
  1  
 

                             
       
 

令和３年度「五つ星ひょうご」選定商品の決定 
 

 兵庫県と公益社団法人兵庫県物産協会では、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”を兼ね備えた逸品を、「五つ星ひょうご」ブランドとして選定し、

全国に発信しており、この取組は今年で 10 年目となります。 
 この度、令和３年11月24日に選定委員会（委員長：栗木契神戸大学大学院経営学研究科教授）

を開催し、新たに60品を選定しました。 

今後、マスコミやバイヤー向け「内覧会」及び一般向け「販売会」を開催するなど、情報発信

並びに販路拡大を図ります。 
 
１ 選定結果等 
 

 

 

 

 

２ 主な選定商品 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

  

  

 

 

        

 

 

 

 
件数 内訳 

食品 非食品 
応募件数 105品 87品 18品 
選定件数 60品 51品 ９品 

○ ナチュラル ペコスブーツ ステディ（STEDY） 

  （神戸市：株式会社ベル） 

靴のまち神戸長田で独自に開発した特許取得製法

により、軽量で柔らかいペコスブーツです。 

・以上５品を含む計60品を選定 

・他の商品は別添参照 

（裏面あり→） 

○ 丹波篠山 黒豆アイス もなか 
  （丹波篠山市：株式会社丹波篠山食品） 

丹波乳業の低温殺菌牛乳をベースに、丹波産黒大豆

の煮豆を製造する際の煮汁を混ぜ込み、黒豆煮をトッ

ピングした贅沢なアイスもなかです。 

○ 播州織 加西てぬぐい 
   （加西市：内藤繊維（oriori）） 

先染めした経糸（たていと）と緯糸（よこいと）と

の浮き沈みの組み合わせで複雑な柄を表現した播州

織の手ぬぐいです。 

○ 但馬の炊き込みご飯の素とお米セット 

   （豊岡市：但馬漁業協同組合） 
魚介類、お米すべてが但馬産の炊き込みご飯の素と

お米のセット商品です。 

○ 淡路島食べる玉ねぎ オリーブオイル漬け 

   （南あわじ市：株式会社鳴門千鳥本舗） 

甘味たっぷりの淡路島玉ねぎをみじん切りし、ニン

ニク、だいだい果汁、バジルとともにオリーブオイル

で漬け込んだ万能野菜ダレです。 

 摂 津   播 磨  

 但 馬   丹 波  

 淡 路  

 

作成年月日 令和３年12月17日 
作 成 部 局 産業労働部観光局観光企画課 



２ 
 

３ 今後の主なPRについて 
（１）商品紹介パンフレットの作成 
（２）内覧会（マスコミ・バイヤー向け）及び販売会（一般向け）の開催 
   開催日：令和４年３月25日（金） 
   場 所：神戸サンボーホール 
（３）｢五つ星ひょうご｣特設コーナーにおける展示販売  

（兵庫わくわく館(東京有楽町)、ひょうごふるさと館、新神戸駅、神戸空港） 
（４）インターネット販売（Yahoo!ショッピング「ひょうごの特産品」、楽天市場「ひょうごマ

ニア」） 
（５）各種商談会、販売会への出展 

 
（参考１）審査内容 

１ 審査項目 
(1) 地域らしさ 

・コンセプト（地域へのこだわり） 
・地元産材料・製造加工場所（県内産の原材料の使用割合または製造加工場所） 
・アピール力（ひょうごならではの物産であり地域を観光地としてアピール） 
・地域への貢献（地域貢献活動） ※今年度から加わった審査項目 

(2)  新しさ 
・品質（製造方法の独自性、食味・風合い） 
・形式（デザインやネーミングの工夫、話題性） 
・市場性（価格・量目・サイズ） 

 
２ 選定委員の総評 

コロナ禍にもかかわらず、本年も多くの優れた産品の応募があった。ブランド価値向上の
ため、応募時点ですでに発売されている商品であることを出品条件としたことで応募数が減
ったが、その中でも“地域らしさ”と“新しさ”の観点から特徴ある商品を選定した。 
 

（参考２）第１回(H24)～第10回(R3)の応募、選定数 

 

（参考３）選定商品地域内訳 

  区分 R3応募 R3選定 累計(H24～R3) 
食品 非食品 計 食品 非食品 計 食品 非食品 計 

摂 
津 

神戸 15 2 17 10 2 12 157 32 189 
阪神南 9 1 10 7 0 7 30 7 37 
阪神北 3 0 3 1 0 1 38 2 40 

播 
磨 

東播磨 17 5 22 5 2 7 63 13 76 
北播磨 6 1 7 5 1 6 41 22 63 
中播磨 15 3 18 7 2 9 82 13 95 
西播磨 3 1 4 0 1   1 45 11 56 

但 馬 10 1 11 10 1 11 88 6 94 
丹 波 3 3 5 2 0 2 43 7 50 
淡 路 6 1 7 4 0 4 69 6 75 
合 計 87 18 105 51 9 60 656 119 775 

 
＜問い合わせ先＞ 
 兵庫県産業労働部観光局観光企画課   ＴＥＬ：０７８－３６２－３８３７ 
 公益社団法人兵庫県物産協会      ＴＥＬ：０７８－３６２－３８５８ 
 
「五つ星ひょうご」ホームページ 
 ＵＲＬ https://www.5stars-hyogo.com/  五つ星ひょうご 検索 

 第１回 

(H24) 

第２回 

（H25） 

第３回 

(H26) 

第４回 

(H27) 

第５回 

(H28) 

第６回 

(H29) 

第７回 

(H30) 

第８回 

(R1) 

第９回 

（R2） 

第10回 

(R3) 
計 

応募数 １４４ １５２ １５０ １４６ １７４ １５７ １２３ １２１ １３９ １０５ １,４１１ 

選定数 ５６ ８８ １０１ ７７ ９５ ８７ ６９ ６８ ７４ ６０ ７７５ 



地域 市町 分類 事業者名 商品概要

1 丹波篠山産　丹波黒枝豆 食品 ケンミン食品㈱
10月初旬に収穫解禁後、わずか約２週間しか
味わうことができない希少な「丹波黒」の冷凍枝
豆です。

2
ex'fromage KOBE

淡路島ﾚﾓﾝﾚｱﾁｰｽﾞｹｰｷ
4個入り

菓子 六甲バター㈱
淡路島の太陽と海風の恵みをたっぷり受けたレ
モンを使用したスイーツです。

3 神戸牛しぐれ煮 食品
㈱中の坊

(有馬ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)

価値の高い神戸牛の中でも、特に旨味の強い
スネ肉のみ使用し、有馬グランドホテル独自の
味付けで仕上げたしぐれ煮です。

4 酒粕バタークッキー 菓子 ㈱神戸酒心館
バターを贅沢に使い、芳醇な純米吟醸の酒粕と
有馬温泉名物「炭酸煎餅」を混ぜ込んだクッ
キーです。

5
どこでも駅弁

【冷凍】ひっぱりだこ飯
3食セット

食品 ㈱淡路屋
明石海峡開通記念弁当として、1998年4月5日
に発売した人気駅弁「ひっぱりだこ」の冷凍版で
す。

6 灘区 商品写真
丹波栗と淡路島産はちみつ

のフルタージュセット
菓子

ﾊｰﾄｽﾌｰﾄﾞｸﾘｴｰﾂ
㈱

（TOKINONE）

厳選された丹波栗の蜜果汁（コンフィチュール）
と日本蜂蜜から採れたはちみつをセットにした
商品です。

7 兵庫区 たこと玉ねぎせんべい 菓子 協和商事㈱
明石たこを用いたたこ焼き風味の「たこせんべ
い」と、淡路玉ねぎを用いた「玉ねぎせんべい」
の詰め合わせです。

8 Rikyu Honey 調味料
(公財)神戸市
公園緑化協会

神戸市立須磨離宮公園に設置したセイヨウミツ
バチの巣箱から採蜜し、そのままボトル詰めし
た蜂蜜です。

9 商品写真
一番摘み須磨のり

なめらか佃煮
食品 ㈱河昌

須磨で採れる海苔の3％もない大変貴重な一
番摘みの乾海苔を原料にした佃煮です。

10 天然酵母「極」あん食パン 食品 ㈱小麦庵
天然酵母を使用して3日間かけて仕込んだパン
生地に、玉露の風味と本髙砂屋の粒あんがバ
ランス良く調和された食パンです。

11 西宮市 山椒ベーコン 食品
(一社)福祉心話

会

姫路育ちのブランド豚「月あかり」を朝倉山椒と
共にじっくりと熟成した和テイストのベーコンで
す。

12
あしや・竹園旅館
伝承野球カレー

食品 ㈱竹園
来館するプロ野球選手や高校球児の夕食メ
ニューとして開発した「毎日食べても飽きないカ
レー」を商品化しました。

13
グルテンフリークッキー

詰め合わせ
菓子

芦屋BOTTEGA
BLUE

兵庫県産の米粉を使用した４種類のクッキーの
詰め合わせセットです。

14 岩津ねぎみそ 調味料
㈲六甲味噌製造

所
岩津ねぎとこだわりの兵庫県産原材料を用い
た味噌をブレンドした調味料です。

15
～芦屋からご縁を結ぶ～

鶏屋の水炊き
食品 芦屋鳥きよ

淡路どりをふんだんに使った「鶏屋の水炊き」を
きっかけに、お客様が大切な方への沢山のご
縁を繋げるよう願いを込めた鶏鍋です。

16
ヤムヤムスパイシー

 Tomato & Chilli SAUCE
 ～神戸プレミアム野菜～

調味料 casual dining ta.
神戸市西区の有機肥料で育てたこだわりの野
菜を使った万能ソースです。

17 西宮市
国産ハムスライス
食べ比べセット

食品 ㈱三田屋
「ステーキハウス三田屋」で好評の国産ハム
と、三田市が誇る「三田ポーク」を使用したハム
のセット商品です。

令和３年度「五つ星ひょうご」選定商品
60商品（食品 51商品、非食品9商品）

東灘区

商品名

須磨区

芦屋市阪神南

神戸

中央区
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地域 市町 分類 事業者名 商品概要

令和３年度「五つ星ひょうご」選定商品
60商品（食品 51商品、非食品9商品）

商品名

18 阪神北 伊丹市
白雪 奈良漬

伝承酒蔵の味　西瓜
食品 白雪食品㈱

契約農場で栽培した源五兵衛西瓜を清酒「白
雪」の芳醇な酒粕で造った酒蔵の奈良漬けで
す。

19 有機玄米黒茶 飲料 エムズ
兵庫県を代表する「コウノトリ育むお米」の中で
も全体の8％しかない有機玄米を原料にした黒
茶です。

20
ご飯のお供　兵庫めぐり

兵庫姫物語
食品 兵庫姫物語

料亭旅館ほてるISOGO神戸、明石の旬を味わ
う西明石ホテル、姫路城下町ホテルクレール日
笠の３つのホテルの佃煮（神戸牛、明石鯛、姫
路穴子）をセットにしました。

21 神鷹　純米タコラベル　720ml 飲料 江井ヶ嶋酒造㈱
日本最古の醸造方法と言われる水酛（みずも
と）仕込みで醸した純米酒です。

22 明石産　たこ飯 食品 ㈱現金屋
明石特産のたこを甘口のたれでじっくり時間を
かけて火を入れ、柔らかく味わい深いたこ飯で
す。

23 稲美町
ラズベリーリーフティー

はぐくみのお茶
飲料 伊藤農園

稲美町で栽培される希少なラズベリーの葉を
100％使用したお茶です。

24 小野市
特別純米酒

「松沢-MATTA-」火入れ
飲料 ㈱藤原

山田錦の高品質とされる特A地区である加東市
松沢の生産者が、プライドを持って育てた山田
錦のみを使用した特別純米酒です。

25 ケイクショコラ　黒葫玉 菓子
山奥の菓子工房

ナチュール

多可町産の熟成黒にんにく「黒葫玉」をはじめ
播州地鶏などの地元産食材にクルミ、オレンジ
ピールをアクセントにして焼き上げたチョコレー
トケーキです。

26 播能チキン 食品 みつばグループ
播州百日どりの胸肉を酒米「山田錦」の醤油麹
で柔らかくした食べるしょう油風のチキンです。

27 レモングラス　TB 飲料 ㈱みきヴェルデ
三木市で栽培したレモングラス100％のハーブ
ティーです。

28 青ぶどうバター 調味料
おうちごはんcafe

そらまめ

三木市産の未成熟なブドウを原材料とし、ブド
ウのさわやかな風味とバターのクリーミーさを
マッチさせた商品です。

29 姫穴子茶漬け 食品 ㈲日笠
兵庫県産の瀬戸内の海で獲れた穴子を龍野の
醤油とホテル独自の調味料でに煮炊きしまし
た。

30
ながモチF.[兵庫]

はりまのもち
食品 前原製粉㈱

播磨産の水稲もち米を100％使用し、素材の味
わいが生きる上質な餅です。

31 牡蠣しょうゆ 調味料 ㈱睦商興
播磨灘の栄養豊かな海域で育った一年牡蠣を
粉末にし、龍野醤油で煮出して仕上げた牡蠣
しょうゆです。

32 謹製食パン 食品 ㈱アクアプラス
ひょうご推奨ブランド小麦粉「北野坂」に淡路島
で作った「自凝雫塩」を練り込んだ食パンです。

33 商品写真
加西市ふるさと

ほのぼの　せんべいセット
菓子 合名会社アリモト

加西市のほのぼのとしたふるさとの風景を商品
パッケージにしたせんべいセットです。

34 姫路のふるさとセット 食品 まねき食品㈱

山陽本線姫路駅でロングセラー駅弁（おかめ弁
当・穴子めし弁当・但馬牛牛めし弁当）＋姫路
駅名物まねきの冷凍えきそばのセット商品で
す。

東播磨

明石市

北播磨

多可町

三木市

姫路市中播磨
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地域 市町 分類 事業者名 商品概要

令和３年度「五つ星ひょうご」選定商品
60商品（食品 51商品、非食品9商品）

商品名

35 中播磨 神河町 商品写真 仙霊茶ほうじ茶 飲料 ㈱仙霊
神河町で300年以上続く銘茶で、自然栽培した
一番茶を焙煎した、味と香りのバランスが良い
ほうじ茶です。

36 但馬 養父市 朝倉山椒オイル 調味料 やぶﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱
養父市産の朝倉山椒とイタリア産オリーブオイ
ルを贅沢に使用したオイルです。

37
但馬の炊き込みご飯の素と

お米セット
食品

但馬漁業
協同組合

魚介類、お米すべてが但馬産の炊き込みご飯
の素とお米のセット商品です。

38 紅かに3点詰め合せ 食品 マルヨ食品㈱
山陰沖産の紅ズワイガニの身を使用した2種類
のフレーバーとかにみそのカジュアルギフトで
す。

39 朝倉さんしょ海苔 食品
合同会社イマジ

ネ
兵庫県産乾海苔の味付けに朝倉山椒を加え、
隠し味にはハタハタ魚醤を使用した海苔です。

40 岩津ねぎの肉みそ 調味料 ㈱NOUEN
岩津ねぎと３種類の味噌をブレンドしたコク深い
合わせ味噌に国産大豆ミートを加えてピリ辛に
仕上げたおかず味噌です。

41 岩津ねぎドレッシング 調味料
㈱ｸﾞﾘｰﾝｳｲﾝﾄﾞ
(道の駅但馬の

まほろば)

岩津ねぎを使った風味豊かなドレッシングで
す。

42 八鹿豚のくんせい 食品 ㈱但馬の郷
きめ細やかでやわらかな肉質と、濃厚でいて後
味はすっきりとした脂が特徴の養父市産「八鹿
豚」を使用したくんせい品です、

43
田中屋

出石そば粉振り半なま
4人前ざる用

食品 ㈱田中屋食品
長年受け継がれた伝統と確かな技術で、そば
本来の味と安全性を兼ね備えた半生そばで
す。

44 栃の実めん 食品
㈱MEリゾート神

鍋
(ﾌﾞﾙｰﾘｯｼﾞﾎﾃﾙ)

小麦に定着しにくい栃の実を配合し長時間練る
ことで非常に強いコシとモチモチ感があり、腹持
ちの良いめんです。

45 新温泉町 子持ちガニみそ煮込み 食品 ㈲山米鮮魚
生のセコガニをぶつ切りにして、かにみそや外
子、内子すべてお鍋で炒り、味噌を加えて煮た
新温泉町の郷土料理です。

46 黒豆ビターショコラ 菓子 ㈱小田垣商店
丹波黒煎り豆にチョコレートと丹波黒豆きな粉
をコーティングした香ばしく、ほんのり苦みの効
いたチョコレート菓子です。

47
丹波篠山

黒豆アイス もなか
菓子 ㈱丹波篠山食品

丹波乳業の低温殺菌牛乳をベースに、丹波産
黒大豆の煮豆を製造する際の煮汁を混ぜ込
み、黒豆煮をトッピングした贅沢なアイスもなか
です。

48
ZENTAの金のポタージュ

12食入
食品 ㈱善太

こだわりの方法で育てた「淡路島フルーツ玉ね
ぎ」を１食に３分の１も使用し、甘くて濃厚、ク
リーミーな贅沢スープです。

49
淡路島食べる玉ねぎ
オリーブオイル漬け

調味料 ㈱鳴門千鳥本舗
甘味たっぷりの淡路島玉ねぎをみじん切りし、
ニンニク、だいだい果汁、バジルとともにオリー
ブオイルで漬け込んだ万能野菜ダレです。

50 淡路島産　カットわかめ 食品 ㈱山田海産物
鳴門海峡の激流で育まれた肉厚で色鮮やかな
淡路島のわかめです。

51 淡路市 淡路島牛乳ドーナツ（箱） 菓子
㈲うづ志ほ名産

店
水を一切使用せず、淡路島牛乳だけをたっぷり
使用したなつかしい味のドーナツです。

香美町

豊岡市

丹波

淡路

丹波篠山市

朝来市

南あわじ市

但馬
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地域 市町 分類 事業者名 商品概要

令和３年度「五つ星ひょうご」選定商品
60商品（食品 51商品、非食品9商品）

商品名

52 兵庫区 商品写真 山椒石鹸（けしょう石鹸） 民工 ㈱常晴
豊岡市産の山椒からエキスを抽出・配合し、和
漢の香りでリラックスできる石鹸です。

53 長田区
ナチュラル ペコスブーツ

 ステディ（STEDY）
民工 ㈱ベル

靴のまち神戸長田で独自に開発した特許取得
製法により、軽量で柔らかいペコスブーツです。

54 東播磨 明石市 あこや本真珠1000円ガチャ 民工 合同会社OTTER
対馬市で浜揚げした真珠を神戸市の熟練した
技術者や職人のもとでアクセサリーに加工し、
ガチャで販売しています。

55 東播磨 明石市
極厚BBQ鉄板

極厚6mm Sサイズ
民工 日本鉄具製作

鉄加工技術を活かして制作したバーベキュー
やソロキャンプに使える鉄板です。

56 北播磨 加西市 播州織　加西てぬぐい 民工 内藤繊維（oriori）
先染めした経糸（たていと）と緯糸（よこいと）と
の浮き沈みの組み合わせで複雑な柄を表現し
た播州織の手ぬぐいです。

57
靴職人がつくる至極の靴べ

ら
民工 イシヅカ靴店

姫路産の本革を使用した手のひらサイズの靴
べらです。

58
洋服の余剰布を使ったオート

クチュールバッグ『Hana』
民工 ㈲ブリジャン

たつの市産の牛革を使用したレザーパーツと、
イタリア製のツイードやシルクを使用したファブ
リックパーツを組み合わせたオートクチュールな
ハンドバッグです。

59 丹波篠山市
防カビ･抗菌･撥水レザーの
トートバッグ[ファシルトート]

民工 雅彦化成㈱
たつの市産の牛革に防カビ・抗菌加工を施し、
機能性とデザイン性に優れたトートバッグです。

60 丹波市
防水革薄型肩掛袋

(ｳｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ)
民工 D.L.P

姫路市産の防水レザーを使い、メイン素材から
副資材までの材料と縫製の作り込み、仕様を
防水に特化したショルダーバッグです。

丹波

神戸市

中播磨 姫路市
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