
【有限会社稲上商事】西宮市里中町

兵庫県内の隠れた資源を活かした
商品開発を！

【ルージュフォンセ】小野市黒川町
素材本来の味を最大限に引き出すシンプルなお菓子。
2001年生まれ育った小野市にオープンしました。小麦本来の味が楽しめる「ふ
くほの香」や安全で安心できる製品をモットーとした「共進牛乳」などを使用し、
素材本来の味を最大限に引き出すシンプルなお菓子を作り続けています。看板
商品はシュークリームの「播シュー」、地元企業とのコラボ商品もあります。

鳴門オレンジポン酢
鳴門オレンジドレッシング
ゴルフコンペの景品としても
喜んでいただいています。

有限会社稲上商事　兵庫県西宮市里中町2-1-9
TEL.0798-41-2900　  http://paysanne.net/

西宮で精肉店（肉商イナガ
ミ）、ステーキレストラン（ペ
イザン）、焼き肉（あかり屋）
を展開しています。兵庫県
内の食材をできるだけ活用
し、昨年は淡路島の鳴門
オレンジを使った「ポン酢と
ドレッシング」を開発。お店
では全国から選りすぐりの
和牛を最良の状態でご提
供し、大事なお客様の接待でも満足いただいています。

ほろ苦さや爽やかな風味は
淡路の気候風土でしか得
られません。独特の風味と
味わいをご堪能ください。

中央会スタッフのコメント

オーナー目利きのお肉はどれも唸らせる美味しさです。
特にセイロ蒸しに「鳴門オレンジドレッシング」をつけて
食べると絶品！

【株式会社上野商店】神戸市西区

ヒアルロン酸配合、肌にも優しい
神戸べっぴんものがたり。

株式会社上野商店　兵庫県神戸市西区高塚台5-4-22
TEL.078-991-3232　  http://www.ueno-s.co.jp/

大正元年創業以来、手間を惜
しまず、一つひとつにこだわっ
た「こんにゃく」製品を作り続
けています。また、ヘルシーで
低カロリーなこんにゃくを使
った新商品を提案しており、
産学官連携の取り組みも積
極的に行っています。商品は
神戸べっぴんものがたり・とこ
ろてん・生芋こんにゃく・牛ス
ジこんにゃく等がありますので、是非ご賞味ください。

ローカロリーなこん
にゃくわらび餅は、
女性に贈物に喜ば
れる一品。神戸セレ
クションにも認定さ
れています。

神戸べっぴんものがたり
神戸らしいパッケージで、賞味期間は常温で約60日間、贈り物
にも最適です。

あわじオレンジスティック うずしおBOX 
他にもあわじいちじくチョコなど、他の御菓子との詰め合わせも
可能です

中央会スタッフのコメント

こんにゃくとは思えない驚きの食感！！本当にわらび
餅みたい！神戸らしいパッケージで神戸土産としても喜
ばれる商品です。

より多くのみなさまに
淡路島の文化や風土
に触れていただく事を
願って十分に吟味した
地元の特産品を素材
として使用した菓子づ
くりに日々精進してい
ます。淡路島にちなん
だ御菓子がたくさんあり、淡路島産鳴門オレンジを使っ
た「あわじ餅」や淡路人形浄瑠璃を最中に描いた「あやつ
り」など、見るのも楽しい御菓子を是非ご賞味ください。

【株式会社長手長栄堂】洲本市本町

淡路島に生まれ、親子三代、
御菓子一筋80余年。

株式会社長手長栄堂　兵庫県洲本市本町5丁目3-26
E-mail : info@nagate.com
http://www.nagate.com/

ルージュフォンセ　兵庫県小野市黒川町1829
TEL.0794-62-8858　　http://www.kansaisweets.com/rougefonce/

淡路の在来柑橘「鳴門オ
レンジ」を農家と共に守
りたい。そんな気持ちで
育んだ淡路ブランドの御
菓子です。

ボックスに詰まった様は小野市の伝統工芸品「そろばん」！お土産にピッタリな見た
目にも楽しいマドレーヌです。

中央会スタッフのコメント

「鳴門オレンジ」のほのかな苦みと一つ一つ手作業でく
るむ「ベルギーチョコレート」が好相性。ワインやウィス
キーにも合います。

【明和株式会社】姫路市白浜町

昔ながらの伝承製法を守り、
丁寧に作られた手延べ麺。

麺匠庵　姫路城うどん  
400g
手延べうどん80g×5袋
化粧箱入

明和株式会社　兵庫県姫路市白浜町甲８４１-３７
FAX.０７９-２４５-１６３4　
E-mail : j-meiwa@mensho-an.co.jp
http://www.mensho-an.co.jp/

麺線は、夏でも冬で
も美味しく召し上が
れることができるや
や細麺タイプ。麺のコ
シは強く、つるつると
すべるような喉越し
があり、麺匠庵特有
の食感と旨味があり
ます。世界遺産・姫路城をデザイン化した『姫路城うど
ん』お土産品・ギフト品としてもご利用いただけるように
パッケージにも工夫を施しました。

兵庫県認証食品。国
内産小麦を１００％使
用し、熟成を何度も繰
り返し１日半かけて作
った『手延べ麺』です。

中央会スタッフのコメント

麺を主役にしゃぶしゃぶにしても美味しい！県の地場産
業である「手延べ麺」。世界遺産姫路城のパッケージはお
土産に最適ですよ！

中央会スタッフのコメント

マドレーヌを横向きにしてそろばんの玉に見せ
るのは地元高校生のアイデア！地元の食材を
使ったメープル味の優しい味です。

そろばんマドレーヌ

ひょうごの風土気質セット

【武田食品冷凍株式会社】洲本市由良

淡路島由良港の天然鮮魚を
独自の製法で「旨い」をお届け。

武田食品冷凍株式会社　 兵庫県洲本市由良4丁目15-8 
FAX.0799-27-1551
E-mail : tsrk@sannet.ne.jp　http://www.tsrk.com/

由良港をはじめ淡路島
近海で獲れる美味しい
魚介類をもっと多くの
方に身近に感じてもら
い、本物のおいしさを
味わっていただきた
い！という想いで商品
開発をしています。安
心・安全で美味しい水産加工品をお客様のお手元にお
届けいたします。天然湯通し塩蔵わかめ等の9品は兵庫
県「ひょうご推奨ブランド」に認証されました。

素潜り漁師が丁寧に収獲。
しっかりとした歯ごたえと
強い磯の香りが特徴の「淡
路島産天然わかめ」をご
賞味ください。

「天然湯通し塩蔵わかめ」「天然湯通しわかめ」「淡路島産天
然わかめと海苔の佃煮」等その他の加工品とのセットも可能
です。

中央会スタッフのコメント

初めて食べた時の衝撃！！歯ごたえと磯の風味が口に広
がり驚きでした。由良で食べた「ワカメの天麩羅」の味が
忘れられません。

【株式会社原田パン】神戸市長田区

神戸下町の高級スィーツ
「神戸長田 栗っ子」

株式会社原田パン　兵庫県神戸市長田区六番町7丁目2番地
TEL.078-577-2255　
http://w01.tp1.jp/̃a670011641/

「安くて美味しいパ
ンを作る」という創
業の精神と、学校給
食においては、「相手
が子供であっても手
を抜かず美味しいパ
ンを届ける」という方
針で今日までやってきました。パングランプリ兵庫パンコ
ンテストにも多数受賞実績があり、さらに神戸野菜を使
った新商品の開発や産学連携も積極的に行っています。

長田神社の参拝者のお
土産に考案し、今や長田
の名物にもなった｢栗っ
子」。進物にも大変喜ば
れております。

栗を栗餡で包み、さらにパイ
生地で包みました。

中央会スタッフのコメント

ごろんと大きな栗に優しい甘さの栗餡としっとりとした
パイの相性が抜群！お店では美味しいパンに囲まれ幸
せな気持ちになります。

【株式会社ワードワールド】神戸市灘区
兵庫のおいしんぼ 「ちょっとの幸せ、おすそわけ。」
安心で、安全で、そして何よりも"おいしい”をコンセプトに探し求めた「ちょっとの
幸せ、おすそわけ。」は、その土地でしか知られていない伝統作物や加工品など、
兵庫の気候風土に育まれたおいしんぼたちがいっぱい！

株式会社ワードワールド　兵庫県神戸市灘区高尾通4丁目2-17-608　FAX.078-855-5793
E-mail : sendendo@word-world.com　 http://www.word-world.com  www.shiawasetai.com

兵庫県内の農家が自ら作った農産加工品をギフトセットにしました。
作り手の熱い思いやメッセージをお届けします。

中央会スタッフのコメント
シーパル須磨で農カフェを
展開。農家ライブなどのイ
ベントも盛りだくさんです。
兵庫県のおいしいが詰まっ
たセットはオススメ！

【灘菊酒造株式会社】姫路市手柄
姫路市の醸造元。明治43年創業 お酒と食文化のハーモニー。
酒造りには4つのこだわりを持ってあたっています。
①酒米は地元産を中心に厳選しています。②小仕込み・手造りで丁寧に醸します。
③瓶貯蔵で徹底した品質管理いたします。④地元の人間で醸します。

灘菊酒造株式会社　兵庫県姫路市手柄1丁目121番地
TEL.079-285-3111　FAX.079-285-2021
E-mail : nadagiku@nadagiku.co.jp　http://www.nadagiku.co.jp/

穏やかな吟醸の香りの中にキリッと引き締まった純
米らしい米の旨みを楽しめます。

純米大吟醸 きくのしずく

中央会スタッフのコメント

女性杜氏が丁寧に醸すお酒は優しい味が広がり、キリッ
と切れます！創業当時から残る木造の蔵では見学や食
事が楽しめますよ。

【有限会社播磨海洋牧場】姫路市白浜町

魚を知り尽くした
おっちゃんらの技術。

有限会社播磨海洋牧場　 兵庫県姫路市白浜町丙612-45 
TEL.079-228-5360　FAX.079-233-8160
E-mail : info@harikai.com　http://www.harikai.com/

海洋生物の専門家集
団が魚のストレスを抜
いて、おいしさを最大限
に引き出しています。
『安心』はトレーサビリ
ティーにより、『めっち
ゃ美味しい』は愛情と
技術によります。商品
は自分達の子供に美味しく栄養価の高いものを『食べて
もらいたい』から始めています。ご高齢の方から乳幼児ま
でお召し上がりください。

播磨灘の天然魚を『美味
しい』から、『めっちゃおい
しい』水産加工品を食卓
へお届けいたします。

愛ちゃんからの贈り物・・・ハモの煮付、ハモの蒲焼風、鯛焼ちゃん等
ゆかちゃんのおしおき・・・アカシタ煎餅、エビ煎餅、小エビ煎餅等
ひろ姉の逆鱗・・・白子燻製、牡蠣燻製等
マキねぇの宝石箱・・・鮮魚等

中央会スタッフのコメント

生きた魚をストレスを抜いて、活け〆、血抜き、神経抜き
を行う動画を見たときは…播磨灘のめっちゃ美味しいを
是非！！

【株式会社四川麺本舗】神戸市長田区

㈱四川麺本舗と南京町【大同行】が
共同開発した商品。

四川麺本舗　兵庫県神戸市長田区苅藻通１丁目１-１７
TEL.078-672-0567　
http://sisenmen.net

神戸・南京町【大同
行】の店主監修のも
と、㈱四川麺本舗と
共同開発した商品で
す。何度も試作を繰
り返し納得のいく味
わいに仕上げまし
た。当初は神戸の土
産商品として発売し通販商品、ギフト商品として商品の
アイテム数も増やしてきました。どこか懐かしい味わいに
仕上げました。

野菜ベースの醤油味ス
ープにコシのある細麺
が良くあいます。子供か
ら大人まであっさり醤
油味です。

神戸・南京町【大同行】拉麺醤油味
２食（麺110ｇ×２・醤油スープ38ｇ×２）×６箱

中央会スタッフのコメント

神戸の食材を活用したり企業とのコラボ商品などにも常
に挑戦されています！ラーメン好きの方への贈り物に検
討してみては！

【植垣米菓株式会社】加古川市平岡町
創業１００余年、米菓製造一筋で職人技に拘っております。
看板商品「鶯ボール」は、昭和5年に初めて作ったもち米使用の油菓子で、カリント風味の米菓です。原材料にもち米、小
麦粉、砂糖、食用油、食塩のみを使用し、合成着色料、合成甘味料を一切使わない昔ながらのお菓子です。現在、「鶯ボー
ル」に加え、食感をソフトに形状をミニサイズにした姉妹品「鶯ボールミニ」も展開しています。エキマルシェ新大阪で初
の鴬ボール専門店がOPENしました。

植垣米菓株式会社　兵庫県加古川市平岡町高畑520-10 TEL.079-424-5445　FAX.079-424-5497
E-mail : uegaki-beika@uegaki-beika.co.jp　http://www.uegaki-beika.co.jp/

もち米を原料に砂糖・食塩で甘辛く味付けし
たかんとう風あられです。子供からご年配の
方まで多くの方に愛されています。
126ｇ　鴬ボール

中央会スタッフのコメント

あられ～♪うえがき　うぐいすボール♪神戸の
お菓子ってご存知でしたか？昔ながらの丸いお
菓子は粗品や贈り物にも喜ばれます。

【あか舗の実り】（赤穂市有年）もちもち玄米シート
【中筋生きがいクラブ】（豊岡市土渕）こうのとり生姜シロップ　
【新田農園】（淡路市）新田さんのトマトケチャ　
【安富ゆず工房】（姫路市安富町）柚子のしずく　
【藤木農園】（宍粟市山崎町）比地の滝米ヒノヒカリ

マロンパイお菓子「栗っ子」


