
［量販店・サービスエリア等］
マックスバリュ西日本（株）（84店舗）、（株）関西スーパーマーケット（27店舗）、
イオンリテール（株）近畿北陸カンパニー（28店舗）、（株）トーホーストア
（42店舗）、（株）リベラルスーパーチェーン（11店舗）、（株）津名ショッピングセンター
（2店舗）、（株）エーコープ近畿（2店舗）、（株）山水食品（2店舗）、西日本高速道路
サービスホールディングス（株）神戸支店（13店舗）、ヤマダストアー（株）（8店舗）、
（株）ダイエー近畿事業本部（40店舗）、（株）G-7 アグリジャパンめぐみの郷（14店舗）
［神戸・阪神］
ひょうごふるさと館（そごう神戸店）、産直マルシェはっぱや、楽農レストラン育みの里
かんでかんで、リストランテ トレディチ、全農兵庫神戸プレジール、JA兵庫六甲  
農協市場館（六甲のめぐみ・スマイル阪神・パスカルさんだなど16店舗）、西播磨
ふるさと特産館好きやｄｅ西播磨、北播磨おいしんぼ館、JF神戸市直売所、
ナナファーム須磨、神戸メリケンパークオリエンタルホテル、ひょうごイナカフェ
（元町店・デュオ神戸店）、元町マルシェ
［播磨地域］
道の駅 北はりまエコミュージアム、（有）田隅養鶏場、JA兵庫南ふぁーみんSHOP
（7店舗）、（有）夢前夢工房夢やかた、JAみのり特産開発センター、味わいの里
三日月、（有）ふれあいの里上月特産物直売所、（株）吉川まちづくり公社山田錦の館、
JF坊勢とれとれ直売所、JA兵庫西旬彩蔵（6店舗）、JAみのりふれすこ（2店舗）、
道の駅 R427かみ、北はりま農産物直売所 旬菜館、南光ひまわり館、道の駅 
とうじょう特産館、もちむぎのやかた、むつみしょっぷ、安富ゆず組合ゆず加工品
直売所、（有）みきや海苔店、（株）播磨灘三宅工場、（株）魚栄、道の駅海の駅
あいおい白龍城、JA兵庫みらい直売所（サンパティオおの、かさい愛菜館など
4店舗）、小野物産館オースト、マイスター工房八千代、かんざき大黒茶屋 
［但馬地域］
（合）コウノトリの郷直売所、（株）西垣養鶏場 百笑館、JAたじまたじまんま、
JF但馬（遊漁館など4店舗）、道の駅 但馬のまほろば、道の駅 ようか但馬蔵、
道の駅 村岡ファームガーデン、いずし観光センター
［丹波地域］
道の駅 あおがき（2店舗）、夢の里やながわ、ひかみ四季菜館、こんだ旬菜市”農”
（みのり）、JA丹波ひかみ直売所とれたて野菜市、無鹿（ムジカ） 
［淡路地域］
（株）フローラルアイランド、道の駅 うずしお・うずのおか、淡路ごちそう館 御食国、
福良マルシェ

兵庫県認証食品登録取扱店　364店舗（平成26年8月末日現在）

約1,700食品（平成２6年3月末現在）が認証され、県内のスーパーや小売
店、レストラン等で取り扱われています。ホームページには、認証食品
一覧を掲載したガイドブックや、取り扱っているお店の一覧など、“ひょ
うごの食”に関する情報が満載です。ぜひ、アクセスしてくださいね。

ひょうごのうまし 検 索

http://hyogo-umashi.com/

※ご提供頂いた個人情報は商品の発送等、キャンペーンの目的の範囲内で利用し、これらの目的以外で利用することはありません。
※商品の発送は広告代理店、業務委託会社が行うことがあります。

〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1-5-7
神戸情報文化ビル8階（株式会社神戸新聞事業社内）

ひょうごの美味し風土拡大協議会
兵庫県認証食品キャンペーン係  行

必要事項記入欄（裏面もご記入ください）

お名前 フリガナ

住所〒

電話番号

歳

e-mail ※兵庫県認証食品情報のメールを希望されない方は、チェックをお願いします。□

郵 便 ハ ガ キ郵 便 ハ ガ キ

52円切手を

貼って投函

願います。

※年齢は必ずご記入ください。
　20歳未満または未記入の方は
　ご応募いただけません。

実施期間 平成26年10月1日（水）～11月30日（日）

兵庫県マスコット
はばタン

協賛：キリンビールマーケティング株式会社
主催：

兵庫県認証食品
マスコット
ほっとちゃん

兵庫県認証食品
マスコット
ほっとちゃん

さらに、キリンビ
ール商品（

350ml缶
×3本）を

セットでプ
レゼント!!

抽選で1,0
00名様に

!!

兵庫県認証
食品など

いずれか一
品

プレゼント
!!

兵庫県認証
食品など

いずれか一
品

プレゼント
!!

このマ
ークを見つけて
応募しよう!

兵庫県
認証食品についている

兵庫県認証食品
キャンペーン
兵庫県認証食品
キャンペーン

【応募方法】
認証マーク1枚を1口として応募用紙または市販のはがきに貼り、クイズとアンケート
のご回答、必要事項をご記入のうえお送りください。

　 Wチャンス

　認証食品ランチ付
　キリンビール工場見学（100名様）

【応募宛先・お問い合わせ】
ひょうごの美味し風土拡大協議会
兵庫県認証食品キャンペーン係
〒650-0044　神戸市中央区東川崎町1-5-7
神戸情報文化ビル8階（株式会社神戸新聞事業社内）
TEL：078-362-0566（平日10:00～18:00）

【発表】　賞品の発送をもって当選の発表とさせて頂きます。

【応募受付期間】 平成26年10月1日（水）～11月30日（日） ※当日消印有効

兵庫県認証食品など
いずれか一品プレゼント!!   

兵庫県認証食品など
いずれか一品プレゼント!!   

さらに、キリンビール商品（350ml缶×3本）をセットでプレゼント!!

抽選で
1,000名様に!!

男
・
女

見つけよう



☆アンケートにお答えください☆
該当する回答番号に○をお願いします。
①兵庫県認証食品をご存知でしたか？
　1. 以前から知っていた　　　　2.  今回知った
②安全性やこだわりなどを兵庫県が認証する制度について
　1.  必要　　　　2.  必要でない　　　　3.  わからない
③今回購入された（マークを取得した）認証食品の商品名をご記入ください。
　1.（　　　　　　　  ） 2.（　  　　　　　　） 3.（  　　　　　　　）
④今回購入された場所（お店の名前など）をご記入ください。
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
⑤兵庫県認証食品に対してご意見等ございましたらご自由にお書きください。

安全・安心な食品の目印！
このマークの名前は？

ほっとちゃん

［認証マーク貼付欄］
はがき１枚につき、認証マーク１枚を１口として応募できます。（はがき1枚で３口まで応募できます）
マーク１枚につき、ご希望の賞品番号を１つご記入ください。
はがきに認証マークを貼る際には、はがれないようにセロハンテープ等でしっかりとお貼りください。

（有）井上商店

認証食品ランチ付
キリンビール工場見学（100名様）
が当たる!!

はずれた方にも

ＪＡあわじ島 （有）こやま園

（株）嶋本食品 明和（株）05 （株）但馬

神戸市漁業協同組合 ＪＡ兵庫六甲 ＪＡ兵庫六甲

ＪＡ兵庫六甲 （株）小田垣商店 南光ひまわり館12

浜坂漁業協同組合 （株）寺尾製粉所 （株）増田製粉所

松谷海苔（株）16 （株）丸優17 扇港興産（株）

フジ工房 新千農園
（Ｅｃｏ播磨しらさぎ）

19 北坂養鶏場 （株）北坂たまご21

武田食品冷凍（株） 兵庫県漁業協同組合連合会 （有）夢前夢工房&（株）島田商店

工房 あか穂の実り JAたじま26 （株）トーホーファーム

（有）プーレまつもと28 前原製粉（株） エム・シーシー食品（株）

フジッコ（株）31 （株）やながわ32 （株）北海
（販売者：皇蘭フーズ（株））

33

（一財）五色ふるさと振興公社34 前拓水産（株）35 マルカン酢（株）

（株）共進牧場37 兵庫野菜農家
ネットワーク 太陽の会

38 淡路島酪農農業協同組合

※キャンペーン賞品は、諸事情により予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。※キャンペーン賞品は、諸事情により予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。

安全・安
心な

食品の
目印！安全・安
心な

食品の
目印！

ほ○とちゃん

（株）森水産 印南養鶏農業協同組合 JA丹波ささやま

JA兵庫南43 ＪＡ淡路日の出 JA丹波ひかみ45

ＪＦＥライフ（株） ひょうご雪姫ポーク
ブランド推進協議会

47 やま庄水産

ニシカワ食品（株） パイオニア食品（株） しおのかファーム

（有）播州ハム工業所

キリンビール商品

森の木ファーム（株） 兵庫県
手延素麺協同組合

調理例調理例

40

02 03

06

20

見つけよう

?クイズ

認 証 食 品 に
付 い て い る
認証マーク１枚
を切り取りお貼り
ください

認 証 食 品 に
付 い て い る
認証マーク１枚
を切り取りお貼り
ください

認 証 食 品 に
付 い て い る
認証マーク１枚
を切り取りお貼り
ください

兵庫県認証食品 キャンペーン兵庫県認証食品 キャンペーン プレゼント賞品一覧プレゼント賞品一覧

ご希望の
賞品番号 番 ご希望の

賞品番号 番 ご希望の
賞品番号 番

W チ ャ ン ス

六甲山麓牛乳
1,000ml×2本、500ml×2本、
神戸炭焼珈琲館 1,000ml、
神戸紅茶館 1,000ml、六甲山麓牛乳使用
プレーンヨーグルト500g、六甲山麓牛乳
使用ヨーグルト（加糖）100g×6個、
ジャーマンヨーグルト400g

六甲山麓牛乳
1,000ml×2本、500ml×2本、
神戸炭焼珈琲館 1,000ml、
神戸紅茶館 1,000ml、六甲山麓牛乳使用
プレーンヨーグルト500g、六甲山麓牛乳
使用ヨーグルト（加糖）100g×6個、
ジャーマンヨーグルト400g

共進牧場 商品詰合せ共進牧場 商品詰合せ

お米パスタ詰合　220g×5袋お米パスタ詰合　220g×5袋

米麺
詰め合わせ
米麺
詰め合わせ 淡路島たまねぎ（JAあわじ島）淡路島たまねぎ（JAあわじ島）

ティーバック30個ティーバック30個

丹波なた豆茶
Ｌａｒｇｅ pack
丹波なた豆茶
Ｌａｒｇｅ pack

600g（ロース、モモ、バラ）600g（ロース、モモ、バラ）

淡路島ポーク（いのぶた）
しゃぶしゃぶセット
淡路島ポーク（いのぶた）
しゃぶしゃぶセット 麺匠庵　爽の舞麺匠庵　爽の舞

鶏肉　むね肉2kg、もも肉2kg鶏肉　むね肉2kg、もも肉2kg

2kg2kg

兵庫認証食品
但馬すこやかどり
兵庫認証食品
但馬すこやかどり

手延べうどん180g×3袋手延べうどん180g×3袋

8kg（約30個）8kg（約30個）

赤えび500g赤えび500g
船内冷凍赤えび船内冷凍赤えび

まめな黒豆茶まめな黒豆茶

宝笠異人館　１ｋｇ
北野坂　１ｋｇ
麺司　１ｋｇ

宝笠異人館　１ｋｇ
北野坂　１ｋｇ
麺司　１ｋｇ

『兵庫県産
小麦粉シリーズ』
セット

『兵庫県産
小麦粉シリーズ』
セット

12袋入×２箱
お試しパック×10袋
12袋入×２箱
お試しパック×10袋

1個（8切48枚）1個（8切48枚）
味付のり 宴味付のり 宴

丹波
森の恵みカレー
【本州鹿肉入り】 
３食セット

丹波
森の恵みカレー
【本州鹿肉入り】 
３食セット レギュラーサイズ（１ｋｇ）

ジャンボマッシュルーム２個（２５０ｇ）
レギュラーサイズ（１ｋｇ）
ジャンボマッシュルーム２個（２５０ｇ）

ブラウンマッシュルーム
詰め合わせ
ブラウンマッシュルーム
詰め合わせ

２１０ｇ×３食２１０ｇ×３食

上煎茶95g、煎茶80g上煎茶95g、煎茶80g
母子茶セット母子茶セット 丹波黒大豆 加工品 詰合せ丹波黒大豆 加工品 詰合せ

280g×２本280g×２本
ひまわり油ひまわり油丹波黒しぼり豆200g、煎り豆80g、きな粉

100g、ドライパック50g×2個
丹波黒しぼり豆200g、煎り豆80g、きな粉
100g、ドライパック50g×2個

神戸いかなごくぎ煮
神戸ちりめん佃煮山椒
のり佃煮
（各1個）

神戸いかなごくぎ煮
神戸ちりめん佃煮山椒
のり佃煮
（各1個）

佃煮セット佃煮セット

かんでジャムかんでジャム
北神みそ北神みそいちじくジャム、いちごジャム、ぶどうジャム

（各1個）
いちじくジャム、いちごジャム、ぶどうジャム
（各1個）

白米 １ｋｇ、 胚芽米 １ｋｇ白米 １ｋｇ、 胚芽米 １ｋｇ

播州のお米 夢はりま
美味新米食べ比べセット
播州のお米 夢はりま
美味新米食べ比べセット

淡路島たまご淡路島たまご

たまごまるごとプリン（4個入）たまごまるごとプリン（4個入）
たまごまるごとプリンたまごまるごとプリン

鶏卵
（淡路島もみじ20個、淡路島さくら20個）
鶏卵
（淡路島もみじ20個、淡路島さくら20個）

塩蔵わかめ １ｋｇ塩蔵わかめ １ｋｇ

淡路島産・天然湯通し塩蔵
わかめ
淡路島産・天然湯通し塩蔵
わかめ

JF兵庫漁連認証食品セットJF兵庫漁連認証食品セット

乾麺200ｇ　つゆ70ml×3、やきふ24ｇ、
やきふ30ｇ
乾麺200ｇ　つゆ70ml×3、やきふ24ｇ、
やきふ30ｇ

夢そば（3人前つゆ付）、
夢もちふ、夢おつゆふ
夢そば（3人前つゆ付）、
夢もちふ、夢おつゆふ

漁連がつくったオイスターソース
３００ｇ×１本
上撰「兵庫のり」焼のり
10枚入×2P

漁連がつくったオイスターソース
３００ｇ×１本
上撰「兵庫のり」焼のり
10枚入×2P

もちもち玄米シート2枚入×2組
ぷちぷち玄米もち5個入×2組
三彩米200ｇ

もちもち玄米シート2枚入×2組
ぷちぷち玄米もち5個入×2組
三彩米200ｇ

あか穂の実り詰め合わせあか穂の実り詰め合わせ

特別栽培米
兵庫県但馬産
コシヒカリ
コウノトリ育むお米

特別栽培米
兵庫県但馬産
コシヒカリ
コウノトリ育むお米

2セット2セット

トーホーファーム
おすすめ野菜セット
トーホーファーム
おすすめ野菜セット

４５０ｇ×４袋４５０ｇ×４袋

１００g×３袋１００g×３袋

播州名物
ひねポン
播州名物
ひねポン

お餅詰め合わせセットお餅詰め合わせセット
兵庫県産バジルのジェノベーゼソース
×3個、オニオンスープ×１、クラムチャウ
ダー×１、の５個入りセット

兵庫県産バジルのジェノベーゼソース
×3個、オニオンスープ×１、クラムチャウ
ダー×１、の５個入りセット

兵庫県産バジルのジェノベー
ゼソース他スープ詰め合わせ
兵庫県産バジルのジェノベー
ゼソース他スープ詰め合わせ

はりまのもち　３００ｇ
即席スライスしゃぶもち　１８０ｇ
プチまるもち１６０ｇ×２袋

はりまのもち　３００ｇ
即席スライスしゃぶもち　１８０ｇ
プチまるもち１６０ｇ×２袋

煎り黒豆50g×2個、海のやさいごま昆布
115g、純とろ大袋26g、減塩しそふじっ子28g
煎り黒豆50g×2個、海のやさいごま昆布
115g、純とろ大袋26g、減塩しそふじっ子28g

フジッコ商品詰合せフジッコ商品詰合せ

神戸ビーフ使用
（100%）蒸しまん
300g（5個入）

神戸ビーフ使用
（100%）蒸しまん
300g（5個入）

神戸牛肉まん神戸牛肉まん

（各１パック・100g）（各１パック・100g）

小福豆しぼり
小福豆素焼き
小福豆しぼり
小福豆素焼き

なのはな油140g
ひまわり油140g
なのはな油140g
ひまわり油140g

なのはな油セットなのはな油セット
とらふぐ一夜干しとらふぐ一夜干し 純米酢360ml、ゆずぽん酢360ml、

酢のもの酢200ml
純米酢360ml、ゆずぽん酢360ml、
酢のもの酢200ml

こだわりのお酢詰め合わせこだわりのお酢詰め合わせ
１パック（4匹入）１パック（4匹入）

大根、にんじんなど、季節野菜
詰め合わせ
大根、にんじんなど、季節野菜
詰め合わせ

ヨーグルト２Ｐ（７５ｇ×２）×２個、　　
焼きプリン２Ｐ（７５ｇ×２）×２個、
生クリームブリュレ２Ｐ（７５ｇ×２）×２個、
のむヨーグルト１５０ml×４本

ヨーグルト２Ｐ（７５ｇ×２）×２個、　　
焼きプリン２Ｐ（７５ｇ×２）×２個、
生クリームブリュレ２Ｐ（７５ｇ×２）×２個、
のむヨーグルト１５０ml×４本

淡路島乳製品詰合せセット淡路島乳製品詰合せセット

1セット1セット

明石タコ わさび、きむち、ゆず
３種セット
明石タコ わさび、きむち、ゆず
３種セット

兵庫県認証食品詰合せ兵庫県認証食品詰合せ
内容総量３９０g（固形量２００g）内容総量３９０g（固形量２００g）
丹波篠山黒豆煮丹波篠山黒豆煮鶏屋のひね酢　１００g×２袋

鶏屋の焼きつくね串　１5０g×２袋
鶏屋のひね酢　１００g×２袋
鶏屋の焼きつくね串　１5０g×２袋

加古川市産
コシヒカリ3kg
加古川市産
コシヒカリ3kg

鹿児の華米鹿児の華米 ＪＡ淡路日の出
季節商品詰め合わせセット
ＪＡ淡路日の出
季節商品詰め合わせセット 丹波市産コシヒカリ２ｋｇ丹波市産コシヒカリ２ｋｇ

特別栽培米
夢たんば精米
特別栽培米
夢たんば精米

レタス×8個レタス×8個

エコ作（レタス）
詰め合わせセット
エコ作（レタス）
詰め合わせセット ひょうご雪姫ポークひょうご雪姫ポーク

いかなごくぎ煮40g×2、ちりめん山椒・
生姜ちりめん、ちりめん佃煮、えびちりめ
ん各40g

いかなごくぎ煮40g×2、ちりめん山椒・
生姜ちりめん、ちりめん佃煮、えびちりめ
ん各40g肩ロース　500g肩ロース　500g

淡路島兵淡彩佃煮セット淡路島兵淡彩佃煮セット

1箱（48枚入り）1箱（48枚入り）

※キリンビール商品
単独での賞品希望は
できません。

※キリンビール商品
単独での賞品希望は
できません。

美瑛ラスク美瑛ラスク ひょうどんひょうどん
1セット1セット

おすすめ野菜
詰め合わせセット
おすすめ野菜
詰め合わせセット

240ｇ（3人前）×3袋240ｇ（3人前）×3袋

1セット1セット

姫路グルメポーク・
桃色吐息「アイスバイン」
姫路グルメポーク・
桃色吐息「アイスバイン」 淡路島産菌床しいたけ淡路島産菌床しいたけ

3束（150ｇ）×6袋3束（150ｇ）×6袋

手延べそうめん揖保乃糸
「播州小麦」
手延べそうめん揖保乃糸
「播州小麦」

1kg1kg

※　  このマークのある賞品が、キリンビール商品をセットでプレゼント対象となります。

　  このマークのある賞品が、
キリンビール商品3本をセット
でプレゼント対象となります。
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