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問合せ・相談窓口

検索豊穣の国はりま

姫路市産業振興課・農政総務課・
水産漁港課
TEL.079-221-2507
相生市農林水産課
TEL.0791-23-7156
加古川市産業振興課
TEL.079-427-9756
赤穂市産業観光課
TEL.0791-43-6840
高砂市産業振興課
TEL.079-443-9030
加西市農政課
TEL.0790-42-8741
宍粟市商工観光課
TEL.0790-63-3127
たつの市商工振興課
TEL.0791-64-3158

稲美町産業課
TEL.079-492-9141
播磨町住民グループ
地域振興チーム
TEL.079-435-2364
市川町地域振興課
TEL.0790-26-1015
福崎町農林振興課
TEL.0790-22-0560
神河町地域振興課
TEL.0790-34-0960
太子町産業経済課
TEL.079-277-5993
上郡町産業振興課
TEL.0791-52-1116
佐用町農林振興課
農林水産振興室
TEL.0790-82-0667



播磨地 域ブランド
「豊穣の国・はりま」は、
国内外に播 磨の魅力を伝えます。
播磨地域は、肥沃な播磨平野や優良な漁場である播磨灘を持ち、奈良時代に編さんされた
「播磨国風土記」にも記されるように古くから“豊穣の国”でした。
そして、いまも豊かな自然・風土・歴史・技術を引き継ぎ、すばらしい産品が生み出されています。
「豊穣の国・はりま」は、そうした郷土が誇るものづくりの遺産を継承し、
さらに新しい創意を加えた地場産品を地域の統一ブランドとして
全国及び海外に伝えていこうと生まれました。
播磨圏域連携中枢都市圏構想を推進する、播磨地域8市8町が一致団結し
それぞれの特性を生かしながら地域ブランドを育成することで、
地域の産業の振興を図り、地域の価値を高めていきます。

ロゴマークの意味

「豊穣の国・はりま」のブランド戦略

登録のメリット

事業展開

登録事業者数

播磨地域の8市8町とは

東は神戸、西は岡山県に接する播磨地域は、広い県土の中に阪神（摂津）、
丹波、但馬、淡路といった異なる風土や歴史・文化を持つ５つの地域で成る
兵庫県の中でもっとも変化に富んだ魅力ある地域です。
そのうちの8市8町（姫路市、相生市、加古川市、赤穂市、高砂市、加西市、
宍粟市、たつの市、稲美町、播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、
上郡町、佐用町）が連携し「播磨圏域連携中枢都市圏構想」を推進しています。

播磨地域8市8町から、140以上の事業者の方に登録いただいています。（平成29年2月現在）

・播磨地域を中心にブランド力の強化に取り組み、商品価値を高めます。
・京阪神地区での販路拡大に取り組みます。
・首都圏を中心に全国へ「豊穣の国・はりま」ブランドの発信・認知度向上を図ります。
・海外での情報発信・認知度向上にも取り組みます。

400年の時を越えた姫路城は、世界文化遺産・国宝に指定された播磨地域の
シンボルです。地域が結束して未来に向けて取り組むブランド事業の象徴とし
て、その姫路城をデザイン化しています。

●「豊穣の国・はりま」大物産展の開催
●首都圏でのPR実施
●京阪神地区でのPR実施
●各種イベントへの出展
●各種PRツールの更新

平成29年度以降（予定）

ブランド概要

宍粟市

佐用町

上郡町
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販路拡大の機会を
提供します。

首都圏や京阪神地区での
販路拡大のための

イベント実施や情報発信により、
販路の拡大が図れます。

PR効果が
期待できます。
イベント参加や

PR媒体の活用などで、
PRが図れます。

媒体・ツールが
活用できます。
パンフレットやWEB等
各種ツールが
ご利用できます。

商品価値が
高まります。

商品のイメージアップが
図れます。

参加費は不要。
ブランドへの登録費はかかりません。
（イベント等に参加される場合には、
所要の経費をご負担いただく場合が
ございます。）

●「豊穣の国・はりま」大物産展の開催
●「ふるさと祭り東京」へ初出展
●京阪神地区でのPRイベント開催
●ホームページの立ち上げ
●英語版パンフレットを制作

平成28年度
●「播磨圏域連携中枢都市圏構想」がスタート
●ブランドコンセプト等の決定
●名称を「豊穣の国・はりま」に決定
●東京浅草の「まるごとにっぽん」に出展
●「豊穣の国・はりま」大物産展の開催

平成27年度

※平成29年度以降の事業は未定です。
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地域での盛り上げ、国内外への発信、
積極 的なP R 活 動を展 開しています 。

「豊穣の国・はりま」大物産展の開催
「豊穣の国・はりま」ブランドの多様な産品を披露した大物産展では、登録事業者のブースを中心に、
播磨地域各地からの魅力的な特産品、加工品、農水産物、工芸品などが集結しました。
郷土イベントや市町PRもまじえた多彩な内容で、連日多くの参加者が詰めかけました。

全国に「豊穣の国・はりま」の魅力を発信

「豊穣の国・はりま」ブランドの初披露になった平成28年3月実施の大物産展をはじめ、

知名度アップを図るために地域イベントにも積極的に参加。

全国に向けては集客が見込める首都圏で出展・情報発信などを行っています。

PRにはロゴをデザイン化したツールを活用し、認知度向上を図っています。

「豊穣の国・はりま」大物産展
■開催日／平成27年度：平成28年3月26日（土）・27日（日）、平成28年度：平成28年10月1日（土）・2日（日） ◎毎年度1回開催予定
■会　場／大手前公園（姫路市）
■入場者数／平成27年度：51,000人、平成28年度：50,000人

全国47都道府県の“ふるさと”を一堂に集めた話題の施設「まるごとにっぽん」3階の「おすすめふるさと」コーナーに展示・販売
ブースを設けました。
また、日本全国のご当地グルメと祭りを結集して大人気の「ふるさと祭り東京」にブースを出展、多くの来場者に好評を博しました。
こうした動員力を持つイベントへの出展を中心に、首都圏でのPRに力を入れていきます。

兵庫県内のイベントに出展し
積極的にPR
全国の30産地以上から陶器が集い地元で人気を集める「全
国陶器市」をはじめ、集客力のある各種イベントや商業施設
等でPRブースを出展するなど、多くの方々にアピールを行って
います。

第29回全国陶器市
■平成28年11月2日（水）～6日（日） ■大手前公園（姫路市）

マリンピア神戸PRキャンペーン
■平成29年2月19日（日） ■マリンピア神戸（神戸市垂水区）

世界遺産姫路城マラソン祭
■平成29年2月25日（土）・26日（日） ■大手前公園（姫路市）

京阪神地域での
販路拡大を推進

●ブランドガイドブック（日本語版・英語版）●新聞広告（ブランド誕生告知） ●のぼり ●はっぴ

●ホームページ

●シール

●マリンピア神戸

●大物産展ポスター・
パンフレット

PR活動

PRツール
媒体

※平成28年度実施事業の一例です。平成29年度以降の事業は未定です。

海外PRも積極的に展開
世界で日本食が注目される中、
「豊穣の国・はりま」に登録され
ている企業がシンガポールで
開催された「Food Japan 
2016」に出展。世界に向けて、
播磨地域の魅力をより積極的
にアピールしていきます。

ふるさと祭り東京2017
■開催日／平成29年1月7日（土）～15日（日）
■会　場／東京ドーム　■入場者数／405,389人

まるごとにっぽん
■所在地／東京都台東区浅草

播磨地域の優れた食材の価値をさらに広めるため、一般消費
者へのPRと並行して、京阪神地域のホテル、飲食店の関係者
や料理人などのプロユーザーに対してもアプローチを進め、販
路の拡大を行っています。

～豊穣の国・はりま～
発見！播磨のおいしい食材inハグミュージアム
■平成29年3月25日（土） 
■ハグミュージアム（大阪市西区・大阪ドーム前）
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登録方法等

「豊穣の国・はりま」に登録し、
さらに商 品 価 値を高めませんか。
「豊穣の国・はりま」は、すでに「五つ星ひょうご」「兵庫県認証食品」に認定された商品を生産

されている播磨地域8市8町の●農産物・農産加工食品●畜産物・畜産加工食品

●海産物・水産加工食品●酒類・飲料●発酵食品・麺類●菓子類●調理加工食品

●工芸品・工業製品等の幅広いジャンルの事業者の方々に参加要請を行い、

さらに魅力ある新たな地域ブランドとしての価値を加え、

播磨地域に生まれた“すばらしい宝” をより多くの方に伝えていくものです。

今後は、「五つ星ひょうご」や「兵庫県認証食品」への登録促進などを通じて

ブランド参加事業者や登録産品を拡大していくとともに、

登録された銘品にさらに磨きをかけ、プレミアムとして全国へ発信していきます。

●登録事業者は、「五つ星ひょうご」または「兵庫県認証食品」の認定を受けた播磨地域8市8町の事業者に
限ります。

●登録できる商品については、「五つ星ひょうご」または「兵庫県認証食品」に認定を受けたものに限ります。
※播磨地域8市8町については、1ページをご参照ください。
※「五つ星ひょうご」の選定、「兵庫県認証食品」の認証については、6ページをご参照ください。

兵庫県には、個性あふれる五国（摂津・播磨・但馬・丹波・淡路）があります。その豊かな自然や歴史・文化を生かした商品
のうち、“地域らしさ”に加えて、これまでにない新規性やオリジナリティなどの“創意工夫”が施された逸品を、統一ブランド
名「五つ星ひょうご」として選定し、全国に発信しています。

［応募条件］
●兵庫県に本店もしくは支店を有する法人、団体、個人事業主であること。
●選定された場合「五つ星ひょうご選定商品内覧会・販売会」に出展できること。
●各種物産展・イベント等へ出展し販売を行うなど、五つ星ひょうご選定商品のＰＲに一緒に取組んでいただけること等。
◎選定された場合は、（公社）兵庫県物産協会に加入、ならびにPR冊子作成経費等一部を負担いただきます。 

［選定方法］
年度ごとに設けた応募期間内に応募書類一式を五つ星ひょうご事務局まで持参または郵送してください。
審査会において「地域らしさ」「創意工夫」についてそれぞれ審査し、総合得点の高かった商品を「五つ星ひょうご」として
選定します。

問合せ／（公社）兵庫県物産協会（五つ星ひょうご事務局）
TEL.078-362-3858

［登録費用］　「豊穣の国・はりま」への登録費用はかかりません。

豊穣の国◆はりま豊穣の国◆はりま
プレミアム

豊穣の国◆はりま

［登録条件］

「五つ星ひょうご」の選定について

兵庫県産の農林水産物及びこれらを主原料として県内で製造された加工食品の本来の美味しさをPRし、食に対する
不安感や不信感を取り除くため、「ひょうご食品認証制度」を定め、安全・安心で個性・特長のある食品を「兵庫県認証食
品」として認証しています。
●具体的な審査基準によって「ひょうご推奨ブランド」と「ひょうご安心ブランド」の2種類のブランドに分類されます。

［認証の要件］
「食の安全安心と食育に関する条例」にのっとり、兵庫県産の農林水産物及びこれらを主原料として製造された加工
食品。※加工食品は原則として兵庫県下の事業所で製造されたものに限る。
「個性・特長」「安全性の確保」「安心感の醸成」の基準を満たしたものを審査し、認証します。

［認証申請方法］
生産者・製造者が認証取得を希望する場合は、地域を管轄する県民局（農林（水産）振興事務所）に申請書の提出が必
要です。なお、申請にあたっては、食品の属性に応じて、別途添付書類が求められます。

問合せ／加古川農林水産振興事務所（農政振興課）
所轄地域／加古川市・高砂市・稲美町・播磨町
TEL.079-421-9615
加東農林振興事務所（農政振興課）
所轄地域／加西市
TEL.0795-42-9422

①毎年12月頃に「五つ星ひょうご」「兵庫県認証食品」の認定を受けている事業者の方に、参加希望のご
案内をいたします。
※登録条件を満たしていれば、新たな審査はありません。

②すでに登録いただいている事業者の方にもご案内いたしますが、変更のお申し出がない場合は自動更
新とさせていただきます。
※1年毎に「豊穣の国・はりま」への登録参加意向をご確認いたします。

［登録方法］

①ブランドロゴを使用できます。
②PRツール（パンフレット・WEB・のぼり・シールなど）を活用できます。
③大物産展をはじめ、各種PR事業に参加できる機会があります。
※PR事業へのご参加に際しては、所要の経費をご負担いただく場合がございます。

［登録特典］

「兵庫県認証食品」の認証について

姫路農林水産振興事務所（農政振興課）
所轄地域／姫路市・神河町・市川町・福崎町
TEL.079-281-9285
光都農林振興事務所（農政振興第1課）
所轄地域／相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・太子町・

上郡町・佐用町
TEL.0791-58-2193

生産される商品の認知度向上、販路拡大をお考えの方は、
是非ご登録ください。
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