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⑥15:30 藤橋城・西美濃プラネタリウム、藤橋歴史民俗資料館見学 

   ・藤橋城内にて、天文の展示室や地域の歴史・文化を知る展示室として整備されている（自由

見学：約 20 分）。 
   ・藤橋城内を見学後、西美濃天文台で実施する星空観察の内容をプラネタリウムで見学（この

時期に見られる星座など：30 分）。 
   ・プラネタリウム終了後、約 250 年前に建てられた茅葺きの民家 5 棟を移転・復元した藤橋城

歴史民俗資料館を見学。 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

徳山会館及び施設内の見学風景 

藤橋城・西美濃プラネタリウム、藤橋歴史民俗資料館 見学風景 
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⑦17:30 自由時間(夕食・入浴など) 

   ・参加者、職員・スタッフと一緒に夕食を頂いた。 
   ・夕食中に、「（財）いびがわ 生命の水と森の活動センター」の代表者に今回のツアー企画の

件を伺った。内容は以下の通り。 
    ・今回、特別賞を受賞したが、受賞した後の反響は大きい。 
    ・反響が大きい理由としては、地元の岐阜新聞と中日新聞に受賞企画を報道いただいたから

と考えられる。 
    ・体験学習は主に小学生を対象に実施してきたが、宿泊を伴った企画は実施したことないた

めに、今回のモニターツアーを実施した。今後は、このようなツアーを本格的に実施して

いきたい。 
    ・モニターツアーの広報については、チラシを 5000 枚作成し、各地に配布した。配布先は、

地元の自治体、養老鉄道（今回の集合場所）、観光協会などである。また、ＨＰで情報公開

を行った。なお、ポスターは作成しておらず、新聞会社には情報提供を行っていない。 
    ・チラシだと手に取るまでツアーの内容を把握していただけないから、今後はポスターも併

せて作成して広報するのが効果的であると考えている（特に、伊藤さん姉妹が金山駅で埋

もれていたチラシをたまたま発見したこともあるため、まずは目立つポスターを作成し、

併せてチラシも配布するべきであると考えている）。 
 
   ⑧19:00 星空観察(西美濃天文台) 

    ・西美濃天文台にて、星空観察を実施。 
    ・担当職員が解説しながら、星座を 1 つ 1 つ見学。反射望遠鏡は、コンピュータ制御により

自動で捕らえ追尾する機能を有している。 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
西美天文台 見学風景 
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【11 月 7日(日)】 

   ⑨09:00 マイはし作り体験(間伐材活用) 

    ・間伐材を活用したマイはし作りを体験。 

    ・箸の作り方は以下の通り 

     ・大きさがバラバラな間伐材を選ぶ。 

・間伐材の長さを合わせるため、ノコギリで切断。 

     ・切断後、ヤスリもしくはサンドペーパー（紙やすり）にて太さを調整。また、ヤスリや

ナイフで模様付けを実施。 

     ・完成後、コーティング・ツヤ出しのため、クルミの実を割り、脂を塗りつける。 

・準備された箸袋に入れ完成。 

    ・体験学習として子供たちに大人気である。所要時間は１膳で 1時間～２時間弱である。 

    ・間伐材を使用した体験であるが、何故間伐材を使うことが水源地域の保全の取組みに繋が

るかまでの説明は無かった（体験内容を前面に押している）。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ⑩10:30 沢アザミのおやき作り体験(水源地城の食文化体験) 

    ・水源地城の食文化体験として、沢アザミのおやき作り体験を実施。 
    ・おやきの作り方は以下の通り。 
     ・沢あざみ、その他食材をみじん切りにする。 
     ・みじん切りした食材をフライパンで炒め、しんなりしたらツナ缶とだし汁を加えて煮る

（中身のあんが完成）。 
・完成したあんを皮の中に入れ、フライパンにて両面に焼き色を付ける。 
・おやきは「日本各地の気候や水利の関係で稲作が難しかった地方に存在する」ことから、

稲作が難しい水源地域の生活の知恵を訴求する体験内容となっている。 
    ・おやき作りについては、小学校などの体験学習を相手に実施しているが、一般の体験コー

スの販売までは実施していない。 
    ・今回作った沢あざみを入れたおやきを、揖斐川源流

名物として今後販売していきたい。販売用ののぼり

まですでに作成済みである。まずは、徳山ダム管理

所前の販売所で販売したいと考えている（右写真参

照）。 

マイはし作り体験 風景（左：作成風景 右：間伐材で作成したはし） 

徳山ダム管理所前の特産品販売所 
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   ⑪12:00 昼食 

 
   ⑫13:00 バードオーナメント作り体験(カワセミ・ヤマセミの飾り) 

    ・バードオーナメント作り体験として、カワセミ・ヤマセミのバードオーナメントを選び、

着色する。 
・着色後は幹を輪切りにしたものに貼り付ける。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

沢アザミのおやき作り体験風景 

バードオーナメント作り体験(カワセミ・ヤマセミの飾り) 
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  ⑬14:15 ふじはし星の家出発（アンケート調査・旅行の感想） 

・全行程終了後、右に示すアンケートを回答。 

    ・回答後、参加者から本日の感想などについて一言

意見を述べた。意見の内容は下記の通りである。 

 

・田辺氏（60歳後半（定年退職後）の男性） 

   ・今回のツアーモニターツアー実施の数週間前に、

揖斐川町主催のツアーで徳山ダムに訪れており、

その際に今回のモニターツアーの企画を知った。 

   ・事前にこのような取組みを実施することを知っ

ていれば、もっと参加者は増えたのではと考え

られる。そのため、広報の取組みが非常に重要

である。 

   ・募集時期も、今回のツアーの開催時期であれば、

夏場頃に募集をかけても良いと感じた。 

   ・企画の内容については、非常に満足できる内容

であった。揖斐川の水源林の紅葉を満喫でき大

切なものとして改めて認知することができた。 

 

・中央開発 成瀬 

 ・ツアーの内容は、非常に満足できる内容であり、改めて水源地域・水の里の大切さを把

握することができた。 

 ・今回の企画内容において、１）広報、２）体験メニューについて述べる。 

・１）広報については、たまたまモニターツアーが掲載されている HPを見つけたことで企

画の申込を確認することができたが、掲載されている情報を発見できなければ、参加す

る機会を失っていた。 

・HP に情報を掲載するだけでは情報を認知できない可能性があるため、より効果的な HP

の掲載を考えなければならない。例えばこのような水に着目した旅行やモニタールアー

が掲載されている HP への情報提供が効果的であると考えられる。 

・チラシの配布による広報を実施されたとのことであるが、周辺自治体ではなく、流域を

単位とした広報が良いと考えられる。近場の人だと逆に宿泊では参加しないため、下流

域の岐阜市や三重県、近隣の都市域の名古屋市などの自治体と連携し、チラシを配布す

るのが効果的ではないかと考えられる。 

・２）企画の内容については、体験メニューを実施できて非常に面白かったが、体験メニ

ューに特化しすぎていると感じた。もう少し水源地の大切さ、水の里を何故守らなけれ

ばならないかを旅行の中に入れても面白いと感じた。また、物を作る体験も良いが、間

伐作業など実際に水源地を直接的に守る体験を組み入れた方が面白いと感じた。 

 
・伊藤姉妹（姉） 

 ・下流域への広報は賛成である。名古屋市への広報は非常に効果的であると考えている。

私たちもたまたま名古屋市の金山駅でチラシを発見し情報を収集した。下流域の住民で

あれば非常に興味のある内容だと思う。 
  →主催者：金山にチラシを配布したのは町の別の組織がたまたま観光案内を実施すると

アンケート用紙 
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いうことで配布したものである。今後は自治体内でも連携して広域で配布できるよう

にしたい。 
 ・今回は一通りのツアーであったが、ツアーの内容（一部）を選択できるようにすると面

白いのでは。例えば、揖斐地区の場合、揖斐茶の茶摘みなどが面白いと思う。 
     

・伊藤姉妹（妹） 

 ・今回のような体験内容は、近所の子供会や団体（たとえば会社）などの参加者には面白

いと感じた。 
 ・また、体験内容と併せてキャンプの内容を入れたり、クリスマスの時期に実施するのは

面白いと思う。 
 ・今回体験したおやき作り体験や茅葺屋根の歴史民俗資料館の見学については、外国人の

人が興味を持つと考えられるため、ツアーのターゲットを外国人に向けるのも面白いと

思う。 
 

以上
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2-3  「水の里」の観光資源のプロモーションのまとめ 

1）「水の里」の観光資源のプロモーションの成果 

「“水のめぐみ”とふれあう水の里の旅コンテスト」の実施及び応募企画の整理、受賞作品

のプロモーションの実施によって得られた成果を以下に示す。 
 

①水源地域ならではの観光資源を活用した着地型旅行商品の企画・造成することができた 

・水の里の旅コンテストを実施し、2010年は全国から68件の応募、2011年は全国から61件の

応募が得られた。 
・地域の関係者が、日頃見慣れた「水」や「水文化」等水源地域ならではの観光資源を活用し、

未だ取組が活発化していない地域主体の着地型旅行の企画・造成を促す「仕掛け」として、

一定の成果が得られた。 
 

②観光業界に対して、「水の里」を着地型旅行の一つの切り口として認知してもらうことがで

きた 

・「水」や「水文化」にまつわる観光資源や、「水の里の旅」を、着地型旅行の１つの切り口

として観光業界（提携企業等）に認知していただいた。 
・水の里の旅のコンテストを実施し、「水の里の旅」を着地型観光の1つの切り口として捉え、

関係団体（(社)全国旅行業協会、(株)全旅、(社)日本観光協会）のお互いのメリットを確保し

た。 
 

③各受賞企画の具体化につながり、一部企画のツアー販売及びモニターツアーの試行などが

行なわれた 

・各受賞企画についてはツアー企画の具体化につながり、「水」をテーマにしたツアーの販売

や、モニターツアーの試行などが行われ、テーマ性のある商品を造成することができた。 
  ※受賞企画のうち、実際にツアー企画として販売された企画及びモニターツアーについて

は、6団体で実施している。 
・各受賞企画に参加したツアー客に対し、「水」をテーマにした水の里の旅の内容を訴求する

ことができた。 
・また、ツアーの部分的活用や、一つの資源が着目されるなど、今まで光が当たっていない観

光資源について周知をすることができた。 
・「水」や「水文化」にまつわる観光資源や、「水の里の旅」を、着地型旅行の１つの切り口

として、観光業界（提携企業等）に認知していただいた。 
 

④各受賞者の信頼度が増え、旅行代理店等からの問合せ等の反響が得られた 

・受賞による認知度や各受賞者の信頼度がアップし、旅行代理店等からの問合せや商品開発な

どの反響もある。 
・受賞企画のプロモーション用商品チラシの配布により、同じANTA会員の旅行会社からの問

合せも増えている。 
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2）「水の里」の観光資源のプロモーションの課題 

「“水のめぐみ”とふれあう水の里の旅コンテスト」及び受賞作品のプロモーションで得ら

れた成果を踏まえ、今後の「水の里」の観光資源のプロモーション継続にあたっての課題を整

理した。 
 

①プロモーション活動の継続・充実 

・「水の里の旅コンテスト」の受賞企画というネームバリューが、まだ販売促進に貢献してい

るわけではない。 
→「水の里の旅コンテスト」を継続し、水の里の旅の周知を図る。 

→「水の里」の旅の魅力を広く伝達し、観光業界等との連携強化を図る。 

→水の里の旅を応援するオフィシャルサポーターを募集し、「水の里の旅コンテスト」の受

賞旅行企画の商品化、ＰＲやプロモーションへの支援を図る。 

 

・マーケットへの広報が圧倒的に不足しているため、地域や旅行企画の内容に即したプロモー

ションの実施が望まれる。 
→各ツアーのターゲット層を絞込み、ツアー客獲得のためのターゲット層の絞込み、効果的

な広報手段の選定を図る。 

 

②関連企業・団体との連携 

・受賞団体の各自のコネクションを通して販売促進しているが、大手の旅行代理店などとの  

関係は弱く、販売促進や広報に苦慮がみられる。 
・「水の里の旅」が消費者や旅行代理店に広く認知されていないこと、販売促進の方法が確立

していないことによることが大きい。また、着地型旅行商品に共通する問題も影響している。 
→「水の里の旅」の魅力を広く伝達していくこと、旅行代理店との連携を図るなど、受賞企

画の販売促進のバックアップを図る。 
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3）「水の里の旅」のプロモーションの今後の展開 

先の今後の課題にも示したとおり、水の里の旅のマーケットへの広報が圧倒的に不足している

ため、地域や旅行企画の内容に即したプロモーションの実施が望まれる。そのためには、水の里

の旅のターゲットを想定し、ターゲット別の「水の里の旅」との関わりを把握し、ターゲット別

のプロモーションの戦略を検討する必要がある。 
ターゲット別の「水の里の旅」との関わり及び想定されるプロモーション戦略を表2-4に示し、

水の里の旅のプロモーションの体系図を図2-10に示す。今後の「水の里の旅」のプロモーション

を図るには、消費者（ターゲット）に対するマーケティング調査を行ない、その結果を反映した

効果的なプロモーション方法を検討することが求められる。 

 
表 2-4 ターゲット別の「水の里の旅」との関わり及び想定されるプロモーション戦略 

主なターゲット 
「水の里の旅」 

との関わり 
情報源 プロモーション戦略 

親子 

（体験学習） 

・自然散策 

・水源地保全活動 

・体験学習（生き物調査）

・料理体験  など 

・インターネット 

・家族や友人からの紹介 

          など

・専門ホームページの立ち上げ、関

連サイトへのリンク 

・子ども会等への情報発信 

・ソーシャルネットワーキングサー

ビスでの情報提供   など 

シニア世代 

・温泉 

・農作業体験 

・古い街並み散策 

・水源地の食材による食事

・ふれあいの旅 など 

・旅行代理店（店舗） 

・旅行代理店等のダイレクト

メール 

・新聞広告や折込みチラシ

          など

・着地型商品を販売している旅行代

理店への情報提供 

・町内会等への情報発信 

   など 

アウトドアグル

ープ 

・カヌー 

・ラフティング 

・トレッキング 

・スキー 

・スノーシュー など 

・専門雑誌 

・グッズ販売店からの情報 

・口コミ 

・インターネット 

          など 

・グッズ販売店への情報提供 

・着地型商品を販売している旅行代

理店への情報提供 

・専門サイトのリンク 

・ソーシャルネットワーキングサー

ビスでの情報提供   など 

歴史愛好家 

・古い街並み散策 

・水源地の水の文化 

・舟運体験 

・伝統産業体験 など 

・旅雑誌 

・旅行代理店等のダイレクト

メール 

・新聞広告や折込みチラシ

・インターネット 

          など 

・旅雑誌への投稿 

・着地型商品を販売している旅行代

理店への情報提供 

・ソーシャルネットワーキングサー

ビスでの情報提供   など 

健康志向、ウオー

キング愛好家 

・トレッキング 

・ヘルスツーリズム 

・自然散策 など 

・旅雑誌 

・グッズ販売店からの情報

・インターネット 

          など 

・旅雑誌への投稿 

・グッズ販売店への情報提供 

・着地型商品を販売している旅行代

理店への情報提供 

・ソーシャルネットワーキングサー

ビスでの情報提供   など 

写真絵画愛好家 

・自然散策 

・景勝地散策 

・バードウオッチング 

・植物観察 など 

・専門雑誌 

・グッズ販売店からの情報 

・口コミ 

・インターネット 

          など

・カメラ会社への情報提供 

・専門雑誌への投稿 

・着地型商品を販売している旅行代

理店への情報提供 

・ソーシャルネットワーキングサー

ビスでの情報提供   など 

    プロモーション戦略（全般）：共催イベント・コンテストの実施 
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水の里の旅
プロモーション

専門雑誌

関連企業
オフィシャル
サポーター

共催イベント
コンテスト

コミュニティ
サークル

関連
サイト

旅行
代理店

ＳＮＳ
専門
サイト

水の里の専門
ＨＰのリンク

テーマに沿った水の
里の旅の情報発信

専門サイトの
テーマに沿った
パブリシティ

専門雑誌の
テーマに沿った
パブリシティ

関連企業のテーマに
沿ったパブリシティ

水の里の旅
のブースによるＰＲ

ネット等の情報発信

コミュニ
ティ内での
情報発信

親子
（体験学習）

アウトドア
グループ

写真絵画
愛好家

シニア世代

歴史愛好家

健康志向、
ウオーキン
グ愛好家

 

図 2-22 水の里の旅のプロモーションの体系図 
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第 3章 特産品のプロモーション等に関する業務 

3-1 特産品の情報収集、整理及び活用 

3-1-1 特産品の収集・整理 

1)特産品の収集 

国土交通省では、昨年度、全国の水源地域を対象に、都市部への販路開拓に取り組んでいる特

産品についてのアンケート調査を実施した。特産品のデータ収集にあたっては、ダム・発電関係

市町村全国協議会の協力のもと、関連する自治体にアンケート調査票を配布した。 
その結果、平成22年4月までに108件の回答が寄せられた。 

表-3.1.3 水の里特産品 一覧 

商品名 製造者 商品名 製造者 
｢ほわいとファーム」のアイ

スクリーム 8 個セット 
㈱野村町域振興センター 

世羅っとした梨ランニング

ウォーター 
協同組合 夢高原市場 

辛美人 08 とうがらしドレ

ッシング 

特定非営利活動法人 てっ

ちりこ 

吉野ガーリック（ジャンボ

にんにく） 
神川町 

辛美人 01 一味とうがらし 
特定非営利活動法人 てっ

ちりこ 

生いもこんにゃく（板・玉・

糸） 
神川町 

辛美人 05 とうがらし醤

油赤  とうがらし醤油青

特定非営利活動法人 てっ

ちりこ 
紀和のきじ肉 財団法人 紀和町ふるさと公社 

辛美人 20 ふりかけ七味

瓶入り 

特定非営利活動法人 てっ

ちりこ 
生きている紀和みそ 米麹 財団法人 紀和町ふるさと公社 

盛岡あいすくりん 山岸商店 生きている紀和みそ 米麹 財団法人 紀和町ふるさと公社 

盛岡じゃじゃめん 株式会社玉沢 熊野地鶏 さばき 財団法人 紀和町ふるさと公社 

南部さらしなわんこそば 有限会社直利庵 新姫 ドリンク 財団法人 紀和町ふるさと公社 

大豆もやし 株式会社丸勘商店 新姫 ぽん酢しょうゆ 財団法人 紀和町ふるさと公社 

八幡平納豆つとっこ五穀 株式会社丸勘商店 新姫 生搾り果汁 財団法人 紀和町ふるさと公社 

藪川産きとびろ (財)盛岡地域地場産業振興センター 紀和の梅干し 財団法人 紀和町ふるさと公社 

高農納豆 株式会社丸勘商店 健康茶 飯高産業振興センター 

盛岡りんご (財)盛岡地域地場産業振興センター とっときみそ 飯高産業振興センター 

津志田芋 (財)盛岡地域地場産業振興センター でんがら 飯高産業振興センター 

豆乳で造ったお酒 株式会社あざ開 とっとき餅 飯高産業振興センター 

盛岡納豆  株式会社丸勘商店 そば米、そば粉 飯高産業振興センター 

北斗味噌 鍋ふれあい加工グループ しあわせ菜の花 なたねっこ しあわせ菜の花の会ＳＮＳ 

薫菜とうふ(セリ入り） 五木とうふ店 指宿温泉サイダー 湯砂菜企画  

｢五木萬彩｣旬菜豆腐 五木とうふ店 棒寿蘭 城山鶏園 

粉茶 松井製茶工場 自然仕立てブルーベリージャム ローズベリーファーム 

お茶茶漬け 松井製茶工場 椎茸からし漬 高榎伸弘 

ゆずゼリー 民宿山里 土肥康之 甘露煮 有限会社 やまめの郷 

ゆずゼリーマーマレード 民宿山里 土肥康之 南蛮漬 有限会社 やまめの郷 

｢五木萬彩｣柚子好み 民宿山里 土肥康之  こぶ巻 有限会社 やまめの郷 

｢五木萬彩｣豆腐みそ漬け 民宿山里 土肥康之 甘露煮（一尾入り） 有限会社 やまめの郷 

｢五木萬彩｣五木鹿麗 ロッジ山小屋 南蛮漬（一尾入り） 有限会社 やまめの郷 

五木鹿バーグ ロッジ山小屋 プロヴァチーズ チーズ工房羊飼い 

｢五木萬彩｣しそだご・黒糖だご 民宿いつき苑 美深町産小麦ハルユタカ 江別製粉株式会社 
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商品名 製造者 商品名 製造者 
｢五木萬彩｣鹿餃子 民宿いつき苑 生きている紀和みそ 麦麹 財団法人 紀和町ふるさと公社 

｢五木萬彩｣五四季のもみじ鍋 五木村商工会 紀和の梅干し 財団法人 紀和町ふるさと公社 

南蛮漬（切身） 有限会社 やまめの郷 紀和の梅干し 財団法人 紀和町ふるさと公社 

こぶ巻（一尾入り） 有限会社 やまめの郷 たかな漬 財団法人 紀和町ふるさと公社 

やまめ燻（切身） 有限会社 やまめの郷 熊野地鶏 焼き鳥串 財団法人 紀和町ふるさと公社 

鮎魚醤 200ｍｌ 合名会社 まるはら 熊野地鶏 半身セット 財団法人 紀和町ふるさと公社 

梅ドレッシング梅吉 株式会社 おおやま夢工房 紀和のきじ肉 財団法人 紀和町ふるさと公社 

南高梅のこだわり梅酒 株式会社 おおやま夢工房 燻製豆腐 有限会社 五木屋本舗 

ゆずはちみつ 株式会社 つえエーピー 日田梨ビネガー 株式会社つえエーピー 

ゆずペッパース 株式会社 つえエーピー 日田梨ゴールドソース 株式会社つえエーピー 

ゆずレッドペッパース 株式会社 つえエーピー 絹（鮎魚醤入） 合名会社まるはら 

つしま地どり混ぜご飯の素 株式会社 エースフーズ たまごはん（鮎魚醤入） 合名会社まるはら 

とりちゃーしゅー 株式会社大先食品 かぼぽん（鮎魚醤入） 合名会社まるはら 

雲仙しまばら鶏のハム 株式会社大先食品 やまべおこわ 有限会社 久の家 

黒ごま入りポークフランク 株式会社大先食品 やまべ佃煮 有限会社 久の家 

黒ごま入りチキンウインナー 株式会社大先食品 やまべ珍味揚 有限会社 久の家 

ほうれん草入りチキンウインナー 株式会社大先食品 美深牛肉まん 株式会社 中華札幌 

人参入りチキンウインナー 株式会社大先食品 
辛美人 06 とうがらし味噌

マイルド 

特定非営利活動法人 てっ

ちりこ 

玉ねぎ入りポークウインナー 株式会社大先食品 
辛美人 06 とうがらし味噌

ピリ辛 

特定非営利活動法人 てっ

ちりこ 

黒ごま入りポークウインナー 株式会社大先食品 
辛美人 一味とうがらし

詰替用 

特定非営利活動法人 てっ

ちりこ 

天然イノシシ肉ウインナー イノシシ加工所 不老の森 山うにとうふ 有限会社 五木屋本舗 

平成新山雲仙溶岩焙煎珈琲 株式会社北田物産 豆腐味噌漬 まちかね 有限会社 五木屋本舗 

手延そうめん 化粧箱入り 株式会社 塚原製麺工場 とうふのみそ漬 有限会社 五木屋本舗 

雲仙スーパーポーク 有限会社 長崎ライフサービス 太陽の水 社会福祉法人美深福祉会 

舞岳巻（まいたけまき） 西善製菓舗  びふかイチゴワイン 北海道ワイン株式会社 

森の雫 有限会社 さっぷ   
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さらに、国土交通省が収集した特産品以外についても、水源地域ビジョンを策定している自治

体やそこで活動している各種団体・NPOなどへの電話ヒアリングや、インターネット検索によっ

て、特産品情報の追加収集を行った。 
収集する特産品が、水の里の自然環境の保全や地域活力の活性化につながるものであるという

考えから下記に示す「水の里特産品フェア 出展品の基準（案）」に該当する特産品を収集した

（93アイテム）。 
 

【水の里特産品フェア 出展品の基準（案）】 

・水の里で生産されている素材を活かし、水の里で製造されている特産品であること 
・その特産品を製造することで水の里の環境が守られる特産品、または地域が活性化される特産品

であること 
・その特産品を製造することが、水の里の持続可能な利用につながる特産品であること 
・水の里やそこで暮らす人々との関係が深い特産品であること 
・当該地域の関係者、各種団体（地方公共団体・観光協会・NPO 等）が主体となって製造されて

いる特産品であること 
・安全性の確保や環境保全等の観点から問題がないこと 

 
表-3.1.4 水の里特産品（追加部分） 一覧 

商品名 製造者 商品名 製造者 

出雲國仁多米 奥出雲仁多米株式会社 わさび わさびの門前 

出雲國仁多米 奥出雲仁多米株式会社 無添加わさび漬 わさびの門前 

出雲國仁多餅（丸餅） 奥出雲仁多米 株式会社 無添加わさびのり わさびの門前 

出雲國仁多餅（切餅） 奥出雲仁多米 株式会社 無添加わさびみそ わさびの門前 

吉田くんらーめん 2食スープ付 かいたんラーメン 無添加わさびの茎の三杯酢漬 わさびの門前 

かいたんらーめん 2食スープ付 かいたんラーメン わさびの茎のこんぶ漬 わさびの門前 

地伝流出雲生そば 2食つゆ付 株式会社出雲たかはし 竜ヶ窪の水 名水豆腐 竜ヶ窪婦人会 

とうふうどん 2食トレー 株式会社出雲たかはし 伊香保段々豆腐 きぬごし 山本作右衛門商店 

伊香保段々豆腐 くろごま 山本作右衛門商店 伊香保段々豆腐 もめん 山本作右衛門商店 

伊香保段々豆腐 桑の葉 山本作右衛門商店 心水ミネナルウォーター 500ｍｌ 株式会社ハーベス 

aQaizu500ｍｌ ペット 株式会社ハーベス 奥会津天然炭酸の水 330ｍｌ ビン 株式会社ハーベス 

aQaizu330ｍｌ ペット 株式会社ハーベス 名水サイダー「黒部の泡水」 合同会社うなづき商店Ｒ 

aWa 心水 500ｍｌ 株式会社ハーベス 飛騨清見サイダー 株式会社ふるさと清見 21 

ゆふいんサイダー 株式会社友桝飲料 信州サーモンの燻製 有限会社 有明 

さくら咲いたー 桜山商店街振興組合ＳＳＳ 木曽路特別純米酒 株式会社 湯川酒造店 

養老山麓サイダー 株式会社浦野鉱泉所 杜氏秘伝の甘酒 株式会社 湯川酒造店 

熊野しそサイダー 有限会社熊野鼓動 木曽路の酒粕 株式会社 湯川酒造店 

熊野サイダーうめみかん 有限会社熊野鼓動 秩父路の銘酒 武甲正宗 武甲酒造 株式会社 柳田総本店

きさらぎ蕎麦 きさらぎ蕎麦の会 秩父の柿酢 柿のわ事業（皆野町商工会） 

きさらぎ そば粉 きさらぎ蕎麦の会 秩父の柿酢 柿のわ事業（皆野町商工会） 

ブルーベリージャム 有限会社 ティーエム のむかきす 柿のわ事業（皆野町商工会）
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商品名 製造者 商品名 製造者 

ブルーベリー粒入りジャム 有限会社 ティーエム 柿チップ やわらかお柿 柿のわ事業（皆野町商工会） 

ブルーベリーソース 有限会社 ティーエム たっぷり和牛すじ野菜カレー 名古屋市桜山商店街振興組合 

ブルーベリービネガー 有限会社 ティーエム とうもろこしスープ 名古屋市桜山商店街振興組合 

ブルーベリージュース 有限会社 ティーエム おたまはん（関東風） 株式会社 吉田ふるさと村 

白馬育ち こしひかり 有限会社 ティーエム おたまはん（関西風） 株式会社 吉田ふるさと村 

飯南いのまんいのっち グランディア赤名峠 ＧＧ 焼肉のたれ（中辛） 株式会社 吉田ふるさと村 

いのしし肉生肉 グランディア赤名峠 ＧＧ 焼肉のたれ（甘口） 株式会社 吉田ふるさと村 

いのししみそ漬 グランディア赤名峠 ＧＧ 焼肉のたれ（リンゴ） 株式会社 吉田ふるさと村 

いのしし肉燻製 グランディア赤名峠 ＧＧ 焼肉のたれ（コク野菜） 株式会社 吉田ふるさと村 

いのししカレー 黄 グランディア赤名峠 ＧＧ しまんと緑茶 広井茶組合事務所 

いのししカレー 黒 グランディア赤名峠 ＧＧ しまんと焙茶 広井茶組合事務所 

川茸塩漬け 合資会社 川茸元祖遠藤金川堂 しまんと紅茶 広井茶組合事務所 

川茸佃煮 合資会社 川茸元祖遠藤金川堂 JA にじ柿ワイン にじ農業協同組合 

黄金川（川茸入りさしみこんにゃく） 合資会社 川茸元祖遠藤金川堂 あまおうワイン にじ農業協同組合 

寿泉苔 中判 合資会社 川茸元祖遠藤金川堂 巨峰ワイン にじ農業協同組合 

うま酢（タレ） 合資会社 川茸元祖遠藤金川堂 トマトスープ にじ農業協同組合 

柚子こしょう極々上 こだわり大分 なたね油 にじ農業協同組合 

富士町産コシヒカリ ＪＡ佐賀 (有)コープライス富士 菜種油 にじ農業協同組合 

オンナのラー油 古湯温泉旅館千曲荘 柿チップ にじ農業協同組合 

山河味噌 古湯温泉旅館吉花亭 キウイアイス にじ農業協同組合 

ウリの粕漬 ダムの駅しゃくなげの里 あまおうアイス にじ農業協同組合 

ちりめん柚子胡椒 古湯温泉旅館千曲荘 耳納連山味そ汁 にじ農業協同組合 

きくいもの漬物 菖蒲ご膳 耳納連山とん豚汁 にじ農業協同組合 

奄美もろみ酢「純美酢」 株式会社奄美大島開運酒造 ルルベルシードル 福源酒造株式会社 

Amairo 奄美大島の天然水 株式会社三川 ルルベルシードル 福源酒造株式会社 

Amairo 奄美大島の天然水 株式会社三川   

 

2）特産品の整理 

前項で収集した特産品情報を流通業界などに簡易かつ適切に情報できるように整理した。 
整理にあたっては、収集した調査項目のうち、特に食品流通業界が必要であると想定される①

食品名、②食品表示内容関係項目、③価格、④JAMコード、⑤担当者に着目し、一覧表にとりま

とめた。 
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表-3.1.5 水の里特産品一覧表 
食品表示内容関係項目 担当者 

No 商品名 
名称 原材料 内容量 保存方法 製造者 

価格(円) ＪＡＭコード 
所属 氏名 TEL 

1 
｢ほわいとファーム」のアイス

クリーム8個セット 

アイスクリーム(ミルク)(バニラ)(抹

茶)(ミルクココア) 
牛乳、乳製品、卵黄 100ｍｌ -18℃以下で保存 

㈱野村町域振興セン

ター 
\2,500

ミルク：4526959000039 

バニラ：4526959000053 

抹茶：4526959000084 

ミルクココア：452695000138 

ほわいとファーム 兵頭道明 0894-72-3351 

2 
辛美人 08 とうがらしドレッシ

ング 
辛美人08とうがらしドレッシング 醤油、醗酵調味料、砂糖 200ｍｌ 常温 開封後要冷蔵 

特定非営利活動法人

てっちりこ 
\500 4.56226E+12 岡山県 殊井亮治 086-226-7476 

3 辛美人01一味とうがらし 辛美人01Ｔ一味とうがらしビン入り 唐辛子（姫とうがらし） 12g 暗冷所 
特定非営利活動法人

てっちりこ 
\350 4.56226E+12 岡山県 殊井亮治 086-226-7476 

4 
辛美人 05 とうがらし醤油赤

姉妹品 とうがらし醤油青 

辛美人 05 とうがらし醤油赤、辛美人

05-1とうがらし醤油青 

醗酵唐辛子、醤油、アミノ

酸液 
120ｍｌ 常温 開封後要冷蔵 

特定非営利活動法人

てっちりこ 
\600

赤：4562261270203 

青：4562261270210 
岡山県 殊井亮治 086-226-7476 

5 
辛美人 20 ふりかけ七味 瓶入

り 
辛美人20ふりかけ七味 唐辛子、梅、柚子 15ｇ 常温 

特定非営利活動法人

てっちりこ 
\350

ビン入り：4562261271408 

詰替え用9g：4562261271415 
岡山県 殊井亮治 086-226-7476 

6 盛岡あいすくりん ラクトアイス 脱脂粉乳、ぶどう糖、果糖 500ｍｌ 冷凍 山岸商店 \945 4518717050011  山岸商店 山岸紀雄 019-635-0288 

7 盛岡じゃじゃめん 盛岡じゃじゃめん 
小麦粉、食塩、特製みそ（ゴ
マ・みそ・ひき肉・しいた

け他） 

麺（うどん）400ｇ・
じゃじゃめんみそ

150ｇ 

要冷蔵 株式会社玉沢 \735 4985520508150  株式会社玉沢 玉沢剛志 019-623-9173 

8 南部さらしなわんこそば 南部さらしなわんこそば 

めん：そば粉、小麦、山芋

粉 つゆ：しょうゆ、かつ
おぶし、こんぶ 

麺 80ｇ×3 束×3

袋・つゆ30ｍｌ×6
袋 

常温 有限会社直利庵 \2,400 4971973509516  有限会社直利庵 高橋ふき子 019-624-0441 

9 大豆もやし 大豆もやし 緑豆、大豆 150ｇ 10℃以下 株式会社丸勘商店 \120 4960859020092  株式会社丸勘商店 田村 0195-78-3710 

10 八幡平納豆つとっこ五穀 八幡平納豆つとっこ五穀 大豆、あわ、ひえ 100ｇたれ付き 10℃以下 株式会社丸勘商店 \280 4960859010062  株式会社丸勘商店 田村 0195-78-3710 

11 藪川産きとびろ         
(財)盛岡地域地場産

業振興センター 

1パック\300

前後
 

(財)盛岡地域地場産業振興

センター 
佐々木雷蔵 019-689-2201 

12 高農納豆 盛岡納豆 ひきわり 大豆 80ｇたれ付き 10℃以下 株式会社丸勘商店 \250 4960859010406  株式会社丸勘商店 田村 0195-78-3710 

13 盛岡りんご         
(財)盛岡地域地場産

業振興センター 

1個\100～

\500
  

(財)盛岡地域地場産業振興

センター 
佐々木雷蔵 019-689-2201 

14 津志田芋         
(財)盛岡地域地場産

業振興センター 

1ｋｇ500か

ら 1000円
  

(財)盛岡地域地場産業振興

センター 
佐々木雷蔵 019-689-2201 

15 豆乳で造ったお酒 リキュール 
豆乳（有機大豆使用）、清酒

（純米酒）、糖類 
360ｍｌ 冷暗所 株式会社あざ開 \650 49-70829-52026-2 株式会社あざ開営業管理部 菅原敏彦 019-652-3111 

16 盛岡納豆  盛岡納豆 大豆 80ｇ たれ無し 10℃以下 株式会社丸勘商店 \105 4960859010208  株式会社丸勘商店 田村 0195-78-3710 

17 北斗味噌 北斗鍋味みそ みそ、酒、みりん 400ｇ、1ｋｇ 10℃以下 
鍋ふれあい加工グル

ープ 

400ｇ\500、

1kg\1000
  

都城市高崎市総合支所産業

振興課 
岩下待子 0986-62-1111 

18 薫菜とうふ(セリ入り） セリ入り薫菜とうふ 
大豆（熊本県産）、豆腐用凝

固剤、醤油 
140g×2個 

要冷蔵 10℃以下で保

存 
五木とうふ店 \1,000     土屋千雅 0966-37-2420 

19 ｢五木萬彩｣旬菜豆腐 旬菜豆腐 
大豆（熊本県産）、豆腐用凝

固剤、せり 
1個 

要冷蔵 5℃以下で保

存 
五木とうふ店 \250     土屋千雅 0966-37-2420 

20 粉茶 粉茶 緑茶 20g 
直射日光を避け、湿度

の低いところで保存す

る 

松井製茶工場 \800     松井祐起 0966-37-2951 

21 お茶茶漬け お茶茶漬け 
椎茸、茶葉、醤油（大豆小

麦を含む） 
150g 

直射日光を避け、高温

多湿を避けて保存 
松井製茶工場 \1,200     松井祐起 0966-37-2951 

22 ゆずゼリー 柚子ゼリー 
柚子、グラニュー糖、クエ
ン酸三ナトリウム 

80g   民宿山里 土肥康之 \220     土肥康之 0966-37-2636 

23 ゆずゼリーマーマレード 柚子マーマレード 柚子、砂糖 150g   民宿山里 土肥康之 \400     土肥康之 0966-37-2636 
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食品表示内容関係項目 担当者 
No 商品名 

名称 原材料 内容量 保存方法 製造者 
価格(円) ＪＡＭコード 

所属 氏名 TEL 

24 ｢五木萬彩｣柚子好み 
ゆずゼリーとゆずマーマレードのセ

ット販売用商品 
                

25 ｢五木萬彩｣豆腐みそ漬け 豆腐みそ漬け 豆腐、にがり、もろみ 250g   民宿山里 土肥康之 \840     土肥康之 0966-37-2636 

26 ｢五木萬彩｣五木鹿麗 五木鹿麗 鹿肉、椎茸、玉ねぎ 180g 要冷蔵 ロッジ山小屋 \850     田中雄士 0966-37-2836 

27 五木鹿バーグ 五木鹿バーグ 鹿肉、椎茸、玉ねぎ 150g 要冷蔵 ロッジ山小屋 \810     田中雄士 0966-37-2836 

28 ｢五木萬彩｣しそだご・黒糖だご 焼きだご（しそだご・黒糖だご） 

しそだご：小麦粉、砂糖、

卵   黒糖だご：小麦粉、

黒砂糖、植物性油脂 

12個 
直射日光の当たらない

冷暗所に保存 
民宿いつき苑 \1,050

黒糖(0243114001895) 

しそ(0243089002101) 
  岩崎円 0966-37-2013 

29 ｢五木萬彩｣鹿餃子 惣菜 半加工品 白菜、鹿肉、椎茸 10個 冷蔵保存 民宿いつき苑 \945 2.43119E+11   岩崎円 0966-37-2013 

30 ｢五木萬彩｣五四季のもみじ鍋 
五四季のもみじ鍋 五木村の特産品

の詰め合わせ 

鹿肉、樫の木豆腐、大あげ、

原木しいたけ、瀬目こんに

ゃく） 

1個   五木村商工会 \5,000     國政孝明 0966-37-2321 

31 
世羅っとした梨ランニングウ

ォーター 

世羅っとした梨ランニングウォータ

ー 

なし果汁（世羅産梨）、果糖

ぶどう糖液糖、酸味料 
500ｍｌ 

直射日光、高温多湿を

避けて保存 

協同組合 夢高原市

場 
\120 4582372790018  世羅町産業観光課 和泉美智子 0847-22-5304 

32 
吉野ガーリック（ジャンボにん
にく） 

吉野ガーリック   1 個     \1,050   農林課 内村寛樹 0952-37-0347 

33 生いもこんにゃく（板・玉・糸） 生いもこんにゃく 

こんにゃくいも（埼玉県

産・群馬県産）、水酸化カル

シウム（凝固剤） 

430g 開封後要冷蔵 神川町 \260 4983460110013  
神川町役場 神泉総合支所
産業観光課 

山本敦 0274-52-5133 

34 紀和のきじ肉 雉肉 雉肉 1羽 
要冷蔵 -18℃以下で

保存 

財団法人 紀和町ふ

るさと公社 
\5,300 4.53428E+12 

(財)紀和町ふるさと公社 

営業課課長 
向井信行 0597-97-0640 

35 生きている紀和みそ 米麹 米麹みそ 
米（国内産）、大豆（国内産、

遺伝子組み換えではない）、

食塩 

900g 
要冷蔵 10℃以下で保

存してください 

財団法人 紀和町ふ

るさと公社 
\735 4534284110903  

(財)紀和町ふるさと公社 

営業課課長 
向井信行 0597-97-0640 

36 生きている紀和みそ 米麹 米麹みそ 

米（国内産）、大豆（国内産、

遺伝子組み換えではない）、

食塩 

420g 
要冷蔵 10℃以下で保

存してください 

財団法人 紀和町ふ

るさと公社 
\350 4534284110903  

(財)紀和町ふるさと公社 

営業課課長 
向井信行 0597-97-0640 

37 熊野地鶏 さばき 鶏肉（熊野地鶏）     
要冷蔵 4℃以下で保

存 

財団法人 紀和町ふ

るさと公社 

ｵｽ\4000・ﾒｽ

\3500
  

(財)紀和町ふるさと公社 

営業課課長 
向井信行 0597-97-0640 

38 新姫 ドリンク 清涼飲料水 新姫果汁、グラニュー糖 100ｍｌ 直射日光を避けて保存
財団法人 紀和町ふ

るさと公社 
\143 4534284905004  

(財)紀和町ふるさと公社 

営業課課長 
向井信行 0597-97-0640 

39 新姫 ぽん酢しょうゆ ぽん酢しょうゆ 
醤油（大豆、小麦含む）、新

姫果汁（三重県産）、食酢 
300ｍｌ 

直射日光を避けて常温

で保存 

財団法人 紀和町ふ

るさと公社 
\762 4534284903000  

(財)紀和町ふるさと公社 

営業課課長 
向井信行 0597-97-0640 

40 新姫 生搾り果汁  新姫（三重県熊野市産） 100ｍｌ 直射日光を避けて保存
財団法人 紀和町ふ

るさと公社 
\667 4534284902003  

(財)紀和町ふるさと公社 

営業課課長 
向井信行 0597-97-0640 

41 紀和の梅干し 梅干し 
青梅、赤しそ、漬け原材料

（食塩、焼酎） 
400g 

直射日光を避けて常温

で保存 

財団法人 紀和町ふ

るさと公社 
\1,050 4534284300403  

(財)紀和町ふるさと公社 

営業課課長 
向井信行 0597-97-0640 

42 健康茶   どくだみ、すぎな 各 60g 冷暗所     
松阪市飯高産業振興センタ

ー 
 0598-46-0822 

43 とっときみそ   大豆、米、塩 800g 冷蔵 
飯高産業振興センタ

ー 
\530   

松阪市飯高産業振興センタ

ー 
 0598-46-0822 

44 でんがら でんがら 米粉、小麦粉、小豆 5個入り、3個入り 冷蔵 
飯高産業振興センタ

ー 

5個入り（630
円）、3個入り

（380円）

  
松阪市飯高産業振興センタ

ー 
 0598-46-0822 

45 とっとき餅 とっとき餅 

椎茸餅（もち米、椎茸、し

ょうゆ）、茶餅（もち米、茶、

塩）、よもぎ餅（もち米、よ

もぎ、塩） 

1パック6切入り 冷蔵30日、常温 7日 
飯高産業振興センタ
ー 

\420   
松阪市飯高産業振興センタ
ー 

 0598-46-0822 

46 そば米、そば粉 そば そば 
そば米：300g、そば

粉：300g 
冷蔵 

飯高産業振興センタ

ー 

そば米

（\420）・そ

ば粉（\450）

  
松阪市飯高産業振興センタ

ー 
 0598-46-0822 
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47 しあわせ菜の花 なたねっこ 食用なたね油 食用なたね油 560g 
直射日光等を避け常温

で保存 

しあわせ菜の花の会

ＳＮＳ 
\1,400 4974293111926  金山町総務課総合政策係 神沼幸希 0233-52-2111 

48 月山自然水 500ml 月山自然水 湧水 500ｍｌ 24本 
常温 直射日光を避け

て保存 

西川町総合開発株式

会社 

\3,024（1本

当\126)
4532868-105123 西川町総合開発㈱営業係 江崎宏 0237-74-2100 

49 月山自然水 1 ﾘｯﾄﾙ 月山自然水 湧水 1000ｍｌ 15本 
常温 直射日光を避け
て保存 

西川町総合開発株式
会社 

\2,835（1本
当 189）

4532868-110110 西川町総合開発㈱営業係 江崎宏 0237-74-2100 

50 月山自然水 2 ﾘｯﾄﾙ 月山自然水 湧水 2000ｍｌ 6本 
常温 直射日光を避け

て保存 

西川町総合開発株式

会社 

\1,386（1本

当\231）
4532868-120126 西川町総合開発㈱営業係 江崎宏 0237-74-2100 

51 
地ビール月山ピルスナー 330

ｍl 
地ビール月山ピルスナー 麦芽、ホップ 330ｍｌ 24本 要冷蔵 

西川町総合開発株式

会社 
\525 4532868-233116 西川町総合開発㈱営業係 江崎宏 0237-74-2100 

52 指宿温泉サイダー 指宿温泉サイダー 湧水、砂糖、香料 330ｍｌ  
衝撃、直射日光を避け、

常温で保存（冷凍不可）
湯砂菜企画  \210 4964621170329  

指宿市産業振興部商工水産

課 
園田猛志 0993-22-2211 

53 棒寿蘭 鶏卵       城山鶏園 \530   
神奈川県政策局政策総務部

土地水資源対策課 
臼井孝之 045-210-3124 

54 
自然仕立てブルーベリージャ

ム 
ブルーベリージャム 

ブルーベリー、グラニュー

糖 
200ｇ   

ローズベリーファー

ム 
\500   

神奈川県政策局政策総務部

土地水資源対策課 
臼井孝之 045-210-3124 

55 椎茸からし漬 しいたけからし漬 干し椎茸、醤油、からし粉 500ｇ、200ｇ 常温 高榎伸弘 

200ｇ

（\630）、500
ｇ（\1260）

  茶屋 一ッ家 高榎伸弘 0979-55-2028 

56 甘露煮 甘露煮 やまめ、醤油、砂糖 3尾 
直射日光を避け、常温

で保存 

有限会社 やまめの

郷 
\1,050 4.56024E+12 有限会社 やまめの郷 綾垣光雄 0973-53-2352 

57 南蛮漬 南蛮漬 やまめ、醤油、砂糖 3尾 
直射日光を避け、常温

で保存 

有限会社 やまめの

郷 
\1,050 4.56024E+12 有限会社 やまめの郷 綾垣光雄 0973-53-2352 

58 こぶ巻 こぶ巻 やまめ、醤油、砂糖 3尾 
直射日光を避け、常温

で保存 

有限会社 やまめの

郷 
\1,260 4.56024E+12 有限会社 やまめの郷 綾垣光雄 0973-53-2352 

59 甘露煮（一尾入り） 甘露煮 やまめ、醤油、砂糖 1尾 
直射日光を避け、常温
で保存 

有限会社 やまめの
郷 

\441 4.56024E+12 有限会社 やまめの郷 綾垣光雄 0973-53-2352 

60 南蛮漬（一尾入り） 南蛮漬 やまめ、醤油、砂糖 1尾 
直射日光を避け、常温

で保存 

有限会社 やまめの

郷 
\441 4.56024E+12 有限会社 やまめの郷 綾垣光雄 0973-53-2352 

61 南蛮漬（切身） 南蛮漬 やまめ、醤油、砂糖 100ｇ 
直射日光を避け、常温

で保存 

有限会社 やまめの

郷 
\630 4.56024E+12 有限会社 やまめの郷 綾垣光雄 0973-53-2352 

62 こぶ巻（一尾入り） こぶ巻 やまめ、醤油、砂糖 1尾 
直射日光を避け、常温

で保存 

有限会社 やまめの

郷 
\500 4.56024E+12 有限会社 やまめの郷 綾垣光雄 0973-53-2352 

63 やまめ燻（切身） やまめの燻製 やまめ、醤油、砂糖 60ｇ 
直射日光を避け、常温

で保存 

有限会社 やまめの

郷 
\630 4.56024E+12 有限会社 やまめの郷 綾垣光雄 0973-53-2352 

64 鮎魚醤 200ｍｌ 魚醤油（鮎） 鮎、食塩 200ｍｌ 
直射日光を避け、常温

で保存 
合名会社 まるはら \1,365 4941773214217    中島陽子 0973-23-4145 

65 梅ドレッシング梅吉 調味料（ドレッシング） 
醤油（大豆、小麦含む）、醸

造酢、砂糖 
220ｇ 

常温（開封後は冷蔵庫

にて保存） 

株式会社 おおやま

夢工房 
\680 4560124495404  株式会社おおやま夢工房 佐藤将明 0973-52-3000 

66 南高梅のこだわり梅酒 梅酒 
大山産南高梅、醸造アルコ

ール、液糖 
720ｍｌ 

常温（開封後は冷蔵庫

にて保存） 

株式会社 おおやま

夢工房 
\1,365 4560124495404  株式会社おおやま夢工房 佐藤将明 0973-52-3000 

67 ゆずはちみつ ゆずはちみつ 
糖類（砂糖・きび砂糖）、は

ちみつ、柚子果汁 
380ｇ 

直射日光、高温多湿を

避けて冷暗所で保存 

株式会社 つえエー

ピー 
\892 4938485046403  総務企画部 長谷部知秀 0973-54-3210 

68 ゆずペッパース ゆずペッパース 
ゆずこしょう（ゆず皮・唐

辛子・食塩）、梨酢 
75ｇ 

直射日光、高温多湿を

避けて冷暗所で保存 

株式会社 つえエー

ピー 
\525 4938485041682  総務企画部 長谷部知秀 0973-54-3210 

69 ゆずレッドペッパース ゆずレッドペッパース 
ゆずこしょう（ゆず皮・唐

辛子・食塩）、梨酢 
75ｇ 

直射日光、高温多湿を

避けて冷暗所で保存 

株式会社 つえエー

ピー 
\525 4938485041781  総務企画部 長谷部知秀 0973-54-3210 

70 つしま地どり混ぜご飯の素 つしま地どり混ぜご飯の素 
鶏肉（地鶏肉）、野菜（ごぼ

う、しょうが、にんにく）、

しょうゆ 

300ｇ -18℃以下で保存 
株式会社 エースフ

ーズ 
\735 4968965150269  ギフト・通販課 田上健二 0957-64-4750 
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71 とりちゃーしゅー 加熱食肉製品（加熱後包装） 鶏肉、食塩、香辛料 170ｇ 10℃以下で保存 株式会社大先食品 \350 4968965150477  ギフト・通販課 田上健二 0957-64-4750 

72 雲仙しまばら鶏のハム 鶏肉加工品 
鶏肉（国産）、鶏皮（国産）、

豚脂（国産） 
180ｇ 10℃以下で保存 株式会社大先食品 \400 4968965150214  ギフト・通販課 田上健二 0957-64-4750 

73 黒ごま入りポークフランク ポークソーセージ（フランクフルト）
豚肉（島原半島産）、たまね
ぎ（島原半島産）、結着材料

（でん粉、卵白） 

200ｇ 10℃以下で保存 株式会社大先食品 \550 4968965530023  ギフト・通販課 田上健二 0957-64-4750 

74 黒ごま入りチキンウインナー 加熱食肉製品（加熱後包装） 鶏肉、豚脂、たまねぎ 175ｇ 10℃以下で保存 株式会社大先食品 \400 4968965540022  ギフト・通販課 田上健二 0957-64-4750 

75 
ほうれん草入りチキンウイン

ナー 
加熱食肉製品（加熱後包装） 

鶏肉、豚脂、ほうれん草ペ

ースト 
175ｇ 10℃以下で保存 株式会社大先食品 \400 4968965540053  ギフト・通販課 田上健二 0957-64-4750 

76 人参入りチキンウインナー 加熱食肉製品（加熱後包装） 
鶏肉、豚脂、にんじんペー

スト 
175ｇ 10℃以下で保存 株式会社大先食品 \400 4968965540046  ギフト・通販課 田上健二 0957-64-4750 

77 玉ねぎ入りポークウインナー ポークソーセージ（ウインナー） 豚肉、豚脂、たまねぎ 175ｇ 10℃以下で保存 株式会社大先食品 \400 4968965540039  ギフト・通販課 田上健二 0957-64-4750 

78 黒ごま入りポークウインナー ポークソーセージ（ウインナー） 豚肉、豚脂、たまねぎ 175ｇ 10℃以下で保存 株式会社大先食品 \400 4968965540015  ギフト・通販課 田上健二 0957-64-4750 

79 天然イノシシ肉ウインナー シシ肉腸詰めの燻製 イノシシ肉、豚脂、食塩 150ｇ  -18℃以下 
イノシシ加工所 不

老の森 
\500   観光物産課 物産振興係 眞弓朋治 0956-72-1111 

80 平成新山雲仙溶岩焙煎珈琲 レギュラーコーヒー 
コーヒー豆（原産国：コロ

ンビア、ブラジル、インド

ネシア９ 

ドリップパック（7

ｇ×6ｐ） 
常温保存 株式会社北田物産 498503190000  

 株式会社北田物産 北田

貴子 
 0957-63-0250 

81 手延そうめん 化粧箱入り 手延そうめん 小麦粉、塩、食用植物油 
2ｋｇ（50ｇ×40束

入り） 

直射日光、湿気を避け

て保存 

株式会社 塚原製麺

工場 
\2,500 4974528003026  株式会社 塚原製麺工場 塚原由美子 0597-62-3669 

82 雲仙スーパーポーク 雲仙スーパーポーク 豚肉 

下ロース200ｇ、上

ロース200ｇ、バラ

300ｇ、ウデ 150ｇ、

モモ150ｇ 

冷蔵 
有限会社 長崎ライ

フサービス 
\3,800   営業 平島利之 090-7927-4546 

83 舞岳巻（まいたけまき） 舞岳巻 小豆あん、白あん、砂糖 2本入り   西善製菓舗  \630   西善製菓舗 西川和敏 0957-68-0136 

84 森の雫 清涼飲料水 白樺樹液（100%） 180ｍｌ   有限会社 さっぷ \290 4996688101800  産業施設課商工観光 野口良 01656-2-1617 

85 太陽の水 トマトジュース 果汁、塩 180ｍｌ 
高温、直射日光は避け

てください 

社会福祉法人美深福

祉会 
\160 4517707011803  産業施設課商工観光 野口良 01656-2-1617 

86 びふかイチゴワイン 果実酒 びふかイチゴワイン 750ｍｌ 常温 
北海道ワイン株式会

社 
検討中   産業施設課商工観光 野口良 01656-2-1617 

87 やまべおこわ 冷凍おこわ 
もち米、山女魚、しょうゆ

（小麦を含む） 
45ｇ 冷凍 有限会社 久の家 \170   産業施設課商工観光 野口良 01656-2-1617 

88 やまべ佃煮 やまべ佃煮 やまべ、醤油、砂糖 45ｇ 冷蔵 有限会社 久の家 \480   産業施設課商工観光 野口良 01656-2-1617 

89 やまべ珍味揚 やまべ珍味揚 山女魚、醤油、水飴 65ｇ 冷蔵 有限会社 久の家 \580   産業施設課商工観光 野口良 01656-2-1617 

90 美深牛肉まん 冷凍まんじゅう 
牛肉（美深産）、玉葱（国産）、

キャベツ（国産） 
100ｇ 冷凍 株式会社 中華札幌 \290   産業施設課商工観光 野口良 01656-2-1617 

91 プロヴァチーズ ナチュラルチーズ 生乳、食塩 115ｇ 冷蔵（10℃以下） チーズ工房羊飼い \600   産業施設課商工観光 野口良 01656-2-1617 

92 美深町産小麦ハルユタカ 小麦粉 小麦（ハルユタカ） 1ｋｇ 
直射日光、高温多湿を

避け、常温で保存 
江別製粉株式会社 \650   産業施設課商工観光 野口良 01656-2-1617 

93 出雲國仁多米   精米 2ｋｇ   
奥出雲仁多米株式会

社 
\1,350   奥出雲仁多米株式会社     
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食品表示内容関係項目 担当者 
No 商品名 

名称 原材料 内容量 保存方法 製造者 
価格(円) ＪＡＭコード 

所属 氏名 TEL 

94 出雲國仁多米   精米 5ｋｇ   
奥出雲仁多米株式会

社 
\3,300   奥出雲仁多米株式会社     

95 
吉田くんらーめん 2 食スープ

付 
    312ｇ   かいたんラーメン \500   かいたんラーメン 亀山   

96 
かいたんらーめん 2 食スープ
付 

    312ｇ   かいたんラーメン \400   かいたんラーメン 亀山   

97 地伝流出雲生そば 2食つゆ付     300ｇ   
株式会社出雲たかは

し 
\600   株式会社出雲たかはし     

98 とうふうどん 2食トレー     320ｇ   
株式会社出雲たかは

し 
\500   株式会社出雲たかはし     

99 生きている紀和みそ 麦麹   米、大豆、塩 420ｇ   
財団法人 紀和町ふ

るさと公社 
\350   

(財)紀和町ふるさと公社 

営業課課長 
向井信行   

100 紀和の梅干し 梅干し 
青梅、赤しそ、漬け原材料

（食塩、焼酎） 
150ｇ 

直射日光を避けて常温

で保存 

財団法人 紀和町ふ

るさと公社 
\334   

(財)紀和町ふるさと公社 

営業課課長 
向井信行 0597-97-0640 

101 紀和の梅干し 梅干し 
青梅、赤しそ、漬け原材料

（食塩、焼酎） 
1kg 

直射日光を避けて常温

で保存 

財団法人 紀和町ふ

るさと公社 
\2,286   

(財)紀和町ふるさと公社 

営業課課長 
向井信行 0597-97-0640 

102 たかな漬     250g   
財団法人 紀和町ふ

るさと公社 
\362   

(財)紀和町ふるさと公社 

営業課課長 
向井信行   

103 熊野地鶏 焼き鳥串     10本   
財団法人 紀和町ふ

るさと公社 
\1,429   

(財)紀和町ふるさと公社 

営業課課長 
向井信行   

104 熊野地鶏 半身セット     2/1羽   
財団法人 紀和町ふ

るさと公社 
\2,000   

(財)紀和町ふるさと公社 

営業課課長 
向井信行   

105 紀和のきじ肉 雉肉 雉肉 200
要冷蔵 -18℃以下で

保存 

財団法人 紀和町ふ

るさと公社 
\1,715   

(財)紀和町ふるさと公社 

営業課課長 
向井信行 0597-97-0640 

106 燻製豆腐     200g   
有限会社 五木屋本

舗 
\600   

(財)紀和町ふるさと公社 

営業課課長 
向井信行   

107 わさび     55～160g   わさびの門前 \700～\2000         

108 無添加わさび漬     80g   わさびの門前 \300         

109 無添加わさびのり     80g   わさびの門前 \300         

110 無添加わさびみそ     80g   わさびの門前 \300         

111 無添加わさびの茎の三杯酢漬     120g   わさびの門前 \500         

112 わさびの茎のこんぶ漬     120g   わさびの門前 \500         

113 日田梨ビネガー 果実酒   150ｍｌ   
株式会社つえエーピ

ー 
\525         

114 日田梨ゴールドソース 万能調味料   320g   
株式会社つえエーピ

ー 
\682         

115 絹（鮎魚醤入）     200ｍｌ   合名会社まるはら \735         

116 たまごはん（鮎魚醤入）     100ｍｌ   合名会社まるはら \300         

117 かぼぽん（鮎魚醤入）     100ｍl   合名会社まるはら \320         
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118 
辛美人 06 とうがらし味噌マイ

ルド 
    160g   

特定非営利活動法人

てっちりこ 
\700    岡山県 殊井亮治 086-226-7476 

119 
辛美人 06 とうがらし味噌ピリ

辛 
    160g   

特定非営利活動法人

てっちりこ 
\700    岡山県 殊井亮治 086-226-7476 

120 
辛美人 一味とうがらし 詰
替用 

    8g   
特定非営利活動法人
てっちりこ 

\350    岡山県 殊井亮治 086-226-7476 

121 竜ヶ窪の水 名水豆腐     400g   竜ヶ窪婦人会 \200         

122 伊香保段々豆腐 きぬごし     400g   山本作右衛門商店 \315         

123 伊香保段々豆腐 もめん     400g   山本作右衛門商店 \380         

124 伊香保段々豆腐 くろごま     400g   山本作右衛門商店 \440         

125 伊香保段々豆腐 桑の葉     400g   山本作右衛門商店 \485         

126 aQaizu500ｍｌ ペット     500ｍｌ   株式会社ハーベス \150         

127 aQaizu330ｍｌ ペット     330ｍｌ   株式会社ハーベス \160         

128 aWa 心水 500ｍｌ     500ｍｌ   株式会社ハーベス \400         

129 
心水ミネナルウォーター 500

ｍｌ 
    500ｍl   株式会社ハーベス \400         

130 
奥会津天然炭酸の水 330ｍｌ

ビン 
    330ｍｌ   株式会社ハーベス \160         

131 山うにとうふ     150ｇ   
有限会社 五木屋本

舗 
\600         

132 豆腐味噌漬 まちかね     220ｇ   
有限会社 五木屋本

舗 
\1,500         

133 とうふのみそ漬     200g   
有限会社 五木屋本

舗 
\600         

134 ゆふいんサイダー  ゆふいんサイダー 水・砂糖・香料・酸味料 330ｍｌ 暗所に常温保存 株式会社 友桝飲料 \142  
一般社団法人 由布院温泉
観光協会 

生野敬嗣 0977-85-4464 

135 名水サイダー「黒部の泡水」 炭酸飲料 果糖・酸味料・香料 330ｍｌ 
高温・直射日光を避け、

冷暗所にて保存 

合同会社うなづき商

店Ｒ 
\250 4582375110028  中谷 英之 090-5491-7635 

136 指宿温泉サイダー 指宿温泉サイダー 湧水、砂糖、香料、酸味料 330ｍｌ 
衝撃・直射日光を避け、

常温で保存（冷凍不可）

湯砂菜企画 代表

倉本哲 
\210 4964621170329    

137 さくら咲いたー 炭酸飲料 

グラニュー糖・クエン酸・

香料・リンゴ酸・着色料（赤
2、青 2） 

350ｍｌ 
高温、直射日光を避け

て保存 

桜山商店街振興組合

ｓｓｓ 
\200 4-961605-221060 桜山商店街振興組合 岩田茂春 052-853-2941 

138 飛騨清見サイダー 飛騨清見サイダー 
砂糖・ぶどう糖果糖液糖・

酸味料・香料 
360ｍｌ 

高温・直射日光を避け

て下さい 

株式会社ふるさと清

見 2 
\157 4.958.546.822.753 営業部 舩坂 亮 0577-68-2957 

139 養老山麓サイダー 養老山麓サイダー 
砂糖・酸味料・香料・ビタ

ミンC 
360ml 暗所に常温保存 

株式会社 浦野鉱泉

所 
\2,400 45045721  浦野 0977-85-4464 

140 熊野しそサイダー 炭酸飲料 
砂糖（てんさい）、しそ、は

ちみつ、クエン酸 
200ｍｌ 

高温・直射日光、冷凍、

強い衝撃を避けて下さ

い 

有限会社熊野鼓動 \250 4 525882 00141 有限会社熊野鼓動 横瀬恒人 0735-42-8310 

141 熊野サイダーうめみかん 炭酸飲料 
砂糖（てんさい）、青梅、み
かん果汁 

200ｍｌ 

高温・直射日光、冷凍、

強い衝撃を避けて下さ

い 

有限会社熊野鼓動 \250 4 525882 001427 有限会社熊野鼓動 横瀬恒人 0735-42-8310 
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価格(円) ＪＡＭコード 
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142 信州サーモンの燻製   
100ｇ単位の真空パ

ック 
 有限会社 有明 

参考価格100

ｇ  \850
  田中 卓幸 0263-82-3840 

143 木曽路特別純米酒 木曽路特別純米酒 米・米麹 720ｍｌ 常温 
清酒木曽路醸造元株

式会社 湯川酒造店
\1,325 49931547437  湯川 洋子 0264-36-2030 

144 杜氏秘伝の甘酒 杜氏秘伝のあま酒 米･米麹 500ｇ 常温 
清酒木曽路醸造元株
式会社湯川酒造店 

\504 4993154001589  湯川 洋子 0264-36-2030 

145
木曽路の酒粕 

木曽路酒粕 米・米麹・醸造アルコール 1kg 冷暗所に保存 
清酒木曽路醸造元株

式会社湯川酒造店 
\470 4993154001527  湯川 洋子 0264-36-2030 

146
きさらぎ蕎麦 

きさらぎ蕎麦 
蕎麦粉（長野県木祖村産）、

小麦粉、山芋粉 
250ｇ 常温 きさらぎ蕎麦の会 \630   古畑節行 0264-36-2835 

147
きさらぎ そば粉 

きさらぎ蕎麦粉 蕎麦粉（長野県木祖村産） 400ｇ 常温 きさらぎ蕎麦の会 \735   古畑節行 0264-36-2835 

148 ブルーベリージャム 白馬そだち ブルーベリージャム 
ブルーベリー（長野県白馬

村）・グラニュー糖 
140ｇ 

直射日光を避け常温保

存で保存 
 \700   

(有)ティー

エム しろ

うま農場 

 

149 ブルーベリー粒入りジャム 
白馬そだち ブルーベリー粒入りジ

ャム 

ブルーベリー（長野県白馬

村）・グラニュー糖 
140ｇ 

直射日光を避け常温保

存で保存 
 \700   

(有)ティー

エム しろ

うま農場 

 

150 ブルーベリーソース 白馬そだち ブルーベリーソース 
ブルーベリー（長野県白馬

村）・グラニュー糖 
200ｇ 

直射日光を避け常温保

存で保存 
 \850   

(有)ティー
エム しろ

うま農場 

 

151 ブルーベリービネガー 白馬そだち ブルーベリービネガー 
ブルーベリー（長野県白馬

村）・グラニュー糖 
140ｇ 

直射日光を避け常温保

存で保存 
 \850   

(有)ティー

エム しろ

うま農場 

 

152 ブルーベリージュース 白馬そだち ブルーベリージュース 
ブルーベリー（長野県白馬

村）・グラニュー糖・酸味料
720ｇ 

直射日光を避け常温保

存で保存 
 \1,100   

(有)ティー
エム しろ

うま農場 

 

153 白馬育ち こしひかり 白馬そだち コシヒカリ 2ｋｇ コシヒカリ（長野県白馬村） 2000ｇ   \1,000   

(有)ティー

エム しろ
うま農場 

 

154 秩父路の銘酒 武甲正宗 秩父路の銘酒 武甲正宗   冷暗所 武甲酒造株式会社 \1,888 4932614180174  
長谷川 浩

一 
0494-22-0046 

155 秩父の柿酢   200ｍｌ  
柿のわ事業（皆野町

商工会） 
\800   関口 0494-62-4444 

156 秩父の柿酢   500ｍｌ  
柿のわ事業（皆野町

商工会） 
\1,600   関口 0494-62-4444 

157 のむかきす   300ｍｌ  
柿のわ事業（皆野町
商工会） 

\1,400   関口 0494-62-4444 

158 柿チップ やわらかお柿   50ｇ  
柿のわ事業（皆野町

商工会） 
\450   関口 0494-62-4444 

159 たっぷり和牛すじ野菜カレー カレー 

牛すじ肉、人参、カレール

ウ、玉ねぎ、ココナッツミ

ルク、にんにく、チリソー

ス、ブイヨン、セロリ、チ

キンブイヨン、砂糖、植物
油脂、香辛料、調味料（ア

ミノ酸等）、カラメル色素、

酸味料、香料、加工でん粉、
（原材料の一部に乳、小麦、

落花生、豚肉、大豆、りん

ご、バナナを含む） 

200ｇ 
直射日光、高温多湿を

避けてください 

桜山商店街振興組合

ＡＫ 
\700 4576219002361 桜山商店街振興組合 岩田茂春 052-853-2941 

160 とうもろこしスープ スープ 

とうもろこし、脱脂粉乳、

小麦粉、全脂粉乳デキスト

リン、砂糖、バター、チキ

ンコンソメ、調味料（アミ

ノ酸等）、酸味料、香料、着

色料（クチナシ）、（原材料

の一部に小麦、乳を含む）

180g 
直射日光を避け常温で

保存してください 

桜山商店街振興組合

Ｓ．Ｋ 
\400 4983285760028 桜山商店街振興組合 岩田茂春 052-853-2941 
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食品表示内容関係項目 担当者 
No 商品名 

名称 原材料 内容量 保存方法 製造者 
価格(円) ＪＡＭコード 

所属 氏名 TEL 

161 青梅サラダぽん酢 ぽん酢醤油 

醤油（小麦・大豆を含む）・

梅・純米酢・砂糖（てんさ

い）・白梅酢・昆布・鰹 

200ｍｌ 
高温・直射日光を避け

て保管してください 
有限会社熊野鼓動 4 525882 001489 有限会社熊野鼓動 横瀬恒人 0735-42-8310 

162 飯南いのまんいのっち 飯南いのまん「いのっち」 

皮（小麦粉、砂糖、きな粉、

無糖練乳、ラード、植物油

脂、イースト、食塩、竹炭）、

猪肉、野菜類（玉ねぎ、た

けのこ、椎茸、白葱）、醤油、

砂糖、ごま油、オイスター

ソース、生姜、酒、鶏がら

スープ、食塩、こしょう、

ベーキングパウダー、調味
料、（アミノ酸等）、アルコ

ール、カラメル色素、酸味

料 
 

（原材料の一部に小麦、豚

肉、乳、大豆、鶏肉、ゼラ

チン、魚醤（魚介類）を含

む） 

50ｇ 要冷凍（－18℃以下）
グランディア赤名峠

GG 
\190  

島根県飯南町役場産業振興

課 
奥野憲孝 0854-76-3360 

163 いのしし肉生肉 いのしし肉生肉 いのしし肉（国産） 
ブロック・スライス
可 

 
グランディア赤名峠
GG 

ロース

\5,500バラ

\5,000モモ

\4,500

 
島根県飯南町役場産業振興
課 

奥野憲孝 0854-76-3360 

164 いのししみそ漬 いのしし肉の味噌漬 

猪肉（国産）、味噌、日本酒、

ごま油、醤油、みりん風調

味料、砂糖、異性化液糖、

香辛料、調味料（アミノ酸

等）、（原材料の一部に小

麦、大豆を含む） 

150ｇ 要冷凍（－18℃以下）
グランディア赤名峠

GG 
\840  

島根県飯南町役場産業振興

課 
奥野憲孝 0854-76-3360 

165 いのしし肉燻製 いのしし肉燻製 

いのしし肉（島根県産）、食

塩、砂糖、リン酸塩（Ｎａ）、

調味料（アミノ酸等）、酸化

防止剤（エリソルビン酸Ｎ

ａ）、発色剤（硝酸Ｋ、亜硝

酸Ｎａ）、増粘多糖類（原材
料の一部に卵を含む） 

150ｇ前後 要冷凍（－18℃以下）
グランディア赤名峠

GG 
\840/100ｇ  

島根県飯南町役場産業振興

課 
奥野憲孝 0854-76-3360 

166 いのししカレー 黄 いのししカレー黄 

黄：野菜（玉葱、生姜、に

んにく）、猪肉、マーガリン、

トマトピューレ、ブイヨン、
食用油脂、小麦粉、香辛料、

ヨーグルト、ココナッツミ

ルクパウダー、ブドウ糖果
糖液粉、肉エキス、フォン

ドボー、コンソメ、生クリ

ーム、食塩、澱粉、調味料

（アミノ酸等）、酸味料、

（原材料の一部に大豆、鶏

肉、豚肉、牛肉、ゼラチン

を含む） 

210g 常温 
グランディア赤名峠

GG 
\630  

島根県飯南町役場産業振興

課 
奥野憲孝 0854-76-3360 

167 いのししカレー 黒 いのししカレー黒 

黒：野菜（玉葱、人参、ほ

うれん草、生姜、にんにく）、

猪肉、食用油脂、ヨーグル

ト、カレー粉、バター、食

塩、小麦粉、コンソメ、風
味調味料、ココナッツミル

クパウダー、香辛料、カラ

メル色素、調味料（アミノ
酸等）、酸味料、（原材料の

一部に大豆、鶏肉、豚肉、

ゼラチンを含む） 

210g 常温 
グランディア赤名峠

GG 
\630  

島根県飯南町役場産業振興

課 
奥野憲孝 0854-76-3360 

168 出雲國仁多餅（丸餅）   340ｇ（8個入）  
奥出雲仁多米 株式

会社 
\577   宝田 正 0854-54-2248 

169 出雲國仁多餅（切餅）   
300ｇ6 個入（小袋

包） 
 

奥出雲仁多米 株式

会社 
\577   宝田 正 0854-54-2248 
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食品表示内容関係項目 担当者 
No 商品名 

名称 原材料 内容量 保存方法 製造者 
価格(円) ＪＡＭコード 

所属 氏名 TEL 

170 おたまはん（関東風） おたまはん  150ｍｌ  
株式会社 吉田ふる

さと村 
\315   堀江 0854-74-0500 

171 おたまはん（関西風） おたまはん  150ｍｌ  
株式会社 吉田ふる

さと村 
\315   堀江 0854-74-0500 

172 焼肉のたれ（中辛）   150ｍｌ  
株式会社 吉田ふる
さと村 

\399   堀江 0854-74-0500 

173 焼肉のたれ（甘口）   150ｍｌ  
株式会社 吉田ふる

さと村 
\399   堀江 0854-74-0500 

174 焼肉のたれ（リンゴ）   150ｍｌ  
株式会社 吉田ふる

さと村 
\515   堀江 0854-74-0500 

175 焼肉のたれ（コク野菜）   150ｍｌ  
株式会社 吉田ふる

さと村 
\515   堀江 0854-74-0500 

176 しまんと緑茶   500ｍｌ  広井茶組合事務所 \157   臼井 0880-28-5527 

177 しまんと焙茶   500ｍｌ  広井茶組合事務所 \157   臼井 0880-28-5527 

178 しまんと紅茶   500ｍｌ  広井茶組合事務所 \157   臼井 0880-28-5527 

179 川茸塩漬け 川茸 250ｇ 入 スイゼンジノリ・食塩 150ｇ 要冷蔵 10℃以下 
合資会社川茸元祖遠

藤金川堂 
\735 4930916302508  遠藤  淳 0946-22-2715 

180 川茸佃煮 川茸つくだに 

川茸（スゼンジノリ）・生場

醤油（小麦、大豆を含む）・

ソルビット粗糖・カラメル
色素 

・調味料（アミノ酸等） 

120ｇ 
常温、開栓後は冷蔵庫

に入れてお早めに 

合資会社川茸元祖遠

藤金川堂 
40930916405308  遠藤  淳 0946-22-2715 

181
黄金川（川茸入りさしみこんに

ゃく） 
川茸よせ黄金川 

川茸（スゼンジノリ）・くず

粉・コンニャク粉・水酸化

カルシウム 

280ｇ 要冷蔵 10℃以下 
合資会社川茸元祖遠

藤金川堂 
\630   遠藤  淳 0946-22-2715 

182 寿泉苔 中判 壽泉苔 中判 川茸（スゼンジノリ） 150ｇ 
冷暗所にて、保存、湿
気がないこと 

合資会社川茸元祖遠
藤金川堂 

\3,150   遠藤  淳 0946-22-2715 

183 うま酢（タレ） 川茸のうま酢 

醸造酢・発酵調味料・かつ

おエキス・酒精・食塩・砂

糖・調味料 

120ｍｌ 
常温、冷暗所、開栓後

は要冷蔵 

合資会社川茸元祖遠

藤金川堂 
\367   遠藤  淳 0946-22-2715 

184 JAにじ柿ワイン 果実酒 
柿  酸化防止剤（亜硫酸

塩） 
500ml 

直射日光や暖かいとこ

ろを避けて開封後はな
るべく早めにお飲み下

さい 

にじ農業協同組合 \1,200 4 525273 319308 園芸流通課 外商 佐藤 賢二 0943-76-5520 

185 あまおうワイン 果実酒 
あまおう （福岡県 浮羽
町・吉井町・田主丸町産）

500ml 

直射日光や暖かいとこ

ろを避けて開封後はな

るべく早めにお飲み下

さい 

にじ農業協同組合 \1,500 4 525273 307312 園芸流通課 外商 佐藤 賢二 0943-76-5520 

186 巨峰ワイン 果実酒 
巨峰  酸化防止剤（亜硫
酸塩） 

500ml 

直射日光や暖かいとこ

ろを避けて開封後はな

るべく早めにお飲み下

さい 

にじ農業協同組合 \1,500 4 525273 303307 園芸流通課 外商 佐藤 賢二 0943-76-5520 

187 トマトスープ 乾燥スープ 

トマトピューレ、醤油、砂

糖、チキンエキス、でん粉、

食塩、オニオンパウダー、
野菜エキス、デキストリン、

酵母エキス、ゼラチン、お

ろしにんにく、香辛料、具

｛キャベツ、ソテーオニオ

ン（玉葱、パーム油）、人参｝、

酸化防止剤（ビタミンＥ）、

（原材料の一部に小麦粉を

含む） 

8g 

直射日光、高温多湿を

避け常温で保管してく

ださい。 

にじ農業協同組合 \130  園芸流通課 外商 佐藤 賢二 0943-76-5520 

188 なたね油 食用なたね油 食用なたね油 450ｇ 
直射日光を避け、常温

の暗い所で保存 
にじ農業協同組合 \1,000  園芸流通課 外商 佐藤 賢二 0943-76-5520 
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食品表示内容関係項目 担当者 
No 商品名 

名称 原材料 内容量 保存方法 製造者 
価格(円) ＪＡＭコード 

所属 氏名 TEL 

189 菜種油 食用なたね油 食用なたね油 450ｇ 
直射日光を避け、常温

の暗い所で保存 
にじ農業協同組合 \1,000  園芸流通課 外商 佐藤 賢二 0943-76-5520 

190 柿チップ 乾燥果実 柿（日本国福岡県産） 100g 

直射日光、高温多湿を

避けて保存してくださ

い。 

にじ農業協同組合 \500 4 580119 392648 園芸流通課 外商 佐藤 賢二 0943-76-5520 

191 キウイアイス 氷菓 

キウイ、パイナップル果汁、

砂糖、水飴、クエン酸、安

定剤（増粘多糖類）、ベニバ
ナ黄色素、くちなし青色素

85ml 
ご家庭では-18℃以下

で保存してください。
にじ農業協同組合 \250 4  580119 393287 園芸流通課 外商 佐藤 賢二 0943-76-5520 

192 あまおうアイス アイスミルク 

牛乳、苺（あまおう）、乳製

品、砂糖、果糖ぶどう糖液

等、水飴、安定剤（ペクチ

ン、増粘多糖類）、乳化剤 

85ml 
ご家庭では-18℃以下

で保存してください。
にじ農業協同組合 \280 4  580119 393362 園芸流通課 外商 佐藤 賢二 0943-76-5520 

193 耳納連山味そ汁 即席みそ汁（乾燥タイプ） 

調合味噌、国内産麦（はだ

か麦、大麦）、国産米、国産

大豆（遺伝子組み換えでな

い）、塩、麹、ほうれん草、

ねぎ、かつお風味調味料、

わかめ、増粘多糖類  「原

材料の一部に大豆を含む」

8.5g 

高温多湿・直射日光を

避け、常温で保存して
下さい。 

にじ農業協同組合 \120  園芸流通課 外商 佐藤 賢二 0943-76-5520 

194 耳納連山とん豚汁 即席みそ汁（乾燥タイプ） 

豚肉、調合味噌、人参、ご
ぼう、ねぎ、かつお昆布だ

し、ポークエキス、昆布エ

キス、植物油脂、ごぼうエ
キスパウダー、動物油脂、

野菜エキスパウダー、砂糖、

酵母エキス、酸化防止剤

（V.E）、増ねんん 

15.5g 

高温、多湿の場所を避

けて保存してくださ

い。 

にじ農業協同組合 \180  園芸流通課 外商 佐藤 賢二 0943-76-5520 

195 柚子こしょう極々上 柚子こしょう 
青とうがらし・ゆず皮・食

塩 
70ｇ 常温、開封後要冷蔵 

販売者：こだわり大

分 
\630 4.94643E+12  小野 0973-22-1288 

196 富士町産コシヒカリ     JA佐賀   推進チーム 永田 靖智 0952-51-8085 

197 オンナのラー油     古湯温泉旅館千曲荘  推進チーム 永田 靖智 0952-51-8085 

198 山河味噌     古湯温泉旅館吉花亭  推進チーム 永田 靖智 0952-51-8085 

199 ウリの粕漬     ダムの駅しゃくなげ  推進チーム 永田 靖智 0952-51-8085 

200 ちりめん柚子胡椒     古湯温泉旅館千曲荘  推進チーム 永田 靖智 0952-51-8085 

201 きくいもの漬物     菖蒲ご膳  推進チーム 永田 靖智 0952-51-8085 

202 奄美もろみ酢「純美酢」 純美酢（ジュンビス） 
黒糖・加工黒糖・米こうじ・

クエン酸 
900ｍｌ 

常温（開封後は冷蔵庫

にて保管） 

株式会社 奄美大島

開運酒造 

 九 州

\2,205 

関東/関

\2,415 

4516251020033 営業/企画 赤崎 綾乃 0120-52-0167 

203 Amairo 奄美大島の天然水 
Ａｍａｉｒｏ あまいろ 奄美大島

の天然水 
水（鉱水） 2.0L 

常温（開封後は冷蔵庫

にて保管） 
株式会社 三川 

九州\960

関西\1,200

関東\1,380 

4582331170028 総務 平良 亮 0977-57-7732 

204 Amairo 奄美大島の天然水 
Ａｍａｉｒｏ あまいろ 奄美大島

の天然水 
水（鉱水） 500ml 

常温（開封後は冷蔵庫

にて保管） 
株式会社 三川  総務 平良 亮 0977-57-7732 

205 ルルベルシードル ルルベルシードル「Lulubell Cidre」
信州産りんご・酵母・酸化

防止剤（亜硫酸塩） 
750ｍｌ  常温 福源酒造株式会社 

小売価格税
抜き 750ml

（1,500 円）

750ｍｌ（４９３５５２９０８１１

０９）  
総合企画部 鈴木優子 0261-62-2210 

206 ルルベルシードル 
 
ルルベルシードル「Lulubell Cidre」

信州産りんご・酵母・酸化
防止剤（亜硫酸塩） 

330ｍｌ 常温 福源酒造株式会社 

小売価格税

抜き 330ｍ

ｌ（680円）

330ｍｌ（４９３５５２９０８３１
０３） 

総合企画部 鈴木優子 0261-62-2210 

 

 



80 

3-1-2 流通市場への特産品情報の普及方策の検討 

流通業界関係者との具体的な商談の実施、さらには水源地域特産品の販路拡大のためには、まず、

国土交通省が現在全国から収集している特産品情報を広く流通業界の関係者に伝達し、関心を喚起

することが重要となる。 
流通業界関係者へ広くプロモーションするためには、「水の里応援プロジェクト」の案内リーフ

レットの作成、水の里応援プロジェクトの専用ホームページの開設が有用であると考えられる。 

1）専用ホームページの開設 

「水の里特産品」や「水の里」の現状・課題、別途実施している「水の里の旅」に関する情

報など、「水の里応援プロジェクト」に関連する全ての情報を発信するための専用ホームペー

ジの開設が有効であると考えられる。専用ホームページを開設することにより、流通業界関係

者だけでなく、一般消費者などへの幅広い層への情報発信が可能となる。 
以下に、開設するホームページのコンテンツ（案）を示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-3-1-2 ホームページコンテンツ（案） 

トップページ 

水の里とは 水の里とは 

水の里応援プロジェクトとは 

水の里の特産品 水の里の特産品 

特産品全国マップ 

水の里の旅 水の里の旅 

水の里の旅コンテスト 

お問い合わせ 

FAQ 

ロゴマークの使用について 

関東地方 

東北地方 

北海道 

中部地方 

関西地方 

中国・四国地方 

リンク集 

サイトマップ 

九州・沖縄地方 
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2）案内リーフレットの作成 

流通業界関係者に水の里特産品を広くプロモーションしていくためには、特産品情報のみを発

信するのではなく、まずは「水の里応援プロジェクト」の目的や水の里の現状、実施内容を発信

することが有効であると考えられる。 
案内リーフレットに記載する内容は、「水の里応援プロジェクト」として目指すべき姿を紹介

し、広く流通業界関係者との連携を構築することを目的とするため、「水の里」の定義、「水の

里」の現状、「水の里応援プロジェクト」の実施内容、代表的な水の里の紹介等とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3-1-3 案内リーフレットコンテンツ（案） 

 

案内リーフレット 

全体概要 水の里とは 

水の里は消えつつあります 

水の里応援プロジェクトとは 

「“水のめぐみ”とふれあう水の里の旅コンテスト」の実施 

「水の里」特産品のプロモーション 

「水の里」の特産品のプロモーション 全体概要 

事例紹介 

“水のめぐみ”とふれあう水の里の旅コ

ンテスト 
全体概要 

水の里の旅コンテスト 2010 受賞

作品の紹介 
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3-1-3 「水の里ブランド（仮称）」の構築、普及方策の検討 

水源地域ならではの魅力、特色を活かした「水の里ブランド」を構築することによる差別化を

行い、流通業者、ひいては消費者に広くアピールするための方策が必要であると考えられる。 
そこで、「水の里ブランド（仮称）」の構築、普及方策について検討した。 

1）「水の里ブランド（仮称）」の構築 

「水の里ブランド（仮称）」を広く流通業者や消費者等に発信していくためには、「水の里

ブランド（仮称）」認定の要件などを明確にし、誰もが共通の認識を持てる状況を確立する必

要がある。また、「水の里応援プロジェクト」として発信すべき内容や取扱方法も検討してい

く必要がある。 
以下に、「水の里ブランド（仮称）」を構築するにあたって必要な事項を整理した。 

（1）水の里とは 

「水の里」とは、いわば“水資源の起点”に相当する水源地域であり、私たちの生命に不可

欠な、“水の安心や安全”にとって重要な地域である。また、失われつつある日本の原風景や

伝統文化の保全・継承に取り組む地域でもある。 
このような「水の里」の地域や集落は、水源かん養機能を有する水源林や里山、農地の保全・

管理等のために不可欠な役割を果たしている。都市部の水需要や治水のために必要なダム等の

建設により、コミュニティの喪失や分断等の大きな犠牲を強いられた水源地域も全国には多数

存在している。 

（2）水の里応援プロジェクトとは 

「水の里応援プロジェクト」とは、「水の里」の維持や地域活性化に必要な取組を推進して

いくことを目指したプロジェクトである。具体的には、「水の里」の地域活性化のための取組

のうち、「水の里」ならではの魅力を活かした特産品の販促や観光振興を目的とした、都市部

へのプロモーション活動を関連業界と協力しながら実施していく。 
「水の里」の特産品や観光資源をいわば「水の里ブランド」として位置づけ、現在、各地域

毎に個別に取り組んでいるこのようなプロモーション活動を、全国の「水の里」が共同で行う

ことで、日頃、“水の安心や安全”の面で恩恵を受けている下流部の都市住民による「水の里」

への関心や支援を喚起することを目指す。 

（3）水の里特産品とは 

該当する特産品を製造することで水の里の活性化や周辺環境の保全につながる特産品を「水

の里特産品」と認定する。具体的な基準は、以下の条件に合致する特産品とする。 
・水の里で生産されている素材を活かし、水の里で製造されている特産品であること 
・その特産品を製造することで水の里の環境が守られる特産品、または地域が活性化される

特産品であること 
・その特産品を製造することが、水の里の持続可能な利用につながる特産品であること 
・水の里やそこで暮らす人々との関係が深い特産品であること 
・当該地域の関係者、各種団体（地方公共団体・観光協会・NPO 等）が主体となって製造

されている特産品であること 
・安全性の確保や環境保全等の観点から問題がないこと 
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2）食品展示会への参加 

「水の里ブランド（仮称）」を広く発信するためには、水の里の特産品を取りそろえ、食品

展示会へ出展することが有効であると考えられる。 
展示イベントへの参加にあたっては、まず、流通業者が実施する食品展示会や見本市などに

流通業者と連携しながら出展し、小売業者への情報発信と商品の紹介を実施していくことが考

えられる。流通業者が実施する展示イベントは、取引のある小売業者が一同に介するため、大

規模な展示イベントに参加することで全国の小売業者に発信することが可能となる。 
食品展示会において流通業者や小売業者への情報発信を行った後に、一般消費者を対象とし

た物産市や全国規模のフードフェアへの参画が有効であると考えられる。 
表-3.1.7 全国で実施されている展示イベント（一例） 

展示イベント名 主催者 実施時期 

アグリフード EXPO （株）日本政策金融公庫 8 月 

グルメ&ダイニングスタイルショー 株式会社ビジネスガイド社 2 月 

スーパーマーケット・トレードショー 社団法人日本スーパーマーケット協会 2 月 

FOODEX JAPAN 

社団法人日本能率協会 
社団法人日本ホテル協会  
社団法人国際観光旅館連盟 
社団法人日本観光旅館連盟  
社団法人国際観光日本レストラン協会 
社団法人国際観光施設協会 

3 月 

 

3）展示イベント実施のための手引き（案）の作成 

展示イベントの開催にあたっては、水の里特産品の性質上、一般的な展示イベントや物産展

等への出展とは異なった留意点が発生する。そのため、展示イベントに出展するための手順や

留意事項等をとりまとめた手引きを作成し、誰もが実施可能な体制を構築していく必要がある。 
以下に展示イベント実施の手引きに記載すべき項目（案）を示す。 

表-3.1.8 展示イベント実施の手引きの項目（案） 

項目 記載内容 

基本事項 水の里とは、水の里応援プロジェクトとは、名称及びロゴマークの使用、国土交

通省との関わり など 
出展方針の検討 水の里応援プロジェクトの出展方針、展示イベントのテーマとの調整 など 

事前の準備 出展品の選考、個数の設定、レイアウト検討、パネル・リーフレットの準備 な

ど 
訪問者への対応 趣旨説明のポイント、対応の配慮、Q&A など 
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3-2 流通業界との連携による試行的取り組み 

3-2-1 流通市場への特産品情報の普及方策の試行 

1)専用ホームページの開設 

（1）専用ホームページの作成 

前節で検討した「水の里応援プロジェクト」専用ホームページを作成した。 
作成にあたっては、「国土交通省ホームページ部局サイト製作ガイドライン（2008年7月1

日）」に沿った形式とし、色調等についても国土交通省ホームページを参考に設定した。 
なお、作成するホームページは、国土交通省が所有するサーバでの発信するため「MySQL」

等のプログラムは使用せず、HTML構文を用いて作成した。 
以下に今回作成したホームページのコンテンツを示す。 

 

  

〔トップページ〕                 〔水の里とは〕 

  
〔水の里応援プロジェクトとは〕           〔水の里の特産品〕 




