
香川県立高松工芸高校の生徒さんが製作した香川

漆器を生徒さん自ら販売。茶碗、アクセサリー、帯留

め、スマホケースなど･･･、日ごろの研鑽の成果が詰

まった数々の楽しい作品が展示販売されました。 

「宇和島練り物工房みよし」さんのじゃこ天は、

『元気になるじゃこ天』を目指し、保存料や化学調

味料などは一切不使用です。愛媛シルクプロジェク

トで生まれた化粧品も、あわせて販売されました。 

 

店主の三好良貴さんが元気よく調理される揚げ

たてのじゃこ天はふっくら�  

もちろん、冷めてもおいしさは変わりません。冷

蔵・冷凍で保管もできますので、おかずやおつまみ

に重宝しますよ☝️。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「チームえびすの新商品・一押し商品フェア」 -

-今治今治の 

   

 
「うどん県の高校生による漆ＰＲプロジェクト part５」  

   

香川・愛媛せとうち旬彩館 

 第４２号・令和２年３月 

香川・愛媛せとうち旬彩館 

かくれた逸品コーナー・話題の商品 

らりるれロメインレタス天   ㈱福弥蒲鉾 （観音寺市）     

香川県・愛媛県の特産品が５点ずつ計１０点、毎月入れ替えで出品されます。旬彩館では、当該商品について、お客さまの声を

参考に、優れている点や、さらに売れるための改善提案をフィードバックさせていただいております。 

香川・愛媛せとうち旬彩館では、１階特産品ショップ店舗内に、取引業者さまが、週替わりで直接販売を実施している

「イベントコーナー」、話題の商品を月替わりで出品している「かくれた逸品コーナー」を設けております。 

 

紅まどんなのタルト     ㈲永久堂 （新居浜市） 

西日本豪雨の被災地支援活動を契機と

して、南予のご年輩の方のご意見をふ

まえて開発された新商品です。麦味噌

の本場、南予らしく、麦こうじの割合を

高め、甘めの仕上がりとなっています。 

デザインも優れ、販売は好調でした。 

観音寺市ブランド認定品「らりるれ

ロメインレタス」を使用した天ぷら。 

ロメインレタス特有のシャキシャキ

とした食感が特長で、ヘルシー感も

備え、とくに若い年代の女性のお客

さまを中心に支持された商品です。 

愛媛県オリジナルのブランド柑橘「紅ま

どんな」を使ったタルト新商品です。 

みかんはちみつや媛っ娘みかんたまご

を使ったこだわりの生地と、「紅まどん

な」のスライスが調和して、絶妙な美味

しさを醸し出しています。 
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香川県立高松工芸高校（高松市）  ― 令和２年１月 ― 

香川本鷹、瀬戸内レモン、米こうじ、

素材全てが香川県産というこだわり

の香辛料。香りがすばらしく、まろや

かで深みのある辛さで辛味マニアを

うならせる逸品です。インパクトあ

るネーミングもよく効いています。 

チームえびす（宇和島市）  ― 令和元年１１月 ― 

鰹のうま煮             ㈱あいさと （松山市）       

瀬戸内に伝わる、小魚の姿をそのまま

活かした海鮮せんべいをご紹介。 

インパクトある見た目はお客さまの

目を惹き、「凄い芸術性を感じる。ア

ートですね。食べるのがもったいな

い。」との声も。 

保存料・着色料を一切使用していな

い、味のよい海産加工品をご紹介。 

当店では惣菜系商品の動きがよくな

っており、本品もその流れに乗った可

能性があります。中身が見えるパッケ

ージもお客さまに訴求していました。 

３食入 １７０円 （税込） 

１個  ２７０円 （税込） 

瀬戸内レモン胡椒 ピカンテ三郎ッソ 
㈲KOMATSU GARDEN DESIGN （三木町）    

４０ｇ  ６２６円 （税込） 

箱入６枚／１枚売 ４種 

1,080 円／216 円 （税込） 

おととせんべい        ㈲象屋元蔵 （高松市）    

１枚入 ２０５円 （税込） 

１４０ｇ ５４０円 （税込） 

南予のおみそ汁       ギノーみそ㈱ （松前町）       



 

ここよりここ 

1☆  

０１     香 川  県             愛 媛 県         

商 品 名 企 業 名 順 位 商 品 名 企 業 名 

はねだし海苔お得パック 金丸水産乾物㈱ 1 徳用ちりめん ㈲濱田水産 

あん餅 ㈱かねすえ ２ 手押しじゃこ天 5 枚 ㈱田中蒲鉾本店 

芋けんぴ希少糖使用 ㈱中野製菓 ３ おしゃぶり芽かぶ ㈱昆布森 

新漬オリーブ 東洋オリーブ㈱ ４ 手押しじゃこ天 3 枚 ㈱田中蒲鉾本店 

銘菓 観音寺 ㈲白栄堂 ５ 一六タルト小１ ㈱一六本舗 

ちりめん 岡田食品工業㈱ ６ 本葛餅 ㈱大阪屋 

ちりめん山椒 安田食品工業㈱ ７ じゃこ天 5枚 ㈲安岡蒲鉾 

新漬オリーブ アグリオリーブ小豆島 ８ ベビーポエム ㈱母恵夢 

伊吹いりこ ㈱大久 ９ 愛媛県産真穴みかん ＪＡにしうわ 

ゆでだこ ㈲藤田水産 １0 栗ごはんの素 ㈱サンフーズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

          ＴＥＬ  03-3574-2028 

ＦＡＸ  03-3574-2029 

  

香川・愛媛せとうち旬彩館 

特産品 

ショップ 

 

観光情報 

ｺｰﾅｰ 

         ＴＥＬ  03-3574-7792 

ＦＡＸ  03-3574-5556 

  

          ＴＥＬ  03-5537-2684 

FＡＸ  03-5537-2674 

 

  

平成 30 年 7 月豪雨災害の復興支援に感謝する

とともに、愛媛東部圏域振興イベント「えひめさん

さん物語」（4/24～11/24）のＰＲのため、愛媛

県全域を対象としたフェアを開催いたしました。 

特産品ショップでは、豪雨災害被災地の商品を

メインに展開。「レモンケーキ」「みかんジュース」

などの柑橘系商品や「大洲いもたき」「栗ごはんの

素」「寒ひじき」など旬商品が人気を博しました。 

       ― 香川県・愛媛県 県別売上 上位１０位商品 ―   ＜１０月 1 日 ～ ２月２９日＞         

香川県・愛媛県の直近 5 か月間の売上上位 10 位までの商品リストです。 

香川県では、「はねだし海苔お得パック」が、ひきつづき第１位と安定した

強さを見せています。続いて、お正月ニーズの高い「あん餅」が２位。 

「芋けんぴ」「銘菓 観音寺」などの人気菓子も安定した強さ。旬を迎えた「新

漬オリーブ」もランクイン。「ちりめん」「いりこ」関連商品も好調維持で、

首都圏での人気の高さを裏付けています。品質に定評のある「瀬戸内海産 ゆ

でだこ」は、お正月ニーズも取り込んで第１０位にランクインしました。 

愛媛県では、「徳用ちりめん」が、継続して第１位と安定した強さ。 

続いて、「じゃこ天」「おしゃぶり芽かぶ」「タルト」などの常連アイテムが

５位以内にランクインしています。味がよく、根強い固定客がついている「本

葛餅」もひきつづき好調です。 

今回は、「ベビーポエム」「真穴みかん」「栗ごはん」など、多彩な商品がラ

ンクインし、バラエティある顔ぶれとなりました。 

かおりひめでは、ランチに「愛媛みかん鯛と甘

とろ豚葱塩だれ定食（ミニうどん付）」を提供し、

出数も好調に推移しました。夜時間は、地元の旬

の食材を使ったメニュー５種、ドリンクでは、日

本酒２種、柚子のお酒３種を提供し好評でした。 

東京都港区新橋 2-19-10 新橋マリンビル 1Ｆ・2Ｆ  

http://www.setouchi-shunsaikan.com 

＜ランチメニュー＞  

愛媛みかん鯛と甘とろ豚葱 

塩だれ定食（ミニうどん付） 

―季節キャンペーンー 

かおりひめ  

工芸品・雑貨ショップ 

 かがわ冬の恵みフェア  (  

― ＜夜メニュー＞ ― 

＊みかん鯛の昆布〆 

＊じゃこ天ピザ 

＊チーズとしその甘とろ豚巻き  

＊鯛かまピリ辛揚げ 

＊かおりひめの特製芋炊き 

＜ドリンク＞ 

・日本酒 川亀・栄光 

・蔵元の柚子ビール・蔵元の柚子サ 

ワー・蔵元の柚子ロック 

      瀬戸の月光 

＊はねだし海苔お得パック     

１９４円 

 

＊芋けんぴ希少糖使用 

 

＊銘菓 観音寺 

＊伊吹いりこ 

＊ゆでだこ 

＊徳用ちりめん 

 

＊手押しじゃこ天 

＊おしゃぶり芽かぶ 

＊本葛餅 

 

＊ベビーポエム 


