
株式会社カナデル
広島日の出ラガー
広島の街の中心部の本通りで醸
造した、県産の旬の素材を使い、
瀬戸内の朝焼けの空を表現した
褐色ラガー、クラフトビールです。

 No.
15

有限会社カスターニャ
リモーネ～広島のレモ
ンとバニラのケーキ～
広島産レモンをふんだんに使
い、心地よいバニラの風味で
しっとりと焼き上げました。

 No.
14

株式会社カナデル
HNBクラフトビール
飲み比べ定番3本セット
広島の街の中心部の本通りで醸造
した、県産のものや広島とつながり
がある素材を使ったクラフトビー
ルを飲み比べられるセットです。

 No.
16

株式会社カナデル
HNBクラフトビール
広島レモン堪能3本セット
広島の街の中心部の本通り
で醸造した、広島の柑橘を
満喫できるクラフトビール
のセットです。

 No.
17

トーホー株式会社
TOHO BEADS
TOHO BEADS は広島から、
世界中のファッションシーン
を彩ってまいりました。

 No.
18 　　　　高山  尚也 

　　　広島漆芸
毎日の食卓が楽しく優雅
触ると手に馴染み優しく
しっとり感がある漆器。
漆の艶やかで華やかさを
併せ持った逸品です。

 No.
19

株式会社八重洲
おりづるピアス
Light
平和を祈る広島の心
極小 1センチ手折りのお
りづるです。

 No.
20

株式会社西井製作所
伊久馬
（ハイボールカップ）
一打一打積み重ねた槌目
模様が特徴の銅蟲の息吹
を感じる銅製カップです。

 No.
22

株式会社八重洲
おりづるピアス
LOVE2
広島の心、恒久平和を願
う極小 1センチ手折りの
おりづるです。

 No.
21

株式会社西井製作所
伊久馬
（ビアカップ）
一打一打積み重ねた槌目
模様が特徴の銅蟲の息吹
を感じる銅製カップです。

 No.
23

畑 義幸（文進堂畑製筆所）
伝統的工芸品川尻筆 
義巧
大量生産できない文進堂の
筆。親子が後世に残す伝統
と技の結晶を感じてほしい。

 No.
24 西川物産株式会社

ナチュラブ アクア
コンディショナー
（こんにゃくスポンジ）
地球に優しく・お肌を優
しく洗い上げるこんにゃ
くスポンジ

 No.
25

全国農業協同組合連合会
広島県本部
ひろしま牛
和牛ならではの濃厚な味わい。口
の中でとろける上質のひろしま牛。

 No.
8

有限会社珍味処なかむら
広島の味 かきれもん
牡蠣をあっさりと炊き上げ、
広島県産レモン果汁を使っ
たレモン酢に漬込みました。

 No.
7

全国農業協同組合連合会
広島県本部
広島血統和牛 元就
歴史・伝統・実績を引き継ぐ広
島血統を持つ広島和牛元就。

 No.
9

特定非営利活動法人
NPO狩留家
狩留家なす
自然と歴史の町・狩留家が育
んだ「狩留家なす」は絶品！！

 No.
10

株式会社ちから
ちからのだし
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。

 No.
11 レックスイノベーション

株式会社
湊商店秘伝お好みソース
県産品の牡蠣とレモンを使用。広島が
たくさん詰まったお好みソースです！

 No.
12

株式会社モーツアルト
プレミアム
広島レモンケーキ
もうひとつ食べたくなる
プレミアムなレモンケーキ。

 No.
13

株式会社水信
広島レモンサーモン
広島県産レモンで育った
広島レモンサーモンをご
賞味ください。

 No.
1

井辻食産株式会社
もち豚餃子
瀬戸のもち豚を使用した地産地消に
こだわった餃子。餃子屋龍の本格
餃子をご家庭でお楽しみください。

 No.
2

株式会社福々庵
かき福まんじゅう
瀬戸内産牡蠣エキスがたっぷ
り詰まった栄養満点の手焼き
「かき福まんじゅう」。

 No.
3

 No.
4

有限会社ケーエム商事
鳥皮レモン
カラッと揚げた傑作珍
味！お酒のおつまみに、
おやつに最高じゃけん！

 No.
5

株式会社ちから
ちからのきつねうどんパック
昭和10年創業時から広島で息づい
た「ちからのうどん」を、ご自宅など
で調理していただけるパックです。

 No.
6

上記、認定候補品から選定したい候補品No. と選定理由を◯の中に記入してください。

投票方法

投票フォーム

［　　］
選定したい
候補品No.

選定理由

〒　　　　-

A ～ G
1 つ選択

A 高い技術性がある
E 広島らしさがある

B 独自性がある
F 高品質である

C 味（美味しそう）
G パッケージ（形や色）

D 興味が湧いた

氏  名

住  所 電話番号

年  代 才代

（　　　　）　　　　ー

ご提出いただいた個人情報等は、広島市個人情報保護条例に基づき適正に管理し、当該認定審査及び商品の発送以外に使用することはありません。
※当選商品が配達不能時、ご連絡差し上げることがあります。

※

投票フォームに必要事項を記入の上、投票箱に投函してください。
また、右記の二次元バーコードにアクセスしてスマートフォンからの投票も可能です。

ザ・広島ブランド 検 索

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

あなたが選ぶ！
「ザ・広島ブランド」

投票受付中

投票結果が上位10位までの産品について、順位に応じて加点（1次審査）します。

投票受付期間 令和3年 11/26 金 ～12/10  金

お好きな
認定候補品を
選んで
ください。

株式会社三宅水産
みやけのうまいでがんす
広島にしか無い揚げ蒲鉾
＂広島の味＂「うまいで
がんすⓇ」です！

Ⓡ

乾漆「CORO」



「ザ・広島ブランド認定品」
をプレゼント！！

投票いただいた方の中から抽選で200名様に

※当選は発送をもって
　発表とさせていただきます。

「ザ・広島ブランド」認定制度とは

［ 認定基準 ］

1 基本要件

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遊脚の促進を図ることを目的とする制度です。

次の基本要件を満たしたものを、評価基準に基づき審査を行います。

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。

2 評価基準
① 技術性：高い技術、伝統的な技術又は先進的な技術を用いている。
② 独自性：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。
③ 訴求性：消費者の心を惹きつける強い魅力を有している。
④ 高品質性：味や使い勝手に優れている。
⑤ 意匠性：形状や色彩に優れている。

［ 審査スケジュール ］
1次審査（書類審査）
　  ▼
1次審査（市民投票）　11/26（金）～12/10（金）
　  ▼
2次審査（最終審査）　令和4年2月上旬
　  ▼
認定品決定　　　　　  令和 4年 2月中旬

※投票結果が上位10位までの産品について、順位に応じた得点を
　1次審査（書類審査）の得点に加点します。

広島市 経済観光局 産業振興部 商業振興課
電話：082-504-2318    FAX：082-504-2259    Eメール：syogyo@city.hiroshima.lg.jp

お問い合わせ先

インスタグラムでも
情報発信中！

the_hiroshima_brand


