
 

香ばしく焼き上げ、あとをひくスパイシーな味わ

いが特徴の骨付鳥の販売で、弾力があり肉の味がし

っかりしている「おや鳥」と、ジューシーで柔らか

な「ひな鳥」を紹介しました。 

「大洲ええモンセレクション」認定商品の販売

で、伝統ある和菓子や郷土菓子、地元産野菜使用の

カレーや漬物、伊予灘で獲れた魚類使用の甘露煮等

を紹介しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-愛媛 水郷大洲の物産フェア -  -なっとくのうまさ！骨付鳥のおや・ひな祭- 

 

 

香川・愛媛せとうち旬彩館 

第 3２号・平成２9年３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 

和三宝（お雛様）          ばいこう堂㈱   

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。 

温州みかん       ニノファーム      

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。 

 

一六タルト（ショコラ）      ㈱一六本舗 

宇和島産の質の良い温州みかんの紹介

販売でした。小玉ならではのお手軽感、

食べやすさもあり、お客さまからは「甘

くて美味しいし、６個入りで価格も割安

感がある」と好評で、売上をかなり伸ば

した商品です。 

和三宝（讃岐和三盆糖）のお雛様を

モチーフとした季節商品の販売でし

た。パッケージもかわいいお雛様の

イメージで、価格も手頃で、女性客

からは「プレゼントとしても良いの

では」と好評でした。 

人気商材“一六タルト”の季節限定商品

の冬バージョンで、販売も順調に伸びま

した。パッケージはショコラのイメージ

でわかりやすく、価格・容量も手頃感が

あり、根強い一六ファンを中心に、幅広

い顧客層に支持された商品です。 
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骨付鳥 鳥盛（高松市）―平成 29年 2月― 

首都圏でもブランド力が高まってい

るヤマロク醤油の新桶初搾り商品の

紹介販売で好調な売れ行きでした。

お客様からは「香りが凄い」「本当に

美味しい」と好評で、比較的年配層

の購買が目立ちました。 

塩蔵（ブラック）（オリーブ塩漬）   ㈲創樹 

新桶初搾り２０１６     ヤマロク醤油㈱  

大洲市物産協会（大洲市）  ―平成 29年 2月― 

青いレモンケーキ     ㈲永久堂        

県産の完熟オリーブ塩漬けの販売で

した。“ブラックタイプ”という稀少

性と、完熟オリーブならではの濃厚な

風味と食感が楽しめ、お客さまからは

「独特な味わいがあって良い」と好評

で、幅広い顧客層に支持されました。 

有機質肥料使用で、小ぶりで食味が良

く、肉皮も薄く、幅広い顧客層に支持

されました。 

岩城島産の青いレモン使用の“レモン

ケーキ”新商品の紹介販売でした。レ

モン風味が明瞭で、パッケージも秀逸

で、特に若い女性層の購買が目立ち、

今後も継続販売で動向を確認していき

たい商品です。 

小箱（１４個入） ５９４円  

１４５ｍｌ    ４８６円 

５００ｍｌ  １,０８０円 
２Ｓサイズ６個入・２１６円 

 

 

１個(１００ｇ)  ７５６円  

１個   １４０円  

１個    ２１６円  



 

 

 

ここよりここ 

1☆  

両県の直近５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（10/1～12/31・1/4～2/28） 

 

 

 

 

 

 

お正月用 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

                               

                                                                                                                                                                                                             

 

 

      

 

                           

＜平成２8年 10月 1 日～12月 31日＞  香 川 県   ＜平成２9年 1月 4日～2月 28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 はねだしお得パック 金丸水産乾物㈱ 

あん餅 ㈱かねすえ ２ ＥＸＶオリーブオイル 東洋オリーブ㈱ 

芋けんぴ ㈱中野製菓 ３ 芋けんぴ ㈱中野製菓 

塩蔵 ㈲創樹 ４ あん餅 ㈱かねすえ 

オリーブ新漬 東洋オリーブ㈱ ５ ちりめんくぎ煮 岡田食品工業㈱ 

しょうゆ豆 大西食品㈱ ６ 塩蔵 ㈲創樹 

ちりめんくぎ煮 岡田食品工業㈱ ７ しょうゆ豆 大西食品㈱ 

ちりめん山椒 安田食品工業㈱ ８ 上乾ちりめん ㈲高松珍味堂 

上乾ちりめん ㈲高松珍味堂 ９ ちりめん山椒 安田食品工業㈱ 

大羽２００ 伊吹漁業協同組合 10 観音寺饅頭 ㈲白栄堂 

＜平成２8年 10月 1 日～12月 31日＞  愛 媛 県   ＜平成２9年 1月 4日～2月 28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 

一六タルト小 1 ㈱一六本舗 ４ 一六タルト小 1 ㈱一六本舗 

じゃこ天 5枚 ㈲安岡蒲鉾店 ５ おしゃぶり芽かぶ ㈱昆布森 

芋菓子 タムラ食品 ６ 芋菓子 タムラ食品 

手押しじゃこ天３枚 ㈱田中蒲鉾本店 ７ じゃこ天５枚 ㈲安岡蒲鉾店 

おしゃぶり芽かぶ ㈱昆布森 ８ 焼きばら ㈱タツノコ 

焼きばら ㈱タツノコ ９ 手押しじゃこ天３枚 ㈱田中蒲鉾本店 

うわじま（白） ㈱田中蒲鉾本店 10 本葛餅 ㈲大坂屋 

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、５か月間を通して、「はねだしお

得パック」が依然好調な売上を維持し、第１

位となっています。１月～２月期には、オリ

ーブ関連商品として、オリーブ新漬に代わり、

「ＥＸＶオリーブオイル」が売上を伸ばし、

第２位に躍進しました。また、お菓子商品に

新たに「観音寺饅頭」が加わり、第１０位に

ランクインしました。 

愛媛県は、５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、好調な売上を維持し

ました。また、１月～２月期には、お菓子商

品に新たに「本葛餅」が加わり、お菓子部門

４アイテムが、１０位以内にランクインしま

した。 

      ☆季節キャンペーン 松山うまいもんフェア ２０１７春の旬（３月１日～５月３１日）開催中！ 

 

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

平成２６年度の香川県・愛媛県の年間売上１０位までの商品を見ると、

香川県では、健康志向の時流を的確に捉えた「レアシュガースウィート」

が、年間売上第１位となり、続いて、香川県の伝統的な和菓子「おいり」

が人気を持続させ、好調な売上を示しました。また、「ちりめん」「しょう

ゆ豆」の上位常連アイテムや、オリーブ商品の「塩蔵（オリーブの塩漬け）」

がランクインしました。一方、圏外ながら、春の旬商品である「たけのこ

水煮」が、多くのお客さまの支持を受け、売上を伸ばしました。 

愛媛県では、「徳用ちりめん」が価格を抑えた商品で、２年連続で年間

売上第１位となり、続いて、上位常連アイテム「じゃこ天」２アイテムが

好調な売上を示しました。また、今期は、菓子部門商品の売上が好調で、

第３位の「タルト」以下５アイテムがランクインしたのが大きな特徴とい

えます。一方、圏外ながら、乾椎茸「どんこ」が肉厚でしっかりとした歯

ごたえ感もあり、売上を伸ばしました。 

 

、 

 特産品ショップでは、「かがわ冬の味覚フェア」

を開催し、旬を迎えたオリーブ関連商品や地元特

産品の商品紹介をしました。オリーブ商品では「オ

リーブグラッセ」「食べるオリーブ」が順調に売上

を伸ばし、稀少糖使用「芋けんぴ」はかなり売上

を伸ばしました。全般的には菓子・スイーツ系商

品が支持されましたが、「大羽煮干し」のイリコ関

連商品も堅調な動きを示しました。 

一方、かおりひめでは、ランチ用に「オリーブは

まち丼とミニうどんセット」「牡蠣フライ玉子とじ

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７品と、酒類（地

酒１種・その他ドリンク２種）を提供しました。 

 

★季節キャンペーン     かがわ冬の味覚フェア（平成２８年１２ 月 1日～平成２９年２月２８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 

乾椎茸（どんこ） 

＜ランチメニュー＞ 

讃岐三蓄丼とミニうどんセット 

ト 

―季節キャンペーンー 

ねーぶるりんぐ・れもんりんぐ 

かおりひめ 

   ＥＸＶオリーブオイル 本葛餅 

―＜ランチメニュー＞― 

＊オリーブはまち丼とミニうどんセット

＊牡蠣フライ玉子とじとミニうどんセット 

―＜夜メニュー＞― 

＊釜揚げいりことつみれ団子の小鍋 

＊オリーブ夢豚と焼大根の塩角煮 

 ＊天然なまこの三杯酢 

 ＊讃岐名物 串おでん 

 ＊しょうゆ豆三種食べ比べ 

 ＊牡蠣フライ・大豆もろみ味噌温玉ソース 

＊オリーブハマチフライ・大豆もろみ味噌温玉ソース 

＜酒類＞ ＊川鶴（しぼりたて） 

＊稀少糖ハイボール ＊すももサワー 


