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米[ブランド名：滋賀県産近江米「みずかがみ」］
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米[ブランド名：プリンセスかおり］

米

米

米

生命溢れる田んぼの恵みと農家の愛情がつまっ
たお米。安全・安心でおいしいお米と多様な生
きものを育み、コウノトリも住める豊かな文
化、地域、環境づくりを行っています。
･節減対象農薬不使用
･節減対象農薬7.5割減

ひょうご安心ブランドひょうご安心ブランドひょうご安心ブランドひょうご安心ブランド

出荷可能時期

納入時の状態

周年

常温

1

2

3

米[ブランド名：こうのとり育むお米(コシヒカリ)］

 滋賀県が開発した新しいお米で、豊かな水に輝
く実りをキャッチフレーズに生産しています。琵
琶湖をはじめとする滋賀県の豊かな自然環境に配
慮して栽培され、炊き上がりは艶やかで、ほどよ
い粘りと、まろやかな甘みが特徴です。
 夏の暑さに強く、品質は抜群で、（一財）日本
穀物検定協会が公表する食味ランキングでは、平
成27年産から３年連続で最高ランクの「特A」を
獲得しています。

出荷可能時期 新米は8月下旬、以降通年で
出荷 ・滋賀県環境こだわり農産物・滋賀県環境こだわり農産物・滋賀県環境こだわり農産物・滋賀県環境こだわり農産物

・地域産業資源指定品・地域産業資源指定品・地域産業資源指定品・地域産業資源指定品納入時の状態 精米 滋賀県

兵庫県

鳥取県

平成２９年１２月に彗星のごとく突如としてデ
ビューした「プリンセスかおり」は世界に類を
見ない大変珍しいお米です。最大の特徴は、炊
くとポップコーンの様な香りがし、アジア料理
をはじめとして世界の様々な料理に革新的な役
割を果たすのではと期待されています。また、
⾼級インディカ⽶のようにやや⻑粒で⾹りがあ
るのに加え、アミロース含有率は「コシヒカ
リ」より約２％低く日本米の血を引くソフトで
粘りのある食感も特徴的です。出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温



日野菜[ブランド名：日野菜］
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壬生菜[ブランド名：京壬生菜］

野菜

野菜

野菜

葉に深い切れ込みがあるのが特⻑。シャキシャ
キとしたくせのない味わい。肉の臭みをとる働
きがあります。油揚げとの煮もの、サラダ、か
らし和え、浅漬けなど毎日の食卓に欠かせない
存在です。

京のブランド産品京のブランド産品京のブランド産品京のブランド産品

出荷可能時期

納入時の状態

通年

冷蔵 200g袋

4

5

6

みず菜[ブランド名：京みず菜］

滋賀県日野町が発祥で、姿も味も優雅な滋賀を代
表する野菜。独特の辛味と苦味で、くせになる味
わい。漬物や生でサラダに、天ぷらや温野菜でま
ろやかで上品な味になる。漬物は、通年可能。

出荷可能時期 10⽉〜12⽉

地域産業資源指定品地域産業資源指定品地域産業資源指定品地域産業資源指定品

納入時の状態 冷蔵、箱 滋賀県

京都府

京都府

葉がヘラの形をしている。特有のピリッとした
⾟味と⾹りが特⻑。さっぱりとした風味で、和
え物、炒め物、一夜漬けなどに使われます。

出荷可能時期 通年

京のブランド産品京のブランド産品京のブランド産品京のブランド産品

納入時の状態 冷蔵 200g袋



ねぎ[ブランド名：九条ねぎ］
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なす[ブランド名：賀茂なす］

野菜

野菜

野菜

舞鶴生まれの大型のとうがらし。肉厚でボ
リュームたっぷり。⽢さとやわらかさが特⻑。
辛味はありません。種が少ないので、焼く、煮
る、揚げるなど様々に楽しめます。

京のブランド産品京のブランド産品京のブランド産品京のブランド産品

出荷可能時期

納入時の状態

５月下旬から１０月下旬

冷蔵 150g袋

7

8

9

とうがらし[ブランド名：万願寺甘とう］

美しい緑の葉がまっすぐに伸びている。葉がやわ
らかく、⽢みがあるのが特⻑。たいへん⾹りがよ
く、薬味のほか、煮物、鍋物、ぬたなどに適しま
す。

出荷可能時期 通年

京のブランド産品京のブランド産品京のブランド産品京のブランド産品

納入時の状態 冷蔵 150g袋 京都府

京都府

京都府

大型の丸なす。肉質が緻密で、煮炊きしても型
崩れしない。丸形をいかした田楽が親しまれて
います。揚げ物にも適しています。

出荷可能時期 ５月下旬から１０月下旬

京のブランド産品京のブランド産品京のブランド産品京のブランド産品

納入時の状態 冷蔵 個



しめじ[ブランド名：京丹波⼤⿊本しめじ］
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京唐菜[ブランド名：新京野菜］

野菜

野菜

野菜

 賀茂なすは，京の伝統野菜の一つで，正円形
大型のなすです。皮は柔らかく，よくしまった
実は，じっくり熱を通すと，とろっと柔らかく
なります。田楽などの食べ方が有名です。
 京都市北区上賀茂地域では，直径10cm以上
の大きな実が収穫されています。同地域では，
代々受け継がれてきた種を，今も多くの後継者
が栽培技術を磨きながら栽培されています。

出荷可能時期

納入時の状態

６⽉中旬〜８⽉上旬

常温

10

11

12

なす[ブランド名：賀茂なす］

「香り松茸、味しめじ」のしめじとは本しめじの
ことで、京丹波⼤⿊本しめじは、このしめじ。⼤
⿊さんのようなユニークな姿が名前の由来。焼き
物、煮物、揚げ物等様々な調理方法でお楽しみい
ただけます。

出荷可能時期 通年

京のブランド産品京のブランド産品京のブランド産品京のブランド産品

納入時の状態 冷蔵 100g/パック 京都府

京都府

京都府

 産学官連携で開発した新しい野菜（新京野
菜）の１つで，葉（と茎）を食べるために改良
された「とうがらし」です。京都では「きご
しょ」と言って，トウガラシの葉と佃煮等にし
て食べる風習がありますが，京唐菜は普通のト
ウガラシの葉に比べて柔らかく，熱するとえぐ
みが取れ，炒め物や和え物にも向いています。
また，カルシウムやビタミンCなどの栄養が豊
富で，葉物野菜が不足する夏場に旬を迎えま
す。出荷可能時期 ６⽉中旬〜８⽉下旬

納入時の状態 常温



たまねぎ[ブランド名：淡路島たまねぎ］
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トマト[ブランド名：ひょうごごこくトマト「ごちそうトマト」］

野菜

野菜

野菜

懐かしい味！もりたろうトマト。程よい甘さと
すっきりした食感の大玉トマト。味と品質の安
定感が人気の理由。

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

出荷可能時期

納入時の状態

10⽉〜7⽉

常温

13

14

15

トマト[ブランド名：ひょうごごこくトマト「もりたろう」］

兵庫県は北海道、佐賀県に次ぐたまねぎの産地で
あり、等に吊り貯蔵・冷蔵を伴う淡路島の「淡路
島たまねぎ」は他のたまねぎより甘く、柔らかい
のが特⻑です。

出荷可能時期 周年

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

納入時の状態 常温 兵庫県

兵庫県

兵庫県

加熱調整でさらに美味しいごちそうトマト！ﾘｺ
ﾋﾟﾝ、ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸含有の機能性野菜。煮る、炒め
る、焼くなど幅広い加熱調理にむいている中玉
ﾄﾏﾄ。

出荷可能時期 10⽉〜7⽉

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

納入時の状態 常温



ミニトマト[ブランド名：ひょうごごこくトマト「スプラッシュ」］
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葉物野菜[ブランド名：こうべ旬菜、こうべ野菜など（こまつな、しゅんぎく、チンゲンサイ、みずな）］

野菜

野菜

野菜

可愛い形と甘みに恋するカリーナ♡ だ円形で
⾒た目が可愛く、ときめく⽢さと旨味が特⻑
的。お弁当にぴったりのｻｲｽﾞ感で人気のﾐﾆﾄﾏ
ﾄ。

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

出荷可能時期

納入時の状態

10⽉〜7⽉

常温

16

17

18

ミニトマト[ブランド名：ひょうごごこくトマト「カリーナ」］

子供たちに大人気！わんぱくスプラッシュ。果肉
がしっかりとして弾けるような食感。甘さと酸味
のﾊﾞﾗﾝｽが絶妙なﾐﾆﾄﾏﾄ。

出荷可能時期 10⽉〜7⽉

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

納入時の状態 常温 兵庫県

兵庫県

兵庫県

有機質資材を利用した土づくり、化学肥料や節
減対象農薬を削減し環境に優しい栽培方法にこ
だわっています。都市近郊で生産されるため、
鮮度抜群。

出荷可能時期 通年

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

納入時の状態 常温



コマツナ[ブランド名：こうべ旬菜］
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ホウレン草[ブランド名：こうべ旬菜］

野菜

野菜

野菜

減農薬、減化学肥料により栽培された環境に優
しい安全、安⼼な農産物。神⼾市場を通じて出
荷されます。

こうべ版GAPこうべ版GAPこうべ版GAPこうべ版GAP

出荷可能時期

納入時の状態

周年

冷蔵

19

20

21

ミズナ[ブランド名：こうべ旬菜］

減農薬、減化学肥料により栽培された環境に優し
い安全、安⼼な農産物。神⼾市場を通じて出荷さ
れます。

出荷可能時期 周年

こうべ版GAPこうべ版GAPこうべ版GAPこうべ版GAP

納入時の状態 冷蔵 兵庫県

兵庫県

兵庫県

減農薬、減化学肥料により栽培された環境に優
しい安全、安⼼な農産物。神⼾市場を通じて出
荷されます。

出荷可能時期 周年

こうべ版GAPこうべ版GAPこうべ版GAPこうべ版GAP

納入時の状態 冷蔵



チンゲンサイ[ブランド名：こうべ旬菜］
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ナス[ブランド名：こうべ旬菜］

野菜

野菜

野菜

減農薬、減化学肥料により栽培された環境に優
しい安全、安⼼な農産物。神⼾市場を通じて出
荷されます。

こうべ版GAPこうべ版GAPこうべ版GAPこうべ版GAP

出荷可能時期

納入時の状態

６〜８、１０⽉

冷蔵

22

23

24

スィートコーン[ブランド名：こうべ旬菜］

減農薬、減化学肥料により栽培された環境に優し
い安全、安⼼な農産物。神⼾市場を通じて出荷さ
れます。

出荷可能時期 周年

こうべ版GAPこうべ版GAPこうべ版GAPこうべ版GAP

納入時の状態 冷蔵 兵庫県

兵庫県

兵庫県

減農薬、減化学肥料により栽培された環境に優
しい安全、安⼼な農産物。神⼾市場を通じて出
荷されます。

出荷可能時期 ６⽉下旬〜９⽉

こうべ版GAPこうべ版GAPこうべ版GAPこうべ版GAP

納入時の状態 常温



キュウリ[ブランド名：こうべ旬菜］
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ミニトマト[ブランド名：こうべ旬菜］

野菜

野菜

野菜

減農薬、減化学肥料により栽培された環境に優
しい安全、安⼼な農産物。神⼾市場を通じて出
荷されます。

こうべ版GAPこうべ版GAPこうべ版GAPこうべ版GAP

出荷可能時期

納入時の状態

５〜７⽉

冷蔵

25

26

27

トマト[ブランド名：こうべ旬菜］

減農薬、減化学肥料により栽培された環境に優し
い安全、安⼼な農産物。神⼾市場を通じて出荷さ
れます。

出荷可能時期 ５〜１１⽉

こうべ版GAPこうべ版GAPこうべ版GAPこうべ版GAP

納入時の状態 冷蔵 兵庫県

兵庫県

兵庫県

減農薬、減化学肥料により栽培された環境に優
しい安全、安⼼な農産物。神⼾市場を通じて出
荷されます。

出荷可能時期 ６〜７⽉

こうべ版GAPこうべ版GAPこうべ版GAPこうべ版GAP

納入時の状態 冷蔵



ニラ[ブランド名：こうべ旬菜］
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なす[ブランド名：大和丸なす］

野菜

野菜

野菜

減農薬、減化学肥料により栽培された環境に優
しい安全、安⼼な農産物。神⼾市場を通じて出
荷されます。

こうべ版GAPこうべ版GAPこうべ版GAPこうべ版GAP

出荷可能時期

納入時の状態

６〜９⽉

冷蔵

28

29

30

モロヘイヤ[ブランド名：こうべ旬菜］

減農薬、減化学肥料により栽培された環境に優し
い安全、安⼼な農産物。神⼾市場を通じて出荷さ
れます。

出荷可能時期 周年

こうべ版GAPこうべ版GAPこうべ版GAPこうべ版GAP

納入時の状態 冷蔵 兵庫県

兵庫県

奈良県

つやのある紫⿊⾊でヘタに太いとげのあるのが
特徴。肉質はしまり煮くずれしにくく、焼いて
も炊いてもしっかりとした食感がある。

出荷可能時期 4⽉〜10⽉

大和野菜大和野菜大和野菜大和野菜

納入時の状態 常温



⿊⼤⾖[ブランド名：鞆渕がんこ農家の○友(まるとも)⿊⼤⾖］

- 11 -

トマト[ブランド名：ミニトマト（アイコ）］

野菜

野菜

野菜

昔のとまとの味に近づけて育てています。

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

出荷可能時期

納入時の状態

11⽉〜7⽉

冷蔵

31

32

33

トマト[ブランド名：がんこおやじのフルーツトマト］

天日干しでの乾燥・一粒一粒手作業による選別を
特徴にして、紀の里 プライベートブランドとして
有利販売を行っています。栽培面では講 習会の開
催や栽培管理指導を徹底しています。乾燥状態で
の合格品を 低温貯蔵するなど、ブランド確立のた
めの選別体制を確立しています。

出荷可能時期 通年

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 常温 和歌山県

和歌山県

和歌山県

減農薬・減化学肥料栽培をしながら有機肥料に
よる土作りにこだわって生産しています。安心
安全でありながら酸味をああまり感じない甘み
のあるミニトマト（アイコ）です。

出荷可能時期 1⽉上旬〜7⽉上旬

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 冷蔵



マッシュルーム[ブランド名：恋野マッシュルーム］
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レタス[ブランド名：やわらかルビー］

野菜

野菜

野菜

太陽光１００％の野菜工場で生産した栽培時農
薬不使用のレタスです。
蓄積したデータに基づくことで安定生産を実
現！あっさりと食べやすい商品です。

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

出荷可能時期

納入時の状態

通年

冷蔵

34

35

36

レタス[ブランド名：しゃきしゃきフリル］

大きくて肉厚。アヒージョやバターソテーそれに
高温で短時間の焼茸で食して頂くと口の中でマッ
シュルームの味と香が楽しめます。

出荷可能時期 通年

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 常温 和歌山県

和歌山県

和歌山県

太陽光１００％の野菜工場で生産した栽培時農
薬不使用のレタスです。
 蓄積したデータに基づくことで安定生産を実
現！あっさりと食べやすい商品です。

出荷可能時期 通年

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 冷蔵



レタス[ブランド名：いろどりレタスミックス］
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きゅうり[ブランド名：松きゅうり］

野菜

野菜

野菜

太陽光１００％の野菜工場で生産した栽培時農
薬不使用のレタスです。
蓄積したデータに基づくことで安定生産を実
現！あっさりと食べやすい商品です。

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

出荷可能時期

納入時の状態

通年

冷蔵

37

38

39

レタス[ブランド名：アメ玉レタス］

太陽光１００％の野菜工場で生産した栽培時農薬
不使用のレタスです。
蓄積したデータに基づくことで安定生産を実現！
あっさりと食べやすい商品です。

出荷可能時期 通年

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 冷蔵 和歌山県

和歌山県

和歌山県

美浜町煙樹ヶ浜の松葉を良質な堆肥にして使用
しています。
パリッとした食感、みずみずしさ、爽やかな香
りとほろ苦“きゅうり”本来のおいしさです

出荷可能時期 10⽉〜7⽉

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 冷蔵



しいたけ[ブランド名：生しいたけ（菌床栽培）］
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白ねぎ[ブランド名：白ねぎ］

野菜

野菜

野菜

県中部の砂丘地で栽培される「砂丘ながいも」
は低カロリーでさくさくした食感が自慢。その
中でも、鳥取県が品種育成し、平成16年に品種
登録した「ねばりっこ」は、ながいもに比べ小
太りな外観と粘りの強さ、緻密な肉室が特徴で
鳥取県内のみで栽培されています。

出荷可能時期

納入時の状態

通年

常温

40

41

42

⻑芋[ブランド名：ねばりっこ］

龍神村のきれいな水と空気、昼夜の寒暖差が上質
なしいたけを育みます。傘が⼤きく⾁厚で⻭ごた
えのある美味しいしいたけです。

出荷可能時期 通年

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 常温 和歌山県

鳥取県

鳥取県

鳥取県の白ねぎの歴史は古く、明治の中期から
栽培が始まり昭和の初期には弓浜半島（境港
市、米子市）の主要品目となりました。その
後、作付時期や品種構成により、周年出荷の体
制が確立するとともに水田転作等により県下全
域に栽培が広がり、現在、京阪神を中心に出
荷。⻄⽇本では有数の産地となっています。
鳥取の気候、土壌が育む白ネギは、甘く、柔ら
かい口あたりで、高い評価を受けています。

出荷可能時期 通年

納入時の状態 常温



れんこん[ブランド名：コウノトリおもてなし レンコン］
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らっきょう[ブランド名：鳴門らっきょう］

野菜

野菜

野菜

徳島市の渭東地域の砂地で栽培される「渭東ね
ぎ」は，濃い⾹りと⽢みが特徴の細ねぎ。関⻄
を中⼼に販売が⾏われており，⾼いシェア−を
占める。
カルシウムは｢白ねぎ｣の２倍，カロテンは100
倍以上含まれ葉酸も多く含む。

地域団体商標地域団体商標地域団体商標地域団体商標

出荷可能時期

納入時の状態

周年

常温

43

44

45

ねぎ[ブランド名：渭東ねぎ］

本県は，全国第2位の生産量を誇るレンコン産地
であり，京阪神市場で大きなシェアーを占める。
主産地鳴門市のレンコン田ではコウノトリが舞い
降り，野外繁殖が成功された地であることから，
県GAPを取得し，特別栽培されたレンコンを「コ
ウノトリおもてなしレンコン」のブランドで出荷
している。

出荷可能時期 露地：9〜6⽉
ハウス：6〜8⽉

とくしま安２GAP認証（基本），特別栽培，とくしま安２GAP認証（基本），特別栽培，とくしま安２GAP認証（基本），特別栽培，とくしま安２GAP認証（基本），特別栽培，

鳴門市コウノトリおもてなし認証鳴門市コウノトリおもてなし認証鳴門市コウノトリおもてなし認証鳴門市コウノトリおもてなし認証

納入時の状態 常温 徳島県

徳島県

徳島県

鳴門海峡に面した銀砂と呼ばれるミネラルたっ
ぷりの海砂で栽培された「鳴門らっきょう」
は，⼩粒で⾊⽩、⻭ごたえシャキシャキの⾷感
が特徴。
主に京阪神市場へ出荷されている。アリシンを
多く含む。

出荷可能時期 4⽉中旬〜6⽉

地域団体商標地域団体商標地域団体商標地域団体商標

納入時の状態 常温



きゅうり[ブランド名：海部きゅうり］
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トマト

野菜

野菜

野菜

吉野川中流域の阿波市，吉野川市を中心に栽培
が行われている。徳島の温暖な気候条件を活か
し，露地栽培とハウス栽培を組み合わせ年中出
荷を行っている。アントシアニンなどのポリ
フェノール類を多く含む。

出荷可能時期

納入時の状態

夏秋：6〜10⽉

常温

46

47

48

なす

県南部の海陽町では，行政とＪＡ，キュウリ生産
者が「海部キュウリタウン構想」を計画し，町づ
くりに新規就農者受け入れを核として，キュウリ
産地の維持・拡大のための活動を展開しており，
新たな担い手対策として全国から脚光を浴びてい
る。

出荷可能時期 11〜6⽉

とくしま安２GAP認証（優秀）とくしま安２GAP認証（優秀）とくしま安２GAP認証（優秀）とくしま安２GAP認証（優秀）

納入時の状態 冷蔵 徳島県

徳島県

徳島県

吉野川中流域の阿波市等が主産地。作型，品種
も多彩で一年を通して，出荷されている。県
GAPを取得したり，障がい者雇用に積極的な農
園もあり，各産地や農園で特色的な取組が行わ
れている。

出荷可能時期 促成：11〜6⽉
夏秋：7〜10⽉

一部の産地はとくしま安２GAP認証一部の産地はとくしま安２GAP認証一部の産地はとくしま安２GAP認証一部の産地はとくしま安２GAP認証

納入時の状態 冷蔵



スイートコーン
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枝豆

野菜

野菜

野菜

県南地域を中心に栽培されている，本県の夏野
菜の代表。アラバンやペクチンなどの食物繊維
を多く含んでいる。京阪神の中心に出荷が行わ
れている。

出荷可能時期

納入時の状態

6〜10⽉

常温

49

50

51

おくら

吉野川中流域の吉野川市を中心に栽培され，主に
京阪神地域に出荷されている。⽢々娘は⻩⾊と⽩
⾊のバイカラーであり、⻄⽇本では⽣産量⼀であ
る。シャキシャキとした食感とほどよい甘さ（糖
度17〜18度），茹でても栄養素が抜けにくいのが
特徴。

出荷可能時期 露地：5〜7⽉

吉野川市特産品ブランド認証吉野川市特産品ブランド認証吉野川市特産品ブランド認証吉野川市特産品ブランド認証

納入時の状態 常温 徳島県

徳島県

徳島県

本県は｢えだまめ｣の⻄⽇本有数の産地。吉野川
下流域の肥沃な土壌で育てられたえだまめは，
｢畑の肉｣と称され，食物繊維が多く，鉄・亜
鉛・カリウムなどのミネラルやタンパク質を含
む。ＪＡ徳島市は共同選果施設を整備し，より
品質の高い枝豆を出荷している。

出荷可能時期 普通：6〜9⽉

納入時の状態 常温



しいたけ
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しいたけ[ブランド名：ちいたけ］

野菜

野菜

野菜

直径が８㎝以上で形が整った肉厚の特選椎茸の
みを使用。水分を控えめに栽培しているため，
⻭ごたえがよく，風味豊か。椎茸栽培の菌床と
なるオガ粉を自社で生産し，菌床製造，椎茸栽
培までを一元管理している。栽培施設を湯散布
式マッシュクリーンで洗浄し，徹底した管理の
下，品質の安定した椎茸栽培に努めている。

とくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランド

出荷可能時期

納入時の状態

通年

冷蔵

52

53

54

しいたけ[ブランド名：しいたけ侍 木箱大］

本県は，生しいたけの生産量全国1位であり，菌
床培地を用いて栽培されたしいたけは，肉厚で香
りが高いのが特徴。多糖類やカリウムを多く含
み，料理への用途のバリエーションも豊富。

出荷可能時期 周年

一部の産地はとくしま安２GAP認証一部の産地はとくしま安２GAP認証一部の産地はとくしま安２GAP認証一部の産地はとくしま安２GAP認証

納入時の状態 冷蔵 徳島県

徳島県

徳島県

天然品種のちいたけは，原種椎茸の力強い濃厚
な旨味が特徴。更に⻭ごたえ抜群の軸の部分も
一口で食べられるため，大きな椎茸を切るのと
は違った味わいがある。また，農薬や化学肥料
は一切使用せずに，栽培を行っている。徹底し
た温度・湿度管理を行い，製造責任者を設置
し，製造行程をマニュアル化することにより，
安定した品質を通年供給できる体制を整備して
いる。

出荷可能時期 通年

とくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランド

納入時の状態 冷蔵



しいたけ[ブランド名：じいじいのきのこ］
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⿊⽶[ブランド名：伝統⿊⽶ 弥⽣紫］

野菜

野菜

野菜

東みよし町標⾼1000mの⽔の丸地区は，⻄⽇本
一の夏いちごの産地。四季成りの専用品種を用
い，夏季でも品質の高いいちごが生産されてお
り，ケーキなど洋菓子の需要に応えている。

一部の生産者は一部の生産者は一部の生産者は一部の生産者は

GLOBALG.A.PGLOBALG.A.PGLOBALG.A.PGLOBALG.A.P

出荷可能時期

納入時の状態

6〜11⽉

冷蔵

55

56

57

いちご[ブランド名：夏いちご］

椎茸でありながら，松茸のような香り豊かな風味
と食感を備えており，茎は手で裂ける程柔らかい
ものの，適度な⻭ごたえもあって絶妙な⾷感を醸
し出している。また，傘が広がらないうちに収穫
することで，茎も含めて全体が毛羽立って新鮮味
が際立っているとともに，濃厚な味わいも醸し出
し，冷蔵保管で一ヶ月も品質を保つことができ
る。

出荷可能時期 通年

とくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランド

納入時の状態 冷蔵 徳島県

徳島県

徳島県

1300年の歴史ある徳島の伝統⿊⾖。柔らかく⽢
味があり，食べやすいのが特徴。落ち葉の堆肥
を肥料とし，お米本来のうまみ，甘味，香りを
引き出している。なお，農薬・化学肥料を一切
使用せずに栽培管理をしている。

出荷可能時期 １１⽉〜９⽉

とくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランド

納入時の状態 常温



リーフレタス
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エディブルフラワー[ブランド名：阿波光菜］

野菜

野菜

野菜

県内の所謂「植物工場」で生産されるスプラウ
ト類は，無農薬で安定生産されており，JGAP
を取得している。夏季の需要にも対応可能。

JGAP，とくしま安２GAP認証JGAP，とくしま安２GAP認証JGAP，とくしま安２GAP認証JGAP，とくしま安２GAP認証

出荷可能時期

納入時の状態

周年

冷蔵

58

59

60

スプラウト類（かいわれ，ブロッコリースプラウト，豆苗）

県内の所謂「植物工場」で生産されるリーフレタ
スは，無農薬で安定生産されており，JGAPや県
GAPを取得している。夏季の需要にも対応可能。

出荷可能時期 周年

JGAP，とくしま安２GAP認証JGAP，とくしま安２GAP認証JGAP，とくしま安２GAP認証JGAP，とくしま安２GAP認証

納入時の状態 冷蔵 徳島県

徳島県

徳島県

県内の所謂「植物工場」で生産されるエディブ
ルフラワーは，無農薬でLED光源を使用し安定
生産されており，県GAPを取得している。夏季
の需要にも対応可能。

出荷可能時期 周年

とくしま安２GAP認証とくしま安２GAP認証とくしま安２GAP認証とくしま安２GAP認証

納入時の状態 冷蔵



さんしょ(実)[ブランド名：朝倉さんしょ］
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柿[ブランド名：柿］

果物

果樹

果物

神⼾市⻄区押部⾕町果樹団地で栽培されるモモ
です。減農薬栽培、有機質肥料を使用した土づ
くりを行い、樹でしっかりと熟させてから収穫
しています。

出荷可能時期

納入時の状態

６⽉下旬〜８⽉

冷蔵

61

62

63

モモ[ブランド名：おしんべの桃］

朝倉山椒は養父市八鹿町朝倉が発祥の地！古くか
ら多くの農家で栽培されています。大粒で渋みが
少なく、ﾌﾙｰﾃｨで爽やかな⾹りが特⻑です。

出荷可能時期 5⽉下旬〜6⽉上旬

ひょうご安心ブランドひょうご安心ブランドひょうご安心ブランドひょうご安心ブランド

納入時の状態 常温
(or冷凍)

兵庫県

兵庫県

奈良県

生産量、全国2位を誇る。陽当たりのよい傾斜
地で栽培されている。若い担い手が多い。
五條・吉野地域や天理市、御所市で多く栽培さ
れており、品種や栽培法、貯蔵法を組み合わせ
ることによって⻑期間に渡り出荷されている。

出荷可能時期 6⽉〜1⽉

奈良県リーディング品目奈良県リーディング品目奈良県リーディング品目奈良県リーディング品目

納入時の状態 常温



さくらんぼ[ブランド名：さくらんぼ］
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梅[ブランド名：農薬を使用していない南高梅］

果樹

果物

果物

南高梅は、果肉が軟らかく種が小さい品種。南
高のなかでも、特に大玉で紅のある果実が良い
とされています。梅干し、梅酒、梅ジュースと
用途が幅広く、また熟度の違いによっても色々
な楽しみ方があります。

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

出荷可能時期

納入時の状態

6月

常温

64

65

66

梅[ブランド名：南高梅］

奈良県内各地で雨よけハウス施設（加温はしてい
ない）で栽培されている。主産地である山形県に
比べて約2週間早く、糖度が高い完熟状態で収穫
することができる。

出荷可能時期 5⽉〜7⽉

奈良県チャレンジ品目奈良県チャレンジ品目奈良県チャレンジ品目奈良県チャレンジ品目

納入時の状態 常温 奈良県

和歌山県

和歌山県

平成18年より農薬不使用での梅の栽培に挑戦し
ています。お客様の要望に合わせた梅の収穫を
しております。和歌山安心プラスにて認定いた
だいた農薬を使用していない梅だけをお届けし
ています。

出荷可能時期 6月

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 常温



梅[ブランド名：紀州健康梅 完熟南高梅］
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梅[ブランド名：紅石］

果物

果物

果物

日の光をめいっぱいに浴びてほんのりと紅色に
染まった⻘梅です。⻘梅の緑に紅が映え、とて
も綺麗！紅南高梅で梅酒をつけるとほんのりと
紅色のエキスが溶け込み、朱色に染まります。
また市場に出回りにくく希少価値が高くとても
好評です。

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

出荷可能時期

納入時の状態

6⽉上旬〜7⽉下旬

常温

67

68

69

梅[ブランド名：紀州健康梅 紅南高梅］

⻘梅がポトポトと落ち始める頃まで、ゆっくりと
木の上で熟した南高梅を手でもいで収穫します。
完熟南高梅は、鮮度上、店頭には並ばない非常に
熟した梅です。成熟した梅の香りとたっぷりとし
た果肉が特徴です。

出荷可能時期 6⽉中旬〜7⽉上旬

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 常温 和歌山県

和歌山県

和歌山県

「紅石」は早朝より畑に入り紅色によく染まっ
た実を収穫し、更に一粒ずつチェックして、そ
の日のうちにお客様のお手元へと発送しており
ます。14枚の畑の中から前もって収穫場所を数
箇所選んでおいての作業となります。

出荷可能時期 6月

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 常温



梅[ブランド名：てっちゃんの梅完熟（梅干用）］
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梅[ブランド名：紀州健康梅 冷凍完熟南高梅］

果物

果物

果物

果実が大きく果肉が柔らかい、種が小さくて皮
が薄い良質の南高梅の栽培に適した樹園地で、
減農薬、減化学肥料に努め、除草剤も使わずに
栽培された安全安心、新鮮な南高梅を、一粒ひ
とつぶ吟味しながら手で収穫して発送していま
す。

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

出荷可能時期

納入時の状態

6⽉上旬〜6⽉下旬

常温

70

71

72

梅[ブランド名：てっちゃんの梅（梅酒・梅ジュース用）］

梅干に適した皮が薄く果肉が厚い梅を一粒ひとつ
ぶ吟味しながら手で収穫して、お客様には到着
後、すぐに漬け込めるような完熟南高梅を発送し
ています。（完熟梅で梅酒や梅ジュースなどの作
り⽅⻘梅レシピも⼀緒に添付）

出荷可能時期 6⽉下旬〜7⽉上旬

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 常温 和歌山県

和歌山県

和歌山県

好きなときに、好きなだけ、作りたてのジュー
ス、 ジャム、シロップ、梅酒をお作りいただけ
ます。市 販の物とちがい、「完熟」状態で冷凍
保存していま すので、肉厚で濃厚、甘い香りを
お楽しみください。

出荷可能時期 通年

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 常温



桃[ブランド名：和夏山美人］
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桃[ブランド名：あら川の桃］

果物

果物

果物

フルーツの町、紀の川市でこだわり自然農法特
別栽培に力を入れ、安心して食していただける
桃です。その中でも特に園主が厳選した大きな
桃です。

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

出荷可能時期

納入時の状態

6⽉下旬〜8⽉下旬

冷蔵

73

74

75

桃[ブランド名：和夏山の桃］

フルーツの町、紀の川市でこだわり自然農法特別
栽培に力を入れ、安心して食していただける桃で
す。その中でも特に園主が厳選した大きな桃で
す。

出荷可能時期 6⽉下旬〜8⽉下旬

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 冷蔵 和歌山県

和歌山県

和歌山県

あら川の桃は、砂れきを含んだ水はけの良い地
質と温暖な気候の中、生産者の手間を惜しまな
い栽培方法、品質改良へのたゆまぬ努力の中、
一つひとつ丹精込めて育てられているので、お
いしさには自信があります。

出荷可能時期 6⽉中旬〜8⽉中旬

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 冷蔵



すいか[ブランド名：鳥取すいか］
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すだち

果物

果物

果物

さわやかな香りと豊かな酸味のゆずは，全国生
産量第2位を誇っている。ゆずは皮も果汁も丸
ごと味わえることが特徴。皮は細かく刻んで吸
い物に浮かべたり，ゆず味噌などに用いる。果
汁は食酢として使われ，クエン酸やビタミンC
を多く含む。海外への輸出も行われている。

生産者の一部は有機JAS，特別栽培，と生産者の一部は有機JAS，特別栽培，と生産者の一部は有機JAS，特別栽培，と生産者の一部は有機JAS，特別栽培，と

くしま安２GAP認証くしま安２GAP認証くしま安２GAP認証くしま安２GAP認証

出荷可能時期

納入時の状態

ハウス：4〜8⽉

常温

76

77

78

ゆず

⼤⼭⼭麓の豊かな⿊ぼく⼟壌で育ち、⼤⽟で⽔分
たっぷりの鳥取すいかは、市場でも高品質で美味
しいすいかと称され、確固たる地位を築いていま
す。県内で最も生産量が多く、大玉・甘さ・シャ
リ感とも鳥取すいかを代表する「大栄すいか」、
特徴的な⿊⽪で⽢味が強く種が少なく「がぶり」
と食べられる「東伯がぶりこ」、すいか本来の味
を追求するためすいかの台木を使用して栽培する
「極実すいか」など各産地で特徴のあるすいかを
栽培しています。

出荷可能時期 6⽉上旬〜7⽉中旬

納入時の状態 常温 鳥取県

徳島県

徳島県

全国生産量の9割以上を占める本県ならではの
香酸柑橘である。さわやかな酸味と清々しい香
気が特徴。クエン酸，ビタミンC等を多く含
む。いろいろな料理の添え物として利用されて
おり，徳島を代表する産品である。

出荷可能時期 ハウス：3〜8⽉
一部の産地はJGAP取得予定，とくしま一部の産地はJGAP取得予定，とくしま一部の産地はJGAP取得予定，とくしま一部の産地はJGAP取得予定，とくしま

安２GAP認証安２GAP認証安２GAP認証安２GAP認証

納入時の状態 常温



みかん[ブランド名：ハウスみかん］

- 27 -

牛肉[ブランド名：近江牛］

果物

畜産物

果物

自然豊かな美馬市の山間部で育てられた大玉・
完熟ブルーベリー。農薬不使用で，害虫は一匹
一匹手でとり，有機肥料のみで育てられた安全
安心な果実。また，糖度は高く風味も良い。

とくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランド

出荷可能時期

納入時の状態

６⽉〜７⽉

冷蔵

79

80

81

ブルーベリー[ブランド名：自然が育てた美馬のブルーベリー］

県内のみかんハウス産地として，恵まれた土壌と
日照量を活かし，贈答用に糖度が12度以上（非破
壊糖酸度識別選果機）のものを厳選。

出荷可能時期 ハウス：5〜8⽉

とくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランド

納入時の状態 常温 徳島県

徳島県

滋賀県

近江牛は、日本三大和牛の一つで、我が国で牛
肉として初めてブランド化された産品であり、
歴史と伝統を有する“日本最古のブランド牛”。
大小約460本の川が流入する琵琶湖を有し、豊
かな水に恵まれた滋賀の自然環境のもとで生産
され、芸術的な霜降りに加え、きめ細やかな肉
質と芳醇な香り、脂質の口溶けのよさが特徴。
産地と品質が結びついた農産品として地理的表
示に登録済。

出荷可能時期 通年

地域産業資源指定品地域産業資源指定品地域産業資源指定品地域産業資源指定品

納入時の状態 冷蔵



地鶏肉[ブランド名：近江しゃも］
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牛肉[ブランド名：京の肉］

畜産物

畜産物

畜産物

・京都府内産和牛肉のうち、A4・B4規格以上
の格付規格を得たもの
･上品な舌ざわりと繊細な味わい
・平成29年に開催された全国品評会の枝肉部門
で第２位を受賞した生産者もいる

出荷可能時期

納入時の状態

通年

冷蔵／冷凍

82

83

84

牛肉[ブランド名：京都肉］

近江しゃもは、県が平成５年に開発した滋賀県特
産の高品質地鶏。飼育密度は低く、のびのびと運
動できるストレスの少ない飼育環境で、一般的な
ブロイラーの2.5倍に当たるおおむね140日をかけ
て育てられる。その肉質は、豊かでコクのあるう
ま味、ぷりぷりの⻭ごたえが特徴。すき焼きや鉄
板焼きをはじめ、様々な料理において、豊かなコ
ク・うま味・⻭ごたえを堪能できる。

出荷可能時期 通年

地域産業資源指定品地域産業資源指定品地域産業資源指定品地域産業資源指定品

納入時の状態 冷蔵 滋賀県

京都府

京都府

・京都府内産和牛
・生産履歴、給与飼料を明確にし、証明書を発
行
・上品な舌ざわりと繊細な旨み

出荷可能時期 通年

納入時の状態 冷蔵／冷凍



⽜⾁[ブランド名：⻲岡⽜］
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豚肉[ブランド名：京丹波高原豚］

畜産物

畜産物

畜産物

・京都府養豚協議会会員農家により生産
･三元交配種
・⽇齢180⽇以上、仕上げ期の飼料に⼤⻨・パ
ン粉を30％以上配合等、協議会の定めた飼養管
理ルールにより飼育され、旨みのある柔らかな
肉質

出荷可能時期

納入時の状態

通年

冷蔵／冷凍

85

86

87

豚肉[ブランド名：京都ぽーく］

・京都府⻲岡市内で最も⻑く飼育され、⻲岡市⾷
⾁センターに出荷された⿊⽑和種のうち、協議会
が適当と認めるもの
・２ヶ⽉〜半年程⻑く飼育することで、⾁の風味
を引き出し、しつこくない繊細な味わいを持つ

出荷可能時期 通年

（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場

納入時の状態 冷蔵／冷凍 京都府

京都府

京都府

･三元交配種
・飼料にパン粉を配合することで、甘みがあ
り、柔らかい霜降りの豚肉
･平成29年全日本豚枝肉コンクールで最優秀賞
（農林水産大臣賞）を受賞

出荷可能時期 通年

（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場

納入時の状態 冷蔵／冷凍



豚肉[ブランド名：京丹波ぽーく］
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鶏肉[ブランド名：ハーモニーチキン］

畜産物

畜産物

畜産物

･肉質の良い品種を掛け合わせ京都府が開発し
た地鶏
・鶏特有の臭みが少なく適度な⻭ごたえと味わ
いのある鶏肉

出荷可能時期

納入時の状態

通年

冷蔵／冷凍

88

89

90

鶏肉[ブランド名：京地どり］

･肉質に優れた純粋種のデュロック種
･⼤⻨を配合した飼料でじっくり時間をかけて育
て、脂身が甘く、柔らかい豚肉
・食肉産業展2018銘柄ポーク好感度コンテストで
最優秀賞を受賞

出荷可能時期 通年

（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場

納入時の状態 冷蔵／冷凍 京都府

京都府

京都府

･原材料にこだわったオーダーメイドの飼料で
育て、もちもちとした⻭応えのある⾷感と深い
味わい
･日当たりの良い平飼いの鶏舎でクラシック音
楽を流し鶏のストレス軽減

出荷可能時期 通年

（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場

納入時の状態 冷蔵／冷凍



合鴨肉[ブランド名：京鴨］
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牛乳[ブランド名：美山牛乳］

畜産物

畜産物

畜産物

・現在、日本全国４か所でしか製造していない
「特別牛乳」
・風味を大切にした、低温殺菌、ノンホモ牛乳
･牛一頭ごとに優しく管理し、搾乳から処理ま
で一貫して製造

（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場

出荷可能時期

納入時の状態

通年

冷蔵

91

92

93

牛乳[ブランド名：京都の特別牛乳］

・合鴨専用の飼料を与え、季節に応じて配合を変
更
・赤肉の色は濃い赤色、脂肪の色は薄いピンクを
帯びた白が特徴

出荷可能時期 通年

（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場

納入時の状態 冷蔵／冷凍 京都府

京都府

京都府

･地元美山（京都府南丹市美山町）の牛乳を１
００％使用
･牛乳本来の風味が味わえるパスチャライズ製
法

出荷可能時期 通年

納入時の状態 冷蔵



牛乳[ブランド名：ヒラヤミルク ジャージー牛乳］
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鶏卵[ブランド名：野たまご］

畜産物

畜産物

畜産物

･飼料に玄米や海藻、香料などを配合し、コク
のある美味しい卵
･ストレスの少ない平飼い鶏舎で飼育

（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場

出荷可能時期

納入時の状態

通年

常温

94

95

96

鶏卵[ブランド名：しずたま］

・京都府内唯一のジャージー種専用牧場（丹後
ジャージー牧場）の生乳を使用
･搾りたての生乳をその日のうちに加工･生産
･一本一本手作業で、美味しさを損なわない処理

出荷可能時期 通年

（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場

納入時の状態 冷蔵 京都府

京都府

京都府

･数種類の素材を独自に配合した飼料と綺麗な
水で育てた鶏の卵
･ストレスの少ない平飼い鶏舎で飼育

出荷可能時期 通年

（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場

納入時の状態 常温



鶏卵[ブランド名：湯浅養鶏場の平飼い卵］
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鶏卵[ブランド名：こだわり卵］

畜産物

畜産物

畜産物

･素材と配合にこだわった飼料で育てた鶏の卵
･ストレスの少ない平飼い鶏舎で飼育

（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場

出荷可能時期

納入時の状態

通年

常温

97

98

99

鶏卵[ブランド名：美山の子守唄］

･独自に配合した飼料で育てた鶏の卵
･ストレスの少ない平飼い鶏舎で飼育

出荷可能時期 通年

（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場

納入時の状態 常温 京都府

京都府

京都府

・京都府内唯一の「農場HACCP認証農場」で
生産
・飼料に魚粉を多く配合し、濃厚でコクのある
卵
・飼料に赤パプリカ由来の天然色素も配合、紅
⾊の卵⻩が特徴

出荷可能時期 通年
（生産者）（生産者）（生産者）（生産者）

・京のこだわり畜産物生産農場・京のこだわり畜産物生産農場・京のこだわり畜産物生産農場・京のこだわり畜産物生産農場

・農場HACCP認証農場・農場HACCP認証農場・農場HACCP認証農場・農場HACCP認証農場

納入時の状態 常温



鶏卵[ブランド名：葉酸たまご］
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牛肉[ブランド名：兵庫県産（但馬牛）］

畜産物

畜産物

畜産物

・飼料に米やきなこ、海藻、発酵飼料等、厳選
した素材を配合し、卵本来の旨みを追求
･ストレスの少ない平飼い鶏舎で飼育

（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場

出荷可能時期

納入時の状態

通年

常温

100

101

102

鶏卵[ブランド名：蓮ヶ峯農場の平飼い卵］

･オキアミやマリーゴールド等を飼料として配合
し、濃厚でコクのある味わい
･特に妊娠時に必要な栄養素である葉酸を多く含
む卵

出荷可能時期 通年

（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場（生産者）京のこだわり畜産物生産農場

納入時の状態 常温 京都府

京都府

兵庫県

兵庫県内を出⽣地とした但⾺⽜の⾎統を持つ⿊
⽑和種。神⼾⾁流通推進協議会に登録された指
定生産農家によって肥育された牛。兵庫県内の
指定食肉センターでと畜解体された牛。と畜月
齢が、生後28ヶ月齢以上から60ヶ月齢以下の
牛。（社）日本食肉格付協会による格付けで歩
留・肉質等級が「Ａ」「Ｂ」２等級以上。

出荷可能時期 通年

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

納入時の状態 冷凍



牛乳[ブランド名：淡路島低温殺菌牛乳］
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牛乳[ブランド名：匠 淡路島牛乳］

畜産物

畜産物

畜産物

淡路島産の原乳のみを使用しています。ＩＳＯ
９００１認証工場で生産しています。

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

出荷可能時期

納入時の状態

通年

冷蔵

103

104

105

牛乳[ブランド名：淡路島牛乳］

淡路島の厳選された酪農家で生産された生乳を低
温殺菌（65℃30分間）しています。ＩＳＯ９００
１認証工場で生産しています。

出荷可能時期 通年

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

納入時の状態 冷蔵 兵庫県

兵庫県

兵庫県

淡路島の厳選された酪農家で生産された生乳を
使用しています。ＩＳＯ９００１認証工場で生
産しています。

出荷可能時期 通年

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

納入時の状態 冷蔵



牛乳[ブランド名：ひょうごの低温殺菌牛乳］
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牛乳[ブランド名：ひょうごの郷牛乳］

畜産物

畜産物

畜産物

兵庫県小野市に位置する共進牧場の直営ジャー
ジー牧場の生乳を使用しています。ホルスタイ
ン種に比べ、乳脂肪分が高く、コクのある飲み
口が特徴です。

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

出荷可能時期

納入時の状態

通年

冷蔵

106

107

108

牛乳[ブランド名：ジャージーミルク］

兵庫県小野市に位置する共進牧場から半径10km
範囲の指定酪農家が搾乳した生乳を使用していま
す。低温殺菌により生乳本来の味に近い飲み口で
す。

出荷可能時期 通年

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

納入時の状態 冷蔵 兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県の酪農地帯である⻄脇市・加東市・加⻄
市・加古川市・⼩野市・三⽊市・神⼾市所在の
酪農家が搾乳した生乳のみを使用（産地限
定）。鮮度を重視するために、工場に近い酪農
家から毎日集めた生乳のみを使った成分無調整
牛乳です。

出荷可能時期 通年

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

納入時の状態 冷蔵



牛乳[ブランド名：六甲山麓牛乳］
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牛乳[ブランド名：低温殺菌牛乳(丹波乳業)］

畜産物

畜産物

畜産物

丹波市内３名の酪農家で生産された生乳を低温
殺菌（65℃30分間）しています。ノンホモゲナ
イズド処理しています。

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

出荷可能時期

納入時の状態

通年

冷蔵

109

110

111

牛乳[ブランド名：氷上低温殺菌牛乳］

六甲⼭の北側にある神⼾市北区の有野、淡河、⻑
尾、大沢、八多、山田地区の酪農家が搾乳した生
乳を使用（産地指定）しています。鮮度を重視す
るために、工場に近い酪農家から毎日集めた生乳
のみを使った成分無調整牛乳です。

出荷可能時期 通年

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

納入時の状態 冷蔵 兵庫県

兵庫県

兵庫県

丹波・但馬地域の酪農家で生産された生乳を使
用しています。低温殺菌（65℃30分間）です。

出荷可能時期 通年

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

納入時の状態 冷蔵



牛乳[ブランド名：丹波のおいしい牛乳］
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鶏肉[ブランド名：但馬どり］

畜産物

畜産物

畜産物

兵庫県多可町特産の銘柄鶏。通常の倍の⻑期間
(約100日)、平飼い鶏舎を走り回りながら育っ
た播州百日どりは、噛んだ瞬間、口の中に旨み
が拡がります。

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

出荷可能時期

納入時の状態

通年

冷凍

112

113

114

鶏肉[ブランド名：播州百日どり］

兵庫県の丹波・但馬産生乳を丹波市の工場で殺菌
してパック詰めし、成分無調整のおいしいく風味
豊かな牛乳です。

出荷可能時期 通年

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

納入時の状態 冷蔵 兵庫県

兵庫県

兵庫県

種鶏場、孵卵場、生産農場、食鳥処理を但馬地
域に限定して一貫生産（ひな導入から製品ま
で）を行っています。

出荷可能時期 通年

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

納入時の状態 冷凍



鶏肉[ブランド名：但馬すこやかどり］
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鶏卵[ブランド名：ココナ］

畜産物

畜産物

畜産物

ケージ飼いとせず、鶏舎内で平飼いをしていま
す。

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

出荷可能時期

納入時の状態

通年

冷蔵

115

116

117

鶏卵[ブランド名：宮本さんちの平飼い地たまご］

健康・安全・安心。無薬飼料飼育にハーブなどを
加えた飼料で育てた健康な鶏肉です。生産農場も
兵庫県に限定し飼育しました。

出荷可能時期 通年

ひょうご安心ブランドひょうご安心ブランドひょうご安心ブランドひょうご安心ブランド

納入時の状態 冷凍 兵庫県

兵庫県

兵庫県

飼料中にココナッツミルクを配合して与えてい
ます。中鎖脂肪酸を含有する卵です。ビタミン
Eの含量が高い卵です。兵庫県食品衛生管理プ
ログラム認定ＧＰで鶏卵処理しています。

出荷可能時期 通年

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

納入時の状態 冷蔵



鶏卵[ブランド名：ゴマ海草たまご］
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鶏卵[ブランド名：奥丹波の卵］

畜産物

畜産物

畜産物

ビタミンＥ強化卵（含有量 35mg）です。木酢
酸を飼料に配合しています。卵⻩⾊が普通卵よ
りオレンジ色が濃いのが特徴です。

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

出荷可能時期
納入時の状態

通年

冷蔵

118

119

120

鶏卵[ブランド名：赤穂の源］

飼料にゴマと海草を配合して与えています。ビタ
ミンＥの含量が高い卵です。

出荷可能時期 通年

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

納入時の状態 冷蔵 兵庫県

兵庫県

兵庫県

自然豊かな奥丹波地方で大切に育てた鶏の卵で
す。ブナ･ナラの樹液、ヨモギ粉、海草などを
飼料に配合し鶏に与えています。自然の甘み、
コクがあり、味わい深い卵です。

出荷可能時期 通年

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

納入時の状態 冷蔵



鶏卵[ブランド名：冨士ファームのおいしい赤たまご］
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鶏卵[ブランド名：やまぶき卵］

畜産物

畜産物

畜産物

ビタミンEが一般卵の10倍以上。天然ハーブ・
海藻粉末等の純植物性飼料で育った赤鶏のうみ
たて卵です。生卵独特の臭みがなく、昔ながら
のコクがある身体にやさしい卵です。

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

出荷可能時期

納入時の状態

通年

冷蔵

121

122

123

鶏卵[ブランド名：せせらぎ］

ビタミンＥが豊富に含まれています。

出荷可能時期 通年

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

納入時の状態 冷蔵 兵庫県

兵庫県

兵庫県

①当農場で生産された卵であることを証明する
ため卵一つ一つに印字。②遺伝子非組み換え穀
物、高品質の素材にこだわった単体飼料を自家
配合した独自の飼料を給与。③単体の食用丸粒
とうもろこしを直輸入・自家粉砕して配合。

出荷可能時期 通年

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

納入時の状態 冷蔵



鶏卵[ブランド名：淡路島たまご もみじ、淡路島たまご さくら］
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鶏卵[ブランド名：あじわい茜］

畜産物

畜産物

畜産物

ビタミンＥが強化されています。

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

出荷可能時期

納入時の状態

通年

冷蔵

124

125

126

鶏卵[ブランド名：タズミの卵］

国産鶏から採卵した卵です。地元産米ぬかを発酵
させ飼料に配合しています。

出荷可能時期 通年

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

納入時の状態 冷蔵 兵庫県

兵庫県

兵庫県

ビタミンＥが通常卵よりも多く、兵庫県食品衛
生管理プログラムの認定を受けた鶏卵選別包装
施設で処理しています。

出荷可能時期 通年

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

納入時の状態 冷蔵



鶏卵[ブランド名：藤橋家の夢美人］
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鶏卵[ブランド名：藤橋家のひょうごの穂々笑実］

畜産物

畜産物

畜産物

究極のこだわり鶏卵。たくさんのこだわりが詰
められています。①ビタミンE強化、②朝採れ
の鮮度の⾼い卵を養鶏場が直送、豊かな⻩⾝の
盛り上がり、③パプリカ⾊素で⻩卵⾊が鮮やか
なオレンジ色、④当社オリジナルの飼料配合で
生食後の口当たりが良いのが特徴です。

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

出荷可能時期

納入時の状態

通年

冷蔵

127

128

129

鶏卵[ブランド名：日本一こだわり卵］

モーツァルトを聴いた鶏から産まれました。餌に
こだわり、ビタミンEと葉酸が一般鶏卵の３倍で
す。

出荷可能時期 通年

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

納入時の状態 冷蔵 兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫の循環型農業からうまれた卵。餌に兵庫県
産のお米を入れることで兵庫の農地を守り、食
糧自給率アップに貢献しています。

出荷可能時期 通年

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

納入時の状態 冷蔵



鶏卵[ブランド名：赤穂のほまれ卵］
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鶏卵[ブランド名：オクノの玉子］

畜産物

畜産物

畜産物

淡路島の恵まれた環境のもとで、雄と雌を自由
に放し飼いにし、鶏卵中のビタミンＥとヨード
を強化した卵です。

ひょうご安心ブランドひょうご安心ブランドひょうご安心ブランドひょうご安心ブランド

出荷可能時期

納入時の状態

通年

冷蔵

130

131

132

鶏卵[ブランド名：淡路放し飼いたまご］

ビタミンＥ強化卵（含有量 35mg）です。木酢酸
を飼料に配合しています。卵⻩⾊が普通卵よりオ
レンジ色が濃いのが特徴です。

出荷可能時期 通年

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

納入時の状態 冷蔵 兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県産の飼料用米を１５％以上使用していま
す。使用する飼料用米は出穂以降の農薬散布を
原則行っていません。

出荷可能時期 通年

ひょうご安心ブランドひょうご安心ブランドひょうご安心ブランドひょうご安心ブランド

納入時の状態 冷蔵



鶏卵[ブランド名：丹波・幸世村の平飼いたまご］
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豚肉[ブランド名：ひょうご雪姫ポーク］

畜産物

畜産物

畜産物

餌と飲水にこだわり抜いて大切に育てた髙尾牧
場のオリジナルブランドポーク。さっぱりと上
品でコクと旨みのある柔らかい肉質は様々な料
理にお使い頂けます。

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

出荷可能時期

納入時の状態

通年

冷凍

133

134

135

豚⾁[ブランド名：神⼾ポーク髙尾牧場］

誰もが安心して食べられることを大切にしなが
ら、収穫後農薬不使用で遺伝子組み換え食品では
ない安心・安全なエサと地元のお野菜を与え、丹
波の大自然の中、元気いっぱいに育てられた平飼
いのたまごです。

出荷可能時期 通年

ひょうご安心ブランドひょうご安心ブランドひょうご安心ブランドひょうご安心ブランド

納入時の状態 冷蔵 兵庫県

兵庫県

兵庫県

霜降り豚肉。エコフィード（パンや麺類などの
でん粉質飼料）を豚に多く与えることにより
ロース等に霜降りが入る美味しい豚肉です。

出荷可能時期 通年

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

納入時の状態 冷凍



豚肉[ブランド名：但馬ポーク］
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豚肉[ブランド名：ゴールデン・ボア・ポーク(いのぶた)］

畜産物

畜産物

畜産物

①姫路市という立地を活かして、パスタ、洋菓
⼦、⽶、⻨などを活⽤し、独⾃に開発した加熱
攪拌設備によりエコフィード化を行い、肥育期
間中７割以上給与。②豚肉本来の持つ能力を発
揮させるため、枝肉重量は８５ｋｇ以上且つ背
脂肪は豚枝肉取引規格の中等級(２．７ｃｍ)範
囲内。③一般の豚肉に比べ、ドリップロスや加
熱時の体積減少率が低く、ジューシーで加熱し
ても柔らかい豚肉。

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

出荷可能時期
納入時の状態

通年

冷凍

136

137

138

豚肉[ブランド名：姫路グルメポーク・桃色吐息］

生菌配合飼料(ＮＢ―８１)を肥育後期の約３カ月
間、０．３％配合し給与することにより肉質を向
上させています。

出荷可能時期 通年

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

納入時の状態 冷凍 兵庫県

兵庫県

兵庫県

①猪、⿊豚、デュロック、いのぶたとの交配に
より生まれた豚肉（いのぶた）。②生産豚を健
康に育てる為に、飼料は非遺伝子組換えトウモ
ロコシ、大豆を指定し、酒粕と淡路産飼料米を
給与。③生後６か月齢以降、抗生物質は一切投
与していません。④肥育日数は一般豚に比べて
約1.5倍の約９か月の間、ゆったりと時間をか
けて肥育。⑤脂身は不飽和脂肪酸含量が多く、
融点が低い。

出荷可能時期 通年

ひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランドひょうご推奨ブランド

納入時の状態 冷蔵



鶏肉[ブランド名：大和肉鶏］
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豚肉[ブランド名：ヤマトポーク］

畜産物

畜産物

畜産物

赤身はやわらかく、脂肪にはオレイン酸が豊富
に含まれ、口溶けが良く風味豊かな味わいが特
徴の和牛肉。
⽗⽜・⺟⽜の⾎統や毎⽇⾷べている飼料などの
情報を全て一元管理。豊かな自然と昼夜の寒暖
差の大きい気候風土の中で、ストレスのない快
適な飼育環境で丹精込めて育てられている。

リーディング品目リーディング品目リーディング品目リーディング品目

出荷可能時期

納入時の状態

通年

精肉（冷蔵）

139

140

141

牛肉[ブランド名：大和牛］

コクと旨味があり、肉の締まりが良く、適度な脂
肪がある地鶏肉。
大正末期から昭和初期にかけて京阪神で名声を博
した「大和かしわ」の復活の要望に応えるべく、
名古屋種・ニューハンプシャー種・シャモの３品
種を交配、改良を重ねて昭和５７年に作出した奈
良県の特産品の１つ。
平成１９年１０月には、地域団体商標に登録され
るなど、着実に地域ブランドとしての地位を築い
てきた。

出荷可能時期 通年
地域団体商標地域団体商標地域団体商標地域団体商標

（第5084596号）（第5084596号）（第5084596号）（第5084596号）

県リーディング品目県リーディング品目県リーディング品目県リーディング品目

納入時の状態 精肉（冷蔵） 奈良県

奈良県

奈良県

口の中ですっと溶ける甘い脂身と、やわらかく
ジューシーな肉質が特徴の奈良県産豚肉。
⽗豚に⾼品質なデュロック種、⺟豚に⼤ヨーク
シャー種とランドレース種の交雑種からなる三
元交雑豚。臭みの原因となる動物性原料を使用
せず、味を良くするために菓子粉やパン粉を２
０％以上使用する等、専用に配合された飼料を
与えられている。

出荷可能時期 通年

リーディング品目リーディング品目リーディング品目リーディング品目

納入時の状態 精肉（冷蔵）



鶏卵[ブランド名：大和なでしこ卵］
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卵[ブランド名：生石高原ゆめたまご］

畜産物

畜産物

畜産物

養蜂組合と県が連携してブランド化した、品質
の高さと安全性を科学的に証明した蜂蜜。花の
香りとさっぱりとした甘さが味わえる。
巣の中で完熟した生蜂蜜100％であることを、
糖度の高さ（79％以上）とH.M.F.値の低さ
（2.0mg/100g以下）で証明、抗生物質・農薬
の検査も実施、厳しい認定基準をクリアしたも
のだけが、奈良県産高級蜂蜜『大和の雫』とし
て流通する。

リーディング品目リーディング品目リーディング品目リーディング品目

出荷可能時期
納入時の状態

通年

常温

142

143

144

蜂蜜[ブランド名：大和の雫］

県内５⼾の養鶏場で、同⼀の指定配合飼料を与え
られた、14カ月齢以下の若い親鳥から産まれた鶏
卵のみが大和なでしこ卵となる。
指定配合飼料には魚油を添加してコクとＤＨＡ
（ドコサヘキサエン酸）を卵に移行させるととも
に、生臭さの軽減のために茶葉粉末を飼料に添
加。卵殻色はピンク色で、DHAが通常卵の約2.5
倍 （250〜280mg）と豊富に含まれている。

出荷可能時期 通年

リーディング品目リーディング品目リーディング品目リーディング品目

納入時の状態 常温 奈良県

奈良県

和歌山県

生石高原の湧き水と澄んだ空気の中、遺伝子組
換えなしの飼料に、肝臓機能の活発化等が公的
に証明された高野山の薬草（トウキ）を加え自
家配合で育てた鶏が産んだ卵は、⻩⾝に⽢みが
あり、白身は生臭さがなく体に優しく安心して
食べられます。

出荷可能時期 通年

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 常温



卵[ブランド名：紀州うめたまご］
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鶏肉[ブランド名：紀の国みかんどり］

畜産物

畜産物

畜産物

紀州梅の梅酢加工品、紀州梅そだち（梅
BX70）を与えて健康に育った鶏は、2008年食
肉産業展「地鶏・銘柄鶏食味コンテスト」で最
優秀賞を受賞。そのおいしさが認められていま
す。

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

出荷可能時期

納入時の状態

通年

冷蔵

145

146

147

鶏肉[ブランド名：紀州うめどり］

紀州梅の梅酢加工品、紀州梅そだち（梅BX7）0
を与えて健康に育った鶏が、おいしい卵を産みま
した。うめたまごは、こんもりぴちぴち、お子さ
んや妊婦さんに大切な栄養素（葉酸）が含まれ、
さらに味わいよく安心してお召し上がりいただけ
ます。

出荷可能時期 通年

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 常温 和歌山県

和歌山県

和歌山県

紀の国和歌山の山麓の自然の中、和歌山のみか
ん果皮を加えた安心安全な餌を与えてすくすく
と育てられた健康鶏です。

出荷可能時期 通年

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 冷蔵



卵[ブランド名：⻘空たまご］
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鶏肉[ブランド名：ほろほろ鳥肉］

畜産物

畜産物

畜産物

イノブタは一代雑種にこだわり、その肉質は、
あっさりしていて臭みがなく、癖がない中にも
風味があり、豚⾁に⽐べ適度な⻭ごたえがあ
り、保水性が良く肉汁の漏出が少ない。特に、
脂身は甘くコクがあり、口の中でとろけるよう
な滑らかさです。

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

出荷可能時期

納入時の状態

通年

冷蔵

148

149

150

イノブタ肉[ブランド名：イブの恵み］

有田川の自然に恵まれた環境でのびのびと飼育し
た若鶏だけに産ませている卵です。鶏の餌には天
然の地下水、海藻、木酢（ネッカリッチ）を与え
ています。

出荷可能時期 通年

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 常温 和歌山県

和歌山県

和歌山県

ほろほろ鳥の肉は、赤みが濃く肉質がしまって
いて、独特の風味があり、キジ肉に匹敵しま
す。ほろほろ鳥は解体処理後、真空ﾊﾟｯｸして急
速冷凍することで、肉が新鮮な状態で保存され
ます。

出荷可能時期 通年

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 冷蔵



牛肉[ブランド名：熊野牛］
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イノシシ肉[ブランド名：いの屋の猪肉］

畜産物

畜産物

畜産物

日本一のミカンの産地和歌山のミカン畑を蜜蜂
が飛び回り、ほのかな酸味・爽やかな香りの上
品な蜂蜜です。

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

出荷可能時期

納入時の状態

通年

常温

151

152

153

蜂蜜[ブランド名：ほんまもん蜜柑蜂蜜］

紀州和歌山の山塊に抱かれた自然豊かな環境の中
で、緑豊かな山々から湧き出る美しい水と100％
植物性飼料を十分与え、徹底した健康管理と精一
杯の愛情をそそぎ、丹精を込めて育てられた美味
しい「和歌山ふるさとの味・熊野牛」です。

出荷可能時期 通年

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 冷蔵 和歌山県

和歌山県

和歌山県

自然をかけめぐり、木の実や果物を豊富に蓄え
た野生の猪を解体から処理まで。安心安全など
こにも劣らない良質で美味しい「和歌山県産 猪
肉」です。

出荷可能時期 通年

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 冷蔵



シカ肉[ブランド名：いの屋の鹿肉］
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イノシシ肉[ブランド名：しらまぼたん（猪）］

畜産物

畜産物

畜産物

太田養鶏場は和歌山県の有田地方で育てた紀州
鴨を処理・販売しています。温暖な気候の中、
のびのびと育った紀州鴨をぜひご賞味くださ
い。

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

出荷可能時期

納入時の状態

通年

冷蔵

154

155

156

鶏肉[ブランド名：紀州鴨］

自然をかけめぐり、木の実や果物を豊富に蓄えた
野生の鹿を解体から処理まで。安心安全などこに
も劣らない良質で美味しい「和歌山県産 鹿肉」で
す。

出荷可能時期 通年

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 冷蔵 和歌山県

和歌山県

和歌山県

厳選された個体は品質向上に繋がり良質商品の
出荷に努めています。豊かな自然が猪肉に旨み
をプラスしており、初めての方でも十分に満足
して頂けるよう安心安全にも心掛けています。

出荷可能時期 通年

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 冷蔵



シカ肉[ブランド名：しらまもみじ(鹿)］
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豚肉[ブランド名：熊野ポーク］

畜産物

畜産物

畜産物

紀州梅の梅酢エキスを与えて育てた豚肉は、柔
らかくてドリップも少なく、さっぱりとした味
に仕上がっています。特に女性の食味評価が高
いですよ。

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

出荷可能時期

納入時の状態

通年

冷蔵

157

158

159

豚肉[ブランド名：紀州うめぶた］

こだわりのチェックを行う事で良質で安心安全な
商品出荷を行なっています。自然豊富な地域で
育った鹿はジビエの中でも食べやすく特に女性の
人気が高まっています。一度、味わってみて下さ
い。

出荷可能時期 通年

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 冷蔵 和歌山県

和歌山県

和歌山県

和歌山県畜産試験場と近畿大学生物理工学部と
の共同研究による「アミノ酸バランス法」で育
てました。肉質は柔らかく上質な脂の入った豚
肉です。

出荷可能時期 通年

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 冷蔵



牛肉[ブランド名：鳥取和牛］
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牛乳[ブランド名：白バラ牛乳］

畜産物

畜産物

畜産物

高級化志向の消費者ニーズに応え、よりおいし
い肉用鶏として1992年から生産が開始された鳥
取県のオリジナル品種。自然あふれる大地で育
ち、肉独特のくせが少なく、大変食べやすく、
脂がほどよくのって非常に柔らかいのが特徴で
す。低脂肪でコクのあるひと味違う鶏肉本来の
野性味あふれる懐かしい味を楽しめます。

出荷可能時期

納入時の状態

通年

冷蔵

160

161

162

鶏肉[ブランド名：鳥取地どりピヨ］

鳥取和牛はとろけるような口どけと風味の良さが
特徴で、平成29年9月に宮城県で開催された全国
和牛能力共進会において肉質日本一の評価（第7
区総合評価群肉牛の部で第一位）を受けました。
中でも、鳥取県の伝説の種雄牛｢気高号｣の血統を
有し、オレイン酸含有率５５％以上、肉質等級４
等級以上の条件をクリアしたものは「鳥取和牛オ
レイン５５」としてブランド化を図っています。

出荷可能時期 通年

納入時の状態 冷蔵 鳥取県

鳥取県

鳥取県

大山乳業農業協同組合の牛乳・乳製品は全量、
県内で生産・出荷しており、乳質（生乳の品質
基準）の成績は全国でもトップクラスの良質
乳。搾乳から製品化までの時間が短い新鮮な牛
乳です。

出荷可能時期 通年

納入時の状態 冷蔵



ジビエ[ブランド名：鳥取ジビエ］
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鶏[ブランド名：阿波尾鶏］

畜産物

畜産物

畜産物

数ある地鶏ブランドの中で，生産量日本一！徳
島で昔から飼われていた赤笹系軍鶏に血統由来
し，１０年かけて作り出された。生まれも育ち
もオール徳島・県内一貫生産であり，自然の中
で８０日以上飼育される。旨味成分であるイノ
シン酸やグルタミン酸のバランスが良く，ほど
よい⻭ごたえも楽しめる。低脂肪な上に，どの
ような調理法でも美味しい万能な地鶏肉。

とくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランド

出荷可能時期

納入時の状態

通年

冷凍

163

164

165

鶏[ブランド名：阿波尾鶏］

（シカ）運動量が多く締まったきめ細やかな肉質
が特徴。また、豊かな山の恵みを食べて育つため
味に深みがある。脂が少なくなめらかで、香りは
繊細でクセのない味わい。
（イノシシ）木の実やくずなどを食べるイノシシ
は、赤みが鮮やかで甘みを感じる良質な脂を蓄え
ている。11月から年明けまでが食べ頃で、肉はき
れいな紅い色、脂は香りが良く、甘みがのる。

出荷可能時期 通年

納入時の状態 冷蔵 鳥取県

徳島県

徳島県

数ある地鶏ブランドの中で，生産量日本一！徳
島で昔から飼われていた赤笹系軍鶏に血統由来
し，１０年かけて作り出された。生まれも育ち
もオール徳島・県内一貫生産であり，自然の中
で８０日以上飼育される。旨味成分であるイノ
シン酸やグルタミン酸のバランスが良く，ほど
よい⻭ごたえも楽しめる。低脂肪な上に，どの
ような調理法でも美味しい万能な地鶏肉。

出荷可能時期 通年

とくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランド

納入時の状態 冷凍



牛[ブランド名：一貫牛（阿波牛）］
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牛[ブランド名：阿波牛の匠 のべ牛］

畜産物

畜産物

畜産物

あずき色に輝く幻の肉。全国的に市販の配合飼
料を使用する農家が増えているが，国産の稲わ
らや，⻨，ふすまなどを，⽜の顔を⾒ながら独
⾃に調合して与えているため，⿊⽑和⽜本来の
豊かなうま味，とろけるような柔らかさが再現
されているところが自慢。

とくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランド

出荷可能時期

納入時の状態

通年

冷凍

166

167

168

牛[ブランド名：阿波牛の頂点 別紙牧場牛］

阿波牛のきわみ。阿波牛として唯一，「肥育」か
ら「と畜」そして「販売」までを一貫して行って
いる。また，牧場の全ての「阿波牛」が「一貫
牛」と名乗るわけではなく，霜降り度はもとよ
り，色，キメ，光沢，絞まりなど，全てにおいて
最上質である阿波牛を評価，厳選した一部の阿波
牛のみに「一貫牛」の格を与えている。

出荷可能時期 通年

とくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランド

納入時の状態 冷蔵 徳島県

徳島県

徳島県

匠の技で丹誠に育てた極上の阿波牛。鮎と清流
で名⾼い那賀川下流域で⻑年経験を積んだ匠に
よって育てられている。⿊⽑和⽜の牝のみ扱っ
ているため，脂の甘さと肉の旨味が濃厚。ま
た，無添加の飼料と無薬で飼育しているため，
安全・安心。

出荷可能時期 通年

とくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランド

納入時の状態 冷蔵



⽜[ブランド名：ふじおか牧場産 阿波⿊⽑和⽜⾁］
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豚[ブランド名：阿波とん豚］

畜産物

畜産物

畜産物

阿波⿊⽜は２７ヶ⽉の⻑期肥育をブランド定義
としている。⼀般交雑種２１〜２２ヶ⽉で出荷
されるところを，５〜６ヶ⽉も多く肥育するこ
とで，赤身はもちろん脂身にもしっかりとした
深い旨味が入り，誰が食べても解る美味しさに
仕上がっている。また，成⻑時期毎に変化させ
たオリジナル配合飼料と給餌のタイミングにこ
だわり，他にはない旨味を実現している。

とくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランド

出荷可能時期

納入時の状態

通年

冷蔵

169

170

171

⽜[ブランド名：阿波⿊⽜］

⾃社牧場で育てたこだわりの「⿊⽑和⽜」。⽣後
８〜１０ヶ⽉から，朝４時より１頭１頭健康状態
をチェックし，お肉になるまでを健康な状態であ
るよう努めている。仕上げにビール粕を与え，肉
の柔らかさや味を１頭１頭チェックし，日々品
質・味管理をしている。

出荷可能時期 通年

とくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランド

納入時の状態 冷凍 徳島県

徳島県

徳島県

やわらかさ・ジューシー感・甘味・うま味が強
く，脂も甘味を感じられる肉。「県内に生息し
た日本猪のＤＮＡを持つ豚」を数世代繰り返し
種畜選抜し，およそ１０年がかりで開発した。
科学的根拠（ＤＮＡデータ）に基づく「美味し
さ」「安心・安全性」を特徴としている。

出荷可能時期 通年

とくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランド

納入時の状態 冷蔵



はちみつ[ブランド名：はちみつ太良］
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卵[ブランド名：オーガニックたまご］

畜産物

畜産物

畜産物

清流吉野川の地下水を地下１００ｍから汲み上
げ，丁寧に濾過したものを鶏の飲み水として与
えることで，臭みのない卵が産まれる。沸化
石，海藻，ヨモギ粉末等１２種類をミックスし
た特殊飼料を用い，一羽一羽丹誠込めて育てた
鶏が産んだ卵は，濃厚でコクのある⻩味が特
徴。また，ビタミンＥが普通卵の１４倍でコレ
ステロール値が普通卵より低い。

とくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランド

出荷可能時期

納入時の状態

通年

冷蔵

172

173

174

卵[ブランド名：アイ杉原の赤卵］

県内最大のみかん産地として恵まれた土壌と日照
量を活かし，早くより高糖系への品種改良がなさ
れた花から採取される甘味が強い蜜を，通常は３
度可能な採密を１度しかとらず，糖度８５以上の
粘りのある濃い蜜に仕上げ，みかん蜜特有の味と
香りを出している。

出荷可能時期 ６⽉〜４⽉

とくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランド

納入時の状態 常温 徳島県

徳島県

徳島県

2018年2月に日本では3番目となる、有機JAS
（オーガニック）のたまごでの認証を取得。
「オーガニック（有機）たまご」は、遺伝子組
み換え技術を使用しない、化学物質に頼らな
い、鶏本来の運動性を担保する動物福祉を重要
なポイントとして、厳正なJAS基準に適合し
た、人・鶏・環境に優しいたまごです 。

出荷可能時期 通年

有機JAS有機JAS有機JAS有機JAS

納入時の状態 パック等



アユ[ブランド名：琵琶湖産コアユ］
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とり貝[ブランド名：丹後とり貝］

水産物

水産物

水産物

古代湖琵琶湖に棲むビワマスは、水温が低い琵
琶湖の深部で、３〜５年かけて成⻑し、成熟す
ると生まれた河川に遡上して産卵するという琵
琶湖独特の生態をもつサケ科の固有種です。主
に刺網で漁獲され、日本の淡水魚の中では「至
高の味」と称されるほど美味で、刺身を中心
に、塩焼、炊き込みご飯、ムニエルなど様々な
料理に利用されています。

地域産業資源指定品地域産業資源指定品地域産業資源指定品地域産業資源指定品

出荷可能時期

納入時の状態

12⽉〜9⽉

冷凍

175

176

177

ビワマス[ブランド名：ビワマス］

古代湖である琵琶湖で育つアユは、通常の川で育
つアユと異なり体⻑は⼤きくても12ｃｍ程度にし
かならずコアユと呼ばれています。骨もやわらか
く、てんぷら、空揚げ等、体全体を使った料理に
最適な琵琶湖の特産品です。琵琶湖漁業では最も
重要な魚種で、エリと呼ばれる小型定置網や、沖
すくい網といった琵琶湖で発展した独特の漁法で
漁獲されています。

出荷可能時期 12⽉〜8⽉

地域産業資源指定品地域産業資源指定品地域産業資源指定品地域産業資源指定品

納入時の状態 冷蔵か冷凍 滋賀県

滋賀県

京都府

稚貝から１年間かけてじっくり育てられ、一般
のとり貝に比べ、ひとまわり以上も大きくなり
ます。肉厚でやわらかく独特の甘みがありま
す。湯通ししたものをお造りや酢の物にするほ
か、かるくあぶるなどして、おいしく食べるこ
とができます。

出荷可能時期 ５月上旬から７月中旬

京のブランド産品京のブランド産品京のブランド産品京のブランド産品

納入時の状態 冷蔵活魚/冷凍加工



鮎[ブランド名：献上鮎］
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マダイ[ブランド名：明石鯛］

水産物

水産物

水産物

明石海峡の速い潮流にもまれ、潮目に集まる豊
富なカニやエビを餌として育っています。その
ためプリッとした弾力があり、噛むほどに甘み
が出てきます。

出荷可能時期

納入時の状態

6月

冷蔵

178

179

180

マダコ[ブランド名：明石だこ］

 淀川水系の最上流，京都市右京区京北地域を流
れる上桂川の鮎は平安遷都から幕末まで毎年夏に
献上されていた歴史があります。市街地と京北地
域を結ぶ周山街道の料理店では夏の食材として欠
かせません。
 また，上桂川は稚魚の放流場所が多いため，全
国有数の「友釣り名川」として知られ，多くの釣
り人が訪れています。豊かな緑に囲まれた清流で
育った鮎は味・香りともに格別で全国にその名を
知られています。

出荷可能時期 ６⽉中旬〜９⽉中旬

納入時の状態 冷蔵（生鮎） 京都府

兵庫県

兵庫県

潮流の速い明石海峡に集まる栄養豊富なカニや
エビを餌として育ち、身の引き締まった旨味の
ある天然真鯛です。

出荷可能時期 6月

納入時の状態 冷蔵



ハモ
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タチウオ[ブランド名：紀州 紀ノ太刀］

水産物

水産物

水産物

パーマークと呼ばれる小判状の斑点と小さな朱
色が特徴で、「渓流の女王」とも称される。川
魚のなかでもクセが少なく美味。
主な生産地は吉野郡や宇陀郡で、養殖されたあ
まごは、河川漁業の放流用のほか、地元へ食用
出荷や甘露煮などの加工品としても利用されて
いる。

奈良県チャレンジ品目奈良県チャレンジ品目奈良県チャレンジ品目奈良県チャレンジ品目

出荷可能時期

納入時の状態

3〜10⽉

冷蔵

181

182

183

あまご[ブランド名：あまご］

兵庫県・瀬⼾内海で⽔揚げされたハモは、速い潮
流にもまれ、潮目に集まる豊富なイカ、タコ、小
魚を餌としています。本場である淡路島産のハモ
は淡泊な中に豊かな旨味を持っています。

出荷可能時期 6月

納入時の状態 冷蔵 兵庫県

奈良県

和歌山県

⼤阪湾からの内海系⽔と南からの⿊潮分枝流の
影響を受けた紀伊水道の恵みによる豊富な水産
資源の中でも水揚げ量の多いタチウオは、船か
らすぐにリヤカーで移動し入札後は仲買人から
その日のうちに出荷されます。

出荷可能時期 3⽉〜9⽉

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 冷蔵



ハモ[ブランド名：辰ヶ鱧］
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クエ[ブランド名：紀州梅くえ］

水産物

水産物

水産物

⻑年培った養殖技術に、和歌⼭の特産物である
梅から抽出したエキスを飼料に混合させて飼育
しています。天然の真鯛に勝るとも劣らない身
の締まりと良質な脂がのった、健康的で豊かな
味わいの真鯛です。

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

出荷可能時期

納入時の状態

通年

冷蔵

184

185

186

タイ[ブランド名：紀州梅まだい］

県内の６割の水揚げを占める辰ヶ鱧は、淡白な白
身で、幅広い料理が楽しめます。鮮度管理には大
量の氷を使用する方法と水槽に活かして持ってく
る方法があり、いわゆる活のハモは、仲買いによ
り活〆めし、鮮度が保たれます。すり身を使用し
た加工品も開発中です。

出荷可能時期 6⽉〜10⽉

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 冷蔵 和歌山県

和歌山県

和歌山県

梅酢エキス配合飼料と地元産の魚を与える事
で、味わい深い高品質な本くえに成育します。
無投薬飼育に成功し、生産履歴を明確化してお
ります。くえ本来の美味しさを提供するため
に、１０年以上の年数をかけて丹念に育ててお
ります。

出荷可能時期 通年

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 冷蔵



タイ[ブランド名：⼤瀬⼾の真鯛］
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タイ[ブランド名：加太のマダイ］

水産物

水産物

水産物

鍋の王様高級魚クエは、味が淡白な白身魚で、
身が硬く、食感も良く、しっかりとした旨味が
あり、またフグのように薄造りにした刺身は最
上のもののひとつですが、近年、激減している
天然物に代わり、皆様のご家庭で気軽に安心し
て召し上がって頂けるよう努めています。

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

出荷可能時期

納入時の状態

通年

冷蔵

187

188

189

クエ[ブランド名：⼤瀬⼾の本九絵］

タイは、昔から祝い事の代表的な魚として日本の
食卓を賑わしてきました。美味しいのは「目の下
1尺」と言われる30cm前後で、放流や養殖も盛ん
で、和歌山県南部でも盛んに養殖されており、弊
社でも主な商品となっています。

出荷可能時期 通年

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 冷蔵 和歌山県

和歌山県

和歌山県

友ヶ島周辺のマダイは、紀淡海峡の速い潮にも
まれて育ち、身は良質でよく引き締まっていま
す。加太の漁師は、伝統的漁法（疑似餌による
一本釣り）にこだわり、釣り上げられたマダイ
の処理（空気抜き等）が的確で、活魚の状態で
出荷されます。

出荷可能時期 通年

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 冷蔵



タコ[ブランド名：加太のタコ］
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ハモ[ブランド名：⼾坂のハモ］

水産物

水産物

水産物

日本有数の生まぐろの漁獲量を誇る勝浦漁港。
紀州勝浦産の生まぐろは、延縄漁法で漁獲され
たまぐろを一本一本丁寧に活け締め処理し、船
内で冷水保存（氷温）されるため、漁獲直後の
新鮮さと品質を保持しています。

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

出荷可能時期

納入時の状態

通年

冷蔵

190

191

192

マグロ[ブランド名：紀州勝浦産生まぐろ］

加太のマダコの特徴は、エサが豊富な友ヶ島周辺
海域で育っている為、柔らかく甘みがあり、刺し
身・ゆでタコ・から揚げ・シーフードの具とし
て、とてもおいしく食べることが出来ます。

出荷可能時期 6⽉〜9⽉

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 冷蔵 和歌山県

和歌山県

和歌山県

⼾坂のハモは紀ノ川や有⽥川の恵みを受け、ハ
モの身がしまり、味もよく、とても美味しいで
す。昔は京阪神へ出荷していました。京都の料
亭で評判が良かったです。

出荷可能時期 6⽉〜9⽉

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 冷蔵



マグロ[ブランド名：紀州梅本マグロ］
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アユ[ブランド名：丈右衛門の鮎］

水産物

水産物

水産物

和歌山県でも指折りの好漁場で養殖された本ま
ぐろ。ラムサール条約にも指定されている⿊潮
の海流域でもあることから、本まぐろ養殖場で
は浅海にも関わらず、「潮溜まりが無い」とい
う最南端の地形を活かし、生産者としてこだわ
りを持った独自の生産方法で自信を持って生産
しています。

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

出荷可能時期

納入時の状態

通年

冷蔵

193

194

195

マグロ[ブランド名：よしだ本鮪］

クエン酸やアミノ酸等を多く含む梅エキスBX70
をエサに加え、筋肉中の脂質低下、鮮度低下を抑
制し、肉質改善を行い、天然マグロに劣らない身
のしまりと良質の脂がのった健康美溢れるマグロ
に仕上げました。

出荷可能時期 通年

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 冷蔵 和歌山県

和歌山県

和歌山県

過密養殖を避け、独自に配合した飼料を使うこ
とによって、健康で味わい深い鮎の生産を行っ
ています。安心・安全をモットーにしていま
す。抗生物質等の薬剤は一切使用してません。
5 〜 7 ⽉の出荷時期には、〆た翌⽇には、⾷卓
にお届けできます。

出荷可能時期 6⽉〜8⽉

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 冷蔵



アユ[ブランド名：紀州仕立て鮎］
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シジミ[ブランド名：ヤマトシジミ］

水産物

水産物

水産物

甘みが強く濃厚な味わいで鳥取の夏を代表する
味覚。地元ではケンサキイカをシロイカと呼
び、刺身はわさびでなく生姜で食べます。出荷
時に墨袋を取り除いた墨なしの白イカに「白輝
姫（しらきひめ）」の愛称を付け、ブランド化
へ向けて取り組むこととし、山陰の夏の味覚・
白イカの知名度向上及び消費拡大をめざしてい
ます。

出荷可能時期

納入時の状態

6⽉〜11⽉

冷蔵

196

197

198

イカ[ブランド名：白イカ（ケンサキイカ）］

より天然に近い姿と味を追求し、エサにとことん
こだわり、良質の天然地下水で育てた栄養価の高
い鮎です。

出荷可能時期 4⽉下旬〜10⽉下旬

プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山プレミア和歌山

納入時の状態 冷蔵 和歌山県

鳥取県

鳥取県

鳥取県の東郷湖は日本海の海水が流入する汽水
湖で、ヤマトシジミの良好な生育環境です。東
郷湖では⼤きく育ったシジミ（殻⻑2㎝以上）
しか漁獲しないため、とてもりっぱで見栄えも
よく、市場でも高値で取引されています。

出荷可能時期 9⽉中旬〜8⽉中旬

納入時の状態 冷蔵



イワガキ[ブランド名：夏輝］
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ワカメ[ブランド名：天然わかめ］

水産物

水産物

水産物

激しい潮流にもまれて育つ「鳴門わかめ」は、
そのしっかりとした⻭ごたえと風味の良さが特
徴。また，徳島県では加工履歴の管理等を適正
に行っている加工業者を認定する「徳島県鳴門
わかめ認証制度」を創設・推進し、安全・安心
な「鳴門わかめ」を消費者に提供している。

徳島県鳴門わかめ認証制度徳島県鳴門わかめ認証制度徳島県鳴門わかめ認証制度徳島県鳴門わかめ認証制度

とくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランド

出荷可能時期

納入時の状態

通年

乾燥、塩蔵、冷凍

199

200

201

ワカメ[ブランド名：鳴門わかめ］

⼤きいもので⻑さ20cm、重さ1kgにも達する、⿃
取の夏の究極の味覚。鳥取の岩ガキは夏が旬で初
夏からお盆にかけて出回る。全て素潜り等で漁獲
される天然物で冬に出回るマガキと異なり、産卵
期を迎えた身ははちきれんばかりに張り、クリー
ミーかつ濃厚な味を楽しめる。

出荷可能時期 6⽉〜8⽉中旬

納入時の状態 冷蔵 鳥取県

徳島県

徳島県

徳島県でもトップクラスの水揚げ量を誇る椿泊
で、先祖代々漁業を営む地元漁師が素潜りで丁
寧に刈り取っている。椿泊近海は、潮の流れに
恵まれ、良質なワカメが育ちやすい環境が整っ
ている。養殖ワカメに比べ、希少価値が高いこ
とが特徴。

出荷可能時期 通年

とくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランド

納入時の状態 乾燥、塩蔵



アワビ類[ブランド名：アワビ類］
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アユ[ブランド名：養殖あゆ、すだち鮎］

水産物

水産物

水産物

清流吉野川から流れ込む豊富な栄養で育った
「はも」は、上品で適度な脂がのり、皮に濃い
旨みを持つのが特徴。また、小さいハモや大型
のハモは再放流するなど、資源保護にも積極的
に取り組んでいる。

出荷可能時期

納入時の状態

５〜１０⽉
鮮魚

活〆骨切りハモ

202

203

204

ハモ[ブランド名：はも］

太平洋の澄み切った海⽔と瀬⼾内海の栄養豊富な
海水が混じり合う海藻が豊富な海域で育つ。一部
漁協では、漁獲サイズを大きくしたり，操業時間
を制限したりして、アワビ類の資源管理に古くか
ら取り組んでいる。

出荷可能時期 ２〜９⽉

納入時の状態 活 徳島県

徳島県

徳島県

優美な姿と独特の香りを持つあゆは、「川魚の
女王」と呼ばれている。徳島の清らかな水で育
まれた「養殖あゆ」は絶品。

出荷可能時期 ６〜８⽉

とくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランドとくしま特選ブランド

納入時の状態 鮮魚



スジアオノリ[ブランド名：養殖スジアオノリ］
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水産物

水産物

「鳴門鯛」は、鳴門海峡の激しい潮流にもまれ
て育ち、身が引き締まり味が良いと言われてい
る。世界でも屈指の早さの潮流の中で育った
「鳴門鯛」は、「鳴門骨」と言われるこぶが形
成されており、「鳴門鯛」の特徴の一つとなっ
ている。

出荷可能時期

納入時の状態

10〜６⽉
鮮魚

フィレ

205

206 マダイ[ブランド名：タイ、鳴門鯛］

本県はスジアオノリの生産量が日本一と言われて
おり、吉野川などきれいで栄養豊かな川で育った
「養殖スジアオノリ」は最も美味で香りが良いと
されている。
乾燥方法は、天日干し、冷風乾燥、音風乾燥など
種類があり、生産者がこだわりを持って商品を製
造している。

出荷可能時期 通年

とくしま特選ブランド商品とくしま特選ブランド商品とくしま特選ブランド商品とくしま特選ブランド商品

納入時の状態 乾燥 徳島県

徳島県

出荷可能時期

納入時の状態


