海峡を中心とした潮流の早い漁場で育まれた「兵庫のり」

は、色が黒くつやがよいのが特長です。全国のグルメが注目する

明石タイ･明石タコを生み出す栄養豊かで芳醇な海で育ったのり

は、アミノ酸を多く含んでいます。        

 

希望小売価格（税込） 560 円 

内容量 板のり 10 枚入（全型） 

賞味期限 9 カ月 

保存温度帯 冷暗所 

JAN コード 4996482420282 

＜生のり佃煮＞ 素材感のある浅炊きです！ 

淡路島近海で獲れる歯ごたえが特長のスサビノリを素材感のあ

る浅炊きに仕上げた佃煮です。着色料や化学調味料は不使用。 

お好みでわさびを加えていただくと、さっぱりとしたわさび風

味の佃煮になります。       

 

希望小売価格（税込） 420 円 

内容量 100g 

賞味期限 1 年 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4996482420992 

神戸市漁業協同組合                            （担当者：河原 和典）        

住所 〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯 3 丁目 1-10 

ＴＥＬ 078-706-0456 ＦＡＸ 078-708-1617 

＜味付 １帖袋 磯の香り＞ 全国に名を馳せるブランド海苔 

確かな味と潮の香を添えて…。個性豊かな味わいが一枚一枚包み

込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） オープン価格 

内容量 板のり 10 枚 

賞味期限 270 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4942592020515 

＜焼 １帖袋 磯の香り＞ 季節折々のお料理に 

神戸の沖は全国有数の海苔の産地です。歴史と品質が認められ、

「須磨海苔」の名で商標登録されています。 

 

希望小売価格（税込） オープン価格 

内容量 板のり 10 枚 

賞味期限 270 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4942592020614 
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株式会社菊屋商店                             （担当者：倉賀野 博子）        

ＨＰ https://www.nori-shop.com/ 

菊屋／味付海苔／焼海苔／ 

兵庫海苔／菊屋商店 
検索 

 

E-mail mikage-8458@canvas.ocn.ne.jp 

住所 〒658-0044 兵庫県神戸市東灘区御影塚町 2-2-10 

ＴＥＬ 078-851-8458 ＦＡＸ 078-851-8592 

＜招福のり＞ ギフト級の美味しい海苔をお手軽に！ 

創業 90 年復刻商品として、北斎の赤富士を使いやすいスタンド

パウチパッケージにいたしました。厳選した兵庫産初摘み海苔のみ

を使用。赤穂の天然塩と特選醤油を使った、創業当時から 

変わらぬ秘伝のタレで味付けしています。自慢の“甘くない” 

味付けは、熱々の白いご飯にピッタリ。神戸土産としても喜 

ばれています。 

希望小売価格

（税込） 

421 円 

内容量 8 切 32 枚（全形 4 枚分） 

賞味期限 270 日 

保存温度帯 冷暗 

JANコード 4571119700298 

＜兵庫産 特選 味付海苔 100 束入＞  

有馬温泉などで、朝食用にご利用いただいております 

質の良い兵庫産の海苔に、赤穂の天然塩と特選醤油で味付けして

います。8 切サイズの味付海苔を、5 枚ずつ個包装していますので、

朝食はもちろん、お弁当やおつまみにも最適です。 

有馬温泉のお宿や、市内外のホテルにも出されている美味 

しい海苔を是非お召し上がりください。 

希望小売価格

（税込） 

3,780 円 

内容量 8 切 5 枚 100束 

（全形 62.5枚分） 

賞味期限 365 日 

保存温度帯 冷暗 

JANコード 4571119700090 

＜味付もみのり＞ ギフト級の特選海苔を贅沢に使用！ 

兵庫産の贈答用海苔を裁断する際にどうしても出てしまう、半端

だけどとても美味しい海苔をたっぷり詰め込みました。 

うどんやパスタ、熱々ご飯のふりかけとしても美味しく召 

し上がっていただけます。 

希望小売価格

（税込） 

540 円 

内容量 65g 

賞味期限 180 日 

保存温度帯 冷暗 

JANコード 4571119700175 

＜おにぎり海苔(ポリパック容器)／おにぎり海苔(詰替用)＞  

おにぎりをクルッと巻けて大人気！ 

縦長 4 切サイズでおにぎりをクルッと巻けるので便利です。兵庫

産の美味しい味付海苔を存分に堪能していただける、おにぎり専用

味付海苔です。 

味はもちろん、大きなポリパック容器に入っており、イン 

パクト大の見た目も人気の秘訣です。 

詰め替え用もあります。 

希望小売価格

（税込） 

1,058 円

(ﾎﾟﾘﾊﾟｯｸ) 

756 円 

(詰替用) 

内容量 4 切 60 枚 
（全形15枚分） 

4 切 60 枚 
（全形15枚分） 

賞味期限 180 日 180 日 

保存温度帯 冷暗 冷暗 

JANコード 457111970 

0014 

457111970 

0472 

＜兵庫産 焼海苔全形 10 枚入＞  

口どけの良い兵庫産海苔を一枚一枚丁寧に焼き上げました 

口の中で海苔の香りがいっぱいに広がり、海苔本来の旨味をお楽

しみいただけます。「海苔ってこんなに美味しかったんだ」と感じ

ていただけると思います。 

全形は巻き寿司に、袋ごと半分に割っていただくと簡単に 

手巻海苔としてもお使いいただけ、大変便利です。 

希望小売価格

（税込） 

648 円 

内容量 全形 10 枚 

賞味期限 180 日 

保存温度帯 冷暗 

JANコード 4571119700151 

＜招福のり＞ ＜特選 100 束入＞ ＜もみのり＞ ＜おにぎり海苔＞ ＜焼海苔＞ 
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＜海藻・海藻加工品＞ 

 

  

有限会社みきや海苔店                            （担当者：三木 敏夫） 

ＨＰ https://www.noriya.com/ 

みきや海苔店／播磨の恵み 検索 

 

E-mail mikiya@noriya.com 

住所 〒670-0996 兵庫県姫路市土山 5 丁目 6-6 

ＴＥＬ 079-298-6531 ＦＡＸ 079-296-3358 

＜播磨の恵み味付海苔＞ 

兵庫播磨灘の漁場で取れた美味しい海苔 

瀬戸内海、播磨灘、兵庫海苔が採れる漁場、兵庫産のやわらかい

海苔だけ限定使用しています。 

独自の味付を自社にて製造し、卓上味付海苔をお届けします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 648 円 

内容量 16 袋詰（8切 5 枚） 

賞味期限 300 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4943236000900 

マルセ株式会社                              （担当者：松浦 亮秀） 

ＨＰ ― E-mail aki@maruse-net.co.jp 

住所 〒772-0021 徳島県鳴門市里浦町里浦字花面 309-1  

＜兵庫県内工場所在地＞カット工場 :〒656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀字深萱 1630-12 

           塩 蔵 工 場  :〒656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀字 1647-12 

ＴＥＬ 088-684-5633（本社） ＦＡＸ 088-685-5665（本社） 

＜鳴門海峡漁師のわかめ（カットタイプ）＞ 

淡路島産のわかめを使い易くカット乾燥しました 

鳴門海峡の渦潮にもまれ育った良質なわかめです。淡路島の専属

生産者が収穫し、現地自社工場で加工しております。 

 

 

 

 

 

 
希望小売価格（税込） オープン価格 

内容量 30ｇ 26ｇ 

賞味期限 365 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4571138500039 4571138500046 

＜鳴門海峡漁師のわかめ（茎付塩蔵）＞ 

茎までやわらかい淡路島産のわかめです 

鳴門海峡の渦潮にもまれ育った良質なわかめです。淡路島の専属

生産者が収穫し、現地自社工場で加工しております。 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） オープン価格 

内容量 150ｇ 100ｇ 

賞味期限 60 日 

保存温度帯 冷蔵 

JAN コード 4571138501005 4571138501012 
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＜しらす加工品＞ 

 

  

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 兵庫県美方郡温泉町三尾 146  

ＴＥＬ 0796-80-1458 ＦＡＸ 0796-80-1458 

＜くきちゃん＞  

わかめの茎の食感をお楽しみください！ 

潮通しのよい、きれいな三尾の海に育まれた天然わかめをた

っぷり使用したわかめの茎の佃煮です。 

希望小売価格 500 円(税込) 

内容量 100g 

賞味期限 90 日 

保存温度帯 常温 

＜あらめっ娘＞ あらめってどんな味？ 

潮通しよい、きれいな三尾の海に育まれた天然あらめ（海藻）

を 3 年かけて丁寧にあく抜きし、真心込めて作りました。くせ

になる食感、他では食べられない三尾の味覚。  

希望小売価格 500 円(税込) 

内容量 100g 

賞味期限 90 日 

保存温度帯 常温 

＜わかめっ娘＞ 三尾のおやつを召し上がれ！ 

三尾の天然わかめをたっぷり使用した炒りわかめです。熱々

のご飯にふりかけたり、ｽﾅｯｸ感覚でつまんでいただいたり…色

んな楽しみ方ができます！ 

希望小売価格 500 円(税込) 

内容量 50g 

賞味期限 90 日 

保存温度帯 常温 

 

兵庫県漁業協同組合連合会                            （担当者：西本 広幸） 

ＨＰ https://www.seat-sakana.net/ 

SEAT-CLUB／シートクラブ／ 

JF 兵庫漁連／兵庫県漁連 
検索 

 

E-mail staff@seat-sakana.net  

住所 〒673-0883 兵庫県明石市中崎 1-2-3 兵庫県水産会館内 3F 

ＴＥＬ 078-917-4137 ＦＡＸ 078-917-3811 

＜瀬戸内海産 生炊きちりめん山椒＞  

生のちりめんを炊き上げた貴重な一品です 

一般的に流通しているちりめん山椒の多くは上乾ちりめん、い

わゆる「ちりめんじゃこ」を炊き上げたものですが、当商品は生

のちりめんを水揚げ後すぐに炊き上げることで、獲れたての魚の

美味しさを味わう事ができる一品です。 

 

希望小売価格（税込） オープン価格 

内容量 250g 

賞味期限 180 日 

保存温度帯 冷凍 
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株式会社現金屋                                     （担当者：國枝 美香） 

ＨＰ ― E-mail genkinya@genkinya.jp 

住所 〒673-0044 兵庫県明石市藤江 2028-17 

ＴＥＬ 078-922-1300 ＦＡＸ 078-922-1301 

＜ちりめんじゃこ＞  

甘み・旨み・苦味・塩味・塩味・酸味がバランスよい 

程よい自然な塩加減が特長。カルシウムが豊富なので、成長期の

お子様にもお勧め。噛めば噛むほど旨みが広がります。 

 

 

希望小売価格（税込） 210 円 

内容量 40g          ＊500g大口パックも対応可 

賞味期限 9 日 

保存温度帯 冷蔵 

JAN コード 4969430921223 

＜ちりめん山椒＞ ご飯以外のお供にも 

佃煮といえば、ご飯のお供のイメージが強いと思われますが、そ

れ以外にも、そば、ポテトサラダ、パスタ等に和えても美味しく召

し上がれます。いろいろな和え方でお楽しみください。 

 

 

      

希望小売価格（税込） 430 円 

内容量 90g 

賞味期限 60 日 

保存温度帯 冷蔵 

JAN コード 4969430333378 

＜ちりめん生姜＞ ちりめん山椒の姉妹商品 

米とちりめん生姜をそのまま炊飯器にセットすれば、ちりめんじ

ゃこ炊込みご飯になります。佃煮と生姜の組み合わせが、的を射る

こと間違いなし。 

 

希望小売価格（税込） 430 円 

内容量 90g 

賞味期限 60 日 

保存温度帯 冷蔵 

JAN コード 4969430496912 

中原水産有限会社                             (担当者：中原 健太郎)    

ＨＰ http://www.office-web.jp/nakaharasuisan 

中原水産／淡路島／ 

ちりめんじゃこ 
検索 

 

E-mail jako@f8.dion.ne.jp 

住所 〒656-0011 兵庫県洲本市炬口 1-1-41 

ＴＥＬ 0799-22-1406 ＦＡＸ 0799-22-2683 

＜ちりめんじゃこ＞  

無添加天日干し中原水産のちりめん 

淡路島近海で水揚げされたカタクチイワシの稚魚を、無添加・減

塩にこだわり、天日干しで仕上げました。 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 560 円（100g あたり） 

内容量 量り売り 

賞味期限 14 日 

保存温度帯 冷蔵 

JAN コード 4531917000198 
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神戸市漁業協同組合                            （担当者：河原 和典）        

住所 〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯 3 丁目 1番 10 号 

ＴＥＬ 078-706-0456 ＦＡＸ 078-708-1617 

＜神戸ちりめん＞ 神戸産のちりめんは鮮度が抜群 

 強い潮流で育つ神戸産のちりめんは鮮度が抜群。 

マリン・エコラベル・ジャパンの生産段階認証を受けています。 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） オープン価格 

内容量 150ｇ 

賞味期限 21 日 

保存温度帯 冷蔵 

JAN コード 4942592023301 

＜神戸ちりめん佃煮（山椒入り）＞  

天然の漁場で育まれたおいしさを… 

厳選された素材をもとに柔らかく炊き上げました。 

 

希望小売価格（税込） オープン価格 

内容量 150g 

賞味期限 60 日 

保存温度帯 冷蔵 

JAN コード 4942592027200 

松幸丸水産株式会社                              

住所 〒656-1602 兵庫県淡路市育波 363 

ＴＥＬ 0799-84-0377 ＦＡＸ 0799-84-2003 

＜上乾チリメン＞ 塩にもこだわっています 

鮮度の良いシラスを選び、赤穂の天塩を使用して素早く炊き上

げ、天日干しでの仕上げによって、より旨みのある上乾チリメンに

なっております。 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） オープン価格 

内容量 500ｇ 

賞味期限 14 日 

保存温度帯 冷蔵 

株式会社フードウイング                            （担当者：秋庭 大助） 

ＨＰ http://www.foodwing.co.jp 

フードウイング 検索 

 

E-mail foodwing-7@road.ocn.ne.jp 

住所 〒672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲 841-36 

ＴＥＬ 079-245-3737 ＦＡＸ 079-245-3900 

＜佃煮ちりめん山椒＞ ４つのこだわりの詰まった逸品！ 

①兵庫県のしらす使用、②兵庫県内の工場で炊き上げ、③たつの

市で製造された醤油使用、④1 釜 1 釜、職人の手作業で炊き上げ。 

色艶にもこだわっており、金色に輝いたように見えるようになる

まで、じっくり炊き上げられます。 

 

希望小売価格（税込） 429 円 

内容量 60g 

賞味期限 30 日 

保存温度帯 冷蔵 

JAN コード 4984025000077 
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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 

＜ちりめん山椒＞ 生炊きならではのやわらかさ！ 

淡路島で水揚げされた活きのいいカタクチイワシを、兵庫県産朝

倉山椒と一緒に、やわらかく炊き上げました。 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 700 円 

内容量 80g 

賞味期限 120 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4971875210152 

井上食品株式会社                           （担当者：研究室 永田 憲史） 

ＨＰ http://www.inoueshokuhin.com 

井上食品株式会社 検索 

 

E-mail laboratory@inoueshokuhin.com 

住所 〒651-2111 兵庫県神戸市西区池上 1丁目 13-9 

ＴＥＬ 078-974-1111 ＦＡＸ 078-974-8100 

＜生しらすの黄金炊き＞ 神戸市垂水漁港水揚げのしらすの佃煮 

垂水漁港で水揚げされた「しらす」を“生”から佃煮に炊き上げ

ました。さんしょうは、兵庫県但馬産「朝倉さんしょう」を使用し、

風味豊かに仕上げました。 

 

 

      

希望小売価格（税込） 398 円 

内容量 60g 

賞味期限 60 日 

保存温度帯 冷蔵 

JAN コード 4971423967088 

やま庄水産                                  （担当者：小橋 広和） 

ＨＰ ― E-mail yamasho-k@hi.awaji-bb.jp 

住所 〒656-2401 兵庫県淡路市岩屋 2942-28 

ＴＥＬ 0799-72-3427 ＦＡＸ 0799-72-0268 

＜ちりめん山椒＞ 昔ながらの直火小釜炊き製法 

淡路島周辺で水揚げされた、新鮮な生ちりめんを昔ながらの釜炊

きで、一釜一釜丁寧に炊き上げました。 

 

希望小売価格（税込） オープン価格 

内容量 50g 

賞味期限 60 日 

保存温度帯 常温 

＜但馬牛ちりめん煮＞ 兵庫山海の幸 

但馬牛と淡路島周辺で水揚げされた新鮮なちりめんを昔ながら

の小釜炊きで風味豊かに炊き上げました。 

 

希望小売価格（税込） オープン価格 

内容量 50g 

賞味期限 30 日 

保存温度帯 冷蔵 
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＜いかなご加工品＞ 
 

  

株式会社ナカオストアー                           （担当者：中尾 彰良） 

ＨＰ http://www.dashi.biz 

おじゃこやき／じゃこばんざい 検索 

 

E-mail nakao@dashi.biz 

住所 〒675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家 615-1 じゃこばんざい 

ＴＥＬ 079-425-0270 ＦＡＸ 079-458-2859 

＜おじゃこやき＞ 

『噛む度に、あと引く海の味わい』兵庫県産ちりめんじゃこと干し

エビ 100％使用 

兵庫県で水揚げ・加工された最高級のちりめんじゃこと、水揚げ

後丁寧に手剥き加工された県産干しエビだけを原材料としていま

す。つなぎや油を一切使用せず、圧力と熱だけで焼き上げています。

お好きな食材と合わせて食べることで、栄養バランスと美味しさア

ップです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 希望小売価格（税込） 1 箱 3,024 円 

内容量 2 枚入小袋Ｘ9 袋 

賞味期限 240 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4573241141123 

中原水産有限会社                             (担当者：中原 健太郎)    

ＨＰ http://www.office-web.jp/nakaharasuisan 

中原水産／淡路島／ 

ちりめんじゃこ 
検索 

 

E-mail jako@f8.dion.ne.jp 

住所 〒656-0011 兵庫県洲本市炬口 1-1-41 

ＴＥＬ 0799-22-1406 ＦＡＸ 0799-22-2683 

＜いかなご釘煮＞  

瀬戸内海の春告げ魚、いかなごの稚魚を水揚げされた鮮度そのま

まに、有機丸大豆醤油などの厳選調味料のたれで、じっくり炊き上

げました。 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 1,900 円 

内容量 300g 

賞味期限 60 日 

保存温度帯 冷蔵 

JAN コード 4531917000037 
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株式会社現金屋                                     （担当者：國枝 美香） 

ＨＰ ― E-mail genkinya@genkinya.jp 

住所 〒673-0044 兵庫県明石市藤江 2028-17 

ＴＥＬ 078-922-1300 ＦＡＸ 078-922-1301 

＜いかなご釘煮＞ ボリュームアリ 食べ応えアリ 

通常の釘煮より大きめのサイズで、食べ応えがある仕様となって

います。噛みしめるほどに味の広がりが深いです。ご飯のお供に最

適。 

 

 

      

希望小売価格（税込） 160 円 300 円 

内容量 60g 120g 

賞味期限 60 日 

保存温度帯 冷蔵 

JAN コード 4969430166648 4969430159985 

神戸市漁業協同組合                             （担当者：河原 和典）        

住所 〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯 3 丁目 1番 10 号 

ＴＥＬ 078-706-0456 ＦＡＸ 078-708-1617 

＜神戸いかなごくぎ煮＞ ～神戸に春を告げる魚～ 

 神戸のいかなご漁がはじまるのは、2 月下旬頃。この時期「いか

なごのくぎ煮」を炊く香りが街を漂い、春の訪れを感じさせます。 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） オープン価格 

内容量 150ｇ 

賞味期限 60 日 

保存温度帯 冷蔵 

JAN コード 4942592025206 

株式会社フードウイング                            （担当者：秋庭 大助） 

ＨＰ http://www.foodwing.co.jp 

フードウイング 検索 

 

E-mail foodwing-7@road.ocn.ne.jp 

住所 〒672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲 841-36 

ＴＥＬ 079-245-3737 ＦＡＸ 079-245-3900 

＜佃煮 いかなごくぎ煮＞ 最高の立地を生かして 

弊社の工場は姫路市の妻鹿漁港に面した場所にあるため、水揚げ

されてすぐに加工することが可能です。 

他社には真似できない、鮮度を生かした商品づくりを心がけ、

日々よりよい商品づくりを行っています。 

 

希望小売価格（税込） 429 円 

内容量 40g 

賞味期限 45 日 

保存温度帯 冷蔵 

JAN コード 4984025001487 

←60g 

 

  ↓120g 

52 
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エスジーエス株式会社                                  （担当者：山根・香山） 

ＨＰ http://www.sgs-nagasaki.com/ 

小春のいかなご 検索 

 

E-mail kobe.sgs@gmail.com 

住所 〒673-0005 兵庫県明石市小久保 3-1-1 

ＴＥＬ 078-920-1811 ＦＡＸ 078-921-8201 

＜小春のいかなごくぎ煮＞  

新鮮ないかなごを食品添加物を使用せずに、絶妙な火加減で柔ら

かく口当たりよく炊き上げています。 

 

 

      

希望小売価格（税込） 3,564 円 

内容量 300g 

賞味期限 30 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4560432360098 

やま庄水産                                （担当者：小橋 広和） 

ＨＰ ― E-mail yamasho-k@hi.awaji-bb.jp 

住所 〒656-2401 兵庫県淡路市岩屋 2942-28 

ＴＥＬ 0799-72-3427 ＦＡＸ 0799-72-0268 

＜いかなごくぎ煮＞ 昔ながらの直火小釜炊き製法 

淡路島周辺で水揚げされた、いかなごを昔ながらの「直火小釜炊き製法」で国

産の生姜を加え風味豊かに炊き上げました。 

 

希望小売価格（税込） オープン価格 

内容量 50g 

賞味期限 60 日 

保存温度帯 常温 

＜但馬牛いかなごくぎ煮＞ 兵庫山海の幸 

黒毛和牛のﾙｰﾂともされております兵庫県産但馬牛と淡路島周辺で水揚げされ

た新鮮ないかなごを昔ながらの小釜炊きで風味豊かに炊き上げました。 

 

希望小売価格（税込） オープン価格 

内容量 50g 

賞味期限 30 日 

保存温度帯 冷蔵 
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＜タコ・イカ加工品＞ 

 

 

 

 

 
 

兵庫県漁業協同組合連合会                            （担当者：西本 広幸） 

ＨＰ https://www.seat-sakana.net/ 

SEAT-CLUB／シートクラブ／ 

JF 兵庫漁連／兵庫県漁連 
検索 

 

E-mail staff@seat-sakana.net  

住所 〒673-0883 兵庫県明石市中崎 1-2-3 兵庫県水産会館内 3F 

ＴＥＬ 078-917-4137 ＦＡＸ 078-917-3811 

＜明石だこのやわらか煮＞  

人気 No.1 のロングセラー商品です 

真空調理製法によって、ぷりぷりの食感が自慢の「明石だこ」

に、驚きの柔らかさを加えることに成功しました。 

 お子様からご年配の方まで、「明石だこ」のうまみを存分にお楽

しみいただけます。 

 

希望小売価格（税込） オープン価格 

内容量 105g（固形量 60g） 

賞味期限 1 年 

保存温度帯 冷凍 

株式会社森水産                          （担当者：経営企画室 エキ 竜太） 

ＨＰ http://www.morisuisan.co.jp/ 

淡路島／淡路だこ／浜直／ 

高級鮮魚／市場にならばない魚 
検索 

 

E-mail eki0105@morisuisan.co.jp 

住所 〒656-2311 兵庫県淡路市久留麻 2204-1 

ＴＥＬ 0799-70-9005 ＦＡＸ 0799-70-9006 

＜淡路だこのたこわさび＞ 日本酒のつまみやご飯のおともに 

明石海峡で育った、身が締まってプリップリの「淡路だこ」の食

感と甘みに、国産野沢菜のシャキシャキ感。わさび茎の辛さもきか

せています。 

 

希望小売価格（税込） 540 円 

内容量 40g×2 袋 

賞味期限 1 年 

保存温度帯 冷凍 

JAN コード 4571325420270 

＜淡路だこのたこキムチ＞ 冷えたビールとご一緒に 

「淡路だこ」を贅沢に使用！ 

キムチ調味液をからめて、辛みと旨味を活かした味付けに。ごま

油の風味で口当たりもまろやか。干し大根も合わせた抜群の食感で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 540 円 

内容量 40g×2 袋 

賞味期限 1 年 

保存温度帯 冷凍 

JAN コード 4571325420287 
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＜カキ加工品＞ 

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 

＜いかの樽寿司＞ 三尾に代々伝わる秘蔵の味！ 

三尾伝統の、いかの糀漬けです。途絶えかけていた三尾の食文化

を復活させるきっかけとなった逸品。冬の寒い時期に漬けこみ、

旨みを引き出します。炒飯やパスタの具としても調味料要らずで

お使いいただけます！ 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 1,200 円 

内容量 1 匹 

賞味期限 365 日  

保存温度帯 冷凍 

有限会社山米                                 

ＨＰ http://www.yamayone.com  

山米 検索 

 

E-mail kani@yamayone.com 

住所 〒669-6747 兵庫県美方郡新温泉町三谷 224-1 

ＴＥＬ 0796-82-5028 ＦＡＸ 0796-82-5029 

＜ほたるいか沖漬け＞無添加で体に優しい商品づくり 

水揚げされたほたるいかをその日のうちに醤油たれ

に漬け込みました。噛めば噛むほど口の中に旨み 

が広がります。 

希望小売価格 450 円（税込） 

内容量 120g 

賞味期限 90 日 

保存温度帯 冷凍 

JANｺー ﾄ゙  4571340291312 

＜ほたるいかこうじ漬け＞ 

無添加で体に優しい商品づくり 

水揚げされたほたるいかをその日のうちに糀 

入り調味料に漬け込みました。温かいご飯の上 

に刻みネギ・おろし生姜と一緒に食べると美味 

しさが増します。 

希望小売価格 500 円（税込） 

内容量 120g 

賞味期限 90 日 

保存温度帯 冷凍 

JANｺー ﾄ゙  4571340291329 

株式会社マルト水産                            （担当者：花田 恭孝） 

ＨＰ http://www.marutosuisan.jp/index.html 

 珠せいろ ／ 蒸し牡蠣.com 検索 

 

E-mail hanada@marutosuisan.jp 

住所 〒678-0141 兵庫県相生市相生壷根 5133-32 

ＴＥＬ 0791-22-1887 ＦＡＸ 0791-22-1915 

＜蒸し牡蠣＞ 蒸し牡蠣、ご存じですか？ 

牡蠣と聞いてあなたは何を思い浮かべますか？ 

生カキ？殻付き牡蠣？その常識、変わりつつあるのかも知れま

せん。牡蠣の常識を覆す全く新しい牡蠣が生まれました。その名

は「珠せいろ」。特許製法で蒸し上げ、急速凍結。解凍することで、

1 年中召し上がれます。                            

 

希望小売価格（税込） 3,240 円 

内容量 500g（3～4人前） 

賞味期限 26 カ月 

保存温度帯 冷凍 

JAN コード 4953154 890187 
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＜アナゴ加工品＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

＜かき佃煮（山椒・生姜・ゆず）＞ 網干産 かき佃煮 

播磨灘で水揚げされたかきを酸化防止剤等は使用せず、新鮮な状

態でかきの風味を生かし加工しております。 

■牡蠣漁期のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 各 750 円 

内容量 各 150g 

賞味期限 180 日  

保存温度帯 常温（日陰で保存） 

JAN コード 456020634610 

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 

＜牡蠣の水煮＞ 牡蠣の水煮缶 

播州網干の海で育った牡蠣。そのむきたての風味を缶詰に閉じ込

め、牡蠣エキスたっぷり。スープもむき身も丸ごと様々な料理にお

使いいただけます。もちろん、そのままでも美味しくいただけます。 

 

希望小売価格（税込） 800 円 

内容量 290g 

賞味期限 3 年 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4519908005001 

穴号                                       （担当者：安井） 

ＨＰ ― E-mail fbz86385@meg.winknet.ne.jp 

住所 〒670-0981 兵庫県姫路市西庄甲 583-10 

ＴＥＬ 079-292-3750 ＦＡＸ 079-292-3750 

＜炭火焼あなご＞ 希少！播磨灘穴子 

兵庫県産の上質な穴子のみを使い、1 本 1 本炭火で丁寧にふっく

らと焼き上げています。 

 

 

  

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 5,400 円より 

内容量 6～8 本 

消費期限 5 日  

保存温度帯 冷蔵 
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<ｶﾆ加工品>  

 

 

＜ご飯の素など＞ 

 

  

株式会社ハマダセイ                        （担当者：営業企画 島﨑 貢） 

ＨＰ http://www.hamadasei.co.jp 

ハマダセイ 検索 

 

E-mail toiawase@hamadasei.co.jp 

住所 〒669-6541 兵庫県美方郡香美町香住区境 1124 

ＴＥＬ 0796-36-0668 ＦＡＸ 0796-36-2587 

＜蟹みそ＞ 素材の魅力を実感する蟹みそ 

香住ガニの蟹みそを、添加物を一切加えず炊きつめました。 

濃厚な味わいを感じてください。 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 1,296 円 

内容量 100g 

賞味期限 未開封 1,095 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4996211500025 

有限会社山米                                 

ＨＰ http://www.yamayone.com  

山米 検索 

 

E-mail kani@yamayone.com 

住所 〒669-6747 兵庫県美方郡新温泉町三谷 224-1 

ＴＥＬ 0796-82-5028 ＦＡＸ 0796-82-5029 

＜さざえ炊き込みご飯の素＞  

無添加で体に優しい商品づくり 

海藻をたっぷりと食べて育ったサザエを磯の風味たっ 

ぷりに仕上げたご飯の素です。 

希望小売価格 1,000 円(税込) 

内容量 だし 360g 身 30g 

賞味期限 90 日 

保存温度帯 冷凍 

JANｺー ﾄ゙  4571340290513 

＜穴子炊き込みご飯の素＞  

無添加で体に優しい商品づくり 

水深の深い穴子は脂がよくのっていてとても旨いです。 

頭・中骨を煮込むことで深いｺｸのある穴子飯の素が出来 

ました。 

希望小売価格 1,250 円(税込) 

内容量 だし 360g 身 80g 

賞味期限 90 日 

保存温度帯 冷凍 

JANｺー ﾄ゙  4571340290544 

＜はたはたの漬け丼＞  

無添加で体に優しい商品づくり 

大振りのハタハタは脂がのっているのに脂っこくなく 

プリプリとした食感の良い自信作です。 

希望小売価格 695 円(税込) 

内容量 85g 

賞味期限 90 日 

保存温度帯 冷凍 

JANｺー ﾄ゙  4571340290605 
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若男水産株式会社                             （担当者：前田 千恵） 

ＨＰ https://www.3nen-torafugu.com/ 

淡路島 3 年とらふぐ/若男水産 検索 

 

E-mail info@3nen-torafugu.com 

住所 〒656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲 135-46 

ＴＥＬ 0799-52-3561 ＦＡＸ 0799-52-3565 

＜淡路島 3 年とらふぐめしの素＞ 

生産元である若男水産だからこそ出来た、 

淡路島 3 年とらふぐめしの素 

とらふぐの旨味をギュッと閉じ込めたまさに至高の逸品。ご家庭

でも、お手軽簡単に炊き込みご飯がいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 1,080 円 

内容量 160g 

賞味期限 365 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4573265470469 

＜淡路島 3 年とらふぐカレー（スパイシー）＞ 

若男水産のとらふぐと、淡路島の玉ねぎで作った 

淡路島 3 年とらふぐカレー 

それぞれの旨味をギュッと閉じ込めた贅沢なこだわりカレー。ス

パイスを利かせた大人の味。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 756 円 

内容量 200g 

賞味期限 365 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4573265470568 

＜淡路島 3 年とらふぐカレー（甘口）＞ 

若男水産のとらふぐと、淡路島の玉ねぎで作った 

淡路島 3 年とらふぐカレー 

それぞれの旨味をギュッと閉じ込めた贅沢なこだわりカレー。玉

ねぎの甘みを利かせた甘口カレー。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 756 円 

内容量 200g 

賞味期限 365 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4573265470537 
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シェルビーフーズ株式会社               （担当者：缶詰・レトルト事業所 十亀 秀光） 

ＨＰ ― E-mail cyp90635@meg.winknet.ne.jp 

住所 〒671-1321 兵庫県たつの市御津町苅屋 1297（缶詰・レトルト事業所） 

ＴＥＬ 079-322-3072 ＦＡＸ 079-322-3072 

＜ほんまうまいで播磨灘 これぞかきめし＞ 

牡蠣は三大栄養素（グリコーゲン・タウリン・亜鉛）をバランスよく含んだ完全栄養食品です 

播州室津の海域は、風光明媚なリアス式海岸で、名水として名度の高い千種川をはじめとする 

「播磨五川」が山からの栄養を運び、牡蠣の餌となる植物プランクトンが豊富に発生します。室津で養殖さ

れる牡蠣は豊富な餌をたくさん食べるため、1年という短期間でふっくら大粒に育ちます。 

本製品は、むきたての播州室津産の 1年牡蠣を、老舗龍野の矢木醤油と共同開発した秘伝の出汁 

醤油と一緒に缶に閉じ込めました。缶詰だからこそ味わえる、室津牡蠣の濃厚なエキスと風味を是 

非ご賞味ください。 

＜ほんまうまいで播磨灘 これがたこめし＞ 旬の味をそのまま詰め込みました 

兵庫県播磨灘北部で漁獲される真ダコは、潮の流れの速い岩礁地帯に生息するため、身が引き 

締まり、コリコリ、プリプリの食感で、カニやエビを餌とすることから、身がほのかに甘く美味とされてい

ます。 

本製品は播州室津漁港、坊勢漁港等において、最盛期である夏から秋にかけて水揚げされた旬の 

播磨灘産の真ダコを新鮮なうちに調理し、老舗龍野の矢木醤油と共同開発した秘伝の出汁醤油と一 

緒に缶に閉じ込めました。 

＜ほんまうまいで播磨灘 これやではもめし＞ 栄養分を多く含んだ旬の鱧を使用しています 

ハモは、淡白な味わいなのに旨味が詰まっており、ビタミン Aのほか、小骨の多い身にはカル 

シウム、皮には軟骨や関節の結合組織となるコンドロイチンが豊富に含まれていて、関西の夏の栄養食材と

して欠かせません。播磨灘は県内で最もハモの漁獲量が多く、主に 6 月から 10 月にかけて漁獲されます。

身が引き締まって脂のりが良い播磨灘産のハモは、本場である京都市場で一定の評価を受けており、隠れた

名産地となっております。 

本製品は、最盛期の最も脂のりの良い播磨灘産のハモの旨味を、老舗龍野の矢木醤油と共同開発 

した秘伝の出汁醤油と一緒に缶に閉じ込めました。 

希望小売価格（税込） 各１缶 1,058 円  

 

 

 

 

 

 

 

 

内容量 290g 

賞味期限 1,095 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 

かきめし：4519908005506 

たこめし：4519908005513 

はもめし：4519908005520 

 

■各 1 缶で、米 2合分（約 4人前）の本格的な

炊き込みご飯をご家庭の炊飯器で簡単に作るこ

とができます。 
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＜調味料＞ 

 

株式会社誠味                                   （担当者：堀内） 

ＨＰ https:// www.seimi.net/ 
誠味 検索 

 

E-mail h-horiuchi@maruyanagi.co.jp 

住所 〒658-0044  兵庫県神戸市東灘区御影塚町 4-9-21 

ＴＥＬ 078-857-1041 ＦＡＸ 078-857-3446 

＜かにごはんの素＞ 香住産紅ズワイガニの風味たっぷりのごはんの素 

 香住漁港で水揚げされた獲れたての紅ズワイガニをすばやく加工し、

旬の美味しさを生かしたごはんの素です。 

■販売期間限定：10月下旬～2 月下旬 

 

 

 

 

 

 
希望小売価格（税込） 1,296 円 

内容量 143g（かに身 80g、調味だし 63g） 

賞味期限 60 日 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4901148042821 

株式会社多田フィロソフィ                         （担当者：福島 寿一） 

ＨＰ http:// www.e-moshio.com 
淡路島の藻塩/藻塩/多田ﾌｨﾛｿﾌｨ 検索 

 

E-mail info@e-moshio.com 

住所 〒656-0425  兵庫県南あわじ市榎列小榎列 271-1 

ＴＥＬ 0799-42-2231 ＦＡＸ 0799-42-1357 

＜淡路島の藻塩(茶)ＰＲＥＭＩＵＭ＞  

海藻の旨味を含んだ、まろやかな美味しいお塩！ 

 淡路島の海水と海藻を使用し、塩職人が長時間掛け、 

じっくり炊き上げました。海藻の旨味と塩角の無い塩味のバランスが、

素材とお料理の味を引き立てます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望小売価格（税込） 432 円 

内容量 80g 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4540334002128 

兵庫県漁業協同組合連合会                        （担当者：六反田 玲子） 

ＨＰ https://www.seat-sakana.net/ 

SEAT-CLUB／シートクラブ／ 

JF 兵庫漁連／兵庫県漁連 
検索 

 

E-mail staff@seat-sakana.net 

住所 〒673-0883 兵庫県明石市中崎 1-2-3 兵庫県水産会館内 3F 

ＴＥＬ 078-917-4137 ＦＡＸ 078-917-3811 

＜漁連がつくったオイスターソース＞ 牡蠣丸ごとすりつぶし！ 

播磨灘はプランクトンが豊富で、1年間の短い期間で牡蠣を育て上げる

ことができます。1 年牡蠣の特長は、身質が厚くしっかりとした甘み、濃

厚な味わいです。このオイスターソースは、牡蠣エキスではなく、旨味

あふれる 1 年牡蠣を丸ごとすりつぶして使用しており、濃厚な味に仕上

げています。また、着色料や化学調味料は不使用。魚の煮付けや味噌汁、

野菜ドレッシングなど、幅広くご活用いただける逸品です。                    

 

希望小売価格（税込） 680 円 

内容量 300g 

賞味期限 2 年 

保存温度帯 常温 

JAN コード 4996482900104 
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