
 

国指定の伝統工芸品“香川漆芸”の紹介で、高松

工芸高校の生徒たちによる漆ストラップや携帯電話

ケース等を販売し、かおりひめでは、漆塗りのうど

ん鉢、塗り箸使用して食事をしていただきました。 

 

 柑橘王国「八幡浜」から、旬の柑橘「せとか」「甘

平」「デコポン」をはじめ、八幡浜のソウルフード

「八幡浜ちゃんぽん」、「じゃこ天」など、地元の味

を紹介し、八幡浜市のＰＲを図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-まるごと“やわたはま”フェア -  -うどん県の高校生による漆ＰＲプロジェクト- 

 

香川・愛媛せとうち旬彩館 

第 2８号・平成２８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 

おじゃこ味噌      安田食品工業㈱    

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。 

じゃこ天３枚入り      (有)宇和島屋       

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。 

 

ちりめん佃煮        ㈲木嶋水産 

冷凍すり身は使用せず、化学調味料も

不使用の素材を大切にした商品で、売

上は好調でした。３枚入りという量

目・価格設定も手頃で、味については、

お客さまから「じゃりじゃり感がたっ

ぷり」との声がありました。 

瀬戸内海産のじゃこを使った新商品

紹介販売でした。価格・容量とも問

題はなく、酒肴としての用途も考え

られアイテムですが、「味付けが少し

甘いような気がする」とのお客さま

からの意見がありました。 

ちりめん関連商品としてのＰＲ販売で

したが、競合商品が多いなか、比較的健

闘しました。パッケージは中身がよく見

え、「ゴマが効いていて香ばしさがあり

ます」との声もあり、比較的年配層のお

客さまに支持されました。 
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高松工芸高等学校（高松市）―平成 28 年 2 月― 

めずらしいオリーブの佃煮と、県産

オリーブを使用したきざみペースト

２アイテムを紹介しました。パッケ

ージ仕様で、ともに上質感とオーガ

ニック感があり、中身がよく見え、

売上は順調に推移しました。 

 
さぬき白味噌      中屋醸造所 

オリーブ佃煮「佃蔵」・オリーブペースト  ㈲創樹  

八幡浜市・谷本蒲鉾店（八幡浜市）―平成 28年 2月― 

元気もん    企業組合津島あぐり工房あすも        

香川の“あんもち雑煮”の首都圏での

認知度アップとともに、味噌系商品と

しては記録的な売上となりました。価

格・容量も手頃感があり、きわめて商

品力もあり、性別・年代ともに幅広い

顧客層に支持されました。 

宇和島津島産の大豆といりこを使った

お菓子新商品の紹介で、販売は好調に

推移しました。素材感があり、味も良

いアイテムで、おやつ、おつまみとニ

ーズが幅広く、今後は継続販売で、固

定客を獲得していきたい商品です。 

１パック(１００ｇ) ４３２円  １瓶(９０ｇ)   ３５６円  

佃蔵（５５ｇ)   ７０２円 

ﾍﾟｰｽﾄ（６０ｇ)  ７０３円 

maiwwasi  

１パック(１２０ｇ) ３８９円 

 

１パック(３枚入) ４８６円  

１パック(３００ｇ) ２４８円  

わたし・うるし・ひろがる暮らし 

 



 

 

 

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・1/4～2/29） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

                               

                                                                                                                                                                                                             

 

 

      

 

                           

＜平成２７年 10月 1 日～12 月 31日＞  香 川 県   ＜平成２８年１月４日～2月２９日＞ 

商 品 名 企 業 名  商 品 名 企 業 名 

あん餅 ㈱かねすえ 1 ちりめんくぎ煮（２４０ｇ） 岡田食品工業㈱ 

たけのこ水煮（５００ｇ） ㈱ミトヨフーズ ２ ちりめん山椒（１００ｇ） 安田食品工業㈱ 

ちりめんくぎ煮（２４０ｇ） 岡田食品工業㈱ ３ 上乾干ちりめん（160g ㈲高松珍味堂 

オリーブ新漬け ㈱アグリオリーブ小豆島 ４ 大羽いりこ（２００ｇ） 伊吹漁業協同組合 

しょうゆ豆（５００ｇ） 大西食品㈱ ５ 徳用新物大羽いりこ ㈲高松珍味堂 

徳用新物大羽いりこ ㈲高松珍味堂 ６ あん餅 ㈱かねすえ 

ちりめん山椒（１００ｇ） 安田食品工業㈱ ７ レアシュガースウィート ㈱レアスウィート 

レアシュガースウィート ㈱レアスウィート ８ あつ焼きいか ㈲高松珍味堂 

ゆでだこ ㈲藤田水産 ９ 塩蔵（１００ｇ） ㈲創樹 

塩蔵（１００ｇ） ㈲創樹 10 しょうゆ豆（５００ｇ） 大西食品㈱ 

＜平成２７年 10月 1 日～12 月 31日＞  愛 媛 県   ＜平成２８年１月４日～2月２９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 

芋菓子（３４０ｇ） タムラ食品 ３ 一六タルト小１ ㈱一六本舗 

一六タルト小１ ㈱一六本舗 ４ 芋菓子（３４０ｇ） タムラ食品 

じゃこ天 5枚 ㈲安岡蒲鉾店 ５ じゃこ天 5枚 ㈲安岡蒲鉾店 

うわじま(赤) ㈱田中蒲鉾本店 ６ 一六タルトセット ㈱一六本舗 

おしゃぶり芽かぶ(95g) ㈱昆布森 ７ ねーぶるりんぐ（200g） 愛媛果汁食品㈱ 

うわじま(白) ㈱田中蒲鉾本店 ８ 徳用乾燥あみ ㈲濱田水産 

手押しじゃこ天３枚 ㈱田中蒲鉾本店 ９ 母恵夢袋ベビー６個入り ㈱母恵夢 

カットわかめ（４６ｇ） ㈱昆布森 10 こんがり焼あじ ㈱龍宮堂 

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、従来からの上位常連商品「ちり

めん」「いりこ」アイテムが売上を伸ばし、第

５位までを占めましたが、お正月用として大

人気の「あん餅」も第６位と引き続き上位を

維持しました。また、１月～２月間は「たけ

のこ水煮」「ゆでだこ」に代わり、おつまみと

しても人気のある「あつ焼きいか」が第１０

位以内にランクインしました。 

愛媛県は、「徳用ちりめん」「手押しじゃこ

天」が引き続き好調な売上を維持し、「第１位」

「第２位」を占めました。また、１月～２月

間は、お正月商材の「うわじま赤」「うわじま

白」に代わり、従来からの人気商品「母恵夢

袋ベビー６個入り」、おつまみとして手軽に食

することができる「こんがり焼きあじ」が１

０位以内にランクインしました。 

      ☆季節キャンペーン   「瀬戸内の島々の恵みフェア」開催中（３月１日～５月３１日） 

 

                  ―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、月毎に対象地域を区分し、地

元特産品、旬の食材の販売をしました。１２月は「い

わしだし」、１月は「魚肉ソーセージ」、２月は「麦み

そ」が好調でした。また、期間通して見ると、珍味・

菓子商品が売上を伸ばし、１月「想い栗・想われ栗」

２月「国産ドライ温州みかん房」が特に好調に推移し

ました。 

 かおりひめでは、ランチ用に「寒ブリの胡麻だれ丼

と地野菜の炊合せ」を提供しましたが、女性客のオー

ダーも多く、記録的な出数となりました。また、夜時

間は、地元の旬の食材やブランド食材を使ったメニュ

ー６アイテムと、地酒３アイテムを紹介しました。 

 

☆季節キャンペーン「プレえひめいやしの南予博 2016フェア」（平成 27年 12月 1日～平成 28年 2月 29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 

カットわかめ 

徳用ちりめん 

ねーぶるりんぐ・れもんりんぐ 

かおりひめ 

あつ焼きいか こんがり焼きあじ 

★対象地域５市５町 [１２月]伊予市・大洲市・内子町 [１月]八幡浜市・西予市・伊方町 [２月]宇和島市・鬼北町・松野町・愛南町 

―＜ランチメニュー＞― 

寒ブリの胡麻だれ丼と 

地野菜の炊合せ 


