
県と県物産協会では、ひょうご五国（摂津、播磨、但馬、丹波、淡路）の「地域らしさ」と「新しさ」を兼ね
備えた商品を「五つ星ひょうご」ブランドとして選び、全国に発信しています。令和元年度の選定品は創
意工夫を凝らした68品に決まりました。県物産協会のホームページを経由して手軽にお取り寄せできます。

ex'fromage KOBE 濃密レアチーズケーキ
チーズプロフェッショナルが考案。クリームチーズをぜいた
くに使用し、濃厚できめ細かな味わいを実現しました。ワイ
ンにもよく合います。1,296円（4個入り）。〔製造・販売／六甲
バター㈱〕

初夏香るさわやか鳴門オレンジのコンフィチュール
淡路島特産のなるとオレンジの甘味を凝縮したマーマレー
ド。国際的品評会「ダルメイン世界マーマレードアワード＆
フェスティバル日本大会」で金賞を受賞しました。1,296円

（135㌘）。〔製造・販売／星の果実園〕

県物産協会のホームページに商品説明を掲載。購入する
場合はワンクリックで製造・販売元のホームページにアクセ
スします。また、一部商品はYahoo！ネットシ
ョッピングや※ひょうごふるさと館（神戸阪急
新館5階）でも購入できます。

朝倉さんしょソーセージセット
養父市特産の朝倉山

さんしょ

椒を使ったスモークウインナー、
ノンスモークウインナー、ソーセージの3種セット。ぴりり
とした刺激とフルーティーな香りが特長です。1,080円

（各110㌘〜120㌘）。〔製造・販売／㈱但馬の郷〕

令和元年度 「五つ星ひょうご」 選定品

郷土色豊かな逸品が
お取り寄せできます

淡　路

摂　津
神戸・阪神

播州織布スリッパ
素足でも靴下でも布製特有の優し
い履き心地を楽しめ、表面の凹凸
が足裏を心地よく刺激します。手
作りの一点物で色、柄とも同じ物
はありません。1組3,850円。〔製
造・販売／㈱斎藤商店〕

大納言あずきヨーグルト
丹波大納言小豆がごろごろと入っ
たヨーグルト。皮まで軟らかく煮た
小豆は甘味たっぷりで、ヨーグルト
の酸味と絶妙のバランスです。オ
ープン価格（1個90㌘）。〔製造・販
売／丹波乳業㈱〕

丹　波播　磨

但　馬

その他の選定品

播州百日鶏のパテ
神戸須磨海苔 KOCONORI
箱入）新鮮ちりめん
いつでもパリッ お弁当に「味付け須磨
のり」
肉珍味・三田米ギフトセットTK-4A
震災から学んだ災害用備蓄食セット
芦屋チーズケーキAmore
ベルサイユのばら紅茶〜5人と語らうカ
フェ ド ベルサイユ〜
KOBE WAKU SAUCE
但馬さつまいもバター
生姜醤油
こめ糀
丹波黒大豆味噌
SUISOAP（オレンジカレンデュラ石鹸）
神戸美人ぬか 米ぬか和スイーツバーム
高嶺のサンダル〜足を育てる草履サン
ダル〜

摂津（神戸・阪神）

食品

菓子
飲料

調味料

民工芸品

ほたるいか缶詰
極上 甘えび丼
するめ麹漬け
素干しほたるいか
浜坂漁港セコガニ甲羅盛り
海煎極みセット
純米吟醸 但馬ほまれ
コウノトリ育むお米の生こうじ
3種の山椒醤油
天然醸造 麹の魚醤5本セット

但　　　　馬

食品

菓子

飲料

調味料

焼肉のたれ 兵庫自慢主原料にこだわ
った旨味
太陽が育てたとうもろこしのドレッシング
竜山石 消臭袋
IDATEN®テーピングソックス
マガザン・ドゥ・キュイール オリジナル 天然
シルク×牛本革コラボバッグ「アイシル」
腰用クッション『CuCuクィーン・ファ
ーニ』

調味料

民工芸品

播　　　　磨

明石蛸のたこしゃぶ
つけだし汁付きあかし玉子焼の粉セット
ふり海苔

「播州百日どり」缶詰3点セット
八鹿豚の旨塩焼き豚
酒粕おつまみcookie
米粉ジンジャーケーキ
神鷹 純米吟醸山田錦中取り
トマトジュース
おてがる もち麦茶20P（マイボトル用）
純粋はちみつ
手柄山 極醸本みりん
唐辛子入りゆずみそ

食品

菓子

飲料

調味料

あるいとう超軽量牛革レースアップモカ
シン
婦人カジュアルシューズ（プラット製法）
紳士靴
くしだんご

民工芸品 民工芸品 パティーヌ トートバック

淡路島玉ねぎ100％のオニオンソ
テー あめ色炒め玉ねぎ
淡路牛のっけごはん
金のたまねぎポタージュ
淡路島玉ねぎカレー中辛
淡路島産「月の鱧」佃煮
藻塩ひじき
淡路島藻塩レモンスカッシュ
淡路島の藻塩（茶）PREMIUM卓
上用

淡　　　　路

食品

飲料

調味料

鹿ジャーキー
丹波黒煮豆
やわらかしぼり豆
フットグルーマーグラン

丹　　　　波

工業製品

菓子

食品

選定品の詳細と購入は…

抽選で5人にプレゼント
詳細は6面のクイズへ

五つ星ひょうご
県物産協会五つ星ひょうご事務局
078（362）3858 078（382）1206

こまめに手を洗い、コロナウイルスの感染予防に努めます。〔池亀さん（尼崎市）〕読者の声 4令和2（2020）年
6月号 Hyogo
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自宅で過ごす時間を
おいしく彩る、
県産野菜を使った
レシピです。

キャベツ
1年を通して出荷できるよう、淡路島
や神戸市西区、東播磨地域、但馬
地域などで季節ごとに品種を変えて
栽培されています。高原地帯で育つ
「神鍋高原キャベツ」は6月に収穫・
出荷のピークを迎えます。

cabbage スイートコーン
神戸市西区や丹波市、東播磨地域で
栽培。明石市と稲美町では糖度の高
い「スイートモーニング」のブランド化を図
っています。収穫後は時間の経過ととも
に糖度が下がるため、早朝に収穫し、
速やかに消費者に届けられます。

sweet
corn チンゲンサイ

神戸市西区や佐用町、東播磨地域
で栽培され、通年出荷されています。
昭和50年代にいち早く中国野菜の
産地化に取り組んだ神戸市西区で
は、農薬や化学肥料を減らし、堆肥
などの有機質肥料を使用しています。

bok 
choy 県内各地域の特色を生かした野菜作りや、野

菜を使ったレシピなどを紹介する冊子「ひょう
ごの野菜」をホームページで公開しています。

県農産園芸課
078（362）3445
078（362）4092
ひょうごの野菜

【材料（2枚分）】
●スイートコーン…1/2本 
●ホットケーキミックス…200g
●牛乳…100ml
●卵…1個
●バター…20g

【作り方】
❶スイートコーンを
ゆで、粒を軸から外し
冷ましておく。❷ホッ
トケーキ生地を作り、
①の半分を混ぜる。
❸フライパンにバター
を溶かし、②を1枚分
流し入れる。❹片面
を焼きながら残りの
スイートコーンの半
分を生地の表面に置
き、焼き目が付いたら
裏返して両面を焼く。

キャベツのミートグラタン

チンゲンサイの牛肉ネギダレかけ

スイートコーンのバターパンケーキ
【材料（2人分）】
●キャベツ…200g
●ミートソース…200㏄
●溶けるチーズ…50g
● サラダ油または 

オリーブオイル…適量
●粉チーズ…適量
●バター…適量
●塩、こしょう…適量

【材料（4人分）】
●チンゲンサイ…中4束
●牛薄切り肉…100g
●白ネギ…細3本
●酒…適量
●塩…適量
●ごま油…適量
●水…200ml
　 ●酒…大さじ2
　 ●しょうゆ…大さじ1

🅐🅐●オイスターソース…大さじ1
　 ●砂糖…小さじ1
　 ●コチュジャン…小さじ1
　 ●にんにくすりおろし…適量

【作り方】
❶フライパンにサラダ油またはオリーブオイルを引き、ざく切りにしたキャベツを
硬さが残る程度に炒める。❷耐熱のグラタン皿の内側に満遍なくバターを塗り、
①とミートソースを入れ、塩、こしょうをして、溶けるチーズと粉チーズを掛ける。
❸180度～200度に温めたオーブンで、チーズが溶けてこんがりと色づくまで焼く。

【作り方】
❶チンゲンサイは3㌢～4㌢に、牛肉は
細かく切り、白ネギは小口切りにする。
❷フライパンにごま油を引き、チンゲン
サイを軸、葉の順に入れてさっと炒め、
酒、塩、水を入れて沸騰させ、下ゆでする。
❸②をざるに上げてしっかりと水気を切
り、器に盛る。❹ボウルに🅐🅐を合わせる。
❺フライパンにごま油を引いて牛肉を炒
め、白ネギを加えてさらに炒める。❻④
を加えて炒め、水分がほぼなくなったら
③の上に盛り付ける。

おうちで食べよう！ひょうごの旬菜
H y o g o  V e g e t a b l e s !

令和2（2020）年
6月号Hyogo5 読者の声 自宅で退屈せず楽しめるコンテンツの紹介が良かったです。〔山口さん（明石市）〕


