


地産地消
コーナー

❸【大分からあげ】
アフター
大分県産の醤油とニンニクを使
用し、特製のタレに漬け込んだ
ジューシーなからあげを販売。

❹【津山ホルモンうどん】
津山ホルモンうどん 三枝
岡山津山地域のご当地グルメ、津山
ホルモンうどんの実演販売。牛ホルモ
ンと、うどんが絶妙にからみあう。

❺【小樽のソフトクリーム】
トリニティー
夕張メロンソフトクリーム、北海道
牛乳ソフトクリーム、ずわい蟹の
身を使用した、ずわい天の販売。

❻【浪花のらーめん】
がちんこらーめん道 柊
浪花の職人が作るお店仕込み
のこだわりのらーめん。実演
調理。

❼【富士宮やきそば】
富士宮やきそば学会
麺のコシが売りの富士宮焼きそば。そ
の他にも、富士宮焼きそばである所以
としての12の特徴をご賞味あれ。

❽【名古屋飯】
リキ食品
豊富な種類の名古屋飯を取りそろえ
て販売。天むす、手羽先、味噌串かつ、
名古屋コーチンコロッケ、からあげ。

❾【神奈川ホルモン】
アールズビー
ご当地グルメで日本を元気にす
る企画をテーマに出店。B級グル
メ、神奈川ホルモンの販売。

10【横手やきそば】
横手やきそば
B級グルメでおなじみ！秋田の
ご当地、横手やきそばの販売。

11【大阪牛タン】
ナイスマート
牛タン卸専門店。牛タン弁当、
牛タン串の販売。

12【オム焼きそば、お好み焼き】
いづみや
オム焼きそばに7種類の出汁を入れ
て、美味しく仕上げて提供。広島焼、
フランクフルト、からあげ等の販売。

13【尾道ラーメン、果実氷】
カラーズマート
背脂たっぷりの尾道ラーメン、
この季節に嬉しい果実氷の
販売。

14【聖地中津からあげ】
ぶんごや
日本からあげグランプリにて、
4年連続金賞を受賞した「聖地
中津からあげ」の試食・販売。

24【佐世保バーガー】
佐世保バーガー an
噂の佐世保バーガーがやってくる!旨さ
を追求したこだわりの食材のみを使用。
一つ一つを丁寧に焼き上げ販売。

18
にしき堂
地元に愛されるお菓子づくりを目指
して、にしき堂が提案するお菓子!?
な食育。パネル展示と試食提供。

19
ブルボン
ブルボンの食育に通じる活動を
パネルなどで紹介。

20
札幌どら
パティシエが作る新感覚どら焼きの販
売。北海道産のものを原料として使用
し、ひとつひとつ丁寧に作って提供。

21
笑福 札幌本店
いちご大福の販売。ジューシーな
いちごの酸味と、やわらかな甘
みのあんがよく合った人気商品。

22
日昭物産
本場！大阪道頓堀、大たこ焼の
販売。新鮮でボリュームのあるた
こでお腹も心も満たします。

23
鮨処 竜敏
全国各地の物産展にて出展して
いる、北海道海鮮弁当の販売。

25
コカ・コーラウエスト
みんなのあしたにハッピーを コ
カ・コーラ ウエスト。ソフトドリ
ンクの販売。

26
ピーロート・ジャパン
世界各国から取り揃えた様々な
種類のワインの試飲・販売。

28
月桂冠
百薬の長、スローフードで一家
団欒。菰樽より樽酒を出し、移
し替え販売実施。

29
西条酒造協会
飲んでみんさい酒都、西条の酒。
日本酒の試飲と販売。

30
北海道札幌海栄
北海道展でおなじみの札幌海
栄。北海道の特産品を使用した
珍味の販売。

31
山豊
地産地消の推進と食文化の継
承。広島特産である「広島菜」の
販売・試食。

32
楠清
広島名産の広島菜漬、かきの製品
を安全・安心にお届け。広島菜漬、
かき製品の試食・展示。

33
マルシマ・くらしマルシェ/365
まじめにおいしく「食」を考える会社マ
ルシマ。パネル展示やこだわりの調味
料の試食、塾弁当の展示・販売。

15【ジャム】
アヲハタ
アヲハタジャムの展示、ジャムの試食
（クラッカーにジャムをのせて提供）。
アヲハタジャムデッキの紹介など。

6768【お好み焼き】
ケーツーエス（ちんちくりん）
広島食文化の代表「お好み焼」、本物
を伝える。広島焼の実演販売・試食。
お好み焼の優れたバランス等を伝授。

69【生ビール、ソフトドリンク】
アサヒビール
生ビール・ノンアルコール・お
茶（十六茶）・三ツ矢サイダーの
販売。

7071【お好み焼き】
オタフクソース
お好み焼きで健康を応援!世代別での
健康をテーマにしたお好み焼きの試食
実施。栄養面やベネフィットの展示。

72【ビーフカレー、ビーフシチュー】
ホテルグランヴィア広島フードコーナー
ホテル伝統の味、こだわりの逸品を
おもてなし。ホテル総料理長監修
「ビーフカレー」「ビーフシチュー」。

73【乳製品】
トムミルクファーム
自然と命の恵をそのままに。
牧場における食と命のありかた
について知っていただきます。

❶
イシカワ
カルシウム黒豆の展示・販売。骨
や歯を丈夫にするカルシウム黒
豆。おやつ感覚で手軽に美味しく！

❷
イワタニ山陽
天然水「富士の湧水」の美味しさと
サーバーの便利さを感じてもらい、水の
大切さを知っていただくための試飲。

38
広島ホームテレビ
たまこちゃんと学ぼう楽しい食育！
食育サイトの紹介、食育カレンダー、
レシピの配布、グッズ販売など。

39
広島駅弁当
From farm to table～畑から食卓
へ～。アスリートスポーツ弁当、食
育弁当、医療食などの販売。

40
千鳥
毎日のお弁当で健康管理!生活習慣病
の予防や健康を気にされている方へ「彩
穀米べんとう」の案内および販売。

41
農・食・医同源研究センター
おいしいを超えてヘルシー!「菊
芋クッキー」「産地直送の米と
野菜」の展示・試食・販売。

4243
広島酔心調理製菓専門学校
Suishinがお届け!料理とお菓子の
魅力。ボード展示や、洋菓子づくり
体験として、マジパン教室開催。

44
和食亭 三波羅
おしい！広島カキ。広島カキを
使った、かきめし、かきフライ、
焼きかきの試食・販売。

45
カネゴフーズ
塩分調整、たんぱく質調整の冷凍
食品の試食。惣菜・巻き寿司・ちら
し寿司・うどん・丼など。

46
広島ガス
直火炊きごはんでおにぎりを作ろう！
ガスコンロでの炊飯、ガス炊飯器で
の炊飯の実演。おにぎり体験と試食。

47
海幸山幸本舗（エフピー通販）
瀬戸内のお魚チップ。小魚を発泡プ
レス焼きした実演と試食を通じ、小
魚のおいしさを実感していただく。

48
社会保険出版社
地方公共団体や各種団体、企業
に活用いただける、食育普及啓
発用小冊子・書籍のご案内。

59
けんたくん本部ジョイント
健康管理食の宅配サービスの内
容を掲載したチラシ・パンフレット
の配布、御膳サンプルの展示。

49505354
全病食㈿中四国ブロック会
やわらか食品、機能性食品、病
態別食品の紹介・試食。毎日の
栄養をサポート。

6061
“健”民運動推進会議健康大使
広島県民の健康づくりを応援！“地産
地消”をテーマに県内の野菜農家さん
の協力で、新鮮な野菜を販売・試食。

5556
バリアフリー食“凍結含浸”ワークショップ
食のバリアフリーを実現する「広
島発！凍結含浸」。凍結含浸法に
よる食材の試食、調理法の紹介。

52
広島アイホー調理機
できたて、アツアツをお届けするア
イホーの再加熱カートシステム。再
加熱カートによる調理実演試食。

51
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ
広島レモンでおいしいと元気の毎日
を！広島県産レモン果汁を使用した製
品の出展、試飲食、サンプリングなど。

57
大塚食品
毎日のごはんで無理なくカロリーカッ
ト“マンナンヒカリ”。マンナンヒカリご
はんの一口試食とサンプリング。

58 大塚製薬 ニュートラ
シューティカルズ事業部

健康寿命を延ばす為に大塚製薬もお
手伝い！大豆の栄養価値情報を放映。
クイズやサンプル配布、商品展示など。

62
子供たちの食育をお手伝い！地
産地消をテーマに地元野菜農家
が作った野菜などを販売。

63
日米クック
楽しい食事で健康美身（けんこう
びじん）。ヘルスケア機器を2台設
置し、無料で体験・アドバイス。

64
健康に食べよう!野菜をたくさん食べ
よう！健康に食べるアドバイス、簡易
体組成計を使用して測定など。

65
カゴメ
自然を、おいしく、楽しく。
KAGOME。トマトと野菜を中心とし
た商品の展示、および試食試飲。

66
広島県食酢ソース組合
広島県食酢ソース組合に加盟し
ているメーカーの製品を展示。

34
食協
お米のおいしい食べ方色 ！々「簡単
に炊けるプチッと玄米」と「簡単に
炊けるっ酢」の試食・販売。

35
宇和島 安岡蒲鉾
原料の魚や製造方法にこだわっ
てつくる、四国・宇和島の本場
じゃこ天・かまぼこを販売。

36
新庄みそ
「おいしさが身上です」様々な種
類のみその展示、試食・販売。

37
ますやみそ
お母ちゃん、間違えんさんな、ます
やみそよ。涼味をテーマに、ますや
みそ商品の展示、試食・販売。

16
創作和食 北海岸
物産展やデパート催事で有名な
北海岸のわがまま弁当、海鮮弁
当の実演販売。

17
カスターニャ
広島県産のフルーツをミキサーにかけ、
チーズとブレンドして焼き上げた七種
のオリジナルケーキを試食・販売。

27【明石焼】
明石焼 濱
たっぷりの卵と溶き合わせた秘伝
の生地で、ふんわり焼き上げた明
石焼の販売。たこ焼も販売。

NPO法人セーフ
ティーフード栄養研究所
（100kcalユニバーサルデザイン）

広島県安全安心食育文化
協会（食育健康大使）
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楽しく「食育」を学ぼう！い
「おいしく食べる・楽しく食べる・みんな揃って食べる」という食育の基本姿勢のもとに、広島をはじめ、全国の

グルメや新商品、地産地消の食べ物が集まりました。ご家族やお友達みんな揃って、ぜひ、ご来場ください！！
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◎食育クイズラリー開催 6/22・6/23
◎マジックショー開催 6/22 ①15：00～②16：00～


