
島根半島・宍道湖中海ジオパーク

国引きジオブランド商品一覧

No.01 区分：酒

商品名 竜渓

ポイント

地元の米とミネラル豊富な地
下水で造ったお酒（八束町の
米と淡水レンズの水を使って
います）

事業者 合同会社大根島研究所

No.02 区分：酒

商品名 幽鬼

ポイント

地元の安納芋を焼き芋にし、
それを使用した焼酎（八束町
の安納芋の焼芋と淡水レンズ
の水を使っています）

事業者 合同会社大根島研究所

No.03 区分：食品

商品名

ポイント
宍道湖のシジミとあご（トビ
ウオ）だけを使った出汁パッ
ク

事業者 株式会社ちいきおこし

No.04 区分：食品

商品名 赤貝めしの素

ポイント

中海産の赤貝を使用し、郷土
料理の味を復活させたもの
（復活させた中海産）

事業者 株式会社ちいきおこし

No.05 区分：食品

商品名 鯖塩辛

ポイント

美保関で古くから伝わる鯖と
塩だけで造った塩辛（美保関
伝統食）

事業者 松田十郎商店

No.06 区分：食品

商品名 茎味噌
（にんにく味・しょうが味）

ポイント
片句わかめの茎を使用した味
味噌（片句わかめの）

事業者 わかめの里片句こいグループ

No.07 区分：食品

商品名
鯖の塩辛

オリーブオイル漬け

ポイント
05の鯖塩辛をオリーブオイル
に付け込んだ逸品（美保関伝
統食を活かした）

事業者 株式会社ちいきおこし

国引きジオブランドは、地元産品をジオパーク

のブランドとして認定し、ホームページや日本ジ

オパークネットワークなどを活用して内外に広く

発信していくものです。

農産物、水産物、海水や大根島の地下水といっ

たジオの恵みをベースに、伝統文化、環境保全な

どのストーリー性のあるものを基準に認定してい

ます。

なお、認定商品には左上のジオブランドマークのシールを提供し、当

ジオパークのＰＲにも協力していただきます。

ジオブランドマーク

神事おだし
かみわざ



No.11 区分：食品

商品名 鵜鷺の藻塩

ポイント
鷺浦の沖の海水を昔ながらの
製法で作った藻塩

事業者 鵜鷺げんきな会

No.12 区分：食品

商品名 鵜鷺の湧水塩

ポイント
鷺浦地区の浅瀬で淡水レンズ
の作用で沸いている塩水から
作った塩

事業者 鵜鷺げんきな会

No.16 区分：冊子

商品名
ガイドブック「島根半島
四十二浦巡りの旅」

ポイント
島根半島四十二浦の浦々の社
寺、歴史、文化、ジオサイト
を紹介した旅の案内書

事業者
島根半島四十二浦巡り再発見
研究会事務局

No.08 区分：食品

商品名 めかぶサラダ

ポイント
片句わかめの茎を使用したド
レッシング（片句わかめの）

事業者 わかめの里片句こいグループ

島根半島・宍道湖中海ジオパーク

国引きジオブランド商品一覧

No.10 区分：陶器

商品名 シーグラス陶器

ポイント
シーグラスを使った陶器、環
境保全にも（島根半島地域を
対象にしています）

事業者 こうや電気窯

No.17 区分：食品

商品名 えびす漬

ポイント
島根半島でとれる海藻をふん
だんに使い、地元産の野菜と
合わせた漬物。

事業者 松田十郎商店

No.19 区分：食品

商品名 赤貝カリー

ポイント
中海産の赤貝（サルボウ貝）
を使用したカレー

事業者 カレー工房ダーニャ

No.21 区分：石鹸

商品名 大根島・無添加生石鹸竜渓

ポイント
松江市大根島の純米吟醸の地
酒から保湿成分を抽出配合し
た無添加生石鹸。泡立ち抜群。

事業者 合同会社 大根島研究所

No.22 区分：酒

商品名 松江いちじくヴァイツエン

ポイント

松江市島根町で収穫されるい
ちじくを醸造工程中に投入し
ており、フルーティーで甘さ
のあるクラフトビールです。

事業者 合同会社 大根島研究所



No.28 区分：酒

商品名 どぶろく

ポイント

松江市八束町で収穫される米で
作ったどぶろくです。サッパリ
して、程よい酸味と米の甘さで
飲みやすいどぶろくです。
八束町全域が構造改革特区（ど
ぶろく特区）です。

事業者 合同会社 大根島研究所

No.29 区分：酒

商品名 松江トマトエール

ポイント

松江市鹿島町で収穫されるトマ
トは、山と海からの風を浴び、
トマトの様に赤い色と潮風を感
じる事ができるクラフトビール
です。

事業者 合同会社 大根島研究所

No.30 区分：茶

商品名 もち花茶（クロモジ茶）

ポイント

島根半島で昔から“お正月の もち花飾りの
木”として 大事にしてきたクロモジは、”
昔からの せんじ薬 “として 、今は” 健康茶
“として 飲み継がれています。 最近になり、
和の香りとエスニックな香りが共存するこ
とや、「和の 代表 ハーブ」として注目さ
れ 始めてきました 。

事業者 有限会社ユーエムディー
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No.25 区分：酒

商品名 松江そば・そばハチミツ

ポイント

松江市八束町で収穫されるそば
の実と、そばの花から採蜜され
たハチミツを醸造工程中に投入
しており、ほのかにそばの香り
とハチミツの甘さで、クセのな
い飲みやすいクラフトビールで
す。

事業者 合同会社 大根島研究所

No.23 区分：酒

商品名 松江えびすみかんエール

ポイント

松江市美保関町で収穫される
みかんを醸造工程中に投入し
ており、柑橘系の香りがする
スッキリと飲みやすいクラフ
トビールです。

事業者 合同会社 大根島研究所

No.24 区分：酒

商品名 松江安納芋ブラウンエール

ポイント

松江市八束町で収穫される安納
芋を焼芋にし、糖度を高めた上
で、醸造工程中に投入しており、
甘さ・味を濃くし、コクのある
クラフトビールです。ジャパン
ブリュワリーカップ２０２１銅
賞受賞。

事業者 合同会社 大根島研究所

No.26 区分：酒

商品名 松江いわがきスタウト

ポイント

松江市島根町で収穫されるい
わがきを醸造工程中に投入し
ており、ミネラル豊富で、ほ
んのりと磯の香りがするクラ
フトビールです。

事業者 合同会社 大根島研究所

No.27 区分：酒

商品名 SOUR Citrus

ポイント

松江市美保関町のみかん、八束
町のレモン、大庭町のゆずの果
汁を醸造工程中に投入しており、
汗ばむ季節には最高の喉越しを
体験させてくれる果汁たっぷり
のクラフトビールです。

事業者 合同会社 大根島研究所

No.31 区分：香水

商品名
クロモジ香り水

（クロモジ精油水）

ポイント

島根半島で昔から“お正月のもち花飾りの
木”として 大事にしてきたクロモジは、最
近になり、和の香りとエスニックな香り
が共存することや、クロモジエキスの効能
が抗ウィルス性、抗菌性、肌に良いことの
エビデンスが発表され、「和の 代表 ハー
ブ」として注目され 始めてきました 。

事業者 有限会社ユーエムディー


