
地域 市町 分類 事業者名 商品概要

1 空蔵　山田錦　純米大吟醸 飲料
株式会社小山本家酒造

灘浜福鶴蔵

“酒米の王様”と言われている兵庫県産｢山田錦」を使用し、生酛
で仕込んだ純米大吟醸の生原酒です。リンゴのよう立ち香と、芯
のある力強い旨み、後キレの良さが特徴です。

2 水出し専用玄米茶８８「01.透」 飲料
株式会社

安福又四郎商店
有機栽培の山田錦と緑茶を使った水出し専用の玄米茶です。幅
広い料理とのペアリングを楽しんでいただけます。

3 純米酢（プレミアム） 調味料 マルカン酢株式会社
丹波ひかみ有機米研究会によりていねいに作られた有機コシヒ
カリを使用したお酢です。まろやかな酸味と米の旨みが特長で、
色々なお料理に使えます。

4 灘区
【shima syrup　シリーズ】

　 Lemon Syrup
with crashed lemon

飲料 株式会社イガクリ
淡路島の平岡農園のワックス、防腐剤、防カビ剤、除草剤不使用
で丁寧に育てられた、はじけるような爽やかな香りが特徴のレモ
ン「アレンユーレカ」を100%使用したシロップです。

5 一番採り 味付け 兵庫のり 食品 兵庫津樽屋五兵衛
明石海峡を中心とした、潮流の早い漁場で育まれ、つやが良く、
口どけの良い兵庫のりの一番摘みのりを使用した味付けのりで
す。

6
パスタのようなうどん巡り

ＨＹＯＧＯ　ギフトＤ
「組合せ自由３つ」セット化粧箱入り

食品 株式会社高島商事
兵庫県の特産品を練り込んだパスタのようなうどんです。朝来の
岩津ねぎ、竹野のあかもく、上郡のモロヘイヤ、芦屋の米赤味
噌、明石の海苔の味から選んでいただけます。

7 淡路島 玉ねぎブレッド 食品 株式会社小麦庵
規格外の淡路島産玉ねぎを細かく刻んで練り込んだ食パンで
す。絶妙に配合されたブラックペッパーが玉ねぎの甘味をより引
き立てます。

8
淡路島なるとオレンジ

塩ぽん酢
調味料 株式会社松鶴

淡路島鳴門オレンジを使った塩ぽん酢です。爽やかな味わいで
いろいろな料理に使えます。化学調味料不使用。

9
フォンデュ　リュクス

フロマージュ
KOBE　PREMIUM

食品 株式会社丸八蒲鉾
新ブランド「セルクル・ユイット」から、神戸酒心館とコラボし、「福
寿 純米吟醸」とその酒粕を贅沢に使った新感覚のチーズかまぼ
こです。

10 丹波黒入り 伊達巻 食品 株式会社山田製玉部
赤穂の卵をふんだんに使用した丹波黒入り伊達巻です。おせち
のみならず、スイーツとしてもお召し上がりいただけます。

11
エスプレッソ黒豆餡の

抹茶チョコテリーヌ
菓子 御料理うみ

五つ星ひょうご選定商品である丹波篠山産極上黒豆エスプレッソ
煮を餡にし、抹茶チョコレートと合わせた濃厚スイーツです。

12 西区
味噌屋のめちゃウマイ

のり醤油こうじ
調味料 株式会社たかた

自社で仕込んだ米こうじと旨みをを最大限に引き出した醤油こう
じに兵庫県産の海苔や淡路島の藻塩を加えた万能こうじだれで
す。

13 阪神南 芦屋市 米粉食事パン 食品 BOTTEGA BLU.
淡路島産の米粉を100％使用したパンです。外はカリカリ、中は
モチモチしています。小麦アレルギーの方にも好評です。

令和４年度「五つ星ひょうご」選定商品
61商品（食品等46商品、工芸品等15商品）

商品名

神戸

東灘区

兵庫区

須磨区

中央区

別添
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14
ふわふわ鶏ハンバーグチーズ

インデミグラスソース
食品 芦屋鳥きよ

こだわりの淡路どりと淡路島産玉ねぎをふんだんに使った体に優
しいハンバーグです。鶏のハンバーグなのにふわふわな食感が
特徴です。

15 朝倉山椒みそだれ 調味料 有限会社六甲味噌製造所
兵庫県産の朝倉山椒の実を、芦屋の蔵で醸造した３種類の味噌
をブレンド。爽やかな山椒の風味香る万能みそだれです。

16 阪神北 伊丹市 白雪吟醸きざみ奈良漬 初雪漬150g 食品 白雪食品株式会社
熟成吟醸粕に熟成粕で４回以上付け替えた白瓜と胡瓜をカットし
た奈良漬けです。天麩羅や唐揚げなどのお口直しや、お豆腐の
薬味に最適です。

17 明石蛸の竹皮巻き 食品 株式会社神戸グルメ
二見沖産の明石蛸を天然竹皮で包み、蛸のプリっとした食感を
残しながらもほどよく柔らかに仕上げました。神戸の老舗醤油を
使用した出汁で味付けしています。

18 たこコロ 食品 株式会社アメロイドキッチン
明石だこのブツ切りを贅沢に仕込んだコロッケです。和風だしの
染み込んだ滑らかな口当たりと、サクッとした独特の味わいが特
徴です。

19
神鷹　純米酒水酛仕込み

typeⅡ720ｍｌ
飲料 江井ヶ嶋酒造株式会社

水酛仕込み特有の独特の綺麗な酸味を残しつつ、飲みやすさを
追求した純米酒です。スッキリした味わいに仕上げました。

20 稲美町
日の出　稲美町産

純米料理清酒　400ml
調味料 キング醸造株式会社

「稲の美しい町＝稲美町」で育まれたうるち米ともち米を掛米に
100％使用した料理専用の純米酒です。独自製法で優しい甘みと
コクにこだわりました。

21 加古川市
おそらく日本で一番美味しい
エッグタルト　「播磨の恵み」

菓子 株式会社プントワークス
TKGチャンピオンシップ３連覇の旨みとコクのあるオクノ卵の素材
を活かし、濃厚な風味のエッグタルトです。

22 三木市 わたしにやさしい米リラティ 飲料 株式会社岡田コーヒーストア
自家焙煎した三木市特産「山田錦」の玄米とカフェインを除去した
コーヒー豆をブレンドした飲料です。リラックスタイムにピッタリで
す。

23 加西市 山田錦せんべい 菓子 合名会社アリモト
兵庫県産の山田錦を使用したフワッとした食感のせんぺいです。
食品添加物不使用で自然な味付けに仕上げました。

24 多可町
多可町産山田錦酒かすケイク

穂の香
菓子

山奥の菓子工房
ナチュール

多可町産山田錦の米粉・日本酒・酒粕を使い、しっとりもっちりし
てお酒の香りが感じられる焼菓子です。自家製自然栽培のユズ
のコンフィチュールと酒粕の風味を楽しめます。

25 塩麹鶏の備長炭火焼き 食品 灘菊酒造株式会社
酒造りに使う米麹で塩麹を作り、兵庫県産鶏もも肉と一昼夜漬
け、国産の備長炭で焼き上げました。酵素の働きによる柔らかい
肉と旨みが特徴です。

26
八百ちゃんトマト100％の

無塩・ストレートトマトジュース
（イエローミニ）

飲料 株式会社みつヴィレッジ
ひょうご推奨ブランドに認定された八百ちゃんトマト（イエローミ
ニ）を使った無塩・ストレートのトマトジュースです。

阪神南 芦屋市

東播磨

明石市

北播磨

中播磨 姫路市
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27 中播磨 姫路市
兵庫県産高糖度ミニトマト

コンフィチュール
調味料

株式会社ライフデザイン
阪急阪神

兵庫県産の高糖度ミニトマトのおいしさがギュッと詰まったコン
フィチュールです。お菓子のつけあわせだけでなく、調味料として
も使えます。

28 赤穂市 牡蠣の味噌煮　ゆず風味 食品 赤穂市漁業協同組合
赤穂・坂越湾の牡蠣を厳選し、味噌煮にしました。ゆず風味にす
ることで、貝柱の甘味がより一層引き立っています。

29 たつの市
手延べうどん揖保乃糸

はりまの雫
食品 兵庫県手延素麵協同組合

兵庫県産小麦粉を使用し、揖保乃糸の伝統製法により「粘り」と
「弾力」を最大限に引き出し、もちもち食感に仕上げた手延べうど
んです。

30 養父市 もち麦みそ汁 食品 八鹿鉱泉株式会社
福崎町のもち麦と養父市の赤米を使った即席みそ汁です。腸活
におすすめです。

31 香美町 山椒ほたるいか45g 食品 マルヨ食品株式会社
フルーティーで優しい辛味の朝倉山椒とコク深いほたるいかが絶
妙な佃煮です。ほたるいかは新物のみ使用しているので、ぷりぷ
り感が損なわれません。

32 但馬牛すじのご飯のお供セット 食品 有限会社但馬フーズラボ
但馬牛のすじ肉を濃厚な味付けでトロトロに煮込み、ご飯に合う
商品にしました。牛肉の旨みをしっかり引き出した自然な味を楽
しめます。

33
たまごやさんの明石焼

(岩津ねぎ入り)
食品

道の駅但馬のまほろば
 (株式会社グリーンウィンド)

兵庫県産の卵、明石で水揚げされた真蛸、朝来市特産の岩津ね
ぎを使った明石焼きです。岩津ねぎの風味とふわふわ食感が特
徴です。

34 黒川温泉　ダムハヤシ 食品
生野町温泉開発株式会社

（黒川温泉）

朝来市生野町にある黒川温泉の目の前に広がる黒川ダムをイ
メージしたレトルトハヤシライスです。但馬牛のコクとトマトの酸
味、玉ねぎの甘みが詰まっています。

35
朝倉さんしょとようか豚の肉味噌

ぴりとんみそ
調味料 合同会社イマジネ

養父市の特産品「八鹿豚」をたっぷり使用した肉味噌です。朝倉
さんしょ特有の爽やかな風味を楽しめます。

36 豊岡市
田中屋　出石そば極み

２人前つゆ付き
食品 株式会社田中屋食品

300年の歴史と伝統を誇る関西随一のそば処、出石（いずし）の
半生そばです。蒸気殺菌処理を施し、そば本来の味と安全性を
兼ね備えています。

37 新温泉町 穴子めしの素 食品 有限会社山米鮮魚
山陰沖で漁獲された脂ののった穴子を使った炊き込みご飯の素
です。化学調味料不使用で、穴子の旨みと香りをしっかりと味わ
えます。

38 ぼたん鍋特選花盛セット400ｇ 食品 株式会社おゝみや
程よい脂肪と豊かな甘みのある良質な猪のもも肉やバラ肉を花
が咲いたように盛り付けたぼたん鍋です。

39 丹波篠山黒豆プリン　五種類アソートセット 菓子 　和み工房
黒豆豆乳、黒豆枝豆、黒大豆のきな粉、丹波大納言小豆の５種
類の味が楽しめるプリンのアソートセットです。

西播磨

但馬 朝来市

丹波 丹波篠山市
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40 洲本市 淡路島オニオンチップス 菓子 有限会社くろだ
淡路島産玉ねぎを使ったチップスです。玉ねぎ本来の甘みを
ぎゅっと閉じ込め、淡路島でできた自凝雫塩（おのころしずくしお）
を使い甘みをより一層引き立てました。

41 キムチの玉様 食品 リプラス
フードロス削減を目的に規格外の淡路島産玉ねぎを活用したキ
ムチです。コリっとした食感と甘辛い味が特徴です。

42 島の輝きオニオンスープ 食品 株式会社鳴門千鳥本舗
淡路島産玉ねぎをの旨みがぎっしり詰まったレトルトタイプのオニ
オンスープです。２種類のオニオンソテーを入れて旨みとコクを凝
縮しました。

43 島の宝つくだに 食品 株式会社善太
淡路島産フルーツ玉ねぎと鳴門海峡産茎わかめを柔らかくあま
～く炊き上げた佃煮です。国産生姜がアクセントになっています。

44 明太子ちりめん 食品 株式会社山田海産物
淡路島産ちりめんに「ピリッ！」明太子のうま味を加えました。ご
飯はもとより、冷奴や卵焼きにもおすすめです。

45 淡路島コーヒージャム 調味料 淡路島牛乳株式会社
淡路島産牛乳をアラビカ種のコーヒーで丁寧に煮詰めたジャムで
す。パンやフルーツとの相性ピッタリです。

46 淡路市 淡路島パスタソース（トマト） 調味料 ユーアールエー株式会社
淡路島の大磯トマトと淡路島産玉ねぎを使用したパスタソースで
す。パンの上にかけてブルスケッタとしてもオススメです。

47 長田区 足トレスリッパ グーパー　DRFT2 工芸品 株式会社ベル
靴職人が開発した足トレ機能付きスリッパです。靴のまち神戸長
田の靴職人が一つ一つ手作りしています。

48 須磨区 リキュウハニーのはんどくりーむ 生活用品
公益財団法人

神戸市公園緑化協会

神戸市立須磨離宮公園に設置されたセイヨウミツバチの巣箱か
ら採取された蜜蝋を主原料としたハンドクリームです。原材料は
天然素材で安心安全です。

49 中央区 オーダーメイド革職人が創る三つ折り財布 工芸品 創作鞄槌井
フルタンニンなめしの革を使用した財布です。三つ折りでもお札
は折らずに入り、小銭も取り出しやすいよう工夫し、さらに鍵もつ
けられます。

50 阪神北 三田市 三田レザー使用コンパクト二つ折り財布 工芸品 ZENSTEN
三田牛の捨てられていた皮を製品化した二つ折り財布です。薄く
てしなやか、艶光沢があり、コンパクトながらお札、コイン、カード
も入り、隠し文字でSANDAと入れてあります。

51 東播磨 加古川市 レザーアンブレラ 工芸品 MARIKO
デザイン、革、ハンドル部分など各分野のプロフェッショナルが融
合して作り上げた傘です。たつの市産の皮革を使用し、カラーは
６８色から選んでいただけます。

52 北播磨 西脇市 播州織　トリプルガーゼ　タオル 衣料品 藤原染工株式会社
自社で染色した糸を使い、先染織物の播州織ならではの表と裏
の柄を変えた３重のガーゼタオルです。流行に左右されないベー
シックな柄が特徴です。

神戸

淡路 南あわじ市
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53 西脇市 播州織丸型団扇 工芸品 株式会社斎藤商店
約50年前に製造し保管されていた播州織の輸出用カーテン生地
を再利用したうちわです。古典的な柄は誰とも被りません。

54 小野市 NAKAGO 日日是好日-錫と硝子- 工芸品 株式会社藤原
錫と硝子の酒器で日本酒の飲み比べができるセットです。それぞ
れの酒器で異なる味わいを愉しんでいただけます。

55 多可町 ひの木ん魚すくい 工芸品 太田工務店株式会社
多可町の桧を使った「木でできた金魚」です。子どもは水に浮か
べて遊べ、大人は木の香りを楽しめ、通常の金魚すくいにはない
楽しみ方ができます。

56
Apple Watch用 姫路黒桟革

高級レザーバンド
工芸品 坂本商店

姫路市の伝統皮革である姫路黒桟皮（ひめじくろざんがわ）を使
用したレザーバンドです。漆で仕上げた皮は、上品で日本らしい
品のある輝きが魅力です。

57 ボタニカル化粧水　UN 生活用品 パチュリコスメテック株式会社
JAS認定の自社農場で育った有機植物から作った兵庫県産オー
ガニック化粧水です。ハトムギ、ヨモギ、ドクダミなどの様々な栄
養素が組み合わさっています。

58 あまんじゃこのファーストシューズ 工芸品 イシヅカ靴店
姫路の本革と播州織（多可町オリジナルのタカタータン）を使った
オリジナルの手作りファーストシューズです。インソールに刻印も
できます。

59 豊岡市 撥水ヌバック　ボディーバック 工芸品 D.L.P.
兵庫県産撥水ヌバックレザーを使用したボディーバッグです。見
た目より軽量で、縫製は超撥水糸を使っているので水への耐久
性に優れています。

60 養父市 アロマ石鹸&しっとり石けんセット 生活用品 株式会社NATURE&CLAY
養父市の山から採取した粘土鉱物（クレイ）を配合した石けんセッ
トです。クレイのマイナスイオン効果で汚れをしっかり洗い落とし、
優しく潤います。

61 丹波 丹波市 丹波なた豆茶　ペット用無添加ガム 生活用品 有限会社こやま園
栽培期間中化学肥料や農薬不使用の丹波産なた豆を加工し、
100倍濃縮したエキスを配合したペット用無添加ガムです。

北播磨

中播磨 姫路市

但馬
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