
 

 

 

道の駅“からり”から、秋の味覚「ぶどう」「なし」

「柿」をはじめ、トマト関連商品の紹介をしました。

その他、ソーセージの限定販売とジャバラ果汁コー

ナーでは、お客さまに試飲を楽しんで頂きました。 

伊吹島のいりこをそのまんま味わう「食べるいり

こ」や「いりこ粉末」をはじめ、瀬戸内の海の幸コ

ーナーでは、「ちりめん」「むき海老」「ゆでだこ」「キ

ャビアフィッシュ」等を紹介しました。 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここよりここ 

-職人がこだわりぬいた瀬戸内海の海の幸と伊吹いりこフェア  -  -内子 秋の味覚祭り- 

 

 

香川・愛媛せとうち旬彩館 

第 3４号・平成２9年１０月発行 

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 

さぬき堅パン３種        Ｎａｒｉｋｉ（ナリキ）   

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。 

みきゃんのミックスポップコーン３種    ㈱あいさと      

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。 

 

食べる煮干し        ㈲石丸弥蔵商店 

“みきゃんキャラ”を前面に出したポッ

プコーン新商品の紹介販売でした。お客

さまからは「一度で２つの味が楽しめ

る」と好評で、他のみきゃんグッズと併

せて購入される例も見られました。 

堅パンの持つ面白さ、珍しさ、独特

の味わいなどの訴求効果もあり、売

上げも堅調に推移しました。お客さ

まからは、「思ったほど堅くもなく、

懐かしい感じの味」「一回食べ始める

と止まらなくなる」と好評でした。 

カタクチイワシを食塩のみで仕上げた

素材感あふれる商品の紹介販売でした。

塩分控えめで、味わいも程よく、お客様

からは、「とても美味しい」「臭みがない」

「やわらかい」と好評で、２階かおりひ

めでも試食品として提供されました。 
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㈱内子フレッシュパークからり（内子町）―平成 29年 9月― 

飯山の桃にちなんだブッセ菓子の紹

介販売でした。桃のイメージのパッ

ケージも秀逸で、ふわふわとした食

感、甘さ控えで好調な売れ行きでし

た。また、価格も手頃感があり、幅広

い顧客層から支持された商品です。 

三豊ナスからし漬       マルカ食品㈱ 

桃のふる里         ㈱きさらぎ  

㈲藤田水産（三豊市）  ―平成 29年 10 月― 

愛媛河内晩柑ゼリー   ㈱えひめ飲料        

“ナスのからし漬け”という特に関東

圏ではなじみが薄いアイテムですが、

比較的好調な売上でした。容量、価格

とも手頃感があり、年配の顧客層の購

買が比較的目立ちましたが、今後はさ

らに認知度高めていきたい商品です。 

河内晩柑を使用したペットタイプの

“飲むゼリー”新商品で、売上も好調

でした。「とても美味しいので定番商品

として販売してほしい」とのお客さま

の声も多くあり、今後は継続販売を検

討していきたい商品です。 

プレーン味・生姜入り（１２０ｇ）３５１円 

高瀬茶入り（１５０ｇ）  ５４０円 

１個(１００ｇ)  ７５６円  

１袋（４０ｇ）  ２５９円  

１本（２８０ｍｌ） １５１円  １個（１３５ｇ） ３０８円  

１個    １３０円  

伊予柑＆瀬戸内れもん味 ・伊予柑＆塩キャラメル味 ・瀬戸内れもん＆塩キャラメル味 

１個（各６０ｇ） 各４３２円  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           

                           

＜平成２９年４月 1日～６月 3０日＞  香 川 県   ＜平成２9 年７月１日～９月３０日＞ 

商 品 名 企 業 名  商 品 名 企 業 名 

はねだしお得パック 金丸水産乾物㈱ 1 食べるオリーブオイル ㈱共栄食糧 

芋けんぴ ㈱中野製菓 ２ はねだしお得パック 金丸水産乾物㈱ 

塩蔵 ㈲創樹 ３ 芋けんぴ ㈱中野製菓 

ＥＸＶオリーブオイル 東洋オリーブ㈱ ４ 骨付き鶏 ㈲さぬき鳥本舗 

しょうゆ豆 大西食品㈱ ５ おいり寿１号 則包商店 

ちりめんくぎ煮 岡田食品工業㈱ ６ しょうゆ豆 大西食品㈱ 

ちりめん山椒 安田食品工業㈱ ７ だし醤油 鎌田醤油㈱ 

上乾ちりめん ㈲高松珍味堂 ８ 生うどん ㈲日の出製麺所 

大羽２００ま 伊吹漁業協同組合 ９ ちりめん山椒 安田食品工業㈱ 

おいり寿１号 則包商店 10 ちりめんくぎ煮 岡田食品工業㈱ 

＜平成２９年４月 1日～６月 3０日＞  愛 媛 県   ＜平成２9年７月１日～９月３０日＞ 

商 品 名 企 業 名  商 品 名 企 業 名 

徳用ちりめん ㈲濱田水産 1 徳用ちりめん ㈲濱田水産 

手押しじゃこ天５枚 ㈱田中蒲鉾本店 ２ 手押しじゃこ天５枚 ㈱田中蒲鉾本店 

しそわかめちりめん ㈲濱田水産 ３ しそわかめちりめん ㈲濱田水産 

芋菓子 タムラ食品 ４ 母恵夢瀬戸内レモン ㈱母恵夢 

くぎ煮 ㈲カネモ ５ おしゃぶり芽かぶ ㈱昆布森 

一六タルト小 1 ㈱一六本舗 ６ 手押しじゃこ天３枚 ㈱田中蒲鉾本店 

手押しじゃこ天３枚 ㈱田中蒲鉾本店 ７ 芋菓子 タムラ食品 

おしゃぶり芽かぶ ㈱昆布森 ８ 一六タルト小 1 ㈱一六本舗 

焼きばら ㈱タツノコ ９ くぎ煮 ㈲カネモ 

ベビーポエム６個入り ㈱母恵夢 10 ベビーポエム６個入り ㈱母恵夢 

香川・愛媛せとうち旬彩館 

特産品 

ショップ 

 

観光交流 

ｺｰﾅｰ 

         ＴＥＬ  03-3574-7792 

Ｆ Ａ Ｘ 03-3574-5556 

03-3574-5556 

  

         ＴＥＬ  03-5537-2684 

FＡＸ  03-5537-2674 

 

  

         ＴＥＬ  03-3574-2028 

ＦＡＸ  03-3574-2029 

  

香川県は、長期間にわたり第１位だった

「はねだしお得パック」に代わり、新感覚の

調味料として話題の「食べるオリーブオイ

ル」がトップに躍進しました。また、７月～

９月期には、従来の「芋けんぴ」」「ちりめん

商品」の人気商品に加えて、「骨付き鶏」「だ

し醤油」「生うどん」が売上を伸ばし、第１０

位以内にランクインしました。 

愛媛県は、６か月間を通して、第１位「徳

用ちりめん」が価格を抑えた商品で安定した

強さを発揮し、その他従来からの上位人気商

品が第２位以下を占め、引き続き好調な売上

を維持しました。また、７月～９月期には、

新たに「母恵夢瀬戸内レモン」が加わり、お

菓子部門５アイテムが、１０位以内にランク

インしました。 

（９月１日～１１月３０日）開催中！ 

                  ―香川県・愛媛県 県別売上額上位１０位商品の推移―         

 特産品ショップでは、「かがわ夏の味覚フェア」

を開催し、地元特産品の紹介をしました。海産物

では、「伊吹島のいりこ」が期間通じてかなり売上

げを伸ばし、「新物生のり」も好調に推移しました。

また、菓子類では、県産素材を活かした白桃、レモ

ン使用のゼリー商品が売上げを伸ばし、１２０個

限定販売「新麦生うどん２人前」も、従来からの

“うどん商品”の強さを発揮し完売しました。 

かおりひめでは、ランチ用に「ひしお丼とミニ

うどんセット」を提供し、また、夜時間は、地元の

旬の食材を使ったメニュー６品、酒類（地酒３種・

その他ドリンク２種）と、限定スイーツ（かき氷４

種）を提供しました。 

 

かがわ夏の味覚フェア      （６月 1日～８月３１日）  

東京都港区新橋 2-19-10 新橋マリンビル 1Ｆ・2Ｆ  

http://www.setouchi-shunsaikan.com 

かおりひめ 

   食べるオリーブオイル 徳用ちりめん 

―＜ランチメニュー＞― 

＊ひしお丼とミニうどんセットト 

―＜夜メニュー＞― 

＊特製！オリーブ牛の夏野菜炒め 

＊さぬきのめざめ香川アスパラ２種食べ比べ 

 ＊天然すずきの炙りたっぷり薬味のせ 

 ＊釜揚げいりこのおいで米磯部揚げ 

 ＊鬼辛子漬け３種盛り  

＊三豊茄子そうめん 

＜酒類＞ ＊おいでまい生原酒 

＊封切旬酒 ＊濃醇純米 ＊３種飲み比べセット 

＊稀少糖ハイボール ＊すももサワー 

＜限定スイーツ＞ ＊かき氷 

 

両県の直近６ヶ月間の売上額上位１０位まで

の商品を、２つの期間に集約し、推移を検証し

ました。＊期間（4/1～6/30・7/1～9/30） 

 


