
 

令和２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２年度ブランド化に関する相談件数】 １８８件（令和３年２月末現在） 

 

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２年 11月 20日（金） 

（２）場   所 県庁１号館１階Ａ会議室 

（３）講   師 Smile Circle(株) 代表取締役 岩城 紀子 氏 

                  新規事業開拓部 廣野 匠 氏 

（４）参加事業者 ８事業者・20品目 

参 加 品 目 事業者名        〔市町名〕 

岩津ねぎ加工品（みそ、胡麻たっぷり中華

スープ、クリームポタージュ） 
(株)NOUEN           〔朝来市〕 

かす漬け 宍粟三尺きゅうり (有)伊沢の里ふるさと工房 小金丸ｸﾞﾙｰﾌﾟ 〔宍粟市〕 

淡路島たまねぎを使ったﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ他２種 KOBE WAKU SAUCE(株)      〔神戸市〕 

もち麦加工品（精麦、ﾊﾟﾝｹｰｷﾐｯｸｽ、茶） (株)寺尾製粉所         〔姫路市〕 

オリーブの塩漬け、オリーブオイル 神戸オリーブアグリファーム   〔神戸市〕 

神戸牛入り牛肉ちりめん 協和商事(株)          〔神戸市〕 

たまご農家のｶﾀﾗｰﾅ、キャロットケーキ (株)芦田ポートリー       〔丹波市〕 

天然醸造 海神の醤、麹の魚醤、のどぐろ

飯、むかし海苔、のり佃煮 
但馬漁業協同組合        〔香美町〕 

 

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。 

助言・指導の様子 

プレゼンテーションの様子 



 

実施日 産品名 プレゼンテーション実施者 

令和２年 7月 13日（月） 
太ねぎソース、にんじん
ドレッシング 

ネイチャープランニング 

令和２年 9月 14日（月） ピクルス各種 キッピーキッチン 

令和２年 11月 9日（月） 朝倉さんしょ たじま農業協同組合 

令和３年２月８日（月） 播州百日どり みのり農業協同組合 

令和３年３月８日（月） 神戸オリーブ 神戸オリーブアグリファーム 

 

４ 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2021」へ出展した。 

なお、今年度は平成 29年度から連携している兵庫県中小企業団体中央会、兵庫県物

産協会に加え、ひょうご産業活性化センター、淡路市商工会とも連携して出展した。 

ア  日  時 令和３年２月 17日(水)～19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  26,385 人（R3.2実績） 

オ 出展事業者数 27社 

 

参 加 品 目 事業者名      〔市町名〕 

神戸ぎょうざ味噌たれ、その他ソース各種 オリバーソース(株)    〔神戸市〕 

茶各種 (株)キャセリンハウス   〔神戸市〕 

栗マロンかぼちゃ、その加工品 (株)ズッカ        〔神戸市〕 

神戸須磨海苔、ベビーカステラ、クッキー (株)yuukou        〔神戸市〕 

なら漬、みりん、甘酒、かす汁 髙嶋酒類食品(株)     〔神戸市〕 

純米酢、リンゴ酢加工品等 マルカン酢(株)      〔神戸市〕 

神戸の地ビール (有)ｱｲｴﾇｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ    〔神戸市〕 

あかし玉子焼きの粉セット、冷凍あかし玉子焼 (株)夢工房        〔明石市〕 

稲美町産純米本みりん、特別純米酒、本格麦焼酎 キング醸造(株)      〔稲美町〕 

もち麦を使用した加工食品、黒豆茶、麦茶 (株)寺尾製粉所      〔姫路市〕 

山田錦せんべい (名)アリモト       〔姫路市〕 

白玉粉、もち粉、上新粉、はりまのもち他包装もち 前原製粉(株)       〔姫路市〕 

兵庫県ブース（R3.2） 



 

ベビーそうめん、姫路城うどん、その他麺製品 明和(株)         〔姫路市〕 

アーモンドバター (有)ムッシュ       〔姫路市〕 

ﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷ各種、炭酸せんべい、揚げかきもち (株)わらいや      〔たつの市〕 

玄米、精米、日本酒、甘酒等 但馬米穀(株)       〔豊岡市〕 

白ネギ 雷鳳           〔豊岡市〕 

岩津ねぎ、岩津ねぎ加工品 (株)NOUEN        〔朝来市〕 

香住ガニ（紅ズワイガニ）とその加工品 マルヤ水産(株)      〔香美町〕 

兵庫県産丹波黒大豆の乾物、その加工品 (株)小田垣商店    〔丹波篠山市〕 

丹波なた豆茶他関連商品 (有)こやま園       〔丹波市〕 

淡路島ポーク加工品 (株)嶋本食品     〔南あわじ市〕 

淡路島フルーツ玉ねぎ、その加工品 (株)善太       〔南あわじ市〕 

淡路島の藻塩とその関連商品 (株)多田フィロソフィ 〔南あわじ市〕 

淡路島たまねぎ 完熟たまねぎ「あやたけ」 (株)池上農場       〔淡路市〕 

淡路島たまねぎ加工品各種 (株)今井ファーム     〔淡路市〕 

淡路産たこの唐揚げ、ハモフライ、その他鮮魚加工品 (株)森水産        〔淡路市〕 

※下線は、認証食品 

 

（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 個別面談 

  a 期 間 令和２年７月７日（火）～10日（金） 

  b 場 所 兵庫県庁、豊岡総合庁舎、和田山庁舎 

イ 商談代行 

  a 期 間 令和２年７月～10月 

  b 商談先 首都圏の高質ｽｰﾊﾟｰ、卸売会社、通販会社 

 ウ 事後面談 

  a 期 間 令和２年 10 月 27日（火）～29日（木） 

  b 場 所 神戸市教育会館、豊岡総合庁舎 

流通のプロとの個別面談の様子 



 

 エ 参加事業者 21社 

参加品目 事業者名        〔市町名〕 

コウノトリ育むお米(特別栽培米) たじま農業協同組合         〔豊岡市〕 

照来米 特定非営利活動法人照来広域営農研究会 〔新温泉町〕 

極太白ネギ ネギ人生産組合           〔豊岡市〕 

丹波にんにく (株)丹波王国            〔丹波市〕 

トマト (株)トーヨー養父農業生産法人    〔養父市〕 

丹波篠山の黒大豆枝豆 (株)アグリヘルシーファーム    〔丹波篠山市〕 

切り干し大根、にんじん (株)博農             〔たつの市〕 

有機 JASにんじん、にんじんｼﾞｭｰｽ 豊岡オーガニックワークス      〔豊岡市〕 

乾燥実山椒、粉末実山椒 奥丹波 芦田農園           〔丹波市〕 

加古川パスタ 農事組合法人 八幡営農組合     〔加古川市〕 

すり黒えごま 新温泉町えごま研究会       〔新温泉町〕 

はちぶせ漬(漬物)、山椒佃煮他 出合校区協議会           〔養父市〕 

黒豆ﾋﾞﾀｰｼｮｺﾗ、黒豆茶ﾍﾟｯﾄボトル (株)小田垣商店         〔丹波篠山市〕 

丹波大納言小豆赤飯 なかで農場(同)           〔丹波市〕 

播州百日鶏のﾊﾟﾃ、ﾊﾟﾃ･ﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟｰﾆｭ 有無(有)              〔神戸市〕 

ジェラート、アーモンドブリュレ他 あいす工房 らいらっく        〔朝来市〕 

奥丹波の卵、ジェラート、明石焼 (株)籠谷              〔高砂市〕 

刺身醤油(魚醤入り)、旨干し(干物）他 但馬漁業協同組合           〔香美町〕 

蟹みそ(無添加)、ほたるいか缶詰他 (株)ハマダセイ           〔香美町〕 

天然冷凍生わかめ、いか糀 御火浦村おこしグループ      〔新温泉町〕 

平釜と天日仕立ての塩他 赤穂あらなみ塩 (株)         〔赤穂市〕 

 


