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開発
年度

販売中 商品名 価格 販売場所 生産者 製造・加工者 販売者 特徴（セールスポイント）

1 H22 × ひがいもブラック 380円 ラ･セゾン東出雲店（東出雲町） まる福農園 ラ･セゾン東出雲店 ラ・セゾン東出雲店 干し柿を洋酒をミックスしたビターチョコで丸ごと包んだ高級洋菓子

2 H22 × 米粉ドーナツ（だんだんリング） 158円 洋菓子の店アンフィニ（比津町） JAくにびき アンフィニ アンフィニ 米粉を使った焼ドーナツ

3 H22 ○ いちじくジャム 700円 日本海の潮風を受けミネラル分と糖度の高い「ほうらいし」を使用

4 H22 ○ いちじくアイス 300円 いちじくと濃厚な生クリームのコラボ

5 H22 ○ 日本海の魚味噌漬 300円
松江堀川地ビール館
安来道の駅あらえっさ
まるちゃんストア　ほか

御津漁協、森脇薫糀店 マルコウ マルコウ さば、はまち、さわらの七類味噌漬

6 H22 ×
緑茶入り米粉らーめん（2食入）
（あっさり塩、みそとんこつ、しょうゆとんこつ）

580円

お茶の三幸園（学園）
島根県観光物産館
松江堀川地ビール館
にほんばし島根館　ほか

JAくにびき お茶の三幸園 お茶の三幸園 米粉に緑茶を混ぜ米麺を製造

7 H22 ○ 玄丹そば粉入りとうふ 130円
大野とうふ店（宍道町）
市内Aコープ各店

JAくにびき
玄丹そば協議会

大野とうふ店 大野とうふ店 玄丹そば粉を国産大豆に混ぜ合わせた味わいとうふ。一味違う味と食感

8 H22 ×
まつえ野菜ジャム
（津田カブ、ぼたん、アスパラキャベツ、米、黒豆）

350円（1本）
一文字家（平成町）
JR松江駅販売コーナー

ＪＡくにびき 一文字家 一文字家 規格外野菜で付加価値をつけた商品

9 H22 × まつえ弁当 1,500円
一文字家（平成町）
※予約注文

JAくにびき外 一文字屋 一文字屋

10 H22 × 西条柿ジャム 550円 JAくにびき JAくにびき かみありづき かみありづき 西条柿「こづち」使用

11 H23 ○ 西条柿アイス 200円
アイパルテ（東出雲町）
JAくにびきマーケット鹿島

JAくにびき わたなべ牧場 JAくにびき 東出雲町畑地区の干し柿を使ったアイス

12 H23 ○ 松江玄丹そば米粉入りパスタ 630円（2食入）
1,200円（3食入）

ぴえとろ松江店（学園）
島根県観光物産館
ラパン各店　ほか

JAくにびき外 出雲たかはし ピエトロ松江店 玄丹そば粉30％、米粉20％を練りこんだ半生麺パスタ

13 H23 ○ コメノカシ（米粉フィナンシェ） 315円
島根県観光物産館
シャミネ松江店　ほか

JAくにびき
お茶の三幸園

中浦食品 中浦食品 しじみ米の米粉と抹茶を使った米粉フィナンシェ

14 H23 ×
天然わかめ入り米粉ラーメン
（2食入）

480円
島根県観光物産館
松江堀川地ビール館
松江駅こだわり市場　稲香家ほか

JAくにびき、マルコウ JAくにびき JAくにびき 松江産のわかめを米粉麺に練りこんだ塩ラーメン

15 H23 ○ 松江千鳥城サブレ 120円
ラ･クレーム　デ･クレーム（学園）
島根県観光物産館ほか

JAくにびき ラ・クレーム　デ・クレーム ラ・クレーム　デ・クレーム 米粉を使用し、松江城の絵を焼付けたサブレ

16 H23 ○ 来待石金魚鉢（台座付）
74,000円

～80,000円
松江歴史館
古浦印刷

来待石灯ろう協同組合
松江八束森林組合

川賀石材店
村山創達（かんべの里）
古浦印刷

川賀石材店
来待石の水槽と杉間伐材の台座を組み合わせた
出雲なんきん飼育用高級金魚鉢

17 H24 ○
セイゴ練製品
（野焼き、つみれ5個入、天ぷら5個入）

野焼き525円
つみれ210円
天ぷら263円

青山商店
島根県観光物産館
一畑百貨店

宍道湖漁協 青山商店 青山商店 宍道湖産のセイゴを使った野焼き、つみれ、天ぷら

18 H24 × コノシロ柿酢漬け 420円 一文字家
コノシロ：中海漁業協同組合
柿酢：まる福農園

一文字家 一文字家 中海のコノシロ切り身を西条柿の柿酢で酢漬けにしたパック

19 H24 ×
西条柿フルーツビール
（発泡酒）

525円
島根ビール（黒田町）
松江堀川地ビール館
市内飲食店

京羅木農産 島根ビール 島根ビール 西条柿のピューレを使った発泡酒

20 H24 ×
出雲くにびきキャベツ縁漬
（スモークサーモン、人参、ミックス）

サーモン580円
人参530円

ミックス380円

いずも観光センター
松江堀川地ビール館

松江・八束くにびきキャベツ
部会

（株）いずも （株）いずも くにびきキャベツでスモークサーモンや人参を挟んだ甘酢漬け

21 H24 ○
活サザエの身取り具
「くるっとサザエぽんっ！」

5,250円 萬隆（ばんりゅう）
特許保有
萬隆

有限会社花房鈑金 萬隆 サザエなど巻貝の身を生のまましっぽまで全部を簡単に取り出せる道具

22 H24 ×
ダックポン
（西条柿味、抹茶味）

200円 ラ･セゾン東出雲店（東出雲町） 畑ほし柿生産組合
松江農林高校
総合学科食品科学系列

ラ・セゾン東出雲店 西条柿の皮パウダーと抹茶をそれぞれ生地とバタークリームに練りこんだダックワーズ

23 H25 × きゃべちゃう小餅 840円
いずも観光センター
松江堀川地ビール館

松江・八束くにびきキャベツ
部会

いけがみ
（だんごや萌音）

（株）いずも キャベツの粉末を地元産の餅米で作った柔らかい餅と餡に練りこんだ和菓子。バルサミコソース付。

24 H25 × ｍaru2（まるまる）キャベツ 580円
いずも観光センター
松江堀川地ビール館

松江・八束くにびきキャベツ
部会

中浦食品 （株）いずも
キャベツ粉末を生地に練りこみ香りと旨みが広がるヘルシーな焼菓子です。一口サイズのクッキー。
生地には「松江産のしじみ米」も使用。

25 H25 ○ 酢（し）まね柿サイダー 280円
いずも観光センター
松江堀川地ビール館

まる福農園 さんべ食品工業 （株）いずも 西条柿のピューレと柿酢を使った炭酸飲料（200ml、果汁10％未満）

26 H25 × 酢（し）まね柿っこ 400円
いずも観光センター
松江堀川地ビール館

まる福農園 さんべ食品工業 （株）いずも 西条柿のピューレと柿酢を使った果汁入り飲料（180ml、果汁33％）

27 H25 ○ さざえ酒粕漬け 700円 萬隆（ばんりゅう）（鹿島町） 米田酒造 萬隆（ばんりゅう） 萬隆（ばんりゅう）
日本海のサザエを松江酒蔵の地酒の酒粕で漬け込んだ。
プレーンと唐辛子入りの2種類

28 H25 × 中海産　赤貝めし弁当 1,500円 一文字家 中海漁業協同組合 一文字家 一文字家 中海産赤貝の炊き込みご飯の上に、地元の醤油や地酒を使って煮た赤貝が贅沢にのっている赤貝づくし弁当

29 H25 × 中海の宝石　中海赤貝の佃煮 1,200円 一文字家 中海漁業協同組合 一文字家 一文字家 中海産赤貝を地元の醤油や地酒を使って煮た佃煮の瓶詰

30 H25 ○ 出雲民藝紙ミニ和傘 10,000円～
アートボックスはこぶね（玉湯町）
安部榮四郎記念館（八雲町）

安部榮四郎記念館
安部信一郎

和傘工房初音
長谷川有沙

和傘工房初音
長谷川有沙

松江の伝統工芸品「出雲民藝紙」の紙漉き職人と和傘職人が連携。色和紙を張ったインテリア用ミニ和傘

まつえ農水商工連携事業推進協議会　開発商品　（平成３１年２月現在）

加賀潜戸遊覧船乗り場
マリンパーク多古鼻
島根県観光物産館
にほんばし島根館　ほか

 島根町いちじく生産組合
ホテル一畑、
島根町いちじく生産組合

 島根町いちじく生産組合
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まつえ農水商工連携事業推進協議会　開発商品　（平成３１年２月現在）

31 H25 ○ 出雲民藝紙ミニ行灯 15,000円～
アートボックスはこぶね（玉湯町）
安部榮四郎記念館（八雲町）

安部榮四郎記念館
安部信一郎

和傘工房初音
長谷川有沙

和傘工房初音
長谷川有沙

松江の伝統工芸品「出雲民藝紙」の紙漉き職人と和傘職人が連携。色和紙を張ったインテリア用ミニ行燈

32 H25 ○ 姫神占い神社クッキー
1個入150円（税込）
5個入500円（税別）
10個入1,000円（税別）

アートボックスはこぶね内
美肌マルシェ（玉湯町）
ＪＲ松江駅
ＪＲ出雲駅

農事法人ビスケット（玉湯
町）

（企画）松江商業高校商業研究
部
（製造）玉造温泉まちデコ

玉造温泉まちデコ
地元高校生のアイデアによる商品企画。
地元産「姫神しょうが」のペーストを練り込んだクッキー。生姜とバターの味わいとさっくりほろっとした味わい。
「占い」がコンセプトで、個別包装の３種類クッキーがそれぞれに占いの意味をもつ。

33 H25 × 鯖魚醤の鍋つゆ
株式会社北國（八束町）
まるちゃんストア（鹿島町）

御津漁協
マルコウ

株式会社北國 株式会社北國 山陰沖産鯖の魚醤をベースに、地元産大豆で醸造した醤油を使用した新しい鍋つゆ

34 H25 × 鯖塩辛ドレッシング
まるちゃんストア（鹿島町）
マルコウ（鹿島町）

御津漁協
マルコウ
根っこや総料理長

マルコウ 山陰沖産鯖を加工した「鯖塩辛」と「鯖魚醤」を使ったすっきりした口当たりのドレッシング

35 H25 × 鯖魚醤バター
まるちゃんストア（鹿島町）
マルコウ（鹿島町）

御津漁協
マルコウ
根っこや総料理長

マルコウ 山陰沖産鯖を加工した「鯖塩辛」にバターを加えた濃厚で味わい深い新感覚商品

36 H25 × 松江すずき塩糀漬け 石倉水産（美保関町）
中海漁協
森脇糀店

石倉水産 石倉水産 宍道湖七珍の「ずすき」の切り身を七類味噌の糀で漬け込んだ真空パック

37 H26 ○ 松江煎茶のダックワーズ、松江ほうじ茶のサブレ
195円（税込）
120円（税込）

㈲ラ・クレーム デ・クレーム（学園） 錦峰園製茶場 ラ・クレーム デ・クレーム ラ・クレーム デ・クレーム
市内洋菓子店とお茶農家が連携し、松江産のお茶を使ったご当地お土産として開発した焼き菓子。パッケージデ
ザインにもお茶のイメージを取り入れ、地元産のお茶とセットで販売し、お茶処松江の「茶の湯文化」を活かし、観
光物産につなげる。

38 H26 × 西条柿の冷凍熟し柿 500円（税込） まる福農園（東出雲町） まる福農園
島根県立大学赤浦教授
まる福農園

まる福農園
西条柿の実が成熟した10月～11月の時期に収穫し独自技術で人工的に鮮やかに色づかせ渋を抜き完熟させた
ものを冷凍した。味は天然熟柿と変わりなく甘くてジューシー。あわせ柿を冷凍したものと比べて、解凍後の色合
い、味、硬さが長持ちする。

39 H26 ○ 松江地ビール「ゼウス・ビター」
350ｍｌ缶 550円（税込）
300ｍｌ瓶 486円（税込）

松江堀川地ビール館、島根県物産観光
館、
JR松江駅シャミネ、松江市内飲食店、
にほんばし島根館（東京都）、関東関西地
ビール専門店

農事組合法人　のぞみの里
古志(こし)ファーム

島根ビール株式会社 島根ビール株式会社 松江産のホップを使ったご当地ビール。生ホップの香りと苦みが特徴。

40 H27 ○ 松江おにぎり（シジミ） 宍道湖サービスエリアショップ（上下線）
宍道湖漁協、森脇糀店、八
雲猪肉生産組合、はまぼう
ふう生産組合、笹子漁業会

㈱エス・ビーフーズ 玉造温泉ゆ～ゆ
松江産コシヒカリや地元の特産品を具材とするなど、松江産の食材にこだわり、特産品を気軽に味わってもらえ
るよう観光客向けに開発したご当地おにぎり。

41 H27 × 菓ノ丸（西条柿、いちじく）
アートボックスはこぶね内
美肌マルシェ（玉湯町）

まる福農園
潮風グループ

玉造温泉まちデコ 玉造温泉まちデコ

松江城国宝の指定を記念して作った、地元の特産品を使用したフワフワでモコモコなオリジナルスイーツ。
まる福農園の西条柿のピューレやドライフルーツ、潮風グループのいちじくを使用し、和菓子のようにも見える新
感覚スイーツ。
松江城の一ノ丸、二の丸などの屋敷に使われる名称にちなんで、「菓ノ丸」と命名。

42 H27 ×
忌部高原シリーズ　“ブルーベリースイーツ”
ショートケーキ、パンナコッタ
ベリーベリースムージー、ジンジャーベリーソーダ

アートボックスはこぶね内
美肌マルシェ（玉湯町）
ベジフルージュ＆アイスころっと（玉湯町）

中村園（忌部地区） 玉造温泉まちデコ 玉造温泉まちデコ
忌部高原シリーズ　第１弾として、忌部でブルーベリー園を営んでいる中村園のブルーベリーを使用し、洋菓子と
ドリンクを期間限定で販売。味わいが濃く、ジューシーな忌部高原のブルーベリーをふんだんに使った絶品スイー
ツ＆ドリンク。

43 H27 ○ 美肌の国キーマカレー 702円（税込）

主要観光施設など中浦食品商品取扱店
（例：ゆ～ゆ）
※松江フォーゲルパーク　レストランメ
ニューとしても提供。

まる福農園
あいかごぼう生産加工組合

中浦食品㈱
（一番食品）

中浦食品㈱
島根県立大の学生がレシピを考案。松江の特産品である西条柿（ピューレ）とあいかごぼうを使ったご当地カ
レー。若い女性観光客をターゲットにした美肌県しまねを代表するお土産商品として販売。レトルト商品。

44 H27
○

（季節販
売）

忌部高原シリーズ　“大根”
割漬大根、雲太、無添加しぼり大根、
梅酢しぼり大根、ゆず大根

松江市　マルマン、みしまや、しまね物産観光
館等
出雲市　ゆめタウン、ゆめマート、ラピタ
都市圏　大型百貨店（三越伊勢丹、紀ノ國屋
等）

松浦久義（忌部地区） ㈲けんちゃん漬け ㈲けんちゃん漬け
忌部高原シリーズ　第２弾は冬の野菜の王様である「大根」を活用。
地元野菜を中心に、すべて国産野菜を使用し、無添加手作りにこだわった漬け物を手軽ける㈲けんちゃん漬け
（出雲市）が軟らかくて、みずみずしく、そして甘みのある忌部高原だいこんを人気お漬け物商品に使用し販売。

45 H27 ○ 中海産赤貝めしの素 1,080円（税込） 道の駅本庄 中海漁業協同組合 野津食品㈱ 道の駅本庄

復活を目指す中海産赤貝をさらにＰＲするために開発した、松江など中海周辺地域の郷土料理“赤貝めし”を気
軽に食することのできる炊き込みご飯の素。赤貝のゆで汁を使用し、赤貝の独特の風味を存分に味わうことがで
きる。また、ご飯を炊く際に使用する水も含んでおり、水の加減に左右されることなく、誰もが美味しく炊くことがで
きる。

46 H28 ○ 松江かりんとう 1袋　380円（税込）

まるちゃんストア（鹿島町）
魚々市（安来道の駅あらえっさ）
淞北台移動販売
ゆ～ゆ
宍道湖サービスエリア
【ブルーベリー・ブラックベリー・梅干し】
産直市

まる福農園
青山商店
宍道湖漁協
島根町いちじく生産組合
マルコウ
中村園（忌部地区）

夢食研（株）

【いちじくかりんとう】
島根町潮風グループ
【ブルーベリー・ブラックベ
リー・梅干し】
中村園（忌部地区）
【いちじく・ブルーベリー・ブ
ラックベリー・梅干し以外】
（株）だんだん工房

・松江の食材を使ったオリジナルご当地かりんとう『松江かりんとう』
・東日本大震災で拠点を宮城県女川市から鳥取県伯耆町に移し、“おからかりんとう”を製造する「夢食研㈱　ゆ
め工房21」に協力いただき、松江の食材を使ったオリジナルご当地かりんとう
・障がい者を積極的に雇用されている夢食研（株）、（株）だんだん工房とのコラボ商品。
・松江と関連の深い食材（「ヤマトしじみ」、「ノドグロ」、「トビウオ」、「アジ」、「セイゴ」、「天然わかめ」、「西条柿」、
「いちじく」）を原料に使用し、松江の自然の恵みを感じられるお土産品として販売。
・忌部町中村園の「ブルーベリー」、「ブラックベリー」、「梅干し」を材料として使用。

47 H28 ○ しまね三昧　ジビエ・ガンボスープ 650円（税込）
小泉八雲記念館
カレー工房ダーニャ

八雲猪肉生産組合
カレー工房ダーニャ
島根県立大学籠橋研究室

カレー工房ダーニャ

・ガンボスープは、小泉八雲が縁で松江市と友好都市提携を結ぶニューオーリンズ市のソウルフード。
・八雲が残した当時のレシピと島根県立大学籠橋研究室の研究成果をもとに、八雲の曾孫小泉教授とも試食を
重ねて再現し、レトルト化。
・材料に松江産の「猪肉」と「オクラ」を使用。
・H28.7にリニューアルオープンした小泉八雲記念館において、初めての食品の土産物として販売

48 H28 ○ ぼたんの里の　みついもアイス 300円（税込） ファミリーマート江島大橋店 大根島産直市推進の会 わたなべ牧場
ファミリーマート松江江島大
橋店

八束町の黒土（くろぼく）で育てた安納芋を使用
八束町では安納芋を5年前から苗2000株購入し生産を開始。以降生産量が増えておりH28年は8～9000株の予
定
糖度が高くなる焼き芋のペーストを使用
商品名の「みついも」は安納芋を1週間ほど天日干しした後、16度以上の室温で約50日間保存熟成させたものの
こと
芋の甘さが感じられるとともに、しつこくなく上品な味。

49 H28 ○ 兵糧丸
2個入り　200円
5個入り　500円

コンセルボ　ふるさと館
（島根県物産観光館　内）

島根町いちじく生産組合
（潮風グループ）

コンセルボ　ふるさと館 コンセルボ　ふるさと館

・兵糧丸とは、戦国時代の武者が食べていた携帯保存食。もともとは、そば粉、もち米粉、黒ゴマなどの栄養価の
高い穀物の粉末を水や酒で練り、団子にして蒸したもの。
・今回の商品は、兵糧丸の形をイメージしたスィーツで、松江産の「イチジクジャム」を挟んだ丸型ケーキにきな粉
やエゴマの粉をまぶしたもの。
・お土産用（5個入り）と食べ歩き用（2個入り）を販売。
・SHIROZEMEに合わせて開発



整理
番号

開発
年度

販売中 商品名 価格 販売場所 生産者 製造・加工者 販売者 特徴（セールスポイント）

まつえ農水商工連携事業推進協議会　開発商品　（平成３１年２月現在）

50 H28 ○ 大根島産純米大吟醸「竜渓」 ４合　3,700円（税込）
由志園
ファミリーマート江島大橋店
米村本店

（有）豊島肥糧店 國暉酒造 合同会社　大根島研究所

・１００％八束町産の米を使った純米大吟醸酒
・お米は大根島の地下にある淡水レンズから出る年間平均15度の冷たいミネラル分の多い湧泉と、黒ボク土で
育てた食味評価の高い「にこまる」を使用
・「にこまる」は、粒が大きくタンパクも低い米。５０％磨いて使用
・「竜渓」は八束町にある洞窟にちなんで命名

51 H28 × 中海産赤貝の旨煮 1袋　500円
大漁市場なかうら、道の駅本庄、道の駅
あらエッサ、大根島産直市、宍道湖SA

中海漁業協同組合 中浦食品株式会社 中浦食品株式会社
・大きさが足りず規格外となった「中海産赤貝」を使った甘辛煮
・真空パック詰めのため、常温保存で7か月間保存可能
・砂糖や醤油で甘辛く味付けしてあり、シーズン以外でも手軽に赤貝を楽しめる

52 H29 ○ 大根島産焼き蜜芋焼酎「幽鬼」 720ml　5,000円
由志園
ファミリーマート江島大橋店
米村本店

大根島産直市推進の会 千代むすび酒造株式会社 合同会社大根島研究所

・大根島（八束町）の新名物開発の第2弾として、地元産の安納芋を活用した焼き蜜芋焼酎
・原料の蜜芋は大根島の栄養豊富な黒土で栽培された安納芋を特殊な方法で2か月間熟成させ蜜芋にします。
これを焼き芋にし、さらに旨味や甘さを凝縮させるため、4か月間冷凍熟成させたもの
・無加水・無ろ過の原酒（アルコール度数38％程度）を販売
・500本の限定販売。来年以降は量産をめざす

53 H29 ○ 島採れパクチーカレー 1袋　800円

カレー工房ダーニャ、ラパン（市内全店）、
GOGOパクチー、株式会社RC・クリエイ
ティブグループ、八百万マーケット、由志
園、米子空港売店、中浦食品、しまねふる
さと物産館

渡部知恵子（八束町）
門脇直哉（八束町）

カレー工房ダーニャ 有限会社豊島肥糧店
・大根島（八束町）の耕作放棄地対策として、知人の紹介で栽培を始めたパクチーを活用したレトルトカレー
・パクチーを出荷する際に、利用可能な下葉を廃棄しており、これを活用することを目的に開発
・香料や着色料を使わないことにこだわり、パクチー好きな20～40歳代をターゲットに作成

54 H29 ○ 大根島産「島漬」 200円（100ｇあたり） 大根島産直市 安部健一（八束町） 大根島産直市 大根島産直市

・中海産「オゴノリ」と大根島産の野菜を使った漬物
・昭和30年代ごろまで八束町内の家庭で作られており、荒木英之氏の「松江食べ物語」において、「中海文化の
薫り高い傑作」と紹介されるなど高い評価を得ていた
・大根島の伝統食である「島漬」を大根島産直市と協議会が連携し商品開発を行った
・春の新芽を天日乾燥した「オゴノリ」を使い、大根島産直市が食用活用した第1弾商品

55 H29 ○ 郷の七彩
1本　270円（税込）

4本セット　1,200円（税込）
道の駅本庄 松本昇（本庄地区） ぱてしえ 道の駅本庄

・本庄地区では、西条柿を中心に様々な果物を栽培しています。そうした果物の加工品を一つのパッケージにま
とめたお土産品を作ろうと考え、マドレーヌ生地をベースに焼き菓子を開発
・商品は、西条柿・柚子・イチジク・ブルーベリー・イチゴ・プレーンの6種類で、西条柿・柚子・イチジク・ブルーベ
リーの4種類については、本庄道の駅のキャラクターが記された専用の箱に詰め、セット販売を行う
・素材を干し柿だったり、ジャムにして使ったりと果物によって使い分けているため、食感や味は果実ごと異なり、
果物ごとに楽しめる

56 H29 ○ 美肌の国のしじみ玄米リゾット 800円
豊島肥糧店、大根島産直市、由志園、八
百万マーケット、米子空港売店、中浦食
品、しまねふるさと物産館

ふぁーむとよしま（玄米）
宍道湖漁業協同組合（しじ
み）

株式会社シャトラン ふぁーむとよしま

・宍道湖産しじみと大根島産「イセヒカリ」の玄米を使ったリゾット（レトルト加工）を開発。
・原料の「イセヒカリ」は、伊勢神宮の神田から偶然発見されたこともあり、「神様のお米」とも呼ばれています。お
米の美味しさを数値化した食味値が高く、硬質米のためリゾット向きのお米です。
・しじみの旨味が利いた出汁で、普段食べにくい玄米も食べやすい味になっています。
・玄米は白米に比べ、食物繊維やビタミン、ミネラルも多く含み、美肌効果やデトックス効果が期待されます。

57 H29 × ほうじ茶ラテパン 135円

みしまや
マルマン
他島根県全域並びに鳥取県中部までの
主要スーパー・ドラックストア

有限会社お茶の三幸園 株式会社マツヤ神戸屋 みしまや他

・平成29年10月に「不昧公２００年祭」を機に、「お茶」に対する関心を深めていただくため、「お茶粉末を活用した
料理コンテスト」を開催し、応募作品中で審査員と参加者に好評であった「ほうじ茶クリームパン」の商品化
・商品は島根県産ほうじ茶を丸ごと粉末にしたものをクリームに使い、さらにミルク風味のホイップクリームを合わ
せることで、ほうじ茶ラテ風に仕上がっています。ほうじ茶の旨味と香ばしさの両方が味わえるパンです。

58 H30 ○
中海産赤貝の煮付
中海産赤貝の酒蒸し

650円（小）
900円（大）

大根島産直市 中海漁業協同組合 株式会社夢食研 大根島産直市

・夢食研株式会社の酵素処理技術「夢-21」を活用した中海産赤貝（サルボウガイ）の煮付けと酒蒸し。
・酵素処理を施すと従来のような冷凍障害を防止し、身が固くなったり風味が落ちることがなく、長期保存を可能
とすることから、通年で赤貝の煮付けと酒蒸しを楽しむことができます。
・島根半島部で水揚げされる水産物の酵素処理第1弾で、今後赤貝以外の産品の加工品を開発していく予定。

59 H30 ○ 大根島産　牡丹の花入りかりんとう 1袋　420円（税込） 由志園
由志園アグリファーム株式
会社

カレー工房ダーニャ 由志園
・大根島の特産品である「牡丹」の花を使った「おからかりんとう」
・東日本大震災で拠点を宮城県女川市から鳥取県伯耆町に移し、「おからかりんとう」を製造する「夢食研㈱　ゆ
め工房21」に協力いただき、松江の食材を使ったオリジナルご当地かりんとう

60 H30 ○ 松江茶ビール 650円（税込）
中浦本舗（シャミネ松江内）、大漁市場な
かうら、美保関売店なかうら

有限会社お茶の三幸園 株式会社石見麦酒 中浦食品株式会社
・煎茶を原料としたペールエールビール
・一口飲むと、麦芽とお茶のすっきりとした苦みとお茶の豊かな香りが口の中に広がる和テイスト
・商品ラベルは、国宝松江城に不昧公200年祭のロゴを入れた松江らしいデザイン

61 H30 ○ 松江いちじくビール 650円（税込）
ファミリーマート江島大橋店、ファミリー
マート玉造温泉店、米村酒店

島根町潮風グループ 株式会社石見麦酒 合同会社　大根島研究所

・島根県産麦芽に松江市産いちじくを加え、発酵させた白く濁ったピンク色のビール
・甘いフルーティーな香りとまろやかな口当たりが特徴。
・ビールの苦みも少なく、女性も飲みやすいビールです。
・ジオブランド認定商品として販売し、ラベルは島根町の美しい海岸と「いちじく」をイメージ

62 H30 ○ 松江美保関えびす漬け 1袋(100ｇ)　420円（税込） 美保館、森脇糀店 石倉水産 森脇糀店 松田十郎商店

・美保関町の各家庭でかつて作られていた地域食「えびす漬け」を復活させ、観光資源の一つにしようと町内で
旅館を営む「美保館」と創業100年を超える「森脇糀店」と協議会とが連携し商品化した
・「えびす漬け」は、美保関町で採れる「わかめ」や「あらめ」、「ひじき」といった海藻と同じく町内産の野菜（「にん
じん」や「なす」など）を麦麹（こうじ）で漬け込んだもの
・海藻を使うことでシャキシャキとした食感で、ご飯のおかずはもちろんお酒のアテにもピッタリ

63 H30 ○ 松江えびすみかんビール 650円（税込）
ファミリーマート江島大橋店、ファミリー
マート玉造温泉店、米村酒店、美保関売
店なかうら

美保関ゑびすみかん再生
協議会

株式会社石見麦酒 合同会社大根島研究所

・島根県産麦芽に松江市美保関産の「えびすみかん」を香りづけに使ったアメリカンペールエール
・柑橘系の爽やかな香りが特徴
・商品ラベルは、神々の居るまち美保関と日本海の潮風を受けるみかん畑をイメージ
・「松江いちじくビール」に続いてジオブランド認定商品として販売

64 H30 ○ 赤貝カリー 700円（税込） 道の駅本庄 中海漁業協同組合 カレー工房ダーニャ 道の駅本庄企業組合

・「赤貝めしの素」、「赤貝の旨煮」といった赤貝加工品の第３弾
・開発した商品は、同じ中海圏域の弓浜半島の白ネギを使い、赤貝（サルボウ貝）の出汁と白ネギの甘みがうまく
調和した和風テイストのカレー
・ジオブランド認定商品として販売

65 H30 ○ 松江安納芋ビール 650円（税込）
ファミリーマート江島大橋店・ファミリー
マート玉造温泉店・日本庭園由志園売店・
山美世・美保関売店なかうら・米村酒店

安部健一（八束町） 株式会社石見麦酒 合同会社　大根島研究所

・大根島（八束町）で栽培されている「安納芋」を使った地ビール
・商品は、島根県産麦芽に大根島の豊かな黒ぼくで育った安納芋と大根島で採蜜されたはちみつを加え、じっく
りと発酵させたコクと甘みが特徴のビール
・お土産に最適な「松江いちじくビール・松江えびすみかんビール・松江安納芋ビール」3本セット販売を開始

開発中 （仮）松江ほうとう 未定 未定 忌部地区 調整中 JAしまね
・忌部地区アート米の米粉を練り込んだほうとう麺を開発中。
・八雲町の猪肉と合わせた鍋セットにすることも検討中。


