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 株式会社近鉄百貨店 

    奈良県商工会連合会 

 

 

 

 

 

地域商社事業に取り組む株式会社近鉄百貨店と奈良県商工会連合会は、昨年７月に奈良県産品販

路開拓支援の取組みを開始し、奈良県内において地域の新たな魅力を生み出す商品開発支援を進

めてまいりました。この度、奈良県内の生産者である「今中醤油」「坂本農園」「三輪素麺みなみ」

「Farmer’s Shop&Café  けやき」「上島製菓」「山崎商店」を開発支援し、地域商社事業第二弾

となる奈良の新たな名産品が誕生しましたのでお知らせします。６つの生産者と取り組んだ２1

の商品開発支援商品については、奈良の新たな魅力を生み出し発信するコンセプトショップ「大

和路ショップ」（近鉄百貨店 奈良店地階フロア内）にて 1 月 16 日（水）より販売開始します。 

 

 

 

 

 

 

今中醤油 

「ごまぽんず」 

「地域商社事業“発”の名産品」第二弾誕生 

近鉄百貨店と奈良県商工会連合会が商品開発支援 

～1 月 16 日（水）より近鉄百貨店 奈良店「大和路ショップ」にて販売開始～ 

三輪素麺みなみ 

「特選三種食べくらべ」 

坂本農園 

「おいしい唐辛子」 

山崎商店 

「豆腐屋さんの豆菓子」 

上島製菓 

「手焼せんべい」 

Farmer’s Shop&Café けやき 

「ゴロゴロパウンドケーキ」 
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●地域商社事業について 

近鉄百貨店の地域商社事業では、地域の自治体・生産者と連携し、地域の新たな魅力となる地

域産品の商品開発・ブランディングを支援します。昨年 11 月の商品開発第一弾では、四つの自

治体・地域企業との連携による商品開発をおこないました。今回は第二弾であり、今後も引続き

商品開発をおこなっていきます。 

 

●奈良県商工会連合会の取組みについて 

奈良県商工会連合会では、県内農商工・小規模事業所さまの持続的発展のため、商品開発・改

良・販路開拓を支援しています。その一環としまして、昨年 7 月に近鉄百貨店と「奈良県産品販

路開拓支援に関する協定」を結びました。今回発表いたします 21 商品は、商品開発などで協業

した商品です。今後も引続き商品開発・販路開拓による地域活性化を推進します。 

 

 

・今中醤油 

明治２２年創業。大和信貴山麓の寒暖の差を利用し、醸造に

適した気候のもと、まろやかな醤油を伝統の技術で丁寧に作り

続けています。 

バランスの良い醤油づくりを心がけており、本格お醤油の他、

こだわり調味料も製造し、長年地域で愛用されています。 

■今中醤油様から本取組みに関するコメント 

「伝統の味を守りつつ、時代のニーズに合わせた 

新たな商品開発も積極的におこなっています。 

その一貫として今回も取組みをおこないまし

た。『ごまぽんず』を是非ご賞味ください。」 

 

・坂本農園 

坂本農園では、奈良県東部・大和高原の畑で無農薬栽培の唐

辛子を手作りで大切に育てています。 

古来より伝わる唐辛子を、育苗・作付け・栽培から収穫まで

一貫作業することで、その安全性と風味を維持しています。             

■坂本農園様から本取組みに関するコメント 

「栽培加工まで試行錯誤を繰り返し、しっかりとした辛さだけ   

でなく、唐辛子本来の香り・旨みも感じられる唐辛子商品に  

仕上がっています。」 
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・三輪素麺みなみ 

日本の麺食文化のルーツの一つ、三輪素麺。桜井市三輪の腕利

きの職人たちが築いた伝統の下、信念を貫き作られる三輪素麺み

なみの麺。 

中でも、プレミアム麺の極みである【極細そうめん神舞】は、

新たなスタンダードとして人気を博しています。  

 

 ■三輪素麺みなみ様から本取組みに関するコメント 

「今回、近鉄百貨店×商工会連合会との協業により  

 当社が『特選三種食べ比べセット：神舞・緒環・誉』  

 を開発しました。 

奈良県桜井市に古来より伝わる【三輪素麺】。 

まずは、その細さの違いをお楽しみください。」 

 

                                  

 

 

 

・Farmer’s Shop&Café けやき 

農家カフェけやきは、奈良県天理市で農業を営みながら、

自家農園素材の持ち味を引き出した美味しくてヘルシーな 

ランチを提供しています。 

また店内では、旬の野菜や果物とともに素材感のある手作

り菓子も販売しています。 

 

■けやき様から本取組みに関するコメント 

「近鉄百貨店×商工会連合会と開発した 

『ゴロゴロパウンドケーキ』です。 

地元素材、目の前の農園の持ち味を引き出す新商品を  

開発しました。ゴロゴロ感、季節感を活かした商品の 

旬の美味しさをお楽しみください。｣ 
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・上島製菓 

奈良県山添村の自然ゆたかな山里で古くから愛され

ている和菓子を製造販売しています。 

内祝用紅白饅頭・折菓子・砂糖など田舎風の心和む

和菓子とともに“格子煎餅・丁稚羊羹”“は特に人気があ

ります。 

                        

■上島製菓様から本取組みに関するコメント 

「歴史と懐かしさもある『手焼きせんべい』の味  

と風情を楽しんでいただくよう商品改良に取

り組みました。厳選した食材のみを使用した素

朴で香ばしい本物の味をお客様にご紹介でき

ればと思います。」 

 

 

 

・山崎商店 

山崎商店は、昭和６年より現在の地で豆腐づくりにたずさ

わってきました。 

地元天理・桜井・名水で知られる三輪山の麓で気持ちよく

風に揺れる大豆畑で育まれた県産大豆を中心に、国産の厳選

された素材を見極め、豆乳糖度の高さにこだわったお豆腐・

揚げづくりをおこなっています。 

 

 

■山崎商店様から本取組みに関するコメント 

「今回の『豆腐屋さんの豆菓子』は当社が開発した 

 高濃度豆乳を使用したものです。ほのかに甘いきな粉 

の風味と、口いっぱいに拡がる素朴な大豆の味わいを  

お楽しみください。」 
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●開発支援商品一覧 

        

 

 

生産者 商品名 商品特徴 販売価格（税込） 写真

今中醤油 ごまぽんず

柚子・酢橘・ごまをふんだんに使用す

ることで、濃厚な味わいを楽しみむこと

ができ、すっきり爽やかな後味を実

現。（内容量250ｍｌ）

515円

おいしい一味唐辛子

（粗挽）

無農薬栽培でつくられた唐辛子を使

用した粗挽タイプ。赤、辛八房、黄

の三種類。辛さの段階が分かるアイコ

ンを使用。内容量15ｇで気軽にお

試しいただけます。

赤　　　　451円

辛八房　501円

黄　　　　501円

おいしい一味唐辛子

（細挽）

無農薬栽培でつくられた唐辛子を使

用した細挽タイプ。赤、辛八房、黄

の三種類。辛さの段階が分かるアイコ

ンを使用。内容量15ｇで気軽にお

試しいただけます。

赤　　　　501円

辛八房　601円

黄　　　　601円

おいしい柚子唐辛子/

おいしい山椒唐辛子

無農薬栽培でつくられた唐辛子を使

用。柚子唐辛子は二種類、山椒唐

辛子は一種類ご用意。辛さの段階

が分かるアイコンを使用。内容量15

ｇで気軽にお試しいただけます。

柚子唐辛子

各　　601円

山椒唐辛子

801円

三輪素麺みなみ
特選三種食べくらべ

素麺

神舞（極細）、緒環（細物）、誉

（標準物）３種類の食感を楽しめ

ます。（各50ｇ）

540円

ゴロゴロパウンドケーキ

（カット）

自家農園で採れたいちじくをふんだん

に使った素材感あふれる農家カフェの

パウンドケーキをカットサイズで。

141円

ゴロゴロパウンドケーキ

（1本）

自家農園で採れたいちじくをふんだん

に使った素材感あふれる農家カフェの

パウンドケーキ1本タイプ。ケーキ上部

にまでいちじくを豊富に。

1,296円

坂本農園

Ｆａｒｍｅｒ'ｓ

Ｓｈｏｐ＆Ｃａｆｅ

けやき
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生産者 商品名 商品特徴 販売価格（税込） 写真

手焼きせんべい

（アーモンド＆黒ごま）

懐かしさを感じさせる素朴さと豊かな

香ばしさが特徴的な、アーモンド＆黒

ごま味の焼き菓子。一枚づつ丁寧に

焼き上げています。（内容量40

ｇ）

270円

手焼きせんべい

（ゆず＆金ごま）

懐かしさを感じさせる素朴さと豊かな

香ばしさが特徴的な、ゆず＆金ごま

味の焼き菓子。一枚づつ丁寧に焼き

上げています。（内容量40ｇ）

270円

手焼きせんべい

（味噌＆ピーナッツ）

懐かしさを感じさせる素朴さと豊かな

香ばしさが特徴的な、味噌＆ピー

ナッツ味の焼き菓子。一枚づつ丁寧

に焼き上げています。（内容量40

ｇ）

270円

手焼きせんべい

（ピーナッツ）

懐かしさを感じさせる素朴さと豊かな

香ばしさが特徴的なピーナッツ味の焼

き菓子。一枚づつ丁寧に焼き上げて

います。（内容量40ｇ）

270円

手焼きせんべい

（大和茶）

懐かしさを感じさせる素朴さと豊かな

香ばしさが特徴的な大和茶味の焼

き菓子。一枚づつ丁寧に焼き上げて

います。（内容量40ｇ）

270円

豆腐屋さんの豆菓子

（豆乳わさびアーモンド）

最初はわさび風味。素朴な大豆の

味わいが後から口の中に広がります。

（内容量80ｇ）

501円

豆腐屋さんの豆菓子

（豆乳きなこ大豆）

ほのかに甘いきな粉の風味と、素朴

な大豆の味わいを楽しめます。（内

容量100ｇ）

501円

豆腐屋さんの豆菓子

（豆乳黒ごま大豆）

ごまの豊かな味わいと香り。ほのかに

甘いきな粉。ごまときな粉のおいしさを

楽しめます。（内容量90ｇ）

501円

上島製菓

山崎商店
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＜参考＞2018 年 7 月 12 日発表の、近鉄百貨店と奈良県商工会連合会が協定を締結に関するリ

リース 

株式会社近鉄百貨店と奈良県商工会連合会は、昨年 7 月 12 日、奈良県内の事業者に係る地域産品に

ついて、県内外に向けて販路開拓を支援するため、「奈良県産品販路開拓支援に関する協定」を締結い

たしました。 

●協定の目的 

近鉄百貨店と奈良県商工会連合会は、相互に連携・協定を交し、奈良県産の一次産品を活用した商品

及び奈良県の農商工事業者が開発・改良した地域産品の販路開拓を支援するとともに、全国への発信

を通じた地域産業の活性化を目指します。 

 

●連携および協力事項 

 ①奈良県内事業者が生産・製造する農林水産物・加工品等の開発・改良に関すること  

 ②地産地消の推奨や奈良県産品の販路開拓の推進に関すること  

 ③その他奈良県の地域産品ブランド化に向けた取組みに関すること  

 

●協定に基づく主な取組み 

 ①奈良県内事業者が生産・製造する農林水産物・加工品等の開発・改良に関すること  

  ➢まずは、昨年、3 月 14 日近鉄百貨店奈良店に奈良の新たな魅力を生み出し発信するコンセプト

ショップとしてオープンした「大和路」ショップでの展開を目指し、近鉄百貨店と奈良県商工

会連合会が連携・協力のうえ、商品開発・改良に係る支援を行います。  

➢具体的には、近鉄百貨店と奈良県商工会連合会の人材を活用し、マーチャンダイザー、バイヤ

ー、商工会経営指導員、デザイナーなどが協力のうえ、商品のブラッシュアップ支援を行いま

す。 

②地産地消の推奨や奈良県産品の販路開拓の推進に関すること  

➢近鉄百貨店奈良店「大和路」ショップなどにおいて、奈良県事業者のフェアを開催します。フ

ェアではテストマーケティングを兼ねた新商品発表や、試食販売・サンプル配布を行います。   

➢県内で開催される奈良県商工会連合会主催の商談会に近鉄百貨店が参加します。 

 

③その他奈良県の地域産品ブランド化に向けた取組みに関すること  

➢近鉄百貨店と奈良県商工会連合会が連携する地域イベント、催事などにおいて、その企画内で

の期間限定商品の開発や情報発信の協力を行います  

 


