
ザ・広島ブランド 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

TEL（082）504-2318　FAX（082）504-2259
syogyo@city.hiroshima.lg.jp

●このリーフレットに表示している内容や価格は2022年12月時点のものです。
●2022年12月現在、このパンフレットに掲載されている97品を認定しています。

広島市 経済観光局 産業振興部 商業振興課

お問い合わせ

ザ・広島ブランド 検　索

https://www.city.hiroshima.lg.jp

都市機能が集積した活力あるまち「広島
」は、豊かな自然に恵まれた四季折々の旬
の素材が豊富な地域でもあります。こうした
広島で親しまれている「ザ・広島ブランド」
味わいの一品をご紹介します。

味わいの一品

希少性の高い“高級しじみ”

太田川しじみ

〒732-0826
広島市南区松川町2-9
TEL（082）261-8756

［1kg］1,620円（税込）

広島市内水面漁業協同組合 広島市南区

かき本来の味“ほんまもん”のかき

堀口のかき

〒734-0017
広島市南区似島町字信谷5160
TEL（082）259-2366

4,536円（税込）より

堀口海産株式会社 広島市南区

全国的にも評価の高いブランド牡蠣

草津かき

〒733-0832
広島市西区草津港1丁目13-7
TEL（082）277-4641

［むき身1kg/進物箱入り］4,000円（税込） 他

草津かき組合（網﨑宗雄・網本一登・網岡一師・大谷輝彦・大可勇・大畠久幸） 広島市西区

正真正銘「純広島産」

米田海産の広島かき

〒730-0835
広島市中区江波南1丁目32-7
TEL（082）293-1111

[むき身1㎏/箱入り]5,735円(税込)他

米田海産株式会社 広島市中区

皮まで使える安全なレモン

広島レモン「赤秀」

〒733-0832
広島市西区草津港1丁目8-1
TEL（082）279-2472

［80～140g/1個］86～270円（税込）

JA広島果実連（広島県果実農業協同組合連合会） 広島市西区

日本で唯一の技術で、うまい広島産かきを1年中お届け

広島産 窒素凍結 冷凍かき

〒739-2405
広島県東広島市
安芸津町小松原1056-6
TEL（0846）45-0681

Lサイズ（内容総量1㎏/袋（内容量800g/袋））2,300円（税込）＋送料※Lサイズ以外のサイズも有ります

山下水産株式会社 東広島市

〒731-3196
広島市安佐南区伴東町79-2
TEL（082）848-7778

赤しその香り豊かな古漬

安藝紫
［250g］680円、［竹皮/110g］486円、各（税込）

株式会社山豊 広島市安佐南区

ご飯の美味しさ最大限に

JA広島市 本場川内特産 広島菜漬

〒731-0102
広島市安佐南区川内5丁目21-8
TEL（082）877-4194

[250g]486円（税込）

広島市農業協同組合 広島菜漬センター 広島市安佐南区

〒731-3196
広島市安佐南区伴東町79-2
TEL（082）848-7778

浅漬ならではの新鮮な風味と食感

広島菜漬「安藝菜」
[250g]486円(税込)

株式会社山豊 広島市安佐南区

〒737-2212
広島県江田島市大柿町大君808
TEL（0823）57-2162

黒鯛みそ
［140g］560円（税込）

瀬戸内の旬あふれる、味わい深いおかず味噌

瀬戸内みそ　森本店 江田島市

〒733-0032
広島市西区東観音町3-22
TEL（082）232-1331

こだわり続けて100余年 食卓を彩る名脇役

旅行の友（ふりかけ）
［18g］140円（税込）、復刻版［缶入り20g］540円（税込）

田中食品株式会社 広島市西区

〒730-8661
広島市中区南吉島2丁目1-53
TEL（082）245-3211

三島食品株式会社

変わらず飽きのこないおいしさ

瀬戸風味
［36g］216円、［瓶45g］400円、各（税込）

広島市中区

広島市西区

〒733-0832
広島市西区草津港1丁目10-26
TEL（082）278-1614

株式会社出野水産

あなご本来の美味しさ

あなご竹輪
1箱／4本入り  1,250円（税込）

〒733-0832
広島市西区草津港1丁目9-36
TEL（082）278-0551

手軽でヘルシー “広島らしい”おつまみ蒲鉾

しゃもじかまぼこ
［1袋/5枚入り（1枚40g）］600円（税込）

有限会社堀水産 広島市西区

〒733-0832
広島市西区草津港1丁目9-39
TEL（082）277-1291

シンプルな素材の組み合わせ されど相性抜群

さざれ石
［1袋］432円（税込）

株式会社大崎水産 広島市西区

〒733-0832
広島市西区草津港1丁目9-39
TEL（082）277-1291

風味豊かなかわいい小粒蒲鉾

浜の松茸
［1袋］173円（税込）

株式会社大崎水産 広島市西区

ごはんが進む郷土の味

こもち昆布

〒733-0833
広島市西区
商工センター7丁目2-21
TEL（0120）277-280

[55ｇ]214円（税込）、瀬戸筏[160ｇ]540円（税込）

株式会社ヒロツク 広島市西区

〒730-0805
広島市中区十日市町2丁目5-1
TEL（082）295-6717

牡蠣の旨味つまった郷土の味わい

広島の味 かきめしの素 かきめし
2人前1,080円（税込）・3人前1,512円（税込）

有限会社珍味処なかむら 広島市中区

〒730-8661
広島市中区南吉島2丁目1-53
TEL（082）245-3211

磯の香り豊かなかきめしの素

かきめし
［米2合用/155g］972円（税込）

三島食品株式会社 広島市中区

〒731-3168
広島市安佐南区
伴南2丁目5-19-13
TEL（082）849-5783

昔ながらの素朴な味わい モチモチッとした食感

［160g］356円（税込）

広島県産原料使用 だんごの粉
株式会社上万糧食製粉所 広島市安佐南区

〒731-3168
広島市安佐南区
伴南2丁目5-19-13
TEL（082）849-5783

素材の良さそのままに

［120g］356円（税込）

広島県産 大豆きな粉
株式会社上万糧食製粉所 広島市安佐南区

〒733-0833
広島市西区
商工センター7丁目3-23
TEL（082）277-5741

存在感あるしっかりとした味わい

上煎 黄奈粉
［200g］360円（税込）

増田製粉株式会社 広島市西区

味感工房 チルド 広島流お好み焼

〒731-5105
広島市佐伯区
五日市町下小深川82-1 
TEL（082）927-8989

誰でも簡単 “焼き立て感”

［350g×2枚］1,879円（税込）

株式会社里吉製作所 食品事業部〈味感工房〉 広島市佐伯区

冷凍・冷蔵 お好み焼「お好み村」

職人の手焼きにこだわった本格的な広島お好み焼です

〒734-0013
広島市南区出島1丁目26-1
TEL（082）250-2511

レギュラー〔400g×１枚〕972円、職人魂〔そば、うどん入り250g×２枚〕1,490円、各（税込）

サンフーズ株式会社 広島市南区

〒737-1377
広島県呉市倉橋町17978-4
TEL（0823）54-1505

広島の海の味ちりめんをお手軽お煎餅で

まるごとちりめん煎餅
702円（税込）

有限会社石野水産 呉市

〒730-0847
広島市中区舟入南4丁目4-16
TEL（082）293-3171

「何も足さない」牡蠣だけを使った煎餅

江波せんべい 海鮮しぼり焼牡蠣
864円（税込）

巴屋清信有限会社 広島市中区

〒730-0805
広島市中区十日市町2丁目5-1
TEL（082）295-6717

ごはんに良し ビールにも良し

かきしぐれ小箱・小間紙 
小箱1,080円（税込）・小間紙1,512円（税込）

有限会社珍味処なかむら 広島市中区

「他にはない」 熟練の技がつまった人肌温かいおむすび

〒730-0851
広島市中区榎町10-23
TEL（082）291-6340

俵むすび
1ヶ140円　5ヶ700円（税込）

株式会社むさし 広島市中区

〒731-3168
広島市安佐南区
伴南2丁目5-19-13
TEL（082）849-5783

色鮮やかな“若竹色”のきな粉です

青きな粉
216円（税込）

株式会社上万糧食製粉所 広島市安佐南区

生麺なのに常温保存できる、とんこつ醤油味のラーメン

〒732-0042
広島市東区矢賀6丁目6-18
TEL（082）288-2223

麺匠碓井 広島中華そば
702円（税込）

株式会社うすい中華 広島市東区

農産物・海産物等

広島市・似島（image photo）

広島市西区

かわいいサクラ 明るく元気なソーセージ

サクラ咲く  花ソーセージ

〒733-0832
広島市西区草津港2丁目6-63
TEL（082）278-1311

メーカー希望小売価格［255g］432円（税込）

福留ハム株式会社

加工品等

広島市・広島城（image photo）

〒739-1753 
広島市安佐北区
狩留家町3544-1  
TEL（082）844-0826 

自然と歴史の町・狩留家が育んだ「狩留家なす」は絶品   

狩留家なす   
3個入箱 2,160円（税込）

特定非営利活動法人NPO狩留家  広島市安佐北区

〒731-0124
広島市安佐南区
大町東2丁目14-12  
TEL（082）554-4900

歴史・伝統・実績を引き継ぐ広島血統を持つ広島和牛元就

広島血統和牛 元就   
要相談

全国農業協同組合連合会広島県本部  広島市安佐南区

〒733-0833
広島市西区
商工センター7丁目1-40
TEL（082）277-3838

「純国産」だから安心 コクと旨みのある味付け海苔

広島かき味のり
板のり5枚分(8切40枚)496円(税込)

丸徳海苔株式会社 広島市西区

〒732-0042
広島市東区矢賀5丁目1-2
TEL（082）286-0181

しゃもじかきめし

牡蠣づくし！広島の牡蠣を存分に堪能

1,600円（税込）

広島駅弁当株式会社 広島市東区

〒731-5109
広島市佐伯区石内北5-3-13
TEL（082）208-1968

みっちゃん総本店 冷凍お好み焼

行列のできる名店「みっちゃん総本店」井畝満夫の味

1,080円（税込）

株式会社ISE広島育ち 広島市佐伯区

〒725-0024
広島県竹原市港町1-1-8
TEL（0846）22-0633

生たけのこだからこそできたシャキシャキ食感

生たけのこピクルスWine&White
2,530円（税込）

竹原給食株式会社 竹原市

手軽で簡単に広島郷土料理を

〒733-0003
広島市西区三篠町3丁目12-23
TEL（082）237-2101

かきの土手鍋の素
［150g］270円（税込）

新庄みそ株式会社 広島市西区

牡蠣の旨味がたっぷり 広島で愛され続ける伝統の味

〒733-0833
広島市西区
商工センター1丁目10-14
TEL（082）276-0101

かき醤油味付のり
486円（税込）

広島海苔株式会社 広島市西区

広島にしか無い揚げ蒲鉾“広島の味”「うまいでがんす®」です！

みやけのうまいでがんす   

〒737-0112
広島県呉市
広古新開6丁目16-2  
TEL（0823）71-7816

2枚入り1袋270円（税込）

株式会社三宅水産  呉市

家庭で楽しめる本格的な味わい

〒737-0811
広島県呉市西中央3丁目7-40
TEL（0823）21-6633

かきの土手鍋の素
［250g］336円（税込）

株式会社ますやみそ 呉市

調味料等

呉市・音戸の瀬戸（image photo）

広島産「川根ゆず」と伝統的な醤油造りが生み出すハーモニー

採れたて生搾り ゆずぽん酢しょうゆ

〒731-3165
広島市安佐南区
伴中央4丁目1-6
TEL（082）848-0008

［360ml］864円（税込）

川中醤油株式会社 広島市安佐南区

「かけてよし」「煮てよし」「割ってよし」

芳醇 天然かけ醤油

〒731-3165
広島市安佐南区
伴中央4丁目1-6
TEL（082）848-0008

［500ml］540円（税込） 他

川中醤油株式会社 広島市安佐南区

混じりっけなし 牡蠣本来の濃厚な味わい

オイスターソース原液

〒733-0833
広島市西区扇2丁目1-9
TEL（082）278-5115㈹ 

［170g］1,296円（税込）

広島県漁業協同組合連合会 広島市西区



■「広島市」公式ホームページ ■「ザ・広島ブランド」公式ホームページ

■「ザ・広島ブランド」facebook ■「ザ・広島ブランド」公式インスタグラム

■ひろしま公式観光サイト「Dive! Hiroshima」

「くらし・手続き」「事業者向け情報」「観光・文化・ス
ポーツ」「原爆・平和」「市政」の分類別に、広島市か
ら各種情報を提供しています。

「ザ・広島ブランド」に関するイベントやPR活動等
をSNSでタイムリーに紹介しています。

「ザ・広島ブランド」の公式アカウントです。つくり手の
想いが込められた素敵なモノや地元で愛される美味
しいモノを発信しています。

広島から旅をつくろう！
広島の魅力的なイベント・観光スポット・グルメ等を紹介す
る観光情報サイトです。
日本語を含む８言語で観光情報を発信中。
インスタグラムでも広島の素敵な写真をご覧いただけます。

「ザ・広島ブランド」制度説明や認定品について
紹介しています。

ザ・広島ブランド　facebook 検　索 インスタグラム　the_hiroshima_brand 検　索

Dive! Hiroshima 検　索

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/hiroshima-brand/

ココにアクセス！

https://www.city.hiroshima.lg.jp/

ココにアクセス！

▲
ホームページはこちら

▲
インスタグラムはこちら

折鶴から発想した折り紙をモチーフにし、広島の頭文字

「h」を折り紙で折ったイメージで広島らしさを表現して

います。また、確かな品質が保証されているという意味で

使われる「折り紙付き」という意味も込めています。

広島の特産品で特に優れたものを「ザ・広島ブランド」として認定し、広くPRすることで、知名度を

より高め、その消費拡大を図るとともに、広島のイメージを向上させ、地域経済の活性化及び誘客

の促進を図ることを目的とする制度です。

「ザ・広島ブランド」とは

「ザ・広島ブランド」認定制度は、2007年に創設した制度で、2022年12月現在、このパンフレットに

掲載されている97品を認定しています。

「ザ・広島ブランド」認定制度について

「ザ・広島ブランド」の情報は、以下でもご覧いただけます　

広島市が有識者で構成する「広島市特産品等ブランド化推進審議会」の意見を聴きながら、次の基
本要件・評価基準に適合しているかを審査します。

技術性 独自性

訴求性 高品質性 意匠性

高い技術、伝統的な技術又は
先進的な技術を用いている。

容易に模倣できない製法・技法
又は他にはない商品特長がある。

味や使い勝手に優れている。消費者の心を惹きつける
強い魅力を有している。

形状や色彩に優れている。

評価基準

基本要件

広島にちなんだ自然、歴史、伝統、文化的背景又は物語性があり、かつ、安心安全な品質を備えており、さらに「ザ・広島
ブランド」の知名度の向上が期待できる。

広島には、被爆を乗り越え脈 と々受け継が
れた伝統があり、「ものづくり」においても
全国的に定評があります。このような中で
生み出された「ザ・広島ブランド」匠の銘品
をご紹介します。

〒738-0021
広島県廿日市市木材港北15-24
TEL（0829）34-4111

株式会社モーツアルト 廿日市市

体にやさしい、飽きのこない、食べ続けられるおいしさ

からす麦の焼きたてクッキー アーモンド

［1缶］1,296円（税込） 他

〒730-0045
広島市中区鶴見町2-19
ルーテル平和大通りビル
TEL（0120）348-817

日本酒香る大人の味わい

賀茂鶴 日本酒ケーキ
［1本］1,944円（税込）

株式会社アンデルセン 広島市中区

［720ml］1,320円（税込）

本格芋焼酎 達磨 紅あずま25度

100％広島産 芋の甘みが生きる本格派

株式会社サクラオブルワリーアンドディスティラリー 廿日市市

〒738-8602
広島県廿日市市桜尾1丁目12-1
TEL（0829）32-2111㈹

［720ml］1,100円（税込）

本洲一 無濾過本醸造

造りたての美味しさそのままに

合名会社梅田酒造場 広島市安芸区

〒736-0081
広島市安芸区船越6丁目3-8
TEL（082）822-2031

173円～（税込）

鶴亀もなか

もなか種と上品な餡の絶妙なハーモニー

株式会社御菓子所高木 広島市西区

〒733-0833
広島市西区
商工センター7丁目1-10
TEL（082）277-8011

広島産大羽いりこだし
540円（税込）

希少な広島産大羽いりこを使用しただしパックです

味日本株式会社 広島市南区

〒734-0007
広島市南区皆実町1丁目10-8
TEL（0120）225-416

広島産完全米酢
［360ml］302円（税込）

広島県産白米１００％の元祖贅沢な米酢

センナリ株式会社 広島市安佐北区

〒731-3362
広島市安佐北区
安佐町久地2683-25
TEL（082）810-3000 

［720ml］1,427円（税込） 他

八幡川 活性にごり酒

文政年間創業の歴史を持つ蔵元が誇る微発泡酒

八幡川酒造株式会社 広島市佐伯区

〒731-5116
広島市佐伯区八幡3丁目13-20
TEL（082）928-0511

広島レモンサイダー 海人の藻塩プラス

［250ml］184円（税込）

清涼感バツグンのご当地サイダー

JA広島果実連（広島県果実農業協同組合連合会） 広島市西区

〒733-0832
広島市西区草津港1丁目8-1
TEL（082）279-2472

もみじ饅頭 （こしあん）

［1箱/8個入り］960円（税込） 他

昔ながらの伝統の味 「さらし餡」の上品な味わい

株式会社やまだ屋 廿日市市

〒739-0443
広島県廿日市市沖塩屋2-10-52
TEL（0829）55-0001

もみじ饅頭
1箱10個入り1,250円（税込）

「和菓子の命は“餡”にあり」水からこだわる餡作り

株式会社にしき堂 広島市東区

〒732-0052
広島市東区光町1丁目13-23
TEL（082）262-3131

もみじまんじゅう こしあん

（1個）120円、（1袋5個入）600円、（1箱8個入）960円、（10個入）1,200円、
（15個入）1,800円、（20個入）2,400円、（25個入）3,000円、各(税込)

変わらないおいしさ 藤色のこしあん

株式会社藤い屋 廿日市市

〒739-0588
広島県廿日市市宮島町1129
TEL（0829）44-2221

吾作饅頭
195円～（税込）

郷愁を誘うやさしいおいしさ

株式会社平安堂梅坪 広島市西区

〒733-0833
広島市西区
商工センター7丁目1-19
TEL（082）277-8181

酒のいろいろ物語 －広島銘酒スイーツジュレ－ 

［1箱/12個入り］ 4,104円（税込） 他

広島の銘酒香る地酒スイーツ

株式会社モーツアルト 廿日市市

〒738-0021
広島県廿日市市木材港北15-24
TEL（0829）34-4111

焼きモンブラン
［個包装/1個］330円（税込）

一度食べたら忘れられない「パリッ」とした食感

株式会社アルファ 広島市中区

〒730-0015
広島市中区
橋本町4-23 田中ビル1F
TEL（082）511-3840

元祖はっさく大福
6個入箱 1,166円（税込）

八朔発祥の地因島で生まれた瀬戸内広島の手土産

株式会社かしはら 広島市西区

〒733-0031
広島市西区観音町9-4
TEL（082）208-2236

生もみじ
10個入 1,650円（税込）

もちもちしっとりとした、生菓子風もみじ饅頭

株式会社にしき堂 広島市東区

〒732-0052
広島市東区光町1丁目13-23
TEL（082）262-3131

空口ママのソルティーミルクジャム
[45g］380円（税込） ［140g］880円（税込）

湯来町の新鮮な牛乳を煮詰めた無添加ミルクジャム

空口ママのみるく工房 広島市佐伯区

〒738-0513
広島市佐伯区湯来町伏谷1392-1
TEL（0829）86-1465

〒730-0832
広島市中区江波東2丁目4-22
TEL（082）292-9699

金城一国斎 広島市中区

世界に誇る至宝の漆工芸

高盛絵
作品に応じます

〒731-4221
広島県安芸郡
熊野町出来庭6丁目7-24
TEL（082）854-0215

株式会社丹精堂 安芸郡熊野町

熊野筆 グレイスセット

化粧筆、宝飾・漆化粧筆
16,500円（税込）

〒731-4221
広島県安芸郡
熊野町出来庭1丁目3-4
TEL（082）854-4429

株式会社松月堂 安芸郡熊野町

プロが認める優れた筆

熊野筆（日本画筆・アニメ筆・絵手紙筆など）

［JAPAN BRAND筆/5本/ケース入り］11,000円（税込） 他

〒739-0557
広島県廿日市市
宮島町表参道商店街470-2
TEL（0829）44-0067

小林松斎［小林一松堂］ 廿日市市

使う程に増す渋み 変わりゆく美しい木目の味わい

宮島のロクロ細工
［寿司桶/径30cm］27,000円（税込） 他

〒739-0411
広島県廿日市市
宮島口1丁目3-39 
TEL（0829）56-0027

山根興哉［対厳堂］ 廿日市市

世界遺産である厳島神社の“お砂”を用いた貴重な伝統工芸品

宮島御砂焼
もみじ紋シリーズ 4,180円～（税込）

トーホー株式会社 広島市西区

“世界一”自他共に認める高品質ビーズ

Aiko Beads

〒733-0003
広島市西区三篠町2-19-19
TEL（082）237-5151

［3g/パック入り］407～1,595円（税込）

広島宗教用具商工協同組合 広島市中区

「仏様への感謝の心」伝統の技が生み出す美しさ

伝統的工芸品 広島仏壇

〒730-0033
広島市中区
堀川町2-16［㈱三村松 内］
TEL（082）243-5321

300～500万円以上

〒733-0002
広島市西区楠木町4-19-8
TEL（082）238-1144

チューリップ株式会社 広島市西区

自然な持ちやすさでスムーズな編み心地のかぎ針セット

エティモ ロゼ　クッショングリップ付きかぎ針セット

16,280円（税込）

「広島針」300年の伝統が作る高品質な針

1,210円（税込）

「広島針」針仕事
チューリップ株式会社 広島市西区

〒733-0002
広島市西区楠木町4-19-8
TEL（082）238-1144

萬国製針株式会社 広島市西区

440円～880円（税込）

世界最高の品質で半世紀以上愛されてきた手縫針

各種手縫い針 Regal Brand

〒733-0002
広島市西区楠木町2-3-32
TEL（082）237-2337

ひろしま鯉のぼり

400年の歴史を今に伝える伝統の手描き鯉のぼり

ひろしま鯉のぼり 広島市中区

16,500円~ （税込）（商品サイズや色、デザインによる）

〒730-0802
広島市中区本川町3-4-3
TEL（082）292-7768

ギュッと詰まったあなごの旨み 広島生まれの万能調味料

〒733-0833
広島市西区
商工センター1丁目2-3
TEL（082）501-6011

御馳走あなご 旨味塩
有限会社マリンスター 広島市西区

［2g×15袋入り］756円（税込）

お好み焼だけではない！ おいしさ広がる万能ソース

オタフク お好みソース

〒733-8670
広島市西区
商工センター7丁目4-27
TEL（0120）31-0529

オタフクソース株式会社 広島市西区

［500g］421円（税込）

「お好み村」御用達プロ推奨お好みソースです

ミツワ お好みソース

〒734-0013
広島市南区出島1丁目26-1
TEL（082）250-2511

サンフーズ株式会社 広島市南区

340円（税込）

広島の自然が生んだ、体にやさしいお好みソース

広島ぢゃけん お好みソース

〒731-3362
広島市安佐北区
安佐町久地2683-25
TEL（082）810-3000

センナリ株式会社 広島市安佐北区

［500g］561円（税込）

広島お好み焼に合う究極のソース

オタフク 広島限定 お好みソース

〒733-8670
広島市西区
商工センター7丁目4-27
TEL（0120）31-0529

オタフクソース株式会社 広島市西区

［300g］372円（税込）

澄んだ空気と美味しいお水で醸造した芳醇な香りの米酢

お多福 純米酢 500ml

〒733-8670
広島市西区
商工センター7丁目4-27
TEL（0120）31-0529

オタフクソース株式会社 広島市西区

313円（税込）

広島産かきの旨みを使用しただし入りみそ

〒733-0003
広島市西区三篠町3丁目12-23
TEL（082）237-2101

かきだし入りみそ
新庄みそ株式会社 広島市西区

［500g］712円（税込）

飲料・酒

竹原市・町並み保存地区（image photo）

匠の銘品

「ザ・広島ブランド」ロゴマーク

ちからのだし   
200円/袋（税込）

昭和10年創業の「ちからのだし」。自然の旨味だけのほんものの味です。

株式会社ちから  広島市中区

〒730-0017
広島市中区鉄砲町9-5  
TEL（082）221-7050 

［200ml］214円（税込）

大和ラムネ

海軍と呉の町で愛されてきたラムネです

株式会社中元本店 呉市

〒737-0821
広島県呉市三条1-4-8
TEL（0823）25-4644

菓子

廿日市市・紅葉谷公園（image photo）

のむ檸檬酢（3倍濃縮タイプ）
［270ml］1,080円（税込）

広島県産レモン果汁100%使用の風味豊かな檸檬酢

センナリ株式会社 広島市安佐北区

〒731-3362
広島市安佐北区
安佐町久地2683-25
TEL（082）810-3000

廣島名産  柿羊羹 祇園坊
3,456円（税込）

柿とあんこが生む絶妙なハーモニー

株式会社平安堂梅坪 広島市西区

〒733-0833
広島市西区
商工センター7丁目1-19
TEL（082）277-8181

桐葉菓
［1箱/10個入り］1,600円（税込） 他

癖になるモチモチッとした食感

株式会社やまだ屋 廿日市市

〒739-0443
広島県廿日市市沖塩屋2-10-52
TEL（0829）55-0001

新・平家物語
1箱12小箱入り1,800円（税込）

古の源平女人を想わせる優雅な洋風和菓子

株式会社にしき堂 広島市東区

〒732-0052
広島市東区光町1丁目13-23
TEL（082）262-3131

広島市西区

〒733-0811
広島市西区己斐東１丁目2-21
TEL（082）273-6039

株式会社櫟

嚴島神社大鳥居の物語を込めた2種のバームクーヘン

バームクーヘン「月・太陽」4号ギフト
2,484円（税込）

〒739-0588
広島県廿日市市宮島町1129
TEL（0829）44-2221

淡雪花
株式会社藤い屋 廿日市市

しゃり、ふわ、ぷるん、淡雪花

（1個）240円、（1箱2個入）480円、（1箱4個入）960円、（1箱8個入）1,920円、各（税込）

〒739-2401
広島県東広島市
安芸津町木谷5682
TEL（0846）45-0059

東広島市

牡蠣を丸ごと1粒 貴重なじゃがいもと焼き上げた煎餅

牡蠣まるごとせんべい
［12枚入り］810円（税込） 他

有限会社マルイチ商店

〒731-4229
広島県安芸郡
熊野町平谷4丁目４-７
TEL（082）516-6418

株式会社晃祐堂 安芸郡熊野町

楽しさ、驚きあふれるデザイン 極上の肌ざわり

熊野化粧筆
SOMELL GARDEN 3,300円～（税込）他

〒731-4221
広島県安芸郡
熊野町出来庭2丁目2-44
TEL（082）854-0019

株式会社一休園 安芸郡熊野町

書きやすさにこだわった最高品質の書道筆

熊野筆（書道筆）
［3点セット］25,300円（税込）

株式会社　古堂 安芸郡熊野町

筆にこだわり、筆を愛する

熊野筆（書筆）

〒731-4221
広島県安芸郡
熊野町出来庭10丁目6-23
TEL（082）854-0003

［2本セット］8,800円（税込） 他

〒737-26013
広島県呉市
川尻町原山1-5-35  
TEL（0823）87-2154

畑　義幸 (文進堂畑製筆所)  呉市

大量生産できない文進堂の筆。親子が後世に残す伝統と技の結晶

伝統的工芸品川尻筆 義巧（書道筆）   

8mm×60mm 38,500円、9mm×60mm 44,000円、10mm×60mm 52,800円
11mm×70mm 71,500円、11mm×75mm 77,000円、16mm×93mm 209,000円

〒730-0033
広島市中区堀川町2-17  
TEL（082）241-5058

高山 尚也 (株式会社高山清)  広島市中区

触ると手に馴染み、優しくしっとり感がある。
漆の艶やかさと華やかさを併せ持った逸品です

広島漆芸   

広島市西区

広島から世界中のファッションシーンを彩ってきたTOHO BEADS

TOHO BEADS   

〒733-0003
広島市西区三篠町2-19-19  
TEL（082）237-5151 

［4g~7g/パック入り］110～2,640円（税込）

針ものがたり
880円（税込）

〒733-0002
広島市西区楠木町4-19-8
TEL（082）238-1144

チューリップ株式会社 広島市西区

大きめの針穴、曲がりにくくよくしなる、最高の布通り

トーホー株式会社  

〒733-0006
広島市西区三篠北町17-21
TEL（082）509-5011

レモスコ

広島県産レモンを丸ごと搾った魅惑のスパイス

ヤマトフーズ株式会社 広島市西区

［1箱/60g入り］432円（税込）


