
202103 - 1 きく芋かりんとう

大竹市栗谷町に有志とともに農園を構え、六次産業化を目指した
加工品づくりへの取り組みから始まった。弊社の強味である麺製
造のノウハウを用いたおいしくて、健康的で素朴な菓子作りを目
指して「きく芋かりんとう」をつくり始めたところ、好評に継続してい
る。近年では佐賀大学の菊芋研究室との情報交流を行いながら、
良質菊芋の品種「サンフラワーポテト」の栽培を行い加工品にも活
用している。菊芋生ペーストを練り込んだ生地をカットし、揚げてつ
くる、甘さ控えめのかりんとう。賞味期限は常温で１２０日。健康食
材として注目度が高まっている「菊芋」を活用した素朴な菓子とし
てお楽しみいただけます。

有限会社なか川

202103 - 2 安芸弥栄饅頭
こだわりのカルピスバターと牛乳、卵で作った生地に甘さ控えめの
皮むきこしあんを１個づつ手包みしています。バターの風味とサク
サクの食感が好評です。

有限会社モーコ製パン工場

202103 - 3 くらかけ果菜園ジャム

自家農園で栽培した果物だけを使って手作りしています。果物の
風味を生かした甘さ控えめのジャムです。酸味もクエン酸ではなく
レモン果汁を使用しています。ペクチンを加えず、しっかりと煮詰
めています。お客様から頂いた「ジャムというより、フルーツを食べ
ているよう。」という感想を頂き「ジャムという名のフルーツ」という
キャッチコピーにしました。

くらかけ果菜園

202103 - 4 くらかけ果菜園の野菜

ルッコラ、パクチー、クレソン、四角豆、セリなど特徴のある野菜の
栽培し販売しています。財団法人ベターホーム協会名古屋教室で
料理教室の講師をしていたことから野菜の特徴や食べ方、保存方
法などのメモを付けて朝採り野菜を販売しています。地産地消の
新鮮で作り手の分かる安心に加え販売野菜に添えたメモの内容
が家族で囲む食卓に話題の一つになり販売物を通して生産者と
購入者とのつながりが出来れば嬉しいです。

くらかけ果菜園

202103 - 5 くらかけ果菜園の果物

大竹特産のイチジク、柑橘類、柿、栗、梅などを大竹市油見と立
戸の畑で栽培をしています。イチジクは蓬莱柿。柑橘の品種は石
地、青島、興津。晩柑橘は八朔、甘夏に加え晩白柚、文旦、ス
イートスプリング、チャンドラポメロなど珍しいものもあります。栗は
岸根栗、石鎚。柿は太秋、興津20号、伊豆柿、富有柿といったよう
に大竹市の気候に適した何れも優良品種、特徴のある品種を選
んで栽培しています。

くらかけ果菜園

202104 - 6 35959酢

すべての素材を広島県産でつくりあげました。瀬戸田産レモン
100％果汁と大竹産はちみつタップリ！米酢仕立ての白と黒酢仕
立ての黒の2種類をご用意致しました。あっさり水割り、牛乳で
割ってラッシー風になど、いろいろな飲み方でお楽しみ頂けます。
またお酒との相性も抜群です
。賞味期限365日　保存方法：直射日光を避けて保存してくださ
い。　開栓後は要冷蔵

三国酢造株式会社

202104 - 7 贅沢ぽん酢　瀬戸のしずく

瀬戸内の素材にこだわった『贅沢ぽん酢　瀬戸のしずく』
穏やかな瀬戸内海をイメージさせる円熟の旨味は、瀬戸田レモン
とかぼすにたっぷりと加えた3種のだしです。やわらかな個性ある
香りとだしで食す『贅沢ぽん酢　瀬戸のしずく』　あらゆる食材の滋
味を最大限に引き出します。
賞味期限365日　保存方法：直射日光を避けて保存してください。
開栓後は要冷蔵

三国酢造株式会社
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202104 - 8 三国寿司酢

バランスよく調合された寿司用合わせ酢です。炊きたてのご飯に
まぜるだけで、手間をとらず本格的な寿司の味を手早く作れるの
で大変重宝します。三国酢のNo.1商品です。酸度2.8％
賞味期限730日　保存方法：直射日光を避けて保存してください。

三国酢造株式会社

202104 - 9 三国南蛮酢

マイルドな甘さの中に程よい酸味をきかせました。アジやトリ肉の
南蛮漬・お酢のもの全般にお使いいただけます。オリーブオイル
やごま油などをあわせてサラダドレッシングとしても。酸度2.8％
賞味期限730日　保存方法：直射日光を避けて保存してください。

三国酢造株式会社

202104 - 10 三国米酢

厳選された中国地方のお米にこだわり、造られた米酢です。三国
酢ならではの製法により、やさしい香り・まろやかな味に仕上がっ
ています。酸度4.2％賞味期限730日　保存方法：直射日光を避け
て保存してください。

三国酢造株式会社

202105 - 11 大好き♡おおたけ弁当

大竹市の市制60周年記念として2014年より販売開始。市のキャッ
チコピー『大好き♡おおたけ』にちなみ命名。大竹の郷土料理「もぶ
り」を中心に、「あたたハマチtoレモン」や「栗谷産ヒノヒカリ」など季
節の地元食材を使用したお弁当。テレビや雑誌など多数メディア
に取り上げていただき、魚池の人気商品として定着している。

株式会社　魚池（日本料理　魚池）

202105 - 12 なか川　半生麺

大竹市で麺づくり７０数年の老舗企業。手間ひまかけてつくる半生
麺（辛辛つけ麺、汁なし担々麺、広島ラーメン、瀬戸内れもん塩
ラーメン、広島牡蠣うどん他）は人気の商品となっています。真空
ミキサーを活用した原料混ぜ〜圧延した麺生地づくり〜麺線は一
昼夜じっくり冷風乾燥させた独自の製法により塾生半生麺が誕生
しました。賞味期限は常温で１２０日。ご家庭でも簡単に美味しくで
きる「広島ご当地麺」としてお楽しみいただけます。

有限会社なか川

202105 - 13 あたたハマチtoレモン

大竹市にある阿多田島は、ハマチの養殖が広島県内第１位です。
ハマチの価格が低迷する中、阿多田島漁業協同組合と高知大学
と連携し，広島県が生産量全国１位の広島県産レモン果汁入りの
餌を給餌することで魚の差別化を図り、「あたたハマチtoレモン」を
誕生させました。
魚臭さが少なく食べやすく美味しいと好評です。ほのかに香るレモ
ンの風味も高評価を受けています。

阿多田島漁業協同組合

202105 - 14 にが旨　※アイスコーヒー

・平成16年の発売以来、多くのコーヒー好きに親しまれてきた「に
が旨」アイスコーヒー。
・上質な生豆を使用し、極粗挽きの粉を80℃のお湯で
ゆっくりと丁寧に抽出しています。
・3種類の焙煎度を使用することで、旨味に奥深さを加えていま
す。

株式会社イブリック
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202105 - 15 菊芋チップス（大竹特産ゆめ倶楽部）

菊芋はイヌリンを多く含み、テレビでも取り上げられるくらい注目を
あびている食材です。イヌリンは11月が一番多くだんだんと含有量
が減っていくので、それを食い止めるには、乾燥か、冷凍がいいそ
うです。
ゆめ倶楽部では、一年を通して販売できるよう、収穫した菊芋は
すべて乾燥しています。菊芋購入者から、効能があったとお声を
聞くたびに嬉しくなり、日々頑張っています。

合同会社大竹特産ゆめ俱楽部

202105 - 16
広島かきみそラー油（大竹特産ゆめ倶楽
部）

栽培、加工、販売まで、農水産業の六次産業化に取り組み、生ま
れた商品です。主原料の唐辛子、ニンニク、玉葱、椎茸(原木椎
茸)は自社栽培、牡蠣はメンバーの一人である牡蠣業者が養殖し
た、広島県大竹市産牡蠣を使用した、「手づくり」かきみそラー油
です。化学調味料、保存料無添加商品です。

合同会社大竹特産ゆめ俱楽部

202105 - 17 生七味（大竹特産ゆめ倶楽部）

栽培、加工、販売まで、農水産業の六次産業化に取り組み、生ま
れた商品です。主原料の唐辛子、シソの葉は自社栽倍。化学調味
料、防腐剤無添加商品です。
七つの味わいで少量加えるだけでおいしさアップする万能調味料
としてとても人気があり、2015年東京駅中ニッコリーナ店で「ニッコ
リーナ大賞」受賞した商品です。汁物、鍋物、うどん、餃子のたれ
に加えたり、ボイルウインナーなどにも合います。

合同会社大竹特産ゆめ俱楽部

202105 - 18 椎茸かき佃煮（大竹特産ゆめ倶楽部）

栽培、加工販売まで、農水産業の六次産業に取り組み、生まれた
商品です。椎茸は自社栽培している原木椎茸を使い、牡蠣はメン
バーの一人である牡蠣業者が養殖した、広島県大竹市産牡蠣を
使用した「手づくり」佃煮です。化学調味料、防腐剤無添加の安心
安全な商品です。

合同会社大竹特産ゆめ俱楽部

202106 - 19 和栗のテリーヌ（くり魔女グループ）
和栗のペーストと地元産の渋皮煮を贅沢に使用した絶品の焼き
菓子です。贈り物にもおもてなしにも最適な一品です。

ＪＡ栗谷支部加工部（くり魔女グ
ループ）

202106 - 20 マロンの里　※マドレーヌ
和栗のペーストと地元産の栗あんを入れて焼きあげたマドレーヌ
です。栗谷町にある「マロンの里交流館」から名前をとり、「マロン
の里」として販売をしています。

ＪＡ栗谷支部加工部（くり魔女グ
ループ）



大竹生まれ商品登録一覧　　※令和5年1月27日現在
登録番号 登録商品名等 商品のＰＲ内容 登録会社名等

202111 - 21
煮干しいりこ（安芸いりこ　※有限会社大
井水産）

　瀬戸内海にある大竹市阿多田島近海で水揚げした獲れたての
カタクチイワシを塩ゆでし、乾燥させた、阿多田島名産の「煮干し
いりこ（安芸いりこ）」です。鮮度抜群で添加物なしの自然食品で
す。

有限会社大井水産

202111 - 22
いりこせんべい（有限会社大井水産）　※
エビ入り含む

　瀬戸内海にある大竹市阿多田島近海で水揚げした、獲れてのカ
タクチイワシを塩ゆでして乾燥させた、阿多田島名産の「煮干いり
こ（安芸いりこ）」を煎餅にしました。
自然の塩味の「煮干いりこ（安芸いりこ）」を骨まで食べられるよ
う、高熱で圧縮して焼きあげています。カルシュウムたっぷりの「い
りこせんべい」は子どもからご高齢の方まで美味しくいただけま
す。

オーエス食品

202111 - 23 栗谷産のヒノヒカリ

　山紫水明の地、三倉岳の麓で生産されたおいしい「ヒノヒカリ」で
す。
　マロンの里交流館で販売をしています。
　幅広い人達においしいお米を食べてもらえるように，平成２５年８
月に「栗谷産ヒノヒカリ出荷組合」を設立し、共同で集荷・販売をし
ています。
　JA職員による等級検査も受けており、安心して食べてもらえま
す。

栗谷産ヒノヒカリ出荷組合

202201 - 24 菊芋パウダー（大竹特産ゆめ倶楽部）

菊芋はイヌリンを多く含み、テレビでも取り上げられるくらい注目を
あびている食材です。イヌリンは11月が一番多くだんだんと含有量
が減っていくので、それを食い止めるには、乾燥か、冷凍がいいそ
うです。
ゆめ俱楽部では、一年を通して販売できるよう、収穫した菊芋は
すべて乾燥しています。お味噌汁やコーヒー、ヨーグルトなどに混
ぜてお召し上がれるようパウダーにしました。

合同会社大竹特産ゆめ俱楽部

202204 - 25
菊芋チップスの旨漬（大竹特産ゆめ倶楽
部）

菊芋はイヌリンを多く含み、テレビでも取り上げられるくらい注目を
あびている食材です。イヌリンは11月が一番多くだんだんと含有量
が減っていくので、それを食い止めるには、乾燥か、冷凍がいいそ
うです。
ゆめ俱楽部では、一年を通して販売できるよう、収穫した菊芋は
すべて乾燥しています。乾燥した菊芋を、地元酢造会社のお酢で
漬け込みました。

合同会社大竹特産ゆめ俱楽部

202205 - 26 小川農園の人参
食卓を楽しく！色鮮やかな人参です。甘味、香りも楽しんでいただ
けると思います。

小川農園

202205 - 27 小川農園のベビーリーフ
ベビーリーフ、ハーブ、エディブルフラワーを組み合わせて、色や
味（甘味、辛味、苦味）と季節を楽しんでいただけるようにセットし、
ドレッシングのレシピを付けて販売しています。

小川農園
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202205 - 28 小川農園のトウモロコシ
甘味があり、おいしいのはもちろん、薄皮がやわらかく食べやすい
トウモロコシです。残暑の時期にも楽しんでいただけます。

小川農園

202205 - 29 小川農園の菊芋
“体にいい野菜”ということは認知されつつありますが、食べ方が
わからないという方へ簡単なレシピを付けて販売しています。

小川農園

202205 - 30 小川農園の黒豆茶
黒豆を焙煎しているので、香ばしく、豆の甘味も感じられるお茶で
す。

小川農園

202205 - 31 小川農園の菊芋茶
6次産業クループの皆さんと一緒に菊芋の商品を開発しました。身
体に優しい、香ばしいお茶になりました。

小川農園

202205 - 32 小川農園のハーブティー
季節のハーブを天日干しし、ブレンドしたハーブティーです。スト
レートでも、他のお茶やお酒と混ぜてオリジナルの飲み方でもお
楽しみいただけます。

小川農園

202206 - 33 イブリック№51ドリップコーヒー

コロンビア産のコーヒー豆を３種類の異なる温度で焙煎し、ブレン
ドしました。焙煎度を煎り分けてブレンドすることで、苦み、旨味、
香りの奥深い味に仕上がりました。イブリックオリジナルの煎り分
けブレンド・コロンビアをぜひお楽しみくださいませ。

株式会社イブリック

202301 - 34 工場夜景ドリップコーヒー

大竹市の新たな観光資源でもある工場夜景をテーマにドリップ
コーヒーを製造しました。使用しているコーヒーは、飲みやすくバラ
ンスのとれたイブリックブレンドです。ドリップバックタイプのコー
ヒーなので、もらっても喜ばれる商品です。日持ちするので、ちょっ
とした手土産にご利用いただけます。地元、大竹をPRするのに最
適な商品です。

株式会社イブリック


