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The new speciality item of

KAGOSHIMA 2021
かごしまの新特産品コンクール
このコンクールは、多様化する消費者ニーズに対応した売れる商品づくりを促進するため、県内で新たに開発・改良された商品を広く
公募し、生産者の技術の向上、商品開発意欲の高揚を図るものです。
アフターコロナやSDGs（持続可能な開発目標）への取組を踏まえ、今回は、県内事業者から食品部門７９点、工芸・生活用品部門３４点、
計１１３点の工夫を凝らしたアイテムが出品されました。
入賞商品については、パンフレットの配布や展示販売会の実施などにより、県内外に広く紹介宣伝し、販路の拡大を図ります。



Chocolat de Eclat（ショコラ・ド・エークラ）

種子島のショコラティエが
島の果実や焼酎を使って作った
ボンボンショコラ。
エークラは島弁で酔っぱらいの意味。
島の素材に酔ってほしいと
思いを込めました。

　 　

鹿児島県知事賞
食品部門

〒891-3604 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5313
TEL 0997-27-0394
FAX 0997-27-2056
HP：https://www.kouendouri-tanegashima.com

ホテル・レストラン公園通り

薩摩切子「かぐや」（竹製蓋付）

さつま町の竹をモチーフにした
フォルムと伝統の技が
スタッキングを可能にしました。
酒器、器、小物入れとして
幅広くご活用いただけます。

鹿児島県知事賞
工芸・生活用品部門

■内　　容　1個（桐箱入）
■サ　イ　ズ　高さ4.5㎝×Φ6.8㎝ 100㏄
■販売価格　33,000円（税込）

ショコラドエークラは島内の蔵元４社の看板商品と地元の酒米を使用した日本酒の５種類のボンボンショコラ。アルコール度数が少ない焼酎や
日本酒の味と風味を損なわないようにシロップを作りました。ペパンスペシャルズは島の素材をふんだんに使用したボンボンショコラ。たんかんは
濃縮果汁をボンボンにしました。一口でどうぞ。エークラは島の言葉で酔っぱらいの意味。島の素材に酔ってほしいと思いを込めました。 
　〈ショコラティエ　寺田 健夫〉

薩摩切子では現在使われなくなった「重ね」の伝統技術をスタッキングとして蘇らせ、竹蓋を製作することで、酒器だけではなく器や小物入れといっ
た多様化するニーズに応えらえるようにこだわりました。また独自開発の古式色ガラスを採用することで薩摩切子特有の重厚感を演出し、環境面で
も廃棄ガラスの再利用を可能にしました。竹林面積日本一の鹿児島の竹文化を薩摩切子と共に世界へ発信していきたいと思っています。
　〈吹き師　野村 誠〉

〒895-2203 鹿児島県薩摩郡さつま町永野5665-5
TEL 0996-58-0141
FAX 0996-58-0246
HP：https://www.satuma-vidro.co.jp

薩摩びーどろ工芸株式会社

■内　容　量　ショコラ・ド・エークラ 1箱 98g（5個入）
 ※アルコール入り
　　　　　　ペパンスペシャルズ 1箱 127g（8個入）　
■サ　イ　ズ　ショコラ・ド・エークラ 21㎝×5㎝×3.5㎝
　　　　　　ペパンスペシャルズ 17.3㎝×9.5cm×3.5㎝
■賞味期間　どちらも要冷蔵30日
■販売価格　ショコラ・ド・エークラ 1,296円（税込）
　　　　　　ペパンスペシャルズ 2,160円（税込）



おうちで本格押し寿司キット

県内産の厳選された
新鮮な食材を急速冷凍。
ＤＩＹ感覚でひと手間かけて
専門店の味を作り出す。
押し寿司作りがおうち時間の
楽しみになれば嬉しく思います。

　 　

鹿児島市長賞
食品部門

■内　容　量　約1,300g
 真空冷凍（さけ、タイ、かんぱち、あぶりさば、
 カニチラシ用具材）、県内産米、昆布、
 特製合わせ酢、押し枠、うちわ　　
■サ　イ　ズ　外箱23.5㎝×22.5㎝×7.6㎝
■賞味期間　冷凍90日
■販売価格　5,000円（税込）

〒890-0066 鹿児島市真砂町78-6 1F
TEL 099-251-8337
FAX 099-251-8337
HP：https://www.yamawo.jp

株式会社やまを

Docking Dripper Cup Set

鹿児島から新感覚コーヒードリッパー。
宇宙の玄関県であることを
スタイルとネーミングに込め、
土偶的な和の雰囲気も併せ持つ
質感とデザインに仕上げました。

鹿児島市長賞
工芸・生活用品部門

■サ　イ　ズ　コーヒードリッパー 直径約120㎜ 高さ約70㎜
　　　　　　ドリップホルダー 直径約100㎜ 高さ約50㎜
　　　　　　コーヒーカップ 直径約75㎜ 高さ約70㎜
■販売価格　12,100円（税込）

私は屋久島育ちで、幼い頃たまに上質の魚が入ると母が寿司を握ってくれました。母が混ぜる酢飯を扇ぎ冷ますのが私の仕事でした。その
時間は「これから美味しい寿司が食べられるぞ」という待ち遠しい時間でもありました。ただ完成した料理を食べるだけでなく、炊きたての
米が酢飯になっていく過程を含め「食事」であると思い本製品を製作しました。この寿司キットで日本が世界に誇る〝Sushi″をもっと手軽に
ご自宅で楽しんでいただけます。
　〈笹寿司やまを　山尾 良磨〉

コーヒーをハンドドリップする雰囲気は、お抹茶をたてる感覚に近いと思っています。日本人はこの感じが大好きです。鹿児島では離島でコーヒー
豆が栽培されていたり、コーヒーミルが人気のセラミックメーカーがあったり。これから鹿児島とコーヒーはもっと深い関係を築いていく気がします。
ライフスタイルが大きく変わりつつある今、毎日楽しく鹿児島を感じるようなコーヒーライフツールを作れればと考えています。
　〈陶芸家　新納 虫太郎〉

〒891-1101 鹿児島市花尾町1196-1
TEL 090-2510-2452
FAX 099-245-6431
HP：https://tukinomusi.jimdofree.com

御茶碗屋 つきの虫



鹿児島県特産品協会理事長賞
食品部門

鹿児島県特産品協会理事長賞
工芸・生活用品部門

CONFIT d’ AMAMI（コンフィ ド アマミ） オリーブラボのマヨネーズ 大漁雲 えらぶ色のジャガイモねんど
世界自然遺産の島の厳選した食材を使用し、保存料や着色料等不使用の無添加で
仕上げた逸品。商品ごとに味わいを変え、素材の旨味を最大限引き出しました。

オリーブオイルの専門家が厳選したエキストラバージンオリーブオイルと
鹿児島産食材が生んだヘルシーでリッチな5つのフレーバーマヨネーズ。

「本日ハ、幸雲ガ大漁ナリ。」大漁旗のおめでたいモチーフが飛び出し小さな
クッションになりました。紐は染色工程で出る端材を撚り再利用しました。

沖永良部島産ジャガイモのフードロスから生まれた無添加・手作りねんどです。
自然由来の色や香りが楽しめて、知育・リラックス・リハビリ等におすすめです。

■内　容　量　1個約130g　
■サ　イ　ズ　67㎜×65㎜
■賞味期間　常温90日
■販売価格　夜光貝コンフィ1,935円（税込）
　　　　　　烏賊コンフィ・鮪コンフィ 各968円（税込）

〒894-0026 鹿児島県奄美市名瀬港町6-16
TEL 0997-52-1022
FAX 0997-53-1522
HP：https://www.maekawasuisan.com

株式会社前川水産 ■内　容　量　1個 100g　
■サ　イ　ズ　57㎜×72㎜
■賞味期間　常温180日間（開栓後要冷蔵）
■販売価格　プレーン、バジル、レモンピール、
 柚子胡椒、黒胡椒 
 各864円（税込）

〒892-0853 鹿児島市城山町3-38-1F
TEL 099-223-0086
FAX 099-227-7488
HP：https://olivelabo.net

照国オリーブラボ ■内　容　量　7色入り：各色25g
 5色入り：各色15g　　
■サ　イ　ズ　7色入り：12㎝×12㎝×3.8㎝
 5色入り：10.5㎝×11㎝×2.5㎝
■販売価格　7色入り：3,200円（税込）
 5色入り：1,500円（税込）
※いずれも公式オンラインショップ販売価格

〒891-9214 鹿児島県大島郡知名町知名682
TEL 090-9692-7099
EC：https://shimayadori.thebase.in/

一般社団法人しまやどり
（えらぶ色クレヨンプロジェクト）

■サ　イ　ズ
　チャーム：10㎝×11㎝×2㎝
　クッション：25㎝×25㎝×7㎝
■販売価格
　チャーム：2,750円（税込）
　クッション：4,950円（税込）

〒896-0015 鹿児島県いちき串木野市旭町156-1
TEL 0996-32-3053　FAX 0996-33-2050
HP：https://kamesome.co.jp
EC：https://kamesomeya.net

亀﨑染工有限会社

ECサイト公式HP ECサイト



日本百貨店協会会長賞 鹿児島県貿易協会会長賞

SASTUMA no FRUIT SAUCE（さつまのフルーツソース） かつおとチーズが出逢ったよ 屋久杉 お香立てセット「dokabai」大島紬ブートニエール「小粋」
鹿児島県には全国でも珍しい亜熱帯の果実が実在。ドラゴンフルーツやパッション
フルーツ、桜島小みかん等、鹿児島を代表するフルーツのスイーツ系ソース。

食べる鰹節を製造する際に生まれる鰹節の破片「のこりもの」に着目。
鰹節をプロセスチーズとたらシートでサンドした新しい鹿児島のおつまみです。

屋久杉で作った桜島型のお香立てと、豊かで深い香りが特徴の屋久杉の
粉末を練り込んだお香のセットです。癒しのひと時をお楽しみください。

ジャケットやネクタイ着用の有無に関わらず襟元を小粋に演出し、
Tシャツやバッグなどにつけて普段使いもできる、性別を問わない逸品です。

■内　容　量　1本100㎖ ギフトBOX6本入　　
■サ　イ　ズ　1本4㎝×4㎝×12.5㎝
 ギフト（箱）29㎝×24㎝×4.5㎝
■賞味期間　常温 180日間
■販売価格　1本650円（税込）
　　　　　　ギフトBOX4,000円（税込）

〒895-1803 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1596-13
TEL 0996-52-0639
FAX 0996-52-0639
HP：https://ag-hs.com/

株式会社エンジェルカンパニー ■内　容　量　1袋50g　
■サ　イ　ズ　25㎝×16㎝×1㎝
■賞味期間　常温120日
■販売価格　378円（税込）

〒890-0073 鹿児島市宇宿2丁目9-21
TEL 099-256-0371
FAX 099-254-1618
HP：http://ogawa-foods.net

株式会社オガワ食品■サ　イ　ズ 〈リボン型〉
 縦1.8㎝×横2.5㎝
 〈ネクタイ型〉
 縦4.0㎝×横1.0㎝
■販売価格 2,200円（税込）
 3,000円
 （税込、オンライン販売）

〒891-0122 鹿児島市南栄1丁目8-1
TEL 099-260-4302
FAX 099-260-6343
HP：https://www.amaminosato.jp/shop/hanairo/
EC：https://fujikinu.shop/
 

藤絹織物株式会社 工房花いろ ■サ　イ　ズ　屋久杉 桜島お香立て
　　　　　　縦2.6㎝×横6.2㎝×奥行1.7㎝
　　　　　　屋久杉 お香 長さ7㎝
■販売価格　2,200円（税込）

〒891-0109 鹿児島市清和3丁目4-1
TEL 099-266-6687
FAX 099-266-6688
HP：https://yakusugi-oroshi.com/

株式会社米玉利住工

食品部門
工芸・生活用品部門

食品部門
工芸・生活用品部門

公式HP ECサイト



田苑 ENVELHECIDA 40％ 「島のかおり」ギフト 鹿児島偉人カルタ55 全身保湿クリーム ディルピースクリーム～祈り～
鹿児島発、世界へ。鹿児島の芋焼酎を世界の方に知って頂きたいという想いの
詰まった『樽貯蔵芋焼酎』。柑橘系の甘い風味は技が織りなす唯一無二の味わい。

隆起サンゴ礁の島で育った食材達はかおり高く旨味と辛味が濃縮された個性を
組合せた辛味セットは和洋食、イタリア料理などに華やかさを添える逸品揃い。

維新の志士、武将に総理大臣、姫に文学者、スポーツ、美術。
あらゆる時代と分野の薩摩の偉人55人が、遊んで学べるカルタになりました。

鹿児島県産植物精油2種（芳樟・ティーツリー）とスクワランオイル配合の高品質
クリームです。肌に優しく木々の香りが心を癒します。ご家族でご愛用ください。

■内　容　量　1本 700㎖ アルコール度数40％
■サ　イ　ズ　幅97㎜×奥行97㎜×高さ223㎜　
■保存方法　直射日光を避けて保存してください
■販売価格　4,950円（税込）

〒895-1295 鹿児島県薩摩川内市樋脇町塔之原11356-1
TEL 0996-38-0345
FAX 0996-38-2136
HP：https://www.denen-shuzo.co.jp/

田苑酒造株式会社 ■内　容　量 島きびすタバスコ 60g
 島みかんタバスコ 60g
 花良治こしょう 40g
 花良治胡麻ラー油 70g
■サ　イ　ズ W488㎜×H468㎜×D62㎜
■賞味期間 常温（1年）
■販売価格　3,300円（税込）

〒891-6216 鹿児島県大島郡喜界町坂嶺1936
TEL 0997-58-8005
FAX 0997-58-8006
HP：https://tida.world/

株式会社ティダ・ワールド ■内　容　量　1本 50g　
■サ　イ　ズ　3.5㎝×3.5㎝×14㎝　
■保存方法　常温
■販売価格　2,970円（税込）

〒890-0023 鹿児島市永吉2丁目8-6
TEL 099-252-7366
FAX 099-252-7366
MAIL：kauri@hig.bbiq.jp

株式会社ディルピース■内　　容 カルタ絵札55枚＋予備1枚
 カルタ読札55枚＋予備1枚
 鹿児島偉人カルタ一覧表
 鹿児島偉人カルタの手帖
■サ　イ　ズ　縦24.5㎝×横17.5㎝×厚さ2.2㎝
■販売価格　1,760円（税込）

〒892-0875 鹿児島市川上町904
TEL 099-248-7496
FAX 099-248-7596
HP：https://san-san-sha.com

燦燦舎

鹿児島県観光連盟会長賞 鹿児島県観光連盟会長賞
食品部門 工芸・生活用品部門



奨励賞
工芸・生活用品部門

21

3

屋久島地杉のメモパッド
紙は限りあるもの、でも書くことが好き。日常で出る裏紙を使いきれるメモパッドを、
循環の森づくりの中で間伐された地杉で作成。豊かな森を育む商品です。

■サ　イ　ズ　155㎜×115㎜　
■販売価格　2,750円（税込）〒891-4311 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房650-18

TEL 0997-46-2899　FAX 0997-46-3775
HP：https://yakushimabless.jp

YAKUSHIMA BLESS

2

マッサージプレート「あまみの小動物たち」
奄美産の硬くて緻密な材で奄美に生息する小動物をかたどったマッサージプレートです。
木製のプレートは使うほどに肌になじみ、又、木目も美しく気分も和らぎます。

■サ　イ　ズ　5㎝～7㎝×7㎝～11㎝×厚さ約1.5㎝
■販売価格　5,500円（税込）〒894-1116 鹿児島県奄美市住用町摺勝555-10

TEL  0997-69-5015　FAX  0997-69-5015
MAIL：amamiswood@gmail.com

奄美市木工工芸センター

1

3

奨励賞
食品部門

21

3 PUSH BITTERS
さあお酒に香水始めよう　PUSH BITTERSは焼酎のソーダ割りやデザートや
アイスにふりかけても美しく頂けます。

■内　容　量　1本 40㎖ アルコール度数ゆず41％
　　　　　　　　　　　　　　　　　その他43％
■サ　イ　ズ　38㎜×38㎜×148㎜
■保存方法　常温
■販売価格　1,650円（税込）

〒891-0311 鹿児島県指宿市西方4657
TEL 0993-25-2410　FAX 0993-25-5260
HP：http://www.jin7.co.jp

有限会社大山甚七商店

1

うなぎ お結び
特製ダレでふっくら焼いたうなぎを大きめにカット。素材はすべて県内産にこだわりました。
手のひらサイズのおむすびは贈答用にも最適です。

■内　容　量　1個約90g×9個　
■サ　イ　ズ　26.5㎝×32㎝×7㎝
■賞味期間　-18℃ 180日間
■販売価格　5,500円（税込）

〒897-0001 鹿児島県南さつま市加世田村原4-10-9
TEL 0993-53-4591　FAX 0993-53-4591
MAIL：unagimanose@gmail.com

有限会社万のせ

2

食べるあまざけ さつまの雪
甘酒の原料は自社農園の「さつま雪もち米」を使用。フリーズドライ製法で新食感の商品を
作りました。おやつや栄養補給など様々な用途でお楽しみください。

■内　容　量　1袋 16g　
■サ　イ　ズ　13㎝×13㎝×5㎝
■賞味期間　常温10ヶ月
■販売価格　495円（税込）

〒895-2635 鹿児島県伊佐市大口山野1559
TEL 0995-29-3128　FAX 0995-29-3128
HP：https://shojo-farm.com

猩々農園株式会社（しょうじょう）

3 黒豚革でSDGs くろぶタイと黒豚レザーの小物たち
黒豚のネクタイ「くろぶタイ」黒豚革だからこそ実現した綿生地とのコラボ。リバーシブルで
使用可。革の染色加工から商品化まで全ての工程でSDGsに取り組んでいます。

■サ　イ　ズ　くろぶタイ 長さ48㎝ 幅（大剣先）8㎝
■販売価格　くろぶタイ 8,800円（税込）
　　　　　　黒豚レザーバッチ 495円（税込）〒892-0838 鹿児島市新屋敷町16

（鹿児島県住宅供給公社ビル1F 118-b）
TEL 099-295-3575　FAX 099-295-3998
HP：https://misa-infomation.net/

NPO法人ミーサ・インフォメーション・Net
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