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養父市地域ブランド品を認定「やぶの太鼓判」 

 

  養父市では、「自然の恵み、水との育み」をブランドテーマに位置付け、養父市の優れ

た産品を幅広く全国へ発信し、地域の魅力の向上と地域経済の活性化を目的として、養父

市地域ブランド創出事業を行っています。 

 

１ 発表要旨 

  令和３年 12月 20日に養父市地域ブランド認定委員会を開催し、新たに３点（３事業

者）を養父市地域ブランド品として認定しましたので発表いたします。 

  今回の認定により、これまでに認定した 37点とあわせ 40点が「養父市地域ブランド

認定品」となりました。 

 

２ 認定品（事業者）について 

   別紙、認定事業者一覧を参照ください。 

 

３ 認定事業スキーム 

 

   

 

 

 

                   

 

 

 

  ４ 問合せ先 

 【養父市地域ブランド創出事業について】    【各商品についてのお問い合わせ】 

    養父市地域ブランド推進協議会事務局    各認定事業者まで 

（別紙一覧を参照ください） 

（養父市 産業環境部 商工観光課）  

〒667-0198 養父市広谷 250－1 

TEL：０７９－６６４－０２８５（直通） 

       

推進協議会 

認定委員会 

申請者 

①申請 

②審査 

③結果、講評 

④審議 

⑤認定 

不採用 差戻し 



第 10回 養父市地域ブランド認定品 

 

山椒が香るタルタルソース 

カタシマ株式会社 

〒667-0114
養父市小城 568  ☎079-664-2457 

 

地元素材をぜいたくに使用し、フレンチのシェフが真面目に作ったタルタルソース。 

おなじみのタルタルソースに、朝倉山椒を加えることにより、今までにない新しい味わいとなっており

ます。 

特に養父らしさ、独自性と将来性が評価され認定となりました。 

 

KOSHIBAせっけん 

（さっぱりせっけん、しっとりせっけん、すきっとせっけん、しっ

とりせっけんプレミアム、すきっとせっけんプレミアム） 

株式会社 NATURE&CLAY 

〒667-0101
養父市広谷 465-1  ☎079-664-0082             

養父市産のシロヤマクレイを原料に、ミネラル水と上質な精油オイルを使用し、自社製造された商品。 

品質安定剤・防腐剤・合成香料等不使用の無添加せっけんで、全身に使用でき、赤ちゃんからお年寄りま

で家族で使用できる商品です。 

特に養父らしさ、市場性と将来性が評価され認定となりました。 

内容量：200g 

税込価格：700円 

内容量(100g)・税込価格 

さっぱりせっけん：2,200円 

しっとりせっけん：2,420円 

すきっとせっけん：1,980円 

しっとりせっけんプレミアム：4,400円 

すきっとせっけんプレミアム：4,400円 



やぶご飯の素シリーズ 

(山椒炊き込みご飯の素、柚子炊き込みご飯の素、生姜炊き込みご

飯の素、牛すじ山椒カレー) 

公益社団法人養父市シルバー人材センター 

〒667-0022
養父市八鹿町下網場 610-5  ☎079-662-6093

 

 

  朝倉山椒をはじめ、養父市内産の素材を使用したご飯の素シリーズ。  養父市内産のおいしいお米をさらにおいしく食べるため、市内事業者と連携し開発された商品で、2021

年度の大学生等応援事業にも採用されている商品です。 

特に養父らしさ、独自性と将来性が評価され認定となりました。 

 

内容量(約 200ｇ)・税込価格 

山椒炊き込みご飯の素：680円 

柚子炊き込みご飯の素：680円 

生姜炊き込みご飯の素：680円 

牛すじ山椒カレー：780円 



第１回認定（H24.12.27）

登録№ 認定品名 事業者名 代表者名 住所 連絡先

1 非加熱　但馬天然水 株式会社 サン・ウォーター 代表取締役　三木 芳治 養父市上箇55-2 (079) 664-2008

2 こうのとりゆずぽん酢
日の出ホールディングス株式会社
食品カンパニー 但馬醸造所

代表　片井 伸明 養父市大屋町筏288-1 (079) 669-1100

3 かも肉 わはは牧場 上垣 康成 養父市大屋町蔵垣393 (079) 669-1434

4 豚肉（わはは豚） わはは牧場 上垣 康成 養父市大屋町蔵垣393 (079) 669-1434

5 こがね味噌　天然特赤 こがね味噌株式会社 代表取締役　西村 秀子 養父市八鹿町八鹿343-1 (079) 662-2648

6 有機ノンオイルドレッシング 大徳醤油株式会社 代表取締役　浄慶 拓志 養父市十二所930-3 (079) 663-4008

7 轟大根 たじま農業協同組合
代表理事組合長　太田垣　哲
男

養父市八鹿町朝倉1141 (079) 662-4141

8 朝倉さんしょ たじま農業協同組合
代表理事組合長　太田垣　哲
男

養父市八鹿町朝倉1141 (079) 662-4141

9 蛇紋岩米 たじま農業協同組合
代表理事組合長　太田垣　哲
男

養父市八鹿町朝倉1141 (079) 662-4141

10 富有柿 たじま農業協同組合
代表理事組合長　大田垣　哲
男

養父市八鹿町朝倉1141 (079) 662-4141

第２回認定（H25.10.25）

登録№ 認定品名 事業者名 代表者名 住所 連絡先

11 鮎のささやき 株式会社 谷常製菓 代表取締役  谷 孝之輔 養父市八鹿町八鹿1500 (079) 662-2261

12 おだがきさん家の八鹿豚 小田垣 護 養父市八鹿町宿南2543-62 (079) 662-2722

13 氷ノ山どぶろくジェラート「どぶろっく」 カタシマ株式会社 代表取締役　廣氏 良致 養父市小城568 (079) 664-2457

14 但馬の料理酢
日の出ホールディングス株式会社
食品カンパニー 但馬醸造所

代表　片井 伸明 養父市大屋町筏288-1 (079) 669-1100

15 但馬の美女ー酢゛
日の出ホールディングス株式会社
食品カンパニー 但馬醸造所

代表　片井 伸明 養父市大屋町筏288-1 (079) 669-1100

16 夫婦杉　自然米酒 八鹿酒造有限会社 代表取締役　水垣 篤 養父市八鹿町九鹿461-1 (079) 662-2032

17 温石米
公益社団法人
養父市シルバー人材センター

理事長　久保田　文彦 養父市八鹿町下網場610-5 (079) 662-6093

第３回認定（H27.2.5）

登録№ 認定品名 事業者名 代表者名 住所 連絡先

18
フルーツトマト「甘えん坊の赤オニく
ん」

八鹿鉄工株式会社 代表取締役　寺田 謙二 養父市八鹿町朝倉8 (079) 662-2280

19 養父ジンジャー
日の出ホールディングス株式会社
食品カンパニー 但馬醸造所

代表　片井 伸明 養父市大屋町筏288-1 (079) 669-1100

20 朝倉さんしょペースト
但馬長寿の郷 「ごはんや
（Gohanya.)」

松田 伸幸 養父市八鹿町国木594-10 (079) 662-8186

養父市地域ブランド推奨品　認定一覧

養父市地域ブランド推奨品

養父市地域ブランドロゴマーク



第４回認定（H27.4.7）

登録№ 認定品名 事業者名 代表者名 住所 連絡先

21 やっぷーのやさい ナカバヤシ株式会社兵庫工場 代表取締役社長　小谷　英輔 養父市大屋町笠谷111 (079) 669-0227

22 朝倉山椒　山椒佃煮 畑特産物生産出荷組合 組合長　梅谷 幸男 養父市畑481 (079) 664-1586

23 朝倉山椒　山椒ジェノベーゼ 畑特産物生産出荷組合 組合長　梅谷 幸男 養父市畑481 (079) 664-1586

24 朝倉山椒　山椒味噌（白みそ） 畑特産物生産出荷組合 組合長　梅谷 幸男 養父市畑481 (079) 664-1586

25 朝倉山椒　山椒味噌（赤みそ） 畑特産物生産出荷組合 組合長　梅谷 幸男 養父市畑481 (079) 664-1586

第５回認定（H28.4.1）

登録№ 認定品名 事業者名 代表者名 住所 連絡先

26 苺（内山いちごの国） 有限会社内山いちごの国 代表者　荒木　奈見 養父市長野1297 (079) 666-0309

27 赤米グラノーラ 八鹿鉱泉株式会社 代表取締役　沖田 好弘 養父市八鹿町八鹿1591-3 (079) 662-2003

28 朝倉山椒のタプナード カタシマ株式会社 代表取締役　廣氏 良致 養父市小城568 (079) 664-2457

第６回認定（H30.1.4）

登録№ 認定品名 事業者名 代表者名 住所 連絡先

29 但馬のゆず山椒
日の出ホールディングス株式会社
食品カンパニー 但馬醸造所

代表　片井 伸明 養父市大屋町筏288-1 (079) 669-1100

30 朝倉山椒のペペロンオイル Verde Piatto（ヴェルデ・ピアット） 坂本 理恵子 養父市上箇153-1 (079) 664-1239

31 純米　能座ほまれ 株式会社Amnak 代表取締役　藤田 彰 養父市能座62 (079) 666-0227

32 純米吟醸　但馬ほまれ 株式会社Amnak 代表取締役　藤田 彰 養父市能座62 (079) 666-0227

33 やぶ鹿 宝塚ジビエ工房 宇仁菅 諭 養父市大屋町和田365 (090) 8799-5663

第７回認定（H30.12.13.）

登録№ 認定品名 事業者名 代表者名 住所 連絡先

34 天滝ゆずのマーマレード カタシマ株式会社 代表取締役　廣氏 良致 養父市小城568 (079) 664-2457

35 メシテラ カタシマ株式会社 代表取締役　廣氏 良致 養父市小城568 (079) 664-2457

第８回認定（R1.11.29.）

登録№ 認定品名 事業者名 代表者名 住所 連絡先

36 但馬産ひのき精油 正垣木材株式会社 代表取締役　正垣　雅浩 養父市大屋町大杉504 (079) 669-0220

37 山椒醤油シリーズ 大徳醤油株式会社 代表取締役　浄慶　拓志 養父市十二所930-3 (079) 663-4008

第９回認定

　　　新規申請無しのため、認定品無し



第10回認定（R3.12.20）

登録№ 認定品名 事業者名 代表者名 住所 連絡先

38 山椒が香るタルタルソース カタシマ株式会社 代表取締役　廣氏　良致 養父市小城568 (079)664-2457

39 KOSHIBAせっけん 株式会社NATURE&CLAY 代表取締役　小柴　泰裕 養父市広谷465-1 (079)664-0082

40 やぶご飯の素シリーズ
公益社団法人
養父市シルバー人材センター

理事長　久保田　文彦 養父市八鹿町下網場610-5 (079)662-6093
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