
　

Ｈ２９．３月３１日現在

み　そ （２０商品） ジャム類 （２４商品） 麺　類 （８商品）

旬をいかす（吟醸） 梨ジャム 大山山いもそばだし付き （有）長田製麺所

旬をいかす（完熟） 梨ジャム（ライム入） 大山山麓そば

蔵よし 洋梨ジャム 大山山麓黒そば

大山の賜 りんごジャム 大山山麓茶そば （有）長田茶店

金持味噌特上 野いちごジャム 日南米パスタ（玄米）

鳥取日野　堀田さんのお味噌 ブルーベリージャム 日南米パスタ（トマト）

熟（みそ） 猪子グループ 梨ジャム（王秋） 日南米パスタ（ほうれん草）

もち大豆入り味噌 ふきのとうの会 梨ジャム（新雪） 日南米パスタ（フジッリ）

米味噌 梨ジャム（あたご） 包装もち・ごはん （３５商品）

にんにく味噌 梨ジャム（新興梨） 杵つき餅　日南ふっくら娘　白丸餅

生姜味噌 梨ジャム（二十世紀梨） 杵つき餅　日南ふっくら娘　草丸餅

らっきょう味噌 いちじくジャム 杵つき餅　日南ふっくら娘　白丸餅・草丸餅

たまる手造り味噌（１年） いちごジャム 杵つき餅　日南ふっくら娘　かき餅

たまる手造り味噌（２年） 大山ブルーベリーコンフィチュール （株）大山ブルーベリー 杵つき餅　日南ふっくら娘　しゃぶしゃぶ餅

たまる手造り味噌（３年）  ブルーベリージャム糖度２５度 田舎もち

長寿味噌 花房商店  ブルーベリージャム糖度４０度 しゃぶしゃぶ餅（わかめ入り）

奥大山高原みそ 農事組合法人宮市 かぼちゃジャム しゃぶしゃぶ餅（かに入り）

味噌 谷口味噌店 にんじんジャム 白もち

赤大豆味噌（米麹） さつまいもジャム 黒米もち

赤大豆味噌（玄米麹） とまとジャム きびもち

食　酢 （２商品） 夏いちごジャム 若桜観光株式会社 かきもち

鳥取二十世紀梨酢 （有）エー・オー・エヌケミカル 夏イチゴジャム ロッジ・ダウンヒル よもぎもち

森田サンチノ醸造酢 Blue Berry Vinegar (有)サンドリップ ブラックベリージャム いいだファーム 白もち（しゃぶしゃぶ用）

ソース・ケチャップ類 （７商品） 完熟・梅ジャム 中屋農園 栃餅 （有）鶴乃觜

完熟トマトケチャップ 日南町特産品開発部会 調理品 （１商品） 自然薯もち（丸もち）

トマトケチャップ 日南トマト加工（株） じゃこめしの素 （株）丸綜 自然薯もち（かき餅）

粉　類 （３商品） 自然薯もち（しゃぶしゃぶ餅）

大山町産石臼挽きそば粉 （株）だいせん麺工房 氷温熟成杵つき生まるもち　ねばりもち

大原トマトケチャップ 鳥取のお米で作った米粉（パン用） 奥日野ごはん（無菌化米飯パック）

大原トマトピューレ 鳥取のお米で作った米粉（料理・製菓用） 奥日野杵つき餅

うまーいトマトケチャップ JA鳥取中央女性会大栄支部せと加工グループ はちみつ （１０商品） 奥日野杵つき餅（草餅）
カレーなトマト（とまと）ソー

ス
(株)鳥取カレー研究所 蜂蜜（れんげ） 奥日野杵つき餅（かき餅）

たれ・ドレッシング類 （７商品） 蜂蜜（アカシア） 丸もち（パック詰め）

焼肉のたれ（中辛） 野菜畑のシンデレラ利用組合 蜂蜜（とち） 丸もち（真空）

ホルモンのたれ 蜂蜜（百花） かきもち

焼肉のたれ（甘口） 極選蜂蜜（れんげ） やわらか姫もち マドンナ隊

焼肉のたれ（辛口） 極選蜂蜜（アカシア） 金の小槌　白もち

焼肉のたれ（みそ） 極選蜂蜜（とち） 金の小槌　よもぎもち

焼肉のたれ（梨ワイン入り） 極選蜂蜜（百花） 金の小槌　白もちよもぎもち

玉ねぎドレッシング ふきのとうの会 はちみつ（れんげ） 金の小槌　紅白もち

食用油 （６商品） はちみつ（百花蜜） 金の小槌　かきもち　のり

鳥取県産なたね油 金の小槌　かきもち　黒豆

鳥取県産菜の花オイル 金の小槌　かきもち　えび

鳥取県産エゴマ油 金の小槌　かきもち　ミックス

鳥取県産有機エゴマ油 魚肉練製品 （１０商品）

エゴマの油 とうふ竹輪

有機エゴマの油 とうふのやき

あご竹輪

とうふ竹輪

とうふ竹輪（国産ほうれん草）

とうふ竹輪（国産にんじん）

とうふ野焼

あご竹輪

長いもかまぼこ（１本）

長いもかまぼこ（ミニ）

（有）大柄組

かろや商店

S&Kファーム

とみしげ養蜂場

あかさき赤いビーナス
（ﾐﾆﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ）

福田養蜂場

（株）だいせん麺工房

(有)いけがみ

（株）杉川商店

（株）アイ、ヒューマン
ネット

谷上農園

ＴＨＡ

（株）前田商店

(株)米子青果

（有）鶴乃觜

中嶋米穀（株）

もち工房日南ふっくら娘

大山スマイルファーム

日南振興(株)

手づくり梨工房

JA鳥取中央女性会赤
碕支部とまとフレンズ

大原トマト生産組合

田村商店

野菜畑のシンデレラ利用組合

ヒシクラ（株）

（有）堀田本店

企業組合日野町農産
物加工所大夢多夢

（株）エムズプランニング

(有)長谷川商店

（株）鳥取県食

鳥取健康野菜倶楽部



豆腐・コンニャク （１７商品） 漬　物 （１０１商品） 漬　物 （１０１商品）

豆腐 野菜畑のシンデレラ利用組合 大山沢庵 楽京美人　米酢

豆乳 新瓜なら漬 楽京美人　ピリ辛

焼きとうふ らっきょう甘酢漬 鳥取中央農業協同組合 楽京美人　梨

おぼろとうふ 砂丘のらっきょう酢漬 楽京美人　塩

鳥取県産大豆100%手揚げ油揚げ 砂丘のらっきょう紅玉漬 楽京美人　ゆず

鳥取県産大豆ざる豆腐2入 砂丘らっきょう漬　甘酢 楽京美人　しそ

CO-OP鳥取県産大豆もめんとうふ 砂丘らっきょう漬　ピリ辛 鳥取砂丘紅花らっきょう （株）ファイナール

鳥取県産大豆100%あつあげ 砂丘らっきょう漬　二十世紀梨酢入り 梅干し（紅さし）

鳥取県産大豆100%焼豆腐 砂丘らっきょう漬　極みキムチ味 梅干し（南高梅）

きぬごし豆腐 砂丘長芋漬　かつお風味 梅干し（その他）

豪円豆腐 砂丘長芋漬　しそ風味 梅干し（小梅）

豪円豆腐柚子味 砂丘長芋漬　ゆず風味 梅干し（しそ巻き）紅さし

豪円豆腐黒ごま味 砂丘長芋漬　二十世紀梨酢入り 梅干し（しそ巻き）南高梅

豪円豆乳 白菜刻み　スプラウト入り やたら漬け 智頭やたら会

大山山麓で穫れたこんにゃく 芋１００％のこんにゃく （株）はりまや 白菜漬西条柿皮入り 奈良漬（しま瓜） (株)米子青果

神のはな 切千枚漬 らっきょうの甘酢漬 竹内三千代

神のしずく ゆず大根 佃　煮 （４商品）

漬　物 （１０１商品） ヤーコン奈良漬 椎茸一筋（佃煮） 菌興椎茸協同組合

鳥取砂丘らっきょう らっきょう甘酢漬 椎茸含め煮（丸）

唐辛子入り鳥取砂丘らっきょう らっきょう漬 椎茸含め煮（スライス）

珠玉一品らっきょう らっきょう漬（ピリ辛） もろっ娘 八頭ホンモロコ共和国

鳥取県福部産らっきょう 鳥取砂丘らっきょ その他農産物加工品 （１１商品）

鳥取砂丘特産品らっきょう（箱入） 鳥取砂丘らっきょ（無添加） 米糀

西瓜醤油漬け袋入り 西瓜たまり漬 塩こうじ

しそ巻きらっきょう 白雪奈良漬きゅうり 里山しぐれ胡麻

らっきょうのブルーベリー漬け 白雪奈良漬すいか 里山しぐれ生姜

砂丘らっきょう（甘酢漬90ｇ） 白雪唐辛子らっきょう 里山しぐれ唐辛子

砂丘らっきょう（甘酢漬250ｇ） 白雪柚子らっきょう 暖だんにんにく生姜 大山からす天狗工房

砂丘らっきょう（梨酢入り） 白雪桜らっきょう 大山恋ひ緑大豆水煮 （株）はりまや

砂丘らっきょう（はちみつレモン） らっきょう（甘酢漬） 鹿スモーク

らっきょう（ピリ辛） らっきょう（ピリ辛） 鹿スモーク（ヒレ）

らっきょう（ワイン） 砂丘塩らっきょう 神のつぼみ

砂丘黒酢らっきょう 美人らっきょう（甘酢） 神のつぶ

砂丘塩らっきょう 美人らっきょう（ピリ辛） そうざい （１８商品）

黒酢入り砂丘らっきょう 美人らっきょう（塩） はた寿司 （株）中村商店

ピリ辛らっきょう 美人らっきょう（黒酢） 大山おこわ （有）米子屋旅館

ゆずらっきょう 美人らっきょう（はちみつレモン） おかず味噌（ねぎ）

砂丘の真珠 砂丘らっきょう（甘酢） おかず味噌（さんしょ）

美人らっきょう（甘酢） 砂丘らっきょう（ピリ辛） ピリカラ高菜

美人らっきょう（ピリ辛） 砂丘らっきょう（無添加） あじのまろやか南蛮漬 （株）ダイマツ

美人らっきょう（塩） キムタケ２号 ねぎみそ （有）クロノス

美人らっきょう（黒酢） しいたけキムチ「キムタケ57号」 大山おこわ 門脇旅館

美人らっきょう（はちみつレモン） らっきょう酢漬「砂丘乙女」 社会福祉法人トマトの会 境港産　いわしの昔煮（生姜風味）

関金わさび 板井原ごうこ 板井原大根振興会 境港産　いわしの昔煮（梅風味）

砂丘らっきょう（甘酢漬） ピリ辛らっきょう 境港産　いわしの昔煮（唐辛子風味）

砂丘らっきょう（ピリ辛） りんご酢らっきょう 紅ずわいがにかにおこわ （有）前田水産

砂丘らっきょう（しそ味） まいもん 鳥取の黒にんにく コーワ建設(有)

砂丘らっきょう（たまり味） 粕漬（たまねぎ） 黒にんにくペースト 鳥取健康野菜倶楽部

砂丘らっきょう（梨酢） 粕漬（うり） 黒にんにく将梵闍 はさま屋

砂丘らっきょう（ワイン） えごま味噌 (株)アイ、ヒューマンネット

砂丘のたまっ子（すいか醤油漬） いぎす (株)はりまや

とまり漬 金の小槌 金山寺味噌 (株)米子青果

とまり漬（粕漬セット）

とまり漬（しょうゆセット）

鳥取中浦（株）

泊綜合食品（株）

中谷食品（株）

米子中浦（株）

ＳＡＣ中尾 椎茸屋

ふきのとうの会

猪鹿庵

鳥取中央農業協同組合

（有）鶴乃觜

日本海観光開発（株）

鳥取食品工業（株）

（株）幸屋エイ・ピー

(株）角屋食品

寿製菓（株）鳥取支店

（有）鶴乃觜

（有）福島商店

宝福一（有）

（有）鶴乃觜

（株）前田商店

鳥取いなば農協福部支店

ふきのとうの会

鳥取食品工業（株）白雪食品（株）鳥取工
場

S&Kファーム

鳥取中央農業協同組合

鳥取中央農業協同組合



農産物乾物 （１９商品） 水産物加工品 （４５商品） アイスクリーム類 （５商品）

乾椎茸（ホール） 生干ホタルイカ （株）マルワフーズ渡辺水産 梨シャーベット

乾椎茸（スライス） 振り塩一夜干カレイ 桃入梨シャーベット

乾椎茸（粉末） 振り塩一夜干白ハタ 桜入梨シャーベット

乾しいたけ 前田菊郎 一夜干開きアジ 夏いちごアイスクリーム 若桜観光株式会社

千切り大根 （有）岡野農場 一夜干沖キス 夏イチゴシャーベット ロッジ・ダウンヒル

乾しいたけ 内田章久 ちりめん 茶、し好飲料 （３８商品）

奥大山中尾さんちの乾椎茸（ホール） 釜揚げ 鳥取のはと麦茶 （有）長田茶店鳥取

奥大山中尾さんちの乾椎茸（スライス） カエリ 有機煎茶大山みどり

干しの王子様（カット） 田作り 有機大山みどりティーパック（煎茶）

干しの王子様（スライス） かたくち 有機大山みどりティーパック（抹茶煎茶）

原木スライス乾燥しいたけ 松尾農園 アジ 有機大山みどりティーパック（抹茶入玄米茶）

原木乾燥椎茸 まいわし 有機大山みどりティーパック（ほうじ茶）

原木乾燥スライス椎茸 かにみそ(純正) （株）上野水産 有機大山みどり(平)（煎茶）

乾燥ごぼう 鳥取廣信青果（有） カニパウダー【表示条件付】 有機大山みどり(平)（抹茶入煎茶）

ほしいも （有）カントリーフード かにっ娘七味 有機大山みどり(平)（抹茶入白折）

乾燥美々きくらげ 山陰特選海の幸板わかめ ＮＰＯ法人ライヴリヴよどえ 大山の紅茶

乾燥美々きくらげ（スタンドパック） するめいか糀漬 有機大山の香り番茶

スライス乾燥にんにく コーワ建設(有) 浜トロ藻ずく あかしゃき 大山の紅茶ティーバッグ

こがねわらべ　山陰の芋干しました (株)米子青果 乾燥果実 （３商品） 有機大山みどり粉末緑茶

水産物加工品 （４５商品） あんぽ柿 大山の香りティーバッグ

さばの糀漬 鳥取食品工業（株） 西条柿大国あんぽ 大山のエキナセア紅茶ティーバッグ

ハタハタ一夜干し 西條干柿 馬野農園 大山の２０世紀梨紅茶ティーバッグ

かれい一夜干し 菓子類 （１１商品） 煎茶大山みどり

干しかれい 巻柿（西條柿）まごころ巻 馬野農園 なた豆茶 大山スマイルファーム

氷温づくり　山陰沖産えてかれい一夜干し 梨あめ 手づくり梨工房 エキナセアストレートティー

氷温づくり　しおさば 二十世紀梨ゼリー 寿製菓（株） エキナセア紅茶＆レモングラスブレンド

氷温づくり　さばみりん しょうゆぽんせん エキナセア焙じ茶ブレンド

氷温づくり　干しはたはた とっとり駄菓子おいり 鳥取の黒豆茶（田中農場）

氷温づくり　あじ開き 玄米おいり 鳥取の黒豆茶

氷温づくり　あじみりん 米せんべい 鳥取のほうじはま茶

焙りほたるいか （有）小倉水産食品 ポップコーン梨味 鳥取の赤しそ茶

岩もずく（塩蔵） ポップコーンミルク味 鳥取のはとむぎ茶

本もずく（塩蔵） ポップコーンミルクコーヒー味 鳥取のえごま茶

伯耆うに ポップコーン抹茶ミルク味 鳥取のなた豆ブレンド茶

づけほたるいか 鳥取はとむぎ茶

茹で松葉がに とっとり田中農場の黒豆茶 鳥取県こだわり物産販売協同組合

茹で親がに なた豆茶

茹で若松葉がに はとむぎ茶

丸干しほたるいか 鳥取のごぼう茶 鳥取廣信青果（有）

干しどぎ ブルーベリー　リーフ＆ハーブティー午後の贅沢 （株）アグリネット琴浦

干しエテカレイ ぶらうんかふぇ顆粒 (有)ビーエムステーション

干しハタハタ えごまとごぼうのお茶

親がに えごま茶

松葉がに えごまとごぼうのお茶 鳥取廣信青果(有)

一夜干はたはた

一夜干エテかれい

一夜干し赤かれい 　

（有）梅﨑水産

（有）安藤水産

菌興椎茸協同組合 手づくり梨工房

（株）中村商店

（株）ゼンヤクノー

赤碕町漁業協同組合

（有）深澤製菓

鳥取いなば農業協同組合

（有）岡島水産

ＩＳＮ株式会社

（有）鶴乃觜

（株）やずふれあい市場

（有）浜勝商店

㈱かねまさ浜下商店

（株）増田林業

大山メディカルハーブ（株）

（有）長田茶店

（株）ダイマツ

ＳＡＣ中尾 椎茸屋

(株)アイ、ヒューマンネット

ぽっぷんRu-Fu



果実飲料 （７商品）

完熟トマトジュース 日南町特産品開発部会

まるごとトマト

音楽熟成トマトジュース

にんじんジュース

ミディトマトジュース JA鳥取中央女性会大栄支部せと加工グループ

ブラックベリージュース

果肉入りブラックベリージュース

清涼飲料水 （６商品）

大山みどり（ペットボトル） （有）長田茶店

白山命水

（ﾎﾞｯｸｽ20L、10Lﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ2L、500ｍｌ）

ブルーベリー入り梨酢飲料 （有）エー・オー・エヌケミカル

ミライズ

結（ゆいのみず）

甘酒 鳥取食品工業(株)

発酵乳・乳飲料 （５商品）

白バラヨーグルト生乳１００

大山のむヨーグルト

香取村のむﾖｰｸﾞﾙﾄ（ﾌﾟﾚｰﾝ）

香取村のむヨーグルト（いちご）

香取村のむﾖｰｸﾞﾙﾄ香取開拓物語

アルコール飲料 （３５商品）

良熟梅の酒　野花（のきょう）

砂丘長いも焼酎（金）

砂丘長いも焼酎（黒）

秀峰岩泉（大吟醸）

秀峰岩泉（大吟醸奥大山の雫）

秀峰岩泉（純米吟醸）

金持酒（徳利）

金持酒（菰樽）

大吟醸金持酒

自然紀行（純米酒）

自然紀行（にごり酒）

大吟醸　天の螢

純米吟醸　黒門

純米大吟醸　丈

純米大吟醸　無濾過原酒赤丈

純米吟醸　野添

純米酒　黒門

純米大吟醸　強力

純米大吟醸　琴強力

純米大吟醸　八潮杜氏

二十世紀梨リキュールピュアリ

二十世紀梨ﾘｷｭｰﾙﾋﾟｭｱﾘﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ

いなば鶴　純米大吟醸「強力」 　

いなば鶴　純米吟醸「五割搗き強力」

いなば鶴　純米酒「ろくまる強力」

いなば鶴　特別純米酒

いなば鶴　純米吟醸「五割搗き強力生にごり酒」

福寿海　純米酒「米だけ」

福寿海　純米吟醸酒

いなばの恵み

ＬｏｖｅＭｅａｄ 福田養蜂場

千代むすび純米吟醸強力５０

千代むすび純米強力６０

千代むすび特別純米

千代むすび本格芋焼酎浜の芋太

　４５９　商品　 １２３　社

（有）大岩酒造本店

永伸商事(株)

いいだファーム

梅津酒造（有）

（株）白山命水

大山乳業農業協同組
合

香取開拓農業協同組
合

中井酒造（株）

千代むすび酒造（株）

日南トマト加工（株）

中川酒造（株）


