
 

令和３年度ブランド部会事業実績 

 

１ ブランド指導相談室設置事業】 

ブランド指導相談員(１名)を配置して、産地への相談指導をはじめ、農業改良普及

センター等との連携を図り、ブランド化に係る情報収集・発信、現地指導等を実施。 

【令和３年度ブランド化に関する相談件数】 226件 

 

２ ひょうご農畜水産物ブランド戦略スキルアップスクール 

  ブランド化に取り組む産地のキーマンを育成する

「ひょうご農畜水産物ブランド戦略スキルアップスク

ール」を開催し、商品企画開発・販売等に精通した講師

が、参加事業者に、各商品のブラッシュアップや販路

開拓に向けた助言・指導を行った。 

 

(1) 日 時 令和３年 11 月 12 日（金） 

(2) 場 所 Smile Circle 株式会社 本社 

(3) 講 師 Smile Circle 株式会社 代表取締役 岩城 紀子 氏 

                       新規事業開拓部 廣野 匠 氏 

(4) 参加数 ８事業者 17 品目 

参加品目    事業者名     〔市町名〕 

ペリーラ(大葉のベビーリーフ) まるよ促成       〔加東市〕 

淡路島なるとｵﾚﾝｼﾞ（生果、100%ｼﾞｭｰｽ、寒天ｼﾞｭﾚ） 若宮ミカン農園     〔洲本市〕 

マンドリルカレーペースト（冷凍） 株式会社 Mandrillus   〔神戸市〕 

さらだ粉（野菜粉末、野菜だし粉末） 濵口商店        〔尼崎市〕 

白雪奈良漬 たまねぎ、白雪奈良漬 吟醸きざみ

奈良漬 たまねぎ他２品 
白雪食品株式会社    〔伊丹市〕 

焙煎もち麦粉 株式会社寺尾製粉所   〔姫路市〕 

ひまわり油、ひまわりのドレッシング他１品 株式会社元気工房さよう  〔佐用町〕 

もち麦みそ汁、赤米グラノーラ 八鹿鉱泉株式会社    〔養父市〕 

 

  

助言・指導の様子 



 

３ ブランド産品の魅力を再発見する情報交換会 

県産農林水産物等の魅力の再発見や販路の開拓等に

結びけるため、(一社)全日本司厨士協会関西地方本部

兵庫県本部役員会開催時に、司厨士協会役員との情報

交換会を実施した。 

商品開発のヒントや、新商品販売に向けてのアドバ

イスなど、食のトレンドや県産食材を熟知したプロか

らの指導を仰ぐ機会とした。 

実施日 産品名 プレゼンテーション実施者 

令和３年７月 12日（月） 

ペリーラ まるよ促成農園 

加古川生パスタ 
農業組合法人八幡営農組合 
小川農園株式会社 

令和３年 10 月 11 日（月） ライム、レモン 平岡農園 

令和３年 11 月 8日（月） 
金猪豚ベーコンスライス 
神戸ビーフ生ハム 

嶋本食品株式会社 

 

４ 関西圏での食フェアの実施 

県産農林水産物・加工品の魅力を発信するため、阪急三番街において、大阪・兵庫・

京都で生産された農産物・畜産物などを使用した期間限定メニューを販売した。 

(1) イベント名 「阪急三番街 UMEDA FOOD HALL×FM802 -大阪・兵庫・京都 SMILE ART＆EAT-」 

 (2) 日  時 令和４年２月１日（火）～２月 28 日（月） 

(3) 実施場所 阪急三番街北館 B2 UMEDA FOOD HALL 内 

(4) 主  催 阪急三番街（告知・製作協力 FM802） 

   (5) 協  力 ひょうごの美味し風土拡大協議会 

◎兵庫県産食材を使用したメニュー一覧 

食材名 産地 店舗名 メニュー名 

いちご 

（紅クイーン） 

西脇市 バーンサイドストリー

トカフェ 

国産ストロベリーパンケーキ 

淡路島たまねぎ 南あわじ市 大阪・堂島とろ家 淡路産玉ねぎと食べる まぐろ

ステーキ丼 

あわじ島レタス 南あわじ市 クサカカレーロイヤル あわじ島産レタスのシーザーサラダ 

播州百日どり 多可町 ラグー 播州百日どりのブランケット

（クリーム煮） 

焼海苔 兵庫県 

瀬戸内海産 

つけそば専門店 五常 濃厚つけそば特製肉盛り/ 

淡麗肉つけそば特製肉盛り 

 

 

 

 

 

 

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝの様子 

播州百日どりのﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ あわじ島産レタスのシーザーサラダ 国産ストロベリーパンケーキ 



 

５ 県産農畜水産物ブランド認知度調査の実施【実施中】 

県産農畜水産物に対する消費者の動向を今後の取組に活用するため、県産農畜水産

物ブランド認知度調査を実施。 

(1) 実施方法 LINE を通じたアンケート調査 

(2) サンプル数 1,060 件（首都圏 320 件、関西圏(兵庫除く)530 件、兵庫県 210 件） 

(3) 設 問 数 24 問（設問例「黒豆の主な産地として思いつく地域と言えば」） 

(4) 前回実施 平成 31 年１月 

 

６ ひょうご五国のめぐみ首都圏発販路開拓事業 

県産農林水産物や加工食品の県外でのブランド化及び販売促進のため、全国規模の食

品展示商談会「スーパーマーケット・トレードショー」でプロモーションを実施するほ

か、食品・流通のプロを活用して首都圏バイヤーに営業活動・情報発信等を実施した。 

(1) 全国最大食品展示商談会活用型 

県産農林水産物やそれらを素材とした食品を「ひょうご五国のめぐみ」とし、そ

れらの県外でのブランド化及び販路拡大を図るため、食品スーパーマーケット、百

貨店、レストラン等を中心に全国の流通・販売業者が参加する全国最大規模の食品

展示商談会である「スーパーマーケット・トレードショー2022」へ出展した。 

なお、今年度は兵庫県中小企業団体中央会、兵庫県物産協会及び淡路市商工会と連携

して共同出展した。 

ア  日  時 令和４年２月 16 日(水)～18 日(金） 

イ  場  所 幕張メッセ全館（千葉県千葉市） 

ウ 主 催 者 一般社団法人 

全国スーパーマーケット協会 

エ  来場規模  42,885 人（R4.2 実績） 

オ 出 展 数 33 事業者 

参加品目（予定） 事業者名 〔市町名〕 

県産農産物 兵庫県農業法人協会 〔神戸市〕 

大葉のベビーリーフ まるよ促成 〔加東市〕 

にんにく 株式会社 AgLiBright 〔多可町〕 

白ネギ、とうもろこし 雷鳳 〔豊岡市〕 

岩津ねぎ、岩津ねぎ加工品 株式会社 NOUEN 〔朝来市〕 

淡路島たまねぎ 株式会社池上農場 〔淡路市〕 

たまねぎ、たまねぎ加工品 株式会社今井ファーム 〔淡路市〕 

鶏肉、ひねポン、鶏肉加工品など 印南養鶏農業協同組合 〔稲美町〕 

金猪豚、神戸ビーフ、淡路ビーフ 株式会社嶋本食品 〔南あわじ市〕 

なら漬け、甘酒、かす汁、みりん 髙嶋酒類食品株式会社 〔神戸市〕 

チップス、真空フライ食品 神戸咲く咲く Harmony 株式会社 〔神戸市〕 

食酢、ドリンクビネガー マルカン酢株式会社 〔神戸市〕 

どろソース、ぎょうざ味噌たれ、他 オリバーソース株式会社 〔神戸市〕 

丹波黒大豆きな粉 キングフーズ株式会社 〔高砂市〕 

兵庫県ブース（R4.2） 



 

山田錦せんべい、山田錦あまざけ 合名会社アリモト 〔加西市〕 

醤油、ゆずポン酢、味噌 足立醸造株式会社 〔多可町〕 

ベビーそうめん、他 明和株式会社 〔姫路市〕 

もち麦加工食品、黒豆茶、他 株式会社寺尾製粉所 〔姫路市〕 

和粉、包装もち、きな粉、白玉粉等 前原製粉株式会社 〔姫路市〕 

出石そば、なまそば、半なまそば、乾麺 株式会社田中屋食品 〔豊岡市〕 

玉ねぎドレッシング、レタス、他 河西青果株式会社 〔南あわじ市〕 

オニオンスパイス、生のり佃煮、他 株式会社鳴門千鳥本舗 〔南あわじ市〕 

丹波なた豆茶、丹波なた豆関連商品 有限会社こやま園 〔丹波市〕 

播州百日鶏のパテ、パテドカンパーニュ 有無有限会社 〔神戸市〕 

神戸牛入ちりめん、いかなごくぎ煮、他 協和商事株式会社 〔神戸市〕 

たまごまるごとプリン 株式会社北坂たまご 〔淡路市〕 

冷凍あかし玉子焼(明石焼)、他 株式会社夢工房 〔明石市〕 

香住ガニ加工品、むき身、カニミソ、他 マルヤ水産株式会社 〔香美町〕 

蟹みそ、香住ガニ、のどぐろ缶詰、他 株式会社ハマダセイ 〔香美町〕 

淡路島の藻塩とその関連商品 株式会社多田フィロソフィ 〔南あわじ市〕 

いかなごくぎ煮、ちりめん山椒 有限会社西山佃煮 〔淡路市〕 

酒類（日本酒、リキュール、他） 明石酒類醸造株式会社 〔明石市〕 

日本酒、みりん、焼酎 キング醸造株式会社 〔稲美町〕 

 

(2) 流通のプロ活用型 

県産品の全国でのブランド化や販路開拓を図るため、一般社団法人全国スーパー

マーケット協会の協力を得て、豊富な営業経験等を有する「流通のプロ」との個別

面談や、首都圏バイヤーへの商談代行を実施した。 

＜事業イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 ア 個別相談 

 (ｱ) 期 間 令和３年６月 22 日（火）～25 日（金） 

  (ｲ) 場 所 県職員会館、県柏原総合庁舎、県立丹波の森公苑 

イ 商談代行 

 (ｱ) 期 間 令和３年７月～10 月 

 (ｲ) 商談先 首都圏の高質スーパー、一般スーパー 

食品卸売会社、通販会社 

 ウ 事後個別面談 

  (ｱ) 期 間 令和３年 10 月 13 日(水)～15 日(金) 

  (ｲ) 場 所 県職員会館、県柏原総合庁舎 
流通のプロとの個別面談の様子 



 

 エ 参加数 21 事業者 

参加品目 事業者名 〔市町名〕 

ペリーラ（大葉のベビーリーフ） まるよ促成 〔加東市〕 

山の芋、山の芋焼酎 田中正一商店 〔丹波篠山市〕 

山の芋 丹波ひかみ農業協同組合 〔丹波市〕 

淡路島たまねぎドレッシング・柚子胡椒 他 河西青果株式会社 〔南あわじ市〕 

氷結熟成の豚肉、氷結熟成ソーセージ 司フーズ・システム株式会社 〔三田市〕 

丹波奥里のたまご 有限会社カンナンファーム 〔丹波市〕 

はちみつ５種 株式会社神戸渕上牧場 〔神戸市〕 

キャベツ入り豚まん、ルーロー飯の素 他 小宇宙食堂 〔神戸市〕 

奈良漬(たまねぎ・白瓜)、吟醸粕汁ﾌﾘｰｽﾞﾄﾞﾗｲ(黒豚・鮭) 白雪食品株式会社 〔伊丹市〕 

山田錦せんべい２種 合名会社アリモト 〔加西市〕 

もち麦ﾊﾟﾝｹｰｷﾐｯｸｽ、もち麦茶、もち麦精麦 株式会社寺尾製粉所 〔姫路市〕 

おかき（黒豆・たまねぎ）他 株式会社げんぶ堂 〔豊岡市〕 

もち麦みそ汁 八鹿鉱泉株式会社 〔養父市〕 

黒豆プリン、黒豆きな粉、黒豆みそ 他 和み工房 〔丹波篠山市〕 

黒豆茶、蒸し黒豆、黒豆ビターショコラ 他 株式会社小田垣商店 〔丹波篠山市〕 

丹波大納言小豆チップス 他 宮東農園 〔丹波市〕 

赤飯の素 企業組合氷上つたの会 〔丹波市〕 

ジェラート各種 丹波ふるさと振興株式会社 〔丹波市〕 

いかなごくぎ煮、神戸牛入り牛肉ちりめん 協和商事株式会社 〔神戸市〕 

山椒昆布、牛肉しぐれ煮、ちりめん山椒 他 株式会社浪花昆布 〔神戸市〕 

香住かにクラムチャウダー、香炭ロールケーキ 夕香楼しょう和株式会社 〔香美町〕 

 
 

(3) 伊勢丹新宿店での「兵庫の食フェア」の実施 

県産農林水産物・加工品の魅力を全国に発信するため、伊勢丹新宿店において、

県産生鮮食品等の販売や店内レストランでの県産食品を使った限定メニューを販

売する「兵庫の食フェア」を開催した。 

ア 実施期間  令和４年２月２日（水）～３月３日（木） 

イ 実施場所  伊勢丹新宿店地下１階フレッシュマーケット等 

ウ 内  容 

(ｱ) 食料品売場での県産生鮮食品等の販売（２月２日（水）～８日（火）) 

      地下１階フレッシュマーケット等において、県産生鮮食品及び日本酒を販売した。 

     【販売商品】 

いちご（あまクイーン）、岩津ねぎ、山の芋、淡路島玉ねぎ、三田牛（サーロイン

ステーキ）、香住ガニ、日本酒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ｲ) レストランでの限定メニューの販売(２月４日（金）～３月３日（木）) 

      地下１階レストラン(ｷｯﾁﾝｽﾃｰｼﾞ)において、県産食品を使った限定ﾒﾆｭｰを販売した。 

食材名 産地 メニュー名 

岩津ねぎ 朝来市 ・桜鯛と岩津ねぎのプレゼ（蒸し煮） 

・牛モモ肉のロースト バスク風岩津ねぎのプレゼ 

淡路島玉ねぎ 南あわじ市 ・淡路島たまねぎの冷製スープ 

三田牛(モモ) 三田市 ・三田牛カルパッチョ 

・牛モモ肉のロースト バスク風岩津ねぎのプレゼ 

明石蛸 明石市 ・明石蛸のポテサラ 

 

 

 

  

三田牛のカルパッチョ 
明石蛸のポテサラ 
淡路島たまねぎの冷製スープ 

桜鯛と岩津ねぎのプレゼ 牛モモ肉のロースト バスク

風岩津ねぎのプレゼ 


