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広島県 広島市

Ａ０１草津殻付かき

10,000円

牡蠣養殖発祥の地、草津で養殖
された草津殻付かきは、黒いひ
だが特長で、身入りが良く甘く
て濃厚なとても味わい深いかき
です。

Ａ０２米田海産のかきむき身

10,000円

明治40年の創業以来、広島の海
で牡蠣の生産一筋に励んできた
米田海産のむき身。袋は必要な
分だけ取り出せる便利なチャッ
ク付きです。

Ａ０３広島かき味のり詰合せ

10,000円

『広島かき味のり』は、原材の
海苔はもちろん、味付けの原料
に至るまで全て純国産にこだわ
った商品です。

Ａ０４麺訪広島OHTセット

10,000円

「麺匠碓井広島中華そば」、「
麺匠碓井尾道中華そば」、「麺
匠碓井広島つけ麺」（各2食入
り）を1個ずつ詰合せました。

Ａ０５広島菜漬詰合せ

10,000円

四季を通じ契約栽培した新鮮な
原菜を使用した緑色鮮やかで、
香り、歯ごたえの良い原料素材
を生かした浅漬です。

Ａ０６「みっちゃん総本店」冷
凍お好み焼セット「THE広島」

10,000円

レンジで簡単調理できる本格広
島流のお好み焼「そば入り」2
枚セット。最もポピュラーなこ
のメニューはみっちゃんから始
まりました。

Ａ０７さざれ石、浜の松茸

10,000円

上質なタラのすり身で包んだひ
と口タイプの蒲鉾です。お酒の
おつまみに最適です。

Ａ０８あなご竹輪

10,000円

美味しいタレで焼き上げたあな
ごの蒲焼を刻み、新鮮な白身魚
のすり身に混ぜ、丹念に焼き上
げた竹輪です。

Ａ０９旅行の友（小魚ふりかけ
）と復刻版旅行の友詰合せセッ
ト

10,000円

旅行の友は、今年発売から１０
４年を迎えます。小魚粉末を主
原料にした、カルシウムたっぷ
りのふりかけです。

Ａ１０ふりかけ、かきめしセッ
ト

10,000円

「ザ・広島ブランド認定商品」
2品と「ひろしまグッドデザイ
ン賞奨励賞」受賞商品を詰め合
わせにしました。

Ａ１１のむ檸檬酢

10,000円

ザ・広島ブランド認定の風味豊
かな飲みやすい「のむ檸檬酢」
です。

Ａ１２広島ぢゃけんお好みソー
ス

10,000円

広島の契約栽培の野菜・果物、
有機純米酢、三温糖、自然塩、
天然水で造った、低塩で体にや
さしい無添加のソース。
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Ａ１３スパウトかきの土手鍋の
素

10,000円

「スパウトかきの土手鍋の素１
５０ｇ×１０袋」の詰合せです
。
広島の郷土料理土手鍋を手軽に
お楽しみ頂ける商品になります

Ａ１４オタフクお好みソース

10,000円

こだわり原料「デーツ」のコク
のある甘さが特徴のお好みソー
スと広島を代表する原料を使用
した広島限定販売のお好みソー
スです。

Ａ１５かきの土手鍋の素

10,000円

家庭用鍋の素として、広島の老
舗牡蠣料理店と協力し、全国で
初めて発売しました。本格的な
味がご家庭で簡単に味わえます
。

Ａ１６本洲一無濾過本醸造

10,000円

広島産の酒造好適米と吟醸酵母
、岩滝山から湧く清らかな軟水
から醸した、広島ならではの地
酒です。

Ａ１７広島レモンサイダー１２
本入りギフト

10,000円

「広島レモン」果汁を果実１個
分使用したサイダーです。藻塩
を加えたことで「広島レモン」
特有のまろやかな酸味をお楽し
みいただけます。

Ａ１８八幡川活性にごり酒

10,000円

酵母が生きたままの活性酒（生
酒）です。にごり酒ならではの
濃厚な味わい。口の中で優しく
はじける微発泡感、甘口で飲み
口の良いお酒です。

Ａ１９カセットニードル入りソ
ーイング缶

10,000円

カセットニードルは、ケースの
穴に糸を通して針を取り出すと
糸が針穴を通って出てくる手品
のような遊び感覚がコンセプト
の糸通しです。

Ａ２０バームクーヘン月・太陽

10,000円

月は広島県産の卵・米粉を使用
、やわらかな食感に。太陽はす
っきりした酸味の広島レモンを
生地とコーティングに使ったも
っちり食感です。

Ａ２１生もみじ15個入詰合せ

10,000円

にしき堂の技術陣が総力をあげ
て、開発しました。生地に広島
県産の米粉を使用していますの
で、もちもちとした食感になっ
ています。

Ａ２２本場川内特産広島菜漬詰
合せセット

10,000円

ピリッとした風味と上品な味わ
いのあるお漬物です。郷土の味
「広島菜漬」をご賞味ください
。

Ａ２３こもち昆布と佃煮の4種セ
ット

10,000円

ヒロツクの定番商品「こもち昆
布」や「わさび昆布」等を詰め
合わせたバラエティ豊かな４種
詰め合わせです。

Ａ２４「広島針」針仕事

10,000円

「広島針」は広島県の地場産業
で、その歴史は300年以上前に
さかのぼります。その歴史ある
「広島針」をセットにしました
。
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Ａ２５焼きモンブラン

10,000円

オリジナルの薄い皮にバターと
アーモンドをタップリ使った生
地を詰め、渋皮マロンを丸ごと
一つ入れて、香ばしく焼き上げ
ました。

Ａ２６御馳走あなご旨味塩お茶
漬けセット

10,000円

あなご旨味塩と国産真あなごを
濃口醬油で煮込んだあなご山椒
煮のセットです。

Ａ２７芳醇天然かけ醤油

10,000円

自社で毎朝、鰹の一番だしを取
り、昆布だしと本醸造濃口醤油
に合わせた”だし醤油”です。

Ａ２８鶴亀もなか12個入

10,000円

1919年創業の御菓子所高木で70
年近くにわたってご愛顧いただ
いている看板商品です。

Ａ２９わし手帖～和紙×絹×水
引～

10,000円

第17回ひろしまグッドデザイン
賞・奨励賞受賞商品。色柄はお
任せください。

Ａ３０パウダリーアロマFuku香

10,000円

「Fuku香」は天然オーガニック
成分１００％の精油をパウダー
状にしたアロマバックです。い
つでもどこでも連れていけるパ
ウダリーアロマ。

Ａ３１広島おやつＢＯＸ

10,000円

広島市内の福祉事業所で働く障
がいのある方たちがお菓子作り
職人として、一つひとつ丁寧に
作ったクッキー・せんべいなど
の詰合せです。

Ａ３２冷凍お好み焼「お好み村
」

10,000円

職人が１枚１枚手焼きで仕上げ
た本場広島の冷凍お好み焼です
。電子レンジで簡単便利にお召
し上がりいただける広島お好み
焼の本格派です。

Ｂ０１米田海産のかきむき身と
殻付

30,000円

ザ・広島ブランド認定の米田海
産の牡蠣です。収穫したての牡
蠣を生産者から直送。濃厚な味
と香りが自慢です。

Ｂ０２「堀口のかき」生かきセ
ット

30,000円

紫外線流水・マイクロバブル併
用殺菌システムを施し、厳選さ
れたプリンプリン感あふれる「
ほんまもん」の美味しい生かき
です。

Ｂ０３広島の味こだわりの味詰
合せ

30,000円

広島名物の牡蠣・広島菜・ちり
めんを伝統の技で丹念に煮込み
仕上げた逸品です。

Ｂ０４櫟kunugi特選セットA

30,000円

バームクーヘン月・太陽と、櫟
の人気焼菓子さくさくワッフル
広島レモンフレーバーのセット
。
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Ｂ０５針ものがたりと針やま赤
紅（睦月）のセット

30,000円

針ものがたりは、和洋裁、刺繍
用、糸通しが簡単な針など、お
すすめのラインナップ５種です
。

Ｂ０６針ものがたりと針やま東
雲色（如月）のセット

30,000円

針ものがたりは、和洋裁、刺繍
用、糸通しが簡単な針など、お
すすめのラインナップ５種です
。

Ｂ０７針ものがたりと針やま萌
黄色（弥生）のセット

30,000円

針ものがたりは、和洋裁、刺繍
用、糸通しが簡単な針など、お
すすめのラインナップ５種です
。

Ｂ０８針ものがたりと針やま菜
の花色（卯月）のセット

30,000円

針ものがたりは、和洋裁、刺繍
用、糸通しが簡単な針など、お
すすめのラインナップ５種です
。

Ｂ０９針ものがたりと針やま空
色（皐月）のセット

30,000円

針ものがたりは、和洋裁、刺繍
用、糸通しが簡単な針など、お
すすめのラインナップ５種です
。

Ｂ１０針ものがたりと針やま卯
の花色（水無月）のセット

30,000円

針ものがたりは、和洋裁、刺繍
用、糸通しが簡単な針など、お
すすめのラインナップ５種です
。

Ｂ１１針ものがたりと針やま瑠
璃色（文月）のセット

30,000円

針ものがたりは、和洋裁、刺繍
用、糸通しが簡単な針など、お
すすめのラインナップ５種です
。

Ｂ１２針ものがたりと針やま茜
色（葉月）のセット

30,000円

針ものがたりは、和洋裁、刺繍
用、糸通しが簡単な針など、お
すすめのラインナップ５種です
。

Ｂ１３針ものがたりと針やま青
朽色（長月）のセット

30,000円

針ものがたりは、和洋裁、刺繍
用、糸通しが簡単な針など、お
すすめのラインナップ５種です
。

Ｂ１４針ものがたりと針やま栗
色（神無月）のセット

30,000円

針ものがたりは、和洋裁、刺繍
用、糸通しが簡単な針など、お
すすめのラインナップ５種です
。

Ｂ１５針ものがたりと針やま薄
墨色（霜月）のセット

30,000円

針ものがたりは、和洋裁、刺繍
用、糸通しが簡単な針など、お
すすめのラインナップ５種です
。

Ｂ１６針ものがたりと針やま銀
白色（師走）のセット

30,000円

針ものがたりは、和洋裁、刺繍
用、糸通しが簡単な針など、お
すすめのラインナップ５種です
。
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Ｂ１７ホシトキ

30,000円

木のプレートを組み合わせて作
った星型の積み木です。差し込
んだり、乗せたり重ねたり、積
み方は自由。

Ｂ１８森のモビール

30,000円

木々の中に鹿や鳥が見え隠れす
る森をイメージした、森のモビ
ールです。

Ｂ１９ふるさと便り銘菓詰合せ

30,000円

1919年創業の御菓子所高木で70
年近くにわたってご愛顧いただ
いている看板商品の詰合せです
。

Ｂ２０のむ酢詰め合わせ（檸檬
・柚子・生姜）計6本

30,000円

ザ・広島ブランド認定の「のむ
檸檬酢」と「のむ柚子酢」「の
む生姜酢」を詰め合わせてお届
け致します。

Ｂ２１G-30こもち昆布と佃煮の4
種詰め合わせ×2セット

30,000円

ヒロツクの定番商品「こもち昆
布」や「わさび昆布」等を詰め
合わせたバラエティ豊かな４品
セットです。選ぶ楽しさも届け
られます。

Ｂ２２【みっちゃん総本店】冷
凍お好み焼「広島満喫５枚セッ
ト」

30,000円

レンジでカンタン調理できる本
格広島流お好み焼、そば入（３
枚）と広島産の大粒かきをトッ
ピングした「カキ入」（２枚）
の計５枚セット。

Ｃ０１「堀口のかき」満喫セッ
ト

50,000円

「堀口のかき」（むき身・殻付
）と、かきの郷土料理用として
「土手鍋の素」「かき飯の素」
「広島菜」を加え、5品のセッ
トにしました。

Ｃ０２櫟kunugi特選セットB

50,000円

バームクーヘンの月・太陽、バ
ームクーヘンのピースクーヘン
、焼菓子詰合せの櫟kunugi、広
島もみじクーヘンのセット。

Ｃ０３G-50こもち昆布と佃煮の4
種詰め合わせ×2セット

50,000円

ヒロツクの定番商品「こもち昆
布」や「わさび昆布」等を詰め
合わせたバラエティ豊かな8品
セットです。選ぶ楽しさも届け
られます。

Ｃ０４のむ酢詰め合わせ（檸檬
・柚子・生姜）計10本

50,000円

ザ・広島ブランド認定の「のむ
檸檬酢」と「のむ柚子酢」「の
む生姜酢」を詰め合わせてお届
け致します。

Ｃ０５広島県産の素材と技術を
活かした器「HEXa檜」

50,000円

1300年の歴史を誇る枡を、広島
県の素材と木工技術を用い、新
たな器へとアップグレードしま
した。

Ｃ０６ホシトキ・森のモビール
セット

50,000円

木のプレートを組み合わせて作
った星型の積み木と、森をイメ
ージしたモビールのセットです
。
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