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西播磨フードセレクション受賞･入選食品 （2012～2019）R2.3.1現在
1
2
3
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(※新型コロナウィルスの影響等により変更している場合があります）

年度

賞

食品名

ジャンル

参考小売価格(税込）※

受賞者

問い合わせ

2012年（H24）

G

もち大豆みそ

調味料

440 円(500g) 、800 円(1kg)

(有)ふれあいの里上月

0790-87-0008

佐用町

ふれあいの里上月特産物直売所、ヤマダストアー、コープ相生、道の駅あいおい白龍城、山陽百貨
店、ヤマトヤシキ 、ひょうごふるさと館、ネット販売等

2012年（H24）

金

みんなのデザートあこうプリン

デザート

281 円 (90g)

あこうぱん

0791-42-3565

赤穂市

あこうぱん店舗

2012年（H24）

金

まめ自慢

食材

1,080円(150g 瓶)、 770円(130g プ
ハリマ農業協同組合
ラ容器)

0790-72-0445

宍粟市

JA ハリマ直売所、食彩館伊和の里、きてーな宍粟、ふるさと特産館好きやde西播磨、ひょうごふるさ
と館、ネット販売等

2012年（H24）

銀

寒風千切り大根自家栽培人参入

食材

200 円(40g)

(株)博農

079-322-1353

2012年（H24）

銀

あか穂の実りぷちぷち玄米餅

食材

520 円(5 個)

工房 あか穂の実り

0791-49-3582

赤穂市

道の駅（あいおい白龍城、播磨いちのみや）、JA兵庫西旬彩蔵（上郡､たつの､書写､飾磨、赤穂、福
崎、山崎）、ひょうごふるさと館、ふるさと特産館好きやde西播磨、ネット販売等

2012年（H24）

銀

播州一献大吟醸

山陽盃酒造(株)

0790-62-1010

宍粟市

山陽盃酒造本社ストア、道の駅(播磨いちのみや、はが、みなみ波賀、あいおいペーロン城）、山陽百
貨店、ネット販売等

2012年（H24）

銀

ジビエシチュー

2013年（H25）

G

2013年（H25）

酒・ジュース類 2,750 円(720ml)

たつの市 ボンマルシェ全店、めぐみの郷全店、等

620 円(210g)

宍粟メイプル(株)

0790-75-3999

宍粟市

道の駅みなみ波賀、等

あか穂の実りもちもち玄米シート

食材

400円（2枚）

工房 あか穂の実り

0791-49-3582

赤穂市

道の駅（あいおい白龍城、播磨いちのみや）、JA兵庫西旬彩蔵（上郡､たつの､書写､飾磨、赤穂、福
崎、山崎）、ひょうごふるさと館、ふるさと特産館好きやde西播磨、ネット販売等

金

もち大豆豆腐手づくり絹

食材

190 円(400g)

(有)ふれあいの里上月

0790-87-0008

佐用町

ふれあいの里上月特産物直売所、ネット販売※7～9月水曜、土曜日のみ製造。数量限定品のためご
購入は予約がお勧めです。

2013年（H25）

金

みんなのデザートあこうプリン

デザート

281 円 (90g)

あこうぱん

0791-42-3565

赤穂市

あこうぱん店舗

2013年（H25）

金

忠臣蔵はっさくママレード

ジャム類

380 円(125g)

浮田みかん園

0791-45-1616

赤穂市

JA 兵庫西旬彩蔵（赤穂、書写）赤穂市観光協会等

2013年（H25）

銀

ジビエシチュー

レトルト

620 円 (210g)

宍粟メイプル(株)

0790-75-3999

宍粟市

道の駅みなみ波賀、等

2013年（H25）

銀

龍野「淡紫（うすむらさき）」

調味料

540 円 (100ml)

末廣醤油(株)

0791-62-0005

2013年（H25）

銀

古酒「善次郎」

老松酒造（有）

0790-62-2345

宍粟市

秦酒店、宍粟市内酒店、イオン山崎店、老松酒蔵館、 ネット販売、等

3,355 円 (720ml) 1,397 円

酒・ジュース類 (300ml)

本竜野駅観光案内所、クラテラスたつの、道の駅あいおいペーロン城、カワベ(相生、竜野)、旬鮮食
たつの市 彩館PAONE(赤穂）、ヤマダストアー、 じばさんびる､バスの八百屋(姫路）、ヤマトヤシキ加古川店、
ひょうごふるさと館、ふるさと特産館好きやde西播磨、ネット販売、等

15
2013年（H25）

特別 ゆずマーマレード

ジャム類

380 円 (150g)

小河ゆず栽培組合加工部

080-1485-5291

相生市

道の駅あいおい白龍城､JA兵庫西旬彩蔵(赤穂、上郡、たつの、書写、飾磨)、食品館わかさのカワ
ベ、ホテル万葉岬、バスの八百屋、ひょうごふるさと館、TOWNtoCITY(神戸元町）、コトノハコ神戸「お
みあげ発掘屋」(新神戸駅）等

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2014年（H26）

G

ゆずみそ

調味料

390 円(170g)

食と農を守るかあちゃんず

080-1485-5291

相生市

道の駅（あいおい白龍城、播磨いちのみや）、JA 兵庫西旬彩蔵(赤穂、上郡、たつの、書写、飾磨)、カ
ワベ、ホテル万葉岬、バスの八百屋、ひょうごふるさと館、ふるさと特産館好きやde西播磨、ネット販
売等

2014年（H26）

金

ゆずもち

食材

380 円 (300g)

小河ゆず栽培組合加工部

080-1485-5291

相生市

道の駅あいおい白龍城、JA 兵庫西旬彩蔵（上郡、たつの）、食品館わかさの ※10～4月限定販売
品です

2014年（H26）

金

ひまわりのドレッシング

調味料

750 円 (300ml)

南光ひまわり館

0790-77-0766

佐用町

南光ひまわり館、道の駅（しんぐう、播磨いちのみや、ひらふく、あいおい白龍城）、 JA 兵庫西旬彩蔵
上郡、等

2014年（H26）

金

忠臣蔵はっさくマーマレード

380 円(125g)

浮田みかん園

0791-45-1616

赤穂市

JA 兵庫西旬彩蔵（赤穂、書写）、赤穂市観光協会等

ジャム類

2014年（H26）

特別 但馬牛炭火焼ローストビーフ

食材

6,782 円(200g)直売価格、送料別 （有）トッポ・ジージョ

0790-62-1889

宍粟市

レストラントッポ・ジージョ、セノヲ、ネット販売、〈中元・歳暮時期〉山陽百貨店、ヤマトヤシキ

2014年（H26）

特別 かき佃煮

食材

650 円(100g)直売価格

（有）光栄水産

0791-48-0641

赤穂市

光栄水産、赤穂パークホテル、かんぽの宿赤穂、等（販売価格は、年の生産状況により変更するた
め、販売店にお問い合わせください。）

2014年（H26）

特別 大判揚げ

食材

410 円(120g)

武内食品（株）

0791-72-2587

たつの市 山陽百貨店、武内食品、等

28

※現在は、容器等リニューアルした「若摘み実山椒」（ぴりはりま）として

G

初摘み実山椒

調味料

1,080 円(50g)

ブンセン(株)

0791-75-1151

たつの市

2015年（H27）

金

バジルペーストカップ

調味料

860 円(180g)、350 円（50g）

(株)ささ営農

0791-77-0177

たつの市 JA 兵庫西旬彩蔵 (赤穂)、※その他は、電話 0791-77-0177ささ営農で案内します。

2015年（H27）

金

ゆずｾﾞﾘｰ

デザート

200 円 (150g)

小河ゆず栽培組合加工部

080-1485-5291

相生市

道の駅あいおい白龍城、JA兵庫西旬彩蔵（上郡、たつの、書写、赤穂、飾磨）、ホテル万葉岬、カワ
ベ、バスの八百屋、ひょうごふるさと館、ふるさと特産館好きやde西播磨、等

2015年（H27）

金

太子みそ

調味料

594 円(500g)831 円(1kg)

太子加工（合）

080-6121-6191

太子町

カワベ(太子店､網干店)､道の駅（みつ､あいおいペーロン城）、JA兵庫西旬彩蔵(書写､飾磨､たつの､
山崎)､ヤマダストアー(網干店､ 大津店､ 青山店､ 阿弥陀店､ 書写店)､銀ビル(姫路本店）、ふるさと特
産館好きやde 西播磨 等

200 円(33g)､540 円(90g)

サニー食研(株)

0791-24-7032

相生市

ホテル万葉岬、道の駅あいおい白龍城、赤穂温泉祥吉、湊水産(株)

2015年（H27）

特別 相生かきせんべい

菓子・食材

2015年（H27）

特別 ジビエ鹿肉カレー

レトルト

600 円 (190g)

宍粟メイプル(株)

0790-75-3999

宍粟市

道の駅みなみ波賀

2015年（H27）

特別 のしもち（豆）

食材

390 円 (250g)

前川農産

0791-48-7212

赤穂市

JA 兵庫西（たつの、赤穂、福崎、書写）、道の駅(みつ､あいおい白龍城)､カワベ各店､めぐみの郷(学
園南､ 伊川谷､大久保､太子 ひよどり台､ﾃﾞｭｵﾌﾟﾚﾐｱﾑｽﾄ ｱ KOBE､塩屋北､等)､ふるさと特産館好き
やde西播磨､等 ※販売期間 11 月中旬～3月末

2015年（H27）

特別 バジルソース

調味料

600 円(110g)

福知ふれあい加工部

0790-74-0990

宍粟市

福知ふれあい市場､JAハリマ食彩館伊和の里、道の駅みなみ波賀、ふるさと宍粟 PR館きてーな宍
粟、あっぷる

29

30

ブンセン直売所（コンチア）
販売。

2015年（H27）

26
27

主な販売場所(※変更している場合があります。事前のご確認をお願いいたします）

レトルト

13

14

市町
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西播磨フードセレクション受賞･入選食品 （2012～2019）R2.3.1現在
年度
32
35
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42

賞

(※新型コロナウィルスの影響等により変更している場合があります）

食品名

ジャンル

参考小売価格(税込）※

受賞者

問い合わせ

市町

2015年（H27）

入選 芋羊羹

デザート

1,300円（450g)、550円（170g）

株式会社森口製あん

0791-72-2106

たつの市 ※11月～製造予定 道の駅みつ、森口製あん「直売）

2015年（H27）

入選 末廣醤油の醤油麹

調味料

432円（100g)

末廣醤油(株)

0791-62-0005

たつの市 本竜野駅観光案内所、そうめんの里、じばさんビル、ヤマダストアー、宝蔵、ネット販売等

2015年（H27）

入選 播州一献純米吟醸「楓のしずく」

酒・ジュース類 1,760円(720ｍｌ）

山陽盃酒造(株)

0790-62-1010

宍粟市

山陽盃酒造本社ストア、宍粟市内酒店、ネット販売等

2015年（H27）

入選 播州一献「大吟醸」

酒・ジュース類 2,750円(720ｍｌ）

山陽盃酒造(株)

0790-62-1010

宍粟市

山陽盃酒造本社ストア、道の駅(播磨いちのみや、はが、みなみ波賀、あいおいペーロン城）、山陽百
貨店、ネット販売等

216 円(280g)直売価格

武内食品（株）

0791-72-2587

たつの市

道の駅みつ、武内食品、旬彩蔵（たつの、飾磨、書写）、マックスバリュ（揖保川）、ボンマルシェ全店、
リバーシティ、ゆめタウン、バスの八百屋、山陽百貨店、千里阪急、ネット販売等

佐用町

2016年（H28）

G

絹こし豆腐

食材

2016年（H28）

金

豆っ子大福

デザート

300 円（3個入り）

（農）三日月特産加工組合

0790-79-2521

2016年（H28）

金

大豆バター

調味料

850 円(110g)

右田農園

0791-78-0563

2016年（H28）

金

唐辛子入りゆずみそ

調味料

390 円 (150g)

食と農を守るかあちゃんず

080-1485-5291

2016年（H28）

特別 バジルペーストカップ

調味料

860 円(180g)、350 円（50g）

(株)ささ営農

0791-77-0177

45

2016年（H28）

特別 紫蘇ゼリー

デザート

280円 (135g)

宍粟メイプル(株)

0790-75-3999

宍粟市

道の駅みなみ波賀、食彩館伊和の里等

46

2016年（H28）

特別 ゆず玄米もち

食材

380 円 (250g)

小河ゆず栽培組合加工部

080-1485-5291

相生市

JA兵庫西旬彩蔵 (上郡､たつの)、カワベ ※10～4月限定販売品です

47

2016年（H28）

特別 善次郎の妻 梅酒

0790-52-2345

宍粟市

ふるさと宍粟ＰＲ館きてーな宍粟、イオン山崎店、宍粟市内酒店、 老松酒蔵館、ネット販売、等

48

2016年（H28）

入選 いちごジャム

49

2016年（H28）

入選 宍粟牛ハンバーグ

食材

51

2016年（H28）

入選 丹波産ポーク焼豚

食材

52

2016年（H28）

入選 バジルソース

調味料

53

2016年（H28）

入選 モロヘイヤふりかけ

調味料

54

2016年（H28）

入選 冷凍笹うどん

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

酒・ジュース類 1,630 円 (720ml)、682 円（300ml） 老松酒造（有）

味わいの里三日月、ふるさと特産館好きやde西播磨

たつの市 右田農園、ベーカリーズカフェカタリモ

43

44

主な販売場所(※変更している場合があります。事前のご確認をお願いいたします）

相生市

道の駅あいおい白龍城､JA兵庫西旬彩蔵(赤穂、上郡、たつの、書写、飾磨)、食品館わかさのカワ
ベ、ホテル万葉岬、バスの八百屋、ひょうごふるさと館、TOWNtoCITY(神戸元町）、コトノハコ神戸「お
みあげ発掘屋」(新神戸駅）等

たつの市 JA 兵庫西旬彩蔵赤穂

※その他は、電話 0791-77-0177ささ営農で案内します。

486円(150g)

周世ふれあい市場企業組合

090-9213-7547

赤穂市

周世ふれあい市場（日･木曜日9:30～AM営業）※数量に限りがありますのでご購入の際はお問い合
わせ願います

630円（1個160ｇ）

有限会社アンクルトム

0790-62-1090(アンクルト
ムズキャビン109）

宍粟市

直接販売(メール注文可）、ふるさと納税等 ※メール・電話等でお問い合わせ願います。

（株）おかだ サンワフーズ

0791-66-2202

たつの市

600 円(110g)

福知ふれあい加工部

0790-74-0990

宍粟市

福知ふれあい市場､JAハリマ食彩館伊和の里、道の駅みなみ波賀、ふるさと宍粟 PR館きてーな宍
粟、あっぷる

340円（30g）

上郡町商工会

0791-52-3710

上郡町

上郡町商工会

食材

1,260円（5食だし付）

中谷物産（株）播州堂本舗

0790-75-2214

宍粟市

ネット販売

食材

3,500円(500g送料込み箱入り)、
650円(200g袋)

（株）マルト水産

0791-22-1887

相生市

道の駅あいおい白龍城（電話注文可能）、ふるさと特産館好きやde西播磨、ネット販売、等

デザート

300円(130ml)

あいす工房さなえ

0790-77-8228

佐用町

あいす工房さなえ(他については、Facebookをご確認ください)

ジャム類

2017年（H29）

G

蒸し牡蠣｢珠せいろ｣

2017年（H29）

金

佐用もち大豆きな粉アイスクリーム

2017年（H29）

金

播州室津 牡蠣しょうゆ

調味料

600円 (300ml)

たつの市商工会

0791-72-7550

たつの市

道の駅みつ、クラテラスたつの、本竜野駅観光案内所、たつの市商工会の会員事業所及び御津町内
の牡蠣養殖事業所、等

2017年（H29）

金

にんにく味噌

調味料

594 円 (180g)

太子加工（合）

080-6121-6191

太子町

道の駅（みつ､あいおいペーロン城）、 JA兵庫西旬彩蔵(飾磨、書写、たつの、山崎、赤穂)、カワベ太
子店、ふるさと特産館好きやde西播磨、等

900円 (95g)

（株）播磨ライフ

0791-78-9988

たつの市

龍野西SA(上下線)、道の駅（しんぐう、みつ、あいおい白龍城）、カワベ相生店、ヤマトヤシキ加古川
等

079-227-6429

たつの市

道の駅（みつ、あいおい白龍城）、龍野西SA(下り)、 三木SA(上り)、イオン赤穂店、かんぽの宿赤穂、
ホームセンターアグロ(駒ヶ林、星稜台、砥堀）等

2017年（H29）

特別 龍野にんにく甘辛佃煮風

食材

2017年（H29）

特別 はりまのやわらか塩味生大福

デザート

1,400円(8個入)495円(3個入)165
（合)播磨の郷
円 (1個)

2017年（H29）

特別 まるおファームのいちごプリン

デザート

350円 (90g)

2017年（H29）

特別 mitsu MORNING CARROT

2017年（H29）

入選 揚げかきもち

デザート

2017年（H29）

入選 自然薯漬け

漬物

2017年（H29）

入選 くわほんのり

2017年（H29）

入選 玄米生ブランロールケーキ

酒・ジュース類 1,280円 (500ml)

0791-43-2031（パティス
リーノア）

赤穂市

パティスリーノア

御津町園芸組合

090-3288-2689

393円（105g）、540円（180g）

宍粟メイプル(株)

0790-75-3999

宍粟市

道の駅（みなみ波賀、はが、あいおいペーロン城他）、イオン、ネット販売等

450円（80g）

宍粟メイプル(株)

0790-75-3999

宍粟市

道の駅みなみ波賀、等

(株)ささ営農

0791-77-0177

菓子工房ＭＩＳＡＫＯ

0790-76-2290

酒・ジュース類 1,100円（500ml）
デザート

まるおファーム

1,296円（1本） 162円（1カット）

たつの市 道の駅みつ、JA兵庫西旬彩蔵飾磨、クラテラスたつの 、カフェレスト・ティアラ、等

たつの市 ※電話 0791-77-0177（ささ営農）で案内します。
宍粟市

菓子工房ＭＩＳＡＫＯ、ふるさと納税

3／3

西播磨フードセレクション受賞･入選食品 （2012～2019）R2.3.1現在
年度
67

賞

食品名

(※新型コロナウィルスの影響等により変更している場合があります）

ジャンル

参考小売価格(税込）※

受賞者

問い合わせ

市町

2017年（H29）

入選 福知育ちのバジルソース

調味料

600 円(110g)

福知ふれあい加工部

0790-74-0990

宍粟市

福知ふれあい市場､JAハリマ食彩館伊和の里、道の駅みなみ波賀、ふるさと宍粟 PR館きてーな宍
粟、あっぷる

2017年（H29）

入選 ゆずみそポン！

調味料

374円（200ml)、1，210円（１L）

矢木醤油(株)

0791-67-0037

相生市

道の駅（あいおい白龍城､みなみ波賀、みき）、あいおい情報ラウンジ（相生駅前）、マックスバリュ（相
生店、姫路東山店）、カワベ（相生、竜野、太子、姫路城東）、コープこうべ（相生）、サタディサン、ネッ
ト販売等

2017年（H29）

入選 相生産ゆずみそせんべい

デザート

200円（120ml)

サニー食研(株)

0791-24-7032

相生市

道の駅あいおい白龍城

2017年（H29）

入選 ゆずシフォンケーキ

デザート

小河ゆず栽培組合加工部

080-1485-5291

相生市

道の駅あいおいペーロン城，イベント販売 ※限定商品ですので、お問い合わせ願います（ご注文に
よる製造可）

2017年（H29）

入選 モロたまプリン

デザート

ｔｏｕｓｕｉｂｏｕ

0791-56-6191

上郡町

ガーデンレストラン陶酔房，ネット販売※電話予約がおすすめです

2017年（H29）

入選 赤穂の天塩ロール

デザート

1620円/本 198円（1カット）

かみや製菓本舗

0791-42-0267

赤穂市

かみや製菓本舗

2017年（H29）

入選 赤穂の塩サブレ

デザート

129円（１個）

パティスリーノア

0791-43-2031

赤穂市

パティスリーノア

69
70
71
73
74
75
76
77
78
79

1155円(直径18cm)、160円（1/8
カット）
3，480円（1個85g6個セットネット
販売の場合）

2018年（H30）

G

ふりカキ

調味料

260円（20ｇ）

県立相生産業高等学校広報部｢ティピ 0791-23-5995（道の駅
あいおい白龍城）
アス｣

相生市

道の駅・海の駅あいおい白龍城（電話注文も可）、あいおい情報ラウンジ（相生駅前）、ホテル万葉
岬、西播磨ふるさと特産館好きやde西播磨

2018年（H30）

金

おいしい味噌棒主

調味料

100円（1食分）

（農）三日月特産加工組合

0790-79-2521

佐用町

味わいの里三日月、ネット販売

2018年（H30）

金

かす漬け宍粟三尺きゅうり

350円 (1本)、500円（2本）

（有)伊沢の里ふるさと工房

0790-63-1380

宍粟市

伊沢の里、ふるさと宍粟ＰＲ館きてーな宍粟、山陽盃酒造本店ストア

2018年（H30）

金

濃厚バジルソース

調味料

850円（120ｇ）

栗町まんまる農園

080-6186-2566（花田）

2019年（H31）

G

MaMaReいちじくコンフィチュール

ジャム類

750円(205g)

浮田みかん園

0791-45-1616

赤穂市

光都ファーマーズストア、イベント等で販売。電話やメールでの注文可080-6186-2566（花田）、0901586-9146（末永）
道の駅みつ、JA兵庫西旬彩蔵赤穂、赤穂市観光協会、浮田みかん園 ※市場流通のない品種使用
のため、数量限定。販売状況や予約などは、浮田みかん園へお問い合わせください。

2019年（H31）

金

玄米おこし

デザート

98円(1枚）

(株)みかづきｅ 重次郎

079-287-6882

佐用町

重次郎店舗（姫路市本町68）、ヤマダストアー新辻井店

2019年（H31）

金

たつの市産野菜たっぷり焼肉のたれ

調味料

550円(400g)

あすなろ会

080-3037-4313

たつの市 道の駅みつ、津田宇水産、あすなろ会（JA兵庫西御津支店前）

2019年（H31）

金

三升漬

調味料

500円(45g)

右田農園

0791-78-0563

たつの市 ベーカリーズ カフェ・カタリモ、 右田農園、イベント販売 電話やメールでの注文可

2019年（H31）

金

山椒こうじ

調味料

480円(120g)

太子加工（合）

350円(60g)、650円(130g)

栗町まんまる農園

080-6186-2566（花田）、
090-1586-9146（末永）

たつの市 光都ファーマーズストア、イベント等で販売。電話やメールでの注文可

食材

たつの市

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

太子町

JA兵庫西旬彩蔵たつの・山崎・赤穂・書写・飾磨、道の駅みつ、道の駅播磨いちのみや、ｶﾜﾍﾞ太子
店、山陽百貨店

入選 赤玉ねぎの野菜ジャム

2019年（H31）

入選 牡蛎磯煮

食材

600円(140g)

株式会社 住栄丸

079-324-0351

たつの市

2019年（H31）

入選 カキフライ

食材

2160円（20個直売）、3300円（20
個送料込み）

株式会社 住栄丸

079-324-0351

たつの市 住栄丸（直売）、ネット販売

2019年（H31）

入選 しょうが入りゆずみそ

調味料

390 円 (140g)

食と農を守るかあちゃんず

080-1485-5291

相生市

道の駅（あいおい白龍城、播磨いちのみや）、JA 兵庫西旬彩蔵(赤穂、上郡、たつの、書写、飾磨)、カワベ、ホテル
万葉岬、バスの八百屋、ひょうごふるさと館、ふるさと特産館好きやde西播磨、等

2019年（H31）

入選 スキっと れんこんアイス

デザート

200円（120ml)

県立網干高等学校通信制、
あいす工房さなえ （佐用町）

0790-77-8228

佐用町

網干地区のイベント等

2019年（H31）

入選

調味料

500円（200ml)

株式会社たつのアグリ

0791-72-3950

2019年（H31）

入選 トマトピューレー

調味料

380円(180g)

株式会社 KY田中農園

0790-62-2258

宍粟市

JA直売所旬彩蔵（山崎、福崎、書写）、ヤマダストアー靑山店、KY田中農園（電話注文、業務用注文
OK)

2019年（H31）

入選 とろ～りカスタードシュークリーム

デザート

100円(75g1個）

田口食品株式会社

0791-22-5515

相生市

マックスバリュ、田口食品相生デザート工場（直売）等

2019年（H31）

入選 とろ～りカスタードエクレア

デザート

100円(57g1個）

田口食品株式会社

0791-22-5515

相生市

マックスバリュ、田口食品相生デザート工場（直売）等

2019年（H31）

入選 にんにくドレッシング

調味料

850円(140ml)

右田農園

0791-78-0563

2019年（H31）

入選 ブルーベリージャム

ジャム類

540円（160g)

やばら山ブルーベリー園

0790-87-0284

佐用町

2019年（H31）

入選 ベジカラーケーキ・おいもちゃん

デザート

製造休止（R3年再開予定）

株式会社 ささ営農

0791-77-0177

たつの市

2019年（H31）

入選 ほっとするお味噌

調味料

480円(500g)，750円(800g)

株式会社たつのアグリ

0791-72-3950

たつの市 道の駅みつ、旬彩蔵たつの、

2019年（H31）

入選

1,058円(290g 米2合分)

公栄水産（たつの市）、 （一社）農水産 079-322-3072（ネクスト
キャンドフーズ(株)）
物生産供給認証機構

2019年（H31）

入選 MaMaRe桑の実コンフィチュール

760円(190g)

浮田みかん園

太陽が育てたとうもろこしのドレッシ
ング

ほんまうまいで播磨灘 これこそあさ
りめし

ジャム類

080-6121-6191

2019年（H31）

98
99

主な販売場所(※変更している場合があります。事前のご確認をお願いいたします）

食材
ジャム類

商品リニューアルや原料生産等各種都合により、製造を中止している食品はリストに掲載しておりません。

0791-45-1616

住栄丸（直売）

たつの市 道の駅みつ、JA兵庫西直売所旬彩蔵たつの、新鮮組こだわり隊、ホテル日航姫路、ネット販売等

たつの市 ベーカリーズ カフェ・カタリモ、右田農園、 イベント販売 電話やメールでの注文可
やばら山ブルーベリー園、ネット販売(佐用風土）

たつの市 じばさんびる、ヤマトヤシキ加古川、日本百貨店(東京）
赤穂市

道の駅みつ、JA兵庫西旬彩蔵赤穂、赤穂市観光協会、浮田みかん園 ※販売状況や予約などは、
浮田みかん園へお問い合わせください。

