
　 2020年3月31日現在

4月9日（火曜日）
松山市

【西中島地区】
南海放送ニュースCh.4 「松山の旬」 現地ロケ① カラマンダリン

　南海放送㈱にJAえひめ中央を紹介し、テレビ番組が
収録されました。

4月20日（土曜日）
大阪府高槻市

【関西スーパー・高槻店】
「カラマンダリン」 集中プロモーション（関西圏大手量販
店・スーパー①）

カラマンダリン
　関西スーパー・高槻店で、試食販売会を行いまし
た。

4月20日（土曜日）
大阪府伊丹市

【関西スーパー・鳴尾店】
「カラマンダリン」 集中プロモーション（関西圏大手量販
店・スーパー②）

カラマンダリン
　関西スーパー・桜台店で、試食販売会を行いまし
た。

4月20日（土曜日）
兵庫県西宮市

【関西スーパー・蒲生店】
「カラマンダリン」 集中プロモーション（関西圏大手量販
店・スーパー③）

カラマンダリン
　関西スーパー・鳴尾店で、試食販売会を行いまし
た。

4月20日（土曜日）
大阪府吹田市

【関西スーパー・荒巻店】
「カラマンダリン」 集中プロモーション（関西圏大手量販
店・スーパー④）

カラマンダリン
　関西スーパー・佐井寺店で、試食販売会を行いまし
た。

4月20日（土曜日）
～

4月21日（日曜日）

東京都中央区
【三越日本橋本店】

「カラマンダリン」 集中プロモーション（首都圏大手百貨店
①）

カラマンダリン 　三越日本橋本店で、試食販売会を行いました。

4月21日（日曜日）
大阪府大阪市

【関西スーパー・桜台店】
「カラマンダリン」 集中プロモーション（関西圏大手量販
店・スーパー⑤）

カラマンダリン
　関西スーパー・蒲生店で、試食販売会を行いまし
た。

4月21日（日曜日）
大阪府伊丹市

【関西スーパー・佐井寺店】
「カラマンダリン」 集中プロモーション（関西圏大手量販
店・スーパー⑥）

カラマンダリン
　関西スーパー・荒巻店で、試食販売会を行いまし
た。

4月21日（日曜日）
神奈川県横浜市

【ロピア港北東急SC店】
「カラマンダリン」 集中プロモーション（首都圏大手量販
店・スーパー①）

カラマンダリン 　ロピア港北東急SC店で、試食販売会を行いました。

4月22日（月曜日）
東京都大田区

【東京都中央卸売市場 大田市場】
「カラマンダリン」 トップセールス in 大田市場 カラマンダリン

　東京青果㈱、全農えひめ東京事業所にご協力いただ
き、市場関係者に写真やイラストパネルを使って商品
を紹介し、試食宣伝を行いました。

4月24日（水曜日）
～

4月25日（木曜日）

兵庫県西宮市
【いかりスーパー門戸店】

「カラマンダリン」 集中プロモーション（関西圏大手量販
店・スーパー⑦）

カラマンダリン
　いかりスーパー門戸店で、試食販売会を行いまし
た。

4月25日（木曜日）
～

4月26日（金曜日）

兵庫県伊丹市
【いかりスーパー阪急伊丹店】

「カラマンダリン」 集中プロモーション（関西圏大手量販
店・スーパー⑧）

カラマンダリン
　いかりスーパー阪急伊丹店で、試食販売会を行いま
した。

4月25日（木曜日）
～

4月26日（金曜日）

兵庫県尼崎市
【いかりスーパー塚口店】

「カラマンダリン」 集中プロモーション（関西圏大手量販
店・スーパー⑨）

カラマンダリン
　いかりスーパー塚口店で、試食販売会を行いまし
た。

4月27日（土曜日）
5月8日（水曜日）

東京
東京大学ほか

東京大学五月祭 限定コラボ企画
みかんラーメン試食会

カラマンダリン
カラマンダリンを使用したラーメンの試食会が行われ
ました

4月27日（土曜日）
～

4月28日（日曜日）

東京都中央区
【三越銀座店】

「カラマンダリン」 集中プロモーション（首都圏大手百貨店
②）

カラマンダリン 　三越銀座店で、試食販売会を行いました。

4月27日（土曜日）
～

4月28日（日曜日）

大阪府豊中市
【いかりスーパー豊中店】

「カラマンダリン」 集中プロモーション（関西圏大手量販
店・スーパー⑩）

カラマンダリン
　いかりスーパー豊中店で、試食販売会を行いまし
た。

4月28日（日曜日）
埼玉県川越市

【ベルク的場店】
「カラマンダリン」 集中プロモーション（首都圏大手量販
店・スーパー②）

カラマンダリン 　ベルク的場店で、試食販売会を行いました。

4月28日（日曜日）
埼玉県さいたま市
【ベルク櫛引店】

「カラマンダリン」 集中プロモーション（首都圏大手量販
店・スーパー③）

カラマンダリン 　ベルク櫛引店で、試食販売会を行いました。

4月28日（日曜日）
埼玉県入間市

【ベルク入間野田店】
「カラマンダリン」 集中プロモーション（首都圏大手量販
店・スーパー④）

カラマンダリン 　ベルク入間野田店で、試食販売会を行いました。

4月28日（日曜日）
東京都八王子市

【ベルクぐりーんうぉーく店】
「カラマンダリン」 集中プロモーション（首都圏大手量販
店・スーパー⑤）

カラマンダリン
　ベルクぐりーんうぉーく店で、試食販売会を行いま
した。

4月28日（日曜日）
埼玉県さいたま市
【ベルク宮原店】

「カラマンダリン」 集中プロモーション（首都圏大手量販
店・スーパー⑥）

カラマンダリン 　ベルク宮原店で、試食販売会を行いました。

4月28日（日曜日）
埼玉県行田市

【ベルク行田城西店】
「カラマンダリン」 集中プロモーション（首都圏大手量販
店・スーパー⑦）

カラマンダリン 　ベルク行田城西店で、試食販売会を行いました。

4月28日（日曜日）
愛知県名古屋市

【バロー高辻店】
「カラマンダリン」 集中プロモーション（中京圏大手量販
店・スーパー①）

カラマンダリン 　バロー高辻店で、試食販売会を行いました。

4月28日（日曜日）
岐阜県美濃加茂市

【バロー美濃加茂店】
「カラマンダリン」 集中プロモーション（中京圏大手量販
店・スーパー②）

カラマンダリン 　バロー美濃加茂店で、試食販売会を行いました。

4月28日（日曜日）
愛知県名古屋市

【バロー中志段味店】
「カラマンダリン」 集中プロモーション（中京圏大手量販
店・スーパー③）

カラマンダリン 　バロー中志段味店で、試食販売会を行いました。

4月28日（日曜日）
愛知県名古屋市

【バロー光音寺店】
「カラマンダリン」 集中プロモーション（中京圏大手量販
店・スーパー④）

カラマンダリン 　バロー光音寺店で、試食販売会を行いました。

4月28日（日曜日）
岐阜県各務原市

【バロー各務原中央店】
「カラマンダリン」 集中プロモーション（中京圏大手量販
店・スーパー⑤）

カラマンダリン 　バロー各務原中央店で、試食販売会を行いました。

4月28日（日曜日）
愛知県岡崎市

【フィール　News】
「カラマンダリン」 集中プロモーション（中京圏大手量販
店・スーパー⑥）

カラマンダリン 　フィール　Newsで、試食販売会を行いました。

令和元年度ブランドPR等　活動実績
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4月28日（日曜日）
愛知県瀬戸市

【フィール　瀬戸店】
「カラマンダリン」 集中プロモーション（中京圏大手量販
店・スーパー⑦）

カラマンダリン 　フィール　瀬戸店で、試食販売会を行いました。

4月28日（日曜日）
愛知県安城市

【フィール　でっかいどう!!】
「カラマンダリン」 集中プロモーション（中京圏大手量販
店・スーパー⑧）

カラマンダリン
　フィール　でっかいどう!!で、試食販売会を行いまし
た。

4月28日（日曜日）
愛知県名古屋市

【フィール　スマイルプラザ店】
「カラマンダリン」 集中プロモーション（中京圏大手量販
店・スーパー⑨）

カラマンダリン
　フィール　スマイルプラザ店で、試食販売会を行い
ました。

4月28日（日曜日）
愛知県名古屋市

【フィール　みかん山店】
「カラマンダリン」 集中プロモーション（中京圏大手量販
店・スーパー⑩）

カラマンダリン
　フィール　みかん山店で、試食販売会を行いまし
た。

4月29日（月曜日）
～

4月30日（火曜日）

東京都世田谷区
【玉川タカシマヤ　サンフレッシュ】

「カラマンダリン」 集中プロモーション（首都圏大手百貨店
③）

カラマンダリン
　玉川タカシマヤＢ1　サンフレッシュで、試食販売
会を行いました。

5月1日（水曜日）
大阪府豊中市
【千里阪急】

「カラマンダリン」 集中プロモーション（関西圏大手百貨店
①）

カラマンダリン 　千里阪急で、試食販売会を行いました。

5月1日（水曜日）
兵庫県西宮市
【西宮阪急】

「カラマンダリン」 集中プロモーション（関西圏大手百貨店
②）

カラマンダリン 　西宮阪急で、試食販売会を行いました。

5月1日（水曜日）
～

5月2日（木曜日）

東京都新宿区
【伊勢丹新宿店】

「カラマンダリン」 集中プロモーション（首都圏大手百貨店
④）

カラマンダリン 　伊勢丹新宿店で、試食販売会を行いました。

5月3日（金曜日）
兵庫県川西市
【川西阪急】

「カラマンダリン」 集中プロモーション（関西圏大手百貨店
③）

カラマンダリン 　川西阪急で、試食販売会を行いました。

5月3日（金曜日）
兵庫県宝塚市
【宝塚阪急】

「カラマンダリン」 集中プロモーション（関西圏大手百貨店
④）

カラマンダリン 　宝塚阪急で、試食販売会を行いました。

5月4日（土曜日）
～

5月5日（日曜日）

大阪府箕面店
【いかりスーパー箕面店】

「カラマンダリン」 集中プロモーション（関西圏大手量販
店・スーパー⑪）

カラマンダリン
　いかりスーパー箕面店で、試食販売会を行いまし
た。

5月8日（水曜日）
東京都世田谷区

【小田急ＯＸ　経堂店】
「カラマンダリン」 集中プロモーション（首都圏大手量販
店・スーパー⑧）

カラマンダリン 　小田急ＯＸ経堂店で、試食販売会を行いました。

5月8日（水曜日）
神奈川県川崎市

【小田急ＯＸ　新百合ヶ丘店】
「カラマンダリン」 集中プロモーション（首都圏大手量販
店・スーパー⑨）

カラマンダリン
　小田急ＯＸ新百合ヶ丘店で、試食販売会を行いまし
た。

5月8日（水曜日）
神奈川県相模原市

【小田急ＯＸ　相模大野店】
「カラマンダリン」 集中プロモーション（首都圏大手量販
店・スーパー⑩）

カラマンダリン
　小田急ＯＸ相模大野店で、試食販売会を行いまし
た。

5月12日（日曜日）
埼玉県浦和市

【オーケー浦和原山店】
「松山一寸そらまめ」集中プロモーション（首都圏量販店
①）

松山一寸そらまめ 　オーケー浦和原山店で、試食販売会を行いました。

5月12日（日曜日）
東京都江戸川区

【オーケー葛西店】
「松山一寸そらまめ」集中プロモーション（首都圏量販店
②）

松山一寸そらまめ 　オーケー葛西店で、試食販売会を行いました。

5月12日（日曜日）
東京都国分寺市

【オーケー国分寺店】
「松山一寸そらまめ」集中プロモーション（首都圏量販店
③）

松山一寸そらまめ 　オーケー国分寺店で、試食販売会を行いました。

5月12日（日曜日）
埼玉県川口市

【オーケー川口店】
「松山一寸そらまめ」集中プロモーション（首都圏量販店
④）

松山一寸そらまめ 　オーケー川口店で、試食販売会を行いました。

5月18日（土曜日）
埼玉県入間郡

【ベルク藤久保店】
「松山一寸そらまめ」集中プロモーション（首都圏量販店
⑤）

松山一寸そらまめ 　ベルク藤久保店で、試食販売会を行いました。

5月18日（土曜日）
東京都足立区

【ベルク足立新田店】
「松山一寸そらまめ」集中プロモーション（首都圏量販店
⑥）

松山一寸そらまめ 　ベルク足立新田店で、試食販売会を行いました。

5月18日（土曜日）
千葉県習志野市

【ベルクフォルテ津田沼店】
「松山一寸そらまめ」集中プロモーション（首都圏量販店
⑦）

松山一寸そらまめ
　ベルクフォルテ津田沼店で、試食販売会を行いまし
た。

5月18日（土曜日）
～

5月19日（日曜日）

東京都文京区
【東京大学ほか】

東京大学五月祭 限定コラボ企画
ガチャガチャでのカラマンダリン販売、みかんラーメン販売

カラマンダリン
　「カラマンダリン」 を使って開発された商品などが
販売されました。

５月25日（土曜日）
～

5月26日（日曜日）

松山市
【松山競輪場】

2019年度全日本プロ選手権自転車競技大会記念競輪
紅まどんな入り飲むゼリー
せとか入り飲むゼリー

自転車競技大会記念競輪で、サンプル提供を行いまし
た

5月27日（月曜日）
大阪府大阪市

【ホテルグランヴィア大阪】
JR四国大阪商品説明会 瀬戸内の銀鱗煮干し 　参加者にサンプル品を試供しました。

5月28日（火曜日）
松山市

【松山市役所】
まつやま農林水産物ブランド化推進協議会総会 ー

　協議会の総会を開催し、平成30年度の実績報告、令
和元年度の事業計画案などが審議されました。

6月1日（土曜日）
松山市

【坊っちゃんスタジアム】
「中予広域の日」
愛媛マンダリンパイレーツ vs　香川オリーブガイナーズ

伊台・五明こうげんぶどう 　抽選会の当選者に景品として提供しPRしました。

６月９日（日曜日）
松山市

【ニンジニアスタジアム】
「松山広域デー」
柏レイソル　vs 愛媛FC

松山ひじき
伊台・五明こうげんぶどう

松山ひじきを両チームに記念品として贈呈したほか、
伊台・五明こうげんぶどうを抽選会の当選者に景品と
して提供しPRしました。

6月20日（木曜日）
～

6月21日（金曜日）

東京都千代田区
【東京ガーデンテラス紀尾井町】

中核市東京事務所ご当地じまんフェア2019
紅まどんな入り飲むゼリー
せとか入り飲むゼリー

　ブースを出展し、参加者に試食販売や記念品として
贈呈しPRしました。
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7月４日（木曜日）
松山市

【中島神浦地区】
南海放送ニュースCh.4 「松山の旬」 現地ロケ② 松山ひじき

　南海放送㈱に中島漁業協同組合を紹介し、テレビ番
組が収録されました。

7月16日（火曜日）
松山市

【道後温泉ホテル葛城花ゆづき】
農旅連愛媛県支部主催「食」と「農」に係るセミナー

松山ひじき
松山ひじきふりかけ
瀬戸内の銀鱗煮干し
松山長なす

イベント関係者へ食材候補としてサンプル提供しPRし
たほか、新たなレシピが開発され、参加者に試食提供
しPRしました。

7月17日（水曜日）
東京都新宿区

【明治神宮野球場】
松山Day in 神宮球場　観光キャンペーン

坊っちゃん島あわび
瀬戸内の銀鱗煮干し
紅まどんな
せとか

　来場者を対象に銀鱗煮干しを配布したほか、抽選会
の当選者に景品として提供しPRしました。

7月17日（水曜日）
松山市

【松山市役所】
松山市・資生堂　椿パートナー協定再締結式 紅まどんな入り飲むゼリー 　参加者に記念品として贈呈しPRしました。

7月23日（火曜日）
松山市

【松山市役所】
台湾法鼓文理学院訪問団　表敬訪問 せとか入り飲むゼリー 　視察団に記念品として贈呈しPRしました。

7月24日（水曜日）
～

7月28日（日曜日）

松山市
【松山市民会館ほか】

第24回海外高校生による日本語スピーチコンテストと交流活
動

紅まどんな飲むゼリー
せとか入り飲むゼリー

　海外参加者に記念品として贈呈しPRしました。

7月26日（金曜日）
松山市

【北条地区】
南海放送ニュースCh.4「松山の旬」現地ロケ③ 松山長なす

　南海放送㈱にえひめ中央農業協同組合を紹介し、テ
レビ番組が収録されました。

7月27日（土曜日）
愛知県名古屋市

【フィールアイアイプラザ】
「松山長なす」集中プロモーション（中京圏　量販店①） 松山長なす 　フィールアイアイプラザで、試食販売をしました。

7月29日（月曜日）
～

8月4日（日曜日）

東京都港区
【せとうち旬彩館】

“ようこそ　おいでなもし”昭和の手練がなつかしい松山の
味をご紹介

松山ひじき
紅まどんな入り飲むゼリー
せとか入り飲むゼリー
甘平入り飲むゼリー
道後焼酎／松山長なす
道後焼酎／松山一寸そらまめ
道後焼酎／瀬戸内の銀鱗煮干
し

　東京都にある地域のアンテナショップでブランド産
品や関連商品の期間限定販売が行われ、ブランド産品
をPRしました。

7月31日（水曜日）
松山市

【PHC㈱、サイボウズ㈱松山オフィス】
女性消防吏員活躍推進事業（先進地企業視察） せとか入り飲むゼリー 　訪問先に贈呈しPRしました。

8月4日（日曜日）
松山市

【ニンジニアスタジアム】
愛媛FC vs ファジアーノ岡山 瀬戸内の銀鱗煮干し 　会場で岡山サポーターに配布しPRしました。

8月9日（金曜日）
宮崎県西都市

【西都原運動公園野球場】
第7回東京ヤクルトスワローズカップ少年野球交流大会 せとか入り飲むゼリー 　参加者に記念品として提供しPRしました。

8月9日（金曜日）
大阪府寝屋川市

【フレスト香里園店】
「松山長なす」 PR活動（関西圏大手量販店・スーパー①） 松山長なす 　フレスト香里園店で、試食販売会を行いました。

8月9日（金曜日）
京都府京田辺市

【フレスト松井山手店】
「松山長なす」 PR活動（関西圏大手量販店・スーパー②） 松山長なす 　フレスト松井山手店で、試食販売会を行いました。

8月16日（金曜日）
松山市

【伊台地区】
南海放送ニュースCh.4「松山の旬」現地ロケ④ 伊台・五明こうげんぶどう

　南海放送㈱にえひめ中央農業協同組合を紹介し、テ
レビ番組が収録されました。

8月21日（水曜日）
松山市

【ANAクラウンプラザホテル】
愛媛経済同友会「納涼会」

瀬戸内の銀鱗煮干し
松山ひじき

　参加者に試食宣伝したほか、抽選会の当選者に景品
として提供しPRしました。

8月25日（日曜日）
大阪府吹田市

【KOHYO山田店】
「松山長なす」 PR活動（関西圏大手量販店・スーパー③） 松山長なす 　KOHYO山田店で、試食販売会を行いました。

8月25日（日曜日）
大阪府豊中市

【マックスバリュ豊中緑丘店】
「松山長なす」 PR活動（関西圏大手量販店・スーパー④） 松山長なす

　マックスバリュ豊中緑丘店で、試食販売会を行いま
した。

8月28日（水曜日）
東京都港区
【八芳園】

愛媛の酒を楽しむ会2019
瀬戸内の銀鱗煮干し
松山ひじき

　参加者にサンプル品を配布試供しPRしました。

8月25日（日曜日）
松山市

【坊っちゃんスタジアム】
【松山市の日】
愛媛マンダリンパイレーツ vs 読売ジャイアンツ3軍

伊台・五明こうげんぶどう
坊っちゃん島あわび
紅まどんな飲むゼリー
せとか入り飲むゼリー

　抽選会の当選者に景品として提供しPRしました。

9月8日（日曜日）
松山市

【城山公園内】
2019大神輿総練 「ふれ愛ゾーン」

伊台・五明こうげんぶどう
グニ―ユーカリ

　来場者に伊台・五明こうげんぶどうの試食とグニ―
ユーカリを配布しPRしました。

9月10日（火曜日）
東京都豊島区

【リビエラ東京】
えひめ産業立地フェア2019 in Tokyo 交流会 瀬戸内の銀鱗煮干し 　参加者にブランド品目の試食宣伝を行いました。

9月14日（土曜日）
山口県山口市

【みらいふスタジアム】
愛媛ＦＣ ｖｓレノファ山口 瀬戸内の銀鱗煮干し 　会場で山口サポーターに配布しPRしました。

9月17日（火曜日）
松山市

【北条地区・㈲カネモ】
南海放送ニュースCh.4「松山の旬」現地ロケ⑤ 瀬戸内の銀鱗煮干し

　南海放送㈱に有限会社カネモを紹介し、テレビ番組
が収録されました。

10月3日（木曜日）
松山市

【松山市役所】
「季節の彩　伊台・五明こうげんぶどう」発売にあたる
㈱薄墨羊羹　代表取締役社長　中野氏　表敬訪問

伊台・五明こうげんぶどう
「伊台・五明こうげんぶどう」を使い開発された新商
品発売に合わせ、㈱薄墨羊羹　代表取締役社長が表敬
訪問され、その様子が報道されました。

10月9日（水曜日）
松山市

【松山市役所】
鍋島献上の儀　伊万里市　深浦市長　表敬訪問 紅まどんな入り飲むゼリー

表敬訪問された伊万里市長に記念品として贈呈しＰＲ
しました。

 



実施・放送
・掲載月日

場所・対象地区・局名 事業・イベント・番組名など 対象品目 取組の詳細

10月13日（日曜日）
松山市

【ニンジニアスタジアム】
【松山市の日】
愛媛FC vs アルビレックス新潟戦

紅まどんな飲むゼリー
せとか入り飲むゼリー
甘平入り飲むゼリー
温州みかん（極早生）
コシヒカリ（新米）

　抽選会の当選者に景品として提供しPRしました。

10月17日（木曜日）
東京都千代田区

【都市センターホテル】
令和元年度 松山愛郷会総会・懇親会

紅まどんな
ぼっちゃん島あわび
瀬戸内の銀鱗煮干し
松山長なす
松山ひじき
松山産アボカド
松山産ライム
道後焼酎／松山長なす
道後焼酎／松山一寸そらまめ
道後焼酎／瀬戸内の銀鱗煮干
し
季節の彩　伊台・五明こうげ
んぶどう

　ホテルの料理家にブランド産品や開発レシピを提供
し、料理の試食PRなどを行ったほか、抽選会の当選者
に景品として提供しPRしました。

10月19日（土曜日）
松山市

【大街道商店街】
「みんなの生活展2019」スタンプラリー 紅まどんな

来場者を対象にスタンプラリー抽選会が行われ、当選
者に景品としてＰＲしました。

10月20日（日曜日）
東京都新宿区

【都立戸山公園】
大新宿まつり「新宿ふれあいフェスタ2019」

紅まどんな入り飲むゼリー
POMみかん・伊予柑ジュース

来場者を対象に抽選会を行い、抽選当選者等へ提供し
たほか、当日来場者に配布しPRしました。

10月20日（日曜日）
京都府京都市

【ホテルグランヴィア京都】
京都愛媛県人会　総会・懇親会 紅まどんな

参加者を対象に抽選会が行われ、当選者に景品として
提供しPRしました。

10月23日（水曜日）
大阪府大阪市

【ザ・リッツカールトン大阪】
瀬戸内・松山ツーリズム観光商品説明会　for 2020

紅まどんな入り飲むゼリー
温州みかん（早生）

関係者に贈答しPRしました。

10月28日（月曜日）
松山市

【北条地区・㈲花勝】
南海放送ニュースCh.4「松山の旬」現地ロケ⑥ グニ―ユーカリ

　南海放送㈱にえひめ中央農業協同組合と㈲花勝を紹
介し、テレビ番組が収録されました。

11月9日（土曜日）
～

11月17日（日曜日）

神奈川県横須賀市
【記念艦「三笠」】

日本遺産WEEK 世界三大記念艦「三笠」×松山道後温泉 温州みかん
記念艦「三笠」で実施した、道後温泉の足湯イベント
に用いてPRしました。

11月13日（水曜日）
松山市

【伊台地区】
「紅まどんな」 園地視察（トップセールス） 紅まどんな

　市長が、トップセールスの前に園地を訪問し、生産
者の栽培にまつわる苦労や工夫を伺いました。

11月16日（土曜日）
熊本県熊本市

【熊本市民会館】
第24回「草枕」国際俳句大会

紅まどんな
ぼっちゃん島あわび

松山市賞の受賞者へ副賞として贈呈しPRしました。

11月17日（日曜日）
愛知県名古屋市

【ANAクラウンプラザホテル】
中部愛媛県人会　総会 紅まどんな

参加者を対象に抽選会が行われ、当選者に景品として
提供しPRしました。

11月19日（火曜日）
松山市

【フジグラン松山】
「松山ひじき」 PR活動（地元大手量販店・スーパー①） 松山ひじき 　フジグラン松山で、試食販売会を行いました。

11月19日（火曜日）
愛媛県伊予郡

【フジグランエミフルMASAKI】
「松山ひじき」 PR活動（地元大手量販店・スーパー②） 松山ひじき

　フジグランエミフルMASAKIで、試食販売会を行い
ました。

11月19日（火曜日）
愛媛県東温市

【フジグラン重信】
「松山ひじき」 PR活動（地元大手量販店・スーパー③） 松山ひじき 　フジグラン重信で、試食販売会を行いました。

11月19日（火曜日）
愛媛県伊予市

【フジ伊予店】
「松山ひじき」 PR活動（地元大手量販店・スーパー④） 松山ひじき 　フジ伊予店で、試食販売会を行いました。

11月20日（水曜日）
松山市

【松山市役所】
JAえひめ中央役員の表敬訪問
（「紅まどんな」 初選果・初出荷）

紅まどんな
　ブランド認定団体が来庁され、産品初出荷を報告し
たほか、協議会が啓発グッズを設置し報道機関にPRし
ました。

11月22日（金曜日）
広島県広島市

【ホテルセンチュリー21広島】
広島愛媛県人会　総会 紅まどんな

参加者を対象に抽選会が行われ、当選者に景品として
提供しPRしました。

11月23日（土曜日）
～

11月24日（日曜日）

東京都豊島区
【池袋サンシャインシティ】

アイランダー2019 紅まどんな 参加者に試食宣伝を行いました。

11月23日（土曜日）
～

11月24日（日曜日）

東京都新宿区
【伊勢丹新宿店】

「紅まどんな」 集中プロモーション（首都圏大手百貨店①） 紅まどんな 　伊勢丹新宿店で、試食販売会を行いました。

11月24日（日曜日）
松山市

【花園町通り】
花園町ブライダル 紅まどんな 　参加者にサンプル品を試供しました。

11月24日（日曜日）
愛媛県今治市

【ありかとうサービス.夢スタジアム】
「紅まどんな」試食会　FC今治vsホンダロックSC 紅まどんな 参加者に試食宣伝を行いました。

11月25日（月曜日）
東京都大田区

【東京都中央卸売市場 大田市場】
「紅まどんな」 トップセールス in 大田市場 紅まどんな

　東京青果㈱、全農えひめ東京事業所にご協力いただ
き、市場関係者に写真やイラストパネルを使って商品
を紹介し、試食宣伝を行いました。

11月25日（月曜日）
東京都港区

【THE CITY BAKERY
ブラッスリールービン赤坂】

「紅まどんな」を使った新商品発売の発表及び試食会 紅まどんな
まつやま農林水産物ブランド産品を使い新たに開発さ
れた商品と発売の発表と試食会が行われ、産品をＰＲ
しました。

11月26日（火曜日）
松山市

【北条　正岡地区】
南海放送ニュースCh.4 「松山の旬」 現地ロケ⑦ 紅まどんな

　南海放送㈱にJAえひめ中央を紹介し、テレビ番組が
収録されました。

 



実施・放送
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11月27日（水曜日）
福岡県福岡市

【グランドハイアット福岡】
JR西日本2020年度観光素材説明会 紅まどんな

　関係者・参加者に試食宣伝と記念品として贈呈し、
PRしました。

12月3日（火曜日）
松山市

【Libero　Coffee】
グニ―ユーカリ　フラワーアレンジメントワークショップ
「クリスマスリース」

グニ―ユーカリ
ブランド産品を使うワークショップを開催し、参加者
に産品を提供するとともにSNS等で投稿しPRしまし
た。

12月5日（木曜日）
愛知県刈谷市

【アピタ刈谷店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（中京圏大手量販店・
スーパー①）

紅まどんな 　アピタ刈谷店で、試食販売会を行いました。

12月6日（金曜日）
愛知県名古屋市
【アピタ港店】

「紅まどんな」 集中プロモーション（中京圏大手量販店・
スーパー②）

紅まどんな 　アピタ港店で、試食販売会を行いました。

12月7日（土曜日）
松山市

【松山中央公園マドンナスタジアム】
第19回坊っちゃんランランラン

紅まどんな
紅まどんな入り飲むゼリー

 大会参加者の各賞と抽選会企画の景品として提供し
PRしました。

12月7日（土曜日）
～

12月8日（日曜日）

東京都中央区
【日本橋三越本店】

「紅まどんな」 集中プロモーション（首都圏大手百貨店②） 紅まどんな 　日本橋三越本店で、試食販売会を行いました。

12月7日（土曜日）
～

12月8日（日曜日）

東京都中央区
【銀座三越店】

「紅まどんな」 集中プロモーション（首都圏大手百貨店③） 紅まどんな 　銀座三越店で、試食販売会を行いました。

12月7日（土曜日）
～

12月8日（日曜日）

埼玉県さいたま市
【伊勢丹浦和店】

「紅まどんな」 集中プロモーション（首都圏大手百貨店④） 紅まどんな 伊勢丹浦和店で、試食販売会を行いました。

12月7日（土曜日）
～

12月8日（日曜日）

東京都渋谷区
【三越恵比寿店】

「紅まどんな」 集中プロモーション（首都圏大手百貨店⑤） 紅まどんな 三越恵比寿店で、試食販売会を行いました。

12月7日（土曜日）
～

12月8日（日曜日）

東京都立川市
【伊勢丹立川店】

「紅まどんな」 集中プロモーション（首都圏大手百貨店⑥） 紅まどんな 伊勢丹立川店で、試食販売会を行いました。

12月8日（日曜日）
愛知県安城市

【アピタ安城南店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（中京圏大手量販店・
スーパー③）

紅まどんな 　アピタ安城南店で、試食販売会を行いました。

12月8日（日曜日）
愛知県東海市

【アピタ東海荒尾店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（中京圏大手量販店・
スーパー④）

紅まどんな 　アピタ東海荒尾店で、試食販売会を行いました。

12月8日（日曜日）
愛知県岡崎市

【アピタ岡崎北店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（中京圏大手量販店・
スーパー⑤）

紅まどんな 　アピタ岡崎北店で、試食販売会を行いました。

12月8日（日曜日）
愛知県名古屋市

【アピタ鳴海店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（中京圏大手量販店・
スーパー⑥）

紅まどんな 　アピタ鳴海店で、試食販売会を行いました。

12月8日（日曜日）
愛知県知立市

【アピタ知立店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（中京圏大手量販店・
スーパー⑦）

紅まどんな 　アピタ知立店で、試食販売会を行いました。

12月8日（日曜日）
愛知県名古屋市

【アピタ名古屋南店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（中京圏大手量販店・
スーパー⑧）

紅まどんな 　アピタ名古屋南店で、試食販売会を行いました。

12月8日（日曜日）
愛知県知多郡

【アピタ阿久比店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（中京圏大手量販店・
スーパー⑨）

紅まどんな 　アピタ阿久比店で、試食販売会を行いました。

12月8日（日曜日）
三重県桑名市

【アピタ桑名店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（中京圏大手量販店・
スーパー⑩）

紅まどんな 　アピタ桑名店で、試食販売会を行いました。

12月8日（日曜日）
愛知県一宮市

【アピタ木曽川店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（中京圏大手量販店・
スーパー⑪）

紅まどんな 　アピタ木曽川店で、試食販売会を行いました。

12月8日（日曜日）
愛知県丹羽郡

【アピタ大口店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（中京圏大手量販店・
スーパー⑫）

紅まどんな 　アピタ大口店で、試食販売会を行いました。

12月8日（日曜日）
愛知県長久手市

【アピタ長久手店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（中京圏大手量販店・
スーパー⑬）

紅まどんな 　アピタ長久手店で、試食販売会を行いました。

12月8日（日曜日）
愛知県西春日井市

【アピタ名古屋空港店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（中京圏大手量販店・
スーパー⑭）

紅まどんな 　アピタ名古屋空港店で、試食販売会を行いました。

12月8日（日曜日）
岐阜県大垣市

【アピタ大垣店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（中京圏大手量販店・
スーパー⑮）

紅まどんな 　アピタ大垣店で、試食販売会を行いました。

12月8日（日曜日）
愛知県名古屋市

【アピタ千代田橋店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（中京圏大手量販店・
スーパー⑯）

紅まどんな 　アピタ千代田橋店で、試食販売会を行いました。

12月8日（日曜日）
愛知県春日井市

【アピタ高蔵寺店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（中京圏大手量販店・
スーパー⑰）

紅まどんな 　アピタ高蔵寺店で、試食販売会を行いました。

12月8日（日曜日）
愛知県江南市

【アピタ江南西店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（中京圏大手量販店・
スーパー⑱）

紅まどんな 　アピタ江南西店で、試食販売会を行いました。

12月8日（日曜日）
岐阜県本巣郡

【アピタ北方店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（中京圏大手量販店・
スーパー⑲）

紅まどんな 　アピタ北方店で、試食販売会を行いました。

12月8日（日曜日）
兵庫県川西市
【川西阪急】

「紅まどんな」 集中プロモーション（関西圏大手百貨店①） 紅まどんな 　川西阪急で、試食販売会を行いました。
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12月8日（日曜日）
兵庫県西宮市
【西宮阪急】

「紅まどんな」 集中プロモーション（関西圏大手百貨店②） 紅まどんな 　西宮阪急で、試食販売会を行いました。

12月8日（日曜日）
大阪府豊中市
【千里阪急】

「紅まどんな」 集中プロモーション（関西圏大手百貨店③） 紅まどんな 　千里阪急で、試食販売会を行いました。

12月8日（日曜日）
兵庫県宝塚市
【宝塚阪急】

「紅まどんな」 集中プロモーション（関西圏大手百貨店④） 紅まどんな 　宝塚阪急で、試食販売会を行いました。

12月8日（日曜日）
大阪府高槻市
【高槻阪急】

「紅まどんな」 集中プロモーション（関西圏大手百貨店⑤） 紅まどんな 　高槻阪急で、試食販売会を行いました。

12月11日（水曜日）
兵庫県神戸市

【いかりスーパー神戸三宮店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（関西圏大手量販店・
スーパー①）

紅まどんな
　いかりスーパー神戸三宮店で、試食販売会を行いま
した。

12月12日（木曜日）
松山市

【国際ホテル松山】
愛媛経済同友会「忘年会」

紅まどんな
瀬戸内の銀鱗煮干し

　参加者に試食宣伝したほか、抽選会の当選者に景品
として提供しPRしました。

12月13日（金曜日）
兵庫県尼崎市

【いかりスーパー塚口店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（関西圏大手量販店・
スーパー②）

紅まどんな
　いかりスーパー塚口店で、試食販売会を行いまし
た。

12月13日（金曜日）
兵庫県伊丹市

【いかりスーパー阪急伊丹店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（関西圏大手量販店・
スーパー③）

紅まどんな
　いかりスーパー阪急伊丹店で、試食販売会を行いま
した。

12月13日（金曜日）
～

12月14日（土曜日）

大阪府大阪市
【フレッシュワン 大丸心斎橋店】

「紅まどんな」 集中プロモーション（関西圏大手百貨店①） 紅まどんな 　大丸心斎橋店で、試食販売会を行いました。

12月14日（土曜日）
大阪府箕面市

【いかりスーパー箕面店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（関西圏大手量販店・
スーパー④）

紅まどんな
　いかりスーパー箕面店で、試食販売会を行いまし
た。

12月14日（土曜日）
千葉県市川市

【クイーンズ伊勢丹本八幡店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（首都圏大手量販店・
スーパー①）

紅まどんな
　クイーンズ伊勢丹本八幡店で、試食販売会を行いま
した。

12月14日（土曜日）
埼玉県さいたま市

【クイーンズ伊勢丹北浦和店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（首都圏大手量販店・
スーパー②）

紅まどんな
　クイーンズ伊勢丹北浦和店で、試食販売会を行いま
した。

12月14日（土曜日）
東京都杉並区

【クイーンズ伊勢丹杉並桃井店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（首都圏大手量販店・
スーパー③）

紅まどんな
　クイーンズ伊勢丹杉並桃井店で、試食販売会を行い
ました。

12月14日（土曜日）
東京都品川区

【澤光青果　大井町店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（首都圏大手量販店・
スーパー④）

紅まどんな 　澤光青果　大井町店で、試食販売会を行いました。

12月14日（土曜日）
埼玉県志木市

【澤光青果　志木店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（首都圏大手量販店・
スーパー⑤）

紅まどんな 　澤光青果　志木店で、試食販売会を行いました。

12月15日（日曜日）
兵庫県西宮市

【いかりスーパー夙川店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（関西圏大手量販店・
スーパー⑤）

紅まどんな
　いかりスーパー夙川店で、試食販売会を行いまし
た。

12月15日（日曜日）
東京都渋谷区

【クイーンズ伊勢丹笹塚店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（首都圏大手量販店・
スーパー⑥）

紅まどんな
　クイーンズ伊勢丹笹塚店で、試食販売会を行いまし
た。

12月15日（日曜日）
東京都調布市

【クイーンズ伊勢丹仙川店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（首都圏大手量販店・
スーパー⑦）

紅まどんな
　クイーンズ伊勢丹仙川店で、試食販売会を行いまし
た。

12月15日（日曜日）
東京都文京区

【クイーンズ伊勢丹小石川店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（首都圏大手量販店・
スーパー⑧）

紅まどんな
　クイーンズ伊勢丹小石川店で、試食販売会を行いま
した。

12月15日（日曜日）
東京都練馬区

【クイーンズ伊勢丹石神井公園店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（首都圏大手量販店・
スーパー⑨）

紅まどんな
　クイーンズ伊勢丹石神井公園店で、試食販売会を行
いました。

12月15日（日曜日）
愛知県豊田市

【MEGA ドン・キホーテUNY豊田元町店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（中京圏大手量販店・
スーパー⑳）

紅まどんな
　MEGA ドン・キホーテUNY豊田元町店で、試食販
売会を行いました。

12月15日（日曜日）
三重県桑名市

【アピタ桑名店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（中京圏大手量販店・
スーパー㉑）

紅まどんな 　アピタ桑名店で、試食販売会を行いました。

12月15日（日曜日）
愛知県大府市

【アピタ大府店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（中京圏大手量販店・
スーパー㉒）

紅まどんな 　アピタ大府店で、試食販売会を行いました。

12月15日（日曜日）
愛知県名古屋市
【アピタ港店】

「紅まどんな」 集中プロモーション（中京圏大手量販店・
スーパー㉓）

紅まどんな 　アピタ港店で、試食販売会を行いました。

12月15日（日曜日）
愛知県名古屋市

【アピタ鳴海店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（中京圏大手量販店・
スーパー㉔）

紅まどんな 　アピタ鳴海店で、試食販売会を行いました。

12月15日（日曜日）
岐阜県可児郡

【アピタ御嵩店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（中京圏大手量販店・
スーパー㉕）

紅まどんな 　アピタ御嵩店で、試食販売会を行いました。

12月15日（日曜日）
愛知県稲沢市

【アピタ稲沢店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（中京圏大手量販店・
スーパー㉖）

紅まどんな 　アピタ稲沢店で、試食販売会を行いました。

12月15日（日曜日）
愛知県名古屋市

【アピタ名古屋北店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（中京圏大手量販店・
スーパー㉗）

紅まどんな 　アピタ名古屋北店で、試食販売会を行いました。
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12月15日（日曜日）
愛知県瀬戸市

【アピタ瀬戸店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（中京圏大手量販店・
スーパー㉘）

紅まどんな 　アピタ瀬戸店で、試食販売会を行いました。

12月15日（日曜日）
愛知県一宮市

【アピタ一宮店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（中京圏大手量販店・
スーパー㉙）

紅まどんな 　アピタ一宮店で、試食販売会を行いました。

12月15日（日曜日）
愛知県名古屋市

【アピタ新守山店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（中京圏大手量販店・
スーパー㉚）

紅まどんな 　アピタ新守山店で、試食販売会を行いました。

12月18日（水曜日）
～

12月19日（木曜日）

大阪府大阪市
【フレッシュワン 大丸梅田店】

「紅まどんな」 集中プロモーション（関西圏大手百貨店②） 紅まどんな 　大丸梅田店で、試食販売会を行いました。

12月18日（水曜日）
～

12月19日（木曜日）

兵庫県神戸市
【フレッシュワン 大丸須磨店】

「紅まどんな」 集中プロモーション（関西圏大手百貨店③） 紅まどんな 　大丸須磨店で、試食販売会を行いました。

12月19日（木曜日）
松山市

【道後温泉別館　飛鳥乃温泉】
南海放送2019年末特番「2019年を振り返って」収録 グニ―ユーカリ

　市長が出演される収録番組の背景にブランド産品を
提供してＰＲしました。

12月20日（金曜日）
埼玉県草加市

【澤光青果　草加店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（首都圏大手量販店・
スーパー⑩）

紅まどんな 　澤光青果　草加店で、試食販売会を行いました。

12月20日（金曜日）
東京都品川区

【澤光青果　大井町店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（首都圏大手量販店・
スーパー⑪）

紅まどんな 　澤光青果　大井町店で、試食販売会を行いました。

12月20日（金曜日）
東京都品川区

【澤光青果　目黒店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（首都圏大手量販店・
スーパー⑫）

紅まどんな 　澤光青果　目黒店で、試食販売会を行いました。

12月20日（金曜日）
～

12月21日（土曜日）

京都府京都市
【フレッシュワン 大丸京都店】

「紅まどんな」 集中プロモーション（関西圏大手百貨店⑤） 紅まどんな 　大丸京都店で、試食販売会を行いました。

12月21日（土曜日）
～

12月22日（日曜日）

兵庫県神戸市
【フレッシュワン 大丸神戸店】

「紅まどんな」 集中プロモーション（関西圏大手百貨店④） 紅まどんな 　大丸神戸店で、試食販売会を行いました。

12月22日（日曜日）
埼玉県志木市

【澤光青果　志木店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（首都圏大手量販店・
スーパー⑬）

紅まどんな 　澤光青果　志木店で、試食販売会を行いました。

12月22日（日曜日）
東京都墨田区

【澤光青果　ソラマチ店】

「紅まどんな」 集中プロモーション（首都圏大手量販店・

スーパー⑭）
紅まどんな

　澤光青果　ソラマチ店で、試食販売会を行いまし
た。

12月22日（日曜日）
埼玉県越谷市

【澤光青果　新越谷店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（首都圏大手量販店・
スーパー⑮）

紅まどんな 　澤光青果　新越谷店で、試食販売会を行いました。

12月22日（日曜日）
埼玉県さいたま市

【澤光青果　武蔵浦和店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（首都圏大手量販店・
スーパー⑯）

紅まどんな
　澤光青果　武蔵浦和店で、試食販売会を行いまし
た。

12月24日（火曜日）
埼玉県大宮市

【澤光青果　大宮店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（首都圏大手量販店・
スーパー⑰）

紅まどんな 　澤光青果　大宮店で、試食販売会を行いました。

12月24日（火曜日）
東京都足立区

【澤光青果　北千住店】
「紅まどんな」 集中プロモーション（首都圏大手量販店・
スーパー⑱）

紅まどんな 　澤光青果　北千住店で、試食販売会を行いました。

12月24日（火曜日）
千葉県市川市
【本八幡店】

「紅まどんな」 集中プロモーション（首都圏大手量販店・
スーパー⑲）

紅まどんな 　澤光青果　本八幡店で、試食販売会を行いました。

1月6日（月曜日）
松山市

【松山市総合コミュニティセンター】
松山市年賀交歓会

紅まどんな
ぼっちゃん島あわび
瀬戸内の銀鱗煮干し
松山ひじき

　参加者にブランド産品の試食宣伝を行いました。

1月8日（水曜日）
～

1月11日（火曜日）

東京都新宿区
【東京都庁第一庁舎】

東京都庁 「全国観光PRコーナー」 松山・東温・砥部の観光
PR

瀬戸内の銀鱗煮干し
松山ひじき
紅まどんな入り飲むゼリー
PONみかん・いよかんジュー
ス

　来場者への販売が行われたほか、プレゼント企画の
景品としてPRしました。

1月11日（土曜日）
～

1月12日（日曜日）

神奈川県横浜市
【横浜新都市ビル】

新都市プラザにおける観光PR 紅まどんな入り飲むゼリー 店舗を利用した来客者に景品としてPRしました。

1月11日（土曜日）
～

3月8日（日曜日）

松山市
【松山城】

松山城　冬の陣

せとか
瀬戸内の銀鱗煮干し
紅まどんな入り飲むゼリー
伊予柑
みかん・いよかんジュース

イベント参加者への景品としてＰＲしました。

1月19日（日曜日）
大阪府大阪市

【大阪新阪急ホテル】
近畿愛媛県人会「ニューイヤー愛媛2020」 せとか

参加者を対象に抽選会が行われ、当選者に景品として
PRしました。

1月20日（月曜日）
松山市

【興居島　由良地区】
「せとか」 園地視察（トップセールス） せとか

　市長が、トップセールスの前に園地を訪問し、生産
者の栽培にまつわる苦労や工夫を伺いました。

1月21日（火曜日）
松山市

【北条　粟井地区】
南海放送ニュースCh.4 「松山の旬」 現地ロケ⑧ せとか

　南海放送㈱にJAえひめ中央を紹介し、テレビ番組が
収録されました。
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1月23日（木曜日）
東京都千代田区
【東京曾館】

第24回　7都市情報懇談会 せとか 関係者に贈答しPRしました。

1月25日（土曜日）
松山市

【Libero　Coffee】
グニ―ユーカリ　フラワーアレンジメントワークショップ
「スワッグ」

グニ―ユーカリ
ブランド産品を使うワークショップを開催し、参加者
に産品を提供するとともにSNS等で投稿しPRしまし
た。

1月27日（月曜日）
東京都大田区

【東京都中央卸売市場 大田市場】
「せとか」 トップセールス in 大田市場 せとか

　東京青果㈱、全農えひめ東京事業所にご協力いただ
き、市場関係者に写真やイラストパネルを使って商品
を紹介し、試食宣伝を行いました。

2月8日（土曜日）
大阪府大阪市

【木村フルーツ　梅田本店】
「せとか」 集中プロモーション（関西圏大手百貨店・量販店
①）

せとか 　川西阪急で、試食販売会を行いました。

2月8日（土曜日）
～

2月9日（日曜日）

東京都新宿区
【伊勢丹新宿店】

「せとか」 集中プロモーション（首都圏大手百貨店①） せとか 　伊勢丹新宿店で、試食販売会を行いました。

2月15日（土曜日）
～

2月16日（日曜日）

松山市
【アイテムえひめ】

第14回まつやま農林水産まつり
全国ご当地こなもんサミット2020 in 三津浜

せとか
瀬戸内の銀鱗煮干し
松山ひじき
伊台・五明こうげんぶどう入
り羊羹試作品
紅まどんな入り飲むゼリー
せとか入り飲むゼリー
甘平入り飲むゼリー
甘平
伊予柑

ブランド産品の試食販売、ステージイベントでの使
用、来賓への贈答やプレゼント企画など、来場者及び
関係者に幅広くPRしました。また、報道関係者に取材
されました。

2月17日（月曜日）
～

2月19日（水曜日）

松山市
【松山市総合コミュニティセンター】

坊っちゃんカップ・第13回道後温泉卓球大会
せとか
せとか入り飲むゼリー

　参加者に試食宣伝したほか、プレゼント企画の景品
として提供しPRしました。

2月22日（金曜日）
北海道札幌市

【さっぽろ東急】
第21回松山の物産と観光展 せとか 　ブースを出展し、試食販売会を行いました。

2月28日（金曜日）
兵庫県宝塚市
【宝塚阪急】

「せとか」 集中プロモーション（関西圏大手百貨店・量販店
②）

せとか 　宝塚阪急で、試食販売会を行いました。

2月28日（金曜日）
大阪府豊中市
【千里阪急】

「せとか」 集中プロモーション（関西圏大手百貨店・量販店
③）

せとか 　千里阪急で、試食販売会を行いました。

2月28日（金曜日）
兵庫県川西市
【川西阪急】

「せとか」 集中プロモーション（関西圏大手百貨店・量販店
④）

せとか 　川西阪急で、試食販売会を行いました。

2月28日（金曜日）
大阪府高槻市
【高槻阪急】

「せとか」 集中プロモーション（関西圏大手百貨店・量販店
⑤）

せとか 　高槻阪急で、試食販売会を行いました。

2月28日（金曜日）
兵庫県西宮市
【西宮阪急】

「せとか」 集中プロモーション（関西圏大手百貨店・量販店
⑥）

せとか 　西宮阪急で、試食販売会を行いました。

2月28日（金曜日）
大阪府高槻市

【松坂屋高槻店】
「せとか」 集中プロモーション（関西圏大手百貨店・量販店
⑦）

せとか 　高槻阪急で、試食販売会を行いました。

3月6日（金曜日）
松山市

【松山競輪場】
全国競輪関係者の来訪に伴うPR

紅まどんな入り飲むゼリー
甘平入り飲むゼリー

来訪した全国の関係者に配布しPRしました。

3月7日（土曜日）
大阪府大阪市

【近商ストア ハーベスLINKS UMEDA店】
「せとか」 集中プロモーション（関西圏大手百貨店・量販店
⑧）

せとか
近商ストア ハーベスLINKS UMEDA店で、試食販売
会を行いました。

3月8日（日曜日）
大阪府大阪市

【近商ストア ハーベス羽曳野店】
「せとか」 集中プロモーション（関西圏大手百貨店・量販店
⑨）

せとか
近商ストア ハーベス羽曳野店で、試食販売会を行いま
した。

3月9日（月曜日）
兵庫県川西市
【川西阪急】

「せとか」 集中プロモーション（関西圏大手百貨店・量販店
⑩）

せとか 川西阪急で、試食販売会を行いました。

3月9日（月曜日）
兵庫県宝塚市
【宝塚阪急】

「せとか」 集中プロモーション（関西圏大手百貨店・量販店
⑪）

せとか 宝塚阪急で、試食販売会を行いました。

3月9日（月曜日）
大阪府高槻市
【高槻阪急】

「せとか」 集中プロモーション（関西圏大手百貨店・量販店
⑫）

せとか 高槻阪急で、試食販売会を行いました。

3月18日（水曜日）
松山市

【松山市役所】
資生堂　代表取締役社長　表敬訪問 せとか 記念品として贈呈しPRしました。
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◆商品開発

9月下旬
東京都港区

【THE CITY BAKERY　赤坂店】
松山産野菜を使ったパン類などの商品開発　原材料マッチン
グ

松山長なす
大葉

㈱フォンスが経営する「THE CITY BAKERY」にて
松山産野菜類を活用した商品開発と認知向上のため、
原材料をマッチング・提供しました。

9月下旬 松山市
「まつやま農林水産物ブランド加工品開発支援補助金」申請
事業
～クラフトビール「グレープセゾン」～

伊台・五明こうげんぶどう
「まつやま農林水産物ブランド加工品開発支援補助
金」の申請事業として、ブランド産品「伊台・五明こ
うげんぶどう」を使った新商品が開発されました。

10月4日（金曜日） 松山市
羊羹「季節の彩　伊台・五明こうげんぶどう」が発売開始
（期間限定）

伊台・五明こうげんぶどう
「伊台・五明こうげんぶどう」を使った新商品が開発
され、一般発売されました。

11月26日（火曜日）

東京都
【THE CITY BAKERY】

ベーカリー部門5店舗
レストラン部門1店舗

「紅まどんな」を使った3つの新商品販売（期間限定） 紅まどんな
「紅まどんな」を使った新商品が開発され、一般発売
されました。

11月下旬 松山市
「まつやま農林水産物ブランド加工品開発支援補助金」申請
事業
～道後ジン～

紅まどんな
「まつやま農林水産物ブランド加工品開発支援補助
金」の申請事業として、ブランド産品「紅まどんな」
を使った新商品が開発されました。

12月上旬 松山市
「まつやま農林水産物ブランド加工品開発支援補助金」申請
事業
～媛香蔵ハンドソープ（紅まどんな、清見）～

紅まどんな
「まつやま農林水産物ブランド加工品開発支援補助
金」の申請事業として、ブランド産品「紅まどんな」
を使った新商品が開発されました。

1月27日（月曜日）

東京都
【THE CITY BAKERY】

ベーカリー部門5店舗
レストラン部門1店舗

「せとか」を使った3つの新商品販売（期間限定） せとか
「せとか」を使った新商品が開発され、一般発売され
ました。

２月上旬 松山市
「まつやま農林水産物ブランド加工品開発支援補助金」申請
事業
～「松山ひじき」白和えの素～

松山ひじき
「まつやま農林水産物ブランド加工品開発支援補助
金」の申請事業として、ブランド産品「松山ひじき」
を使った新商品が開発されました。

2月15日（土曜日）
～

2月16日（日曜日）

松山市
【アイテムえひめ】

「まつやま圏域未来共創ビジョン」6次化産業商品　原材料
マッチング（第１４回まつやま農林水産まつり　試食）

せとか
6次産業化用の試作品として「せとか」を原材料マッ
チングし、イベントにて試食PRしました。

3月下旬 松山市 「せとか」を使った商品開発　原材料マッチング せとか
「せとか」を使った新商品開発の原材料マッチングを
行いました。

◆プレゼント企画

1月9日（水曜日）
～

2月28日（木曜日）
全国 航空会社・航空乗継利用促進協議会 共同乗継キャンペーン カラマンダリン

　参加者対象のプレゼント企画の景品として提供しPR
しました。

1月28日（日曜日）
～

3月31日（土曜日）

松山市
【松山市役所本館】

つばきフォトコンテスト2019 受賞者プレゼント
カラマンダリン
ぼっちゃん島あわび

　参加者対象のプレゼント企画の景品として提供しPR
しました。

3月1日（金曜日）
～

5月31日（金曜日）

松山市
【北条鹿島】

「北条鹿島の四季」フォトコンテスト　春賞 紅まどんな入り飲むゼリー
　参加者対象のプレゼント企画の景品として提供しPR
しました。

4月19日（金曜日）
愛媛県

【南海放送テレビ】
ニュースCh.4 「松山の旬」 ① 視聴者プレゼント カラマンダリン

　視聴者を対象にプレゼント企画を行い、当選者10名
に景品としてPRしました。

4月19日（金曜日） 全国 松山smile通信 購読者プレゼント カラマンダリン
　メールマガジンの利用者を対象にプレゼント企画を
行い、当選者3名に景品としてPRしました。

5月17日（金曜日） 全国 松山smile通信 購読者プレゼント 紅まどんな飲むゼリー
　メールマガジンの利用者を対象にプレゼント企画を
行い、当選者3名に景品としてPRしました。

5月19日（日曜日）
松山市

【城山公園ふれあい広場】
お城めぐりいざ出陣‼2019 ぼっちゃん島あわび

　参加者対象のプレゼント企画の景品として提供しPR
しました。

6月1日（土曜日）
～

7月31日（水曜日）

松山市
【北条鹿島】

北条鹿島投げ釣り大会　メバル賞 紅まどんな入り飲むゼリー
　参加者対象のプレゼント企画の景品として提供しPR
しました。

6月16日（日曜日）
東京都千代田区

【東京交通会館】
あのこの愛媛移住フェア

紅まどんな入り飲むゼリー
せとか入り飲むゼリー

　参加者にスタンプラリーの景品としてPRしました。

6月21日（金曜日） 全国 松山smile通信 購読者プレゼント ぼっちゃん島あわび
　メールマガジンの利用者を対象にプレゼント企画を
行い、当選者２名に景品としてPRしました。

7月1日（月曜日）
～

9月30日（月曜日）
全国 郡山市民　空の旅キャンペーン（航空便乗継） 紅まどんな

　航空便の利用者を対象に乗り継ぎキャンペーンが行
われ、当選者10名に景品としてPRしました。

7月19日（金曜日） 全国 松山smile通信 購読者プレゼント 松山長なす
　メールマガジンの利用者を対象にプレゼント企画を
行い、当選者3名に景品としてPRしました。

7月25日（金曜日）
愛媛県

【南海放送テレビ】
ニュースCh.4 「松山の旬」 ② 視聴者プレゼント 松山ひじき

　視聴者を対象にプレゼント企画を行い、当選者10名
に景品としてPRしました。

7月31日（水曜日）
愛媛県

【南海放送テレビ】
ニュースCh.4 「松山の旬」 ③ 視聴者プレゼント 松山長なす

　視聴者を対象にプレゼント企画を行い、当選者５名
に景品としてPRしました。

8月16日（金曜日） 全国 松山smile通信 購読者プレゼント 伊台・五明こうげんぶどう
　メールマガジンの利用者を対象にプレゼント企画を
行い、当選者3名に景品としてPRしました。

８月２８日（水曜日）
愛媛県

【南海放送テレビ】
ニュースCh.4 「松山の旬」 ④ 視聴者プレゼント 伊台・五明こうげんぶどう

　視聴者を対象にプレゼント企画を行い、当選者５名
に景品としてPRしました。

 



実施・放送
・掲載月日

場所・対象地区・局名 事業・イベント・番組名など 対象品目 取組の詳細

6月1日（土曜日）
～

8月31日（土曜日）

松山市
【北条鹿島】

「北条鹿島の四季」フォトコンテスト　夏賞 紅まどんな入り飲むゼリー
　参加者対象のプレゼント企画の景品として提供しPR
しました。

9月 全国 暖暖松山16号　プレゼントアンケート 紅まどんな
フリーペーパーでプレゼント企画が行われ、当選者に
景品としてPRしました。

9月9日（月曜日）
～

9月14日（土曜日）

全国
【フジテレビ系列】

『めざましテレビ』 めざましじゃんけん視聴者プレゼント 瀬戸内の銀鱗煮干し
　視聴者を対象にプレゼント企画を行い、当選者30名
に景品としてPRしました。

9月20日（金曜日） 全国 松山smile通信 購読者プレゼント せとか入り飲むゼリー
　メールマガジンの利用者を対象にプレゼント企画を
行い、当選者3名に景品としてPRしました。

10月4日（金曜日）
愛媛県

【南海放送テレビ】
ニュースCh.4 「松山の旬」 ⑤ 視聴者プレゼント 瀬戸内の銀鱗煮干し

　視聴者を対象にプレゼント企画を行い、当選者10名
に景品としてPRしました。

10月18日（金曜日） 全国 松山smile通信 購読者プレゼント 瀬戸内の銀鱗煮干し
　メールマガジンの利用者を対象にプレゼント企画を
行い、当選者3名に景品としてPRしました。

10月30日（水曜日）
愛媛県

【南海放送テレビ】
ニュースCh.4 「松山の旬」 ⑥ 視聴者プレゼント グニ―ユーカリ

　視聴者を対象にプレゼント企画を行い、当選者5名
にグニ―ユーカリを使用したクリスマスリースを景品
としてPRしました。

11月15日（金曜日） 全国 松山smile通信 購読者プレゼント 紅まどんな
　メールマガジンの利用者を対象にプレゼント企画を
行い、当選者3名に景品としてPRしました。

12月5日（木曜日）
愛媛県

【南海放送テレビ】
ニュースCh.4 「松山の旬」 ⑦ 視聴者プレゼント 紅まどんな

　視聴者を対象にプレゼント企画を行い、当選者10名
に景品としてPRしました。

12月20日（金曜日） 全国 松山smile通信　購読者プレゼント せとか
　メールマガジンの利用者を対象にプレゼント企画を
行い、当選者3名に景品としてPRしました。

1月 全国 暖暖松山17号　プレゼントアンケート せとか
フリーペーパーでプレゼント企画が行われ、当選者に
景品としてPRしました。

1月17日（金曜日）
愛媛県

【松山市＋中予地方一部】
2020年1月17日号ウィークリーえひめリック 瀬戸内の銀鱗煮干し

フリーペーパーでプレゼント企画が行い、当選者に景
品としてPRしました。

1月17日（金曜日） 全国 松山smile通信 購読者プレゼント 甘平
　メールマガジンの利用者を対象にプレゼント企画を
行い、当選者3名に景品としてPRしました。

1月30日（木曜日）
愛媛県

【南海放送テレビ】
ニュースCh.4 「松山の旬」 ⑧ 視聴者プレゼント せとか

　視聴者を対象にプレゼント企画を行い、当選者10名
に景品としてPRしました。

2月3日（月曜日）
～

2月8日（土曜日）

全国
【フジテレビ系列】

『めざましテレビ』 めざましじゃんけん視聴者プレゼント せとか
　視聴者を対象にプレゼント企画を行い、当選者30名
に景品としてPRしました。

2月21日（金曜日） 全国 松山smile通信 購読者プレゼント 甘平入り飲むゼリー
　メールマガジンの利用者を対象にプレゼント企画を
行い、当選者3名に景品としてPRしました。

◆メディア・広報

4月7日（日曜日） 全国
愛媛新聞　４月7日　9面
『被災園地　実りを視察　松山市長　東京の市場でPR』

カラマンダリン
　新聞記事が掲載され、ブランド産品が紹介されまし
た。

4月14日（日曜日） 全国
日本農業新聞  13面
『愛媛のかんきつ続々　「カラマンダリン」豊作　東京でPR
前に松山市長が視察　農家の思い届ける』

カラマンダリン
　新聞記事が掲載され、ブランド産品が紹介されまし
た。

4月19日（金曜日）
愛媛県

【南海放送テレビ】
ニュースCh.4 「松山の旬」 ① カラマンダリン

　テレビ番組が放映され、ブランド産品が紹介されま
した。

4月23日（火曜日） 愛媛県
愛媛新聞 記事掲載
『被災地の実り味わって　東京大田市場で松山市長カラマン
ダリンPR』

カラマンダリン 　新聞に記事が掲載され取組が紹介されました。

5月15日（水曜日） 松山市
広報まつやま５月15日号
『市長が「カラマンダリン」の生産地を視察し、トップセー
ルス』

カラマンダリン
　広報紙面に記事を掲載し、ブランド産品を紹介しま
した。

5月16日（木曜日） 松山市公式ホームページ
You Tube 「松山市動画チャンネル」
『「カラマンダリン」 トップセールス in 大田市場』

カラマンダリン 　動画を配信し、取組を紹介しました。

7月25日（木曜日）
愛媛県

【南海放送テレビ】
ニュースCh.4 「松山の旬」 ② 松山ひじき

　テレビ番組が放映され、ブランド産品が紹介されま
した。

7月31日（水曜日）
愛媛県

【南海放送テレビ】
ニュースCh.4 「松山の旬」③ 松山長なす

　テレビ番組が放映され、ブランド産品が紹介されま
した。

8月28日（水曜日）
愛媛県

【南海放送テレビ】
ニュースCh.4 「松山の旬」④ 伊台・五明こうげんぶどう

　テレビ番組が放映され、ブランド産品が紹介されま
した。

10月3日（木曜日）
愛媛県

【愛媛朝日テレビ】
eatニュース
『こうげんぶどうを使用した羊羹、4日から発売』

伊台・五明こうげんぶどう
まつやま農林水産物ブランド産品を使い新たに開発さ
れた商品の販売と表敬訪問について報道されました。

10月3日（木曜日）
愛媛県

【テレビ愛媛】

FNNプライムニュース
『地元ブランド品種のブドウを使ったようかんが登場【地
元・松山市】』

伊台・五明こうげんぶどう
まつやま農林水産物ブランド産品を使い新たに開発さ
れた商品の販売と表敬訪問について報道されました。

 



実施・放送
・掲載月日

場所・対象地区・局名 事業・イベント・番組名など 対象品目 取組の詳細

10月4日（金曜日）
愛媛県

【愛媛新聞】

愛媛新聞10月4日 14面
『ブドウ香るようかん　松山の企業とブランド化推進協　共
同開発　きょう発売』

伊台・五明こうげんぶどう
まつやま農林水産物ブランド産品を使い新たに開発さ
れた商品の販売と表敬訪問について報道されました。

10月4日（金曜日）
愛媛県

【南海放送テレビ】
ニュースCh.4 「松山の旬」⑤ 瀬戸内の銀鱗煮干し

　テレビ番組が放映され、ブランド産品が紹介されま
した。

10月9日（水曜日）
全国

【日本農業新聞】
日本農業新聞　10月9日 13面
『老舗和菓子店が力作　ブドウとようかん融合』

伊台・五明こうげんぶどう
まつやま農林水産物ブランド産品を使い新たに開発さ
れた商品の販売と表敬訪問について報道されました。

10月30日（水曜日）
愛媛県

【南海放送テレビ】
ニュースCh.4 「松山の旬」⑥ グニ―ユーカリ

　テレビ番組が放映され、ブランド産品が紹介されま
した。

11月15日（金曜日） 松山市
広報まつやま11月15日号
『㈱薄墨羊羹代表取締役社長が本市を訪問』

伊台・五明こうげんぶどう
　広報紙面に記事を掲載し、ブランド産品を紹介しま
した。

11月26日（火曜日）
愛媛県

【愛媛新聞】

愛媛新聞　11月26日　16面
『特産配信 知恵絞り新味　松山 紅まどんな→洋菓子3種　期
間限定　都内で発売』

紅まどんな
まつやま農林水産物ブランド産品を使い新たに開発さ
れた商品と発売の発表と試食会について報道されまし
た。

11月26日（火曜日）
全国

【日本農業新聞】
日本農業新聞　11月26日 9面
『ピザやタルトに紅まどんなPR　松山市東京で』

紅まどんな
まつやま農林水産物ブランド産品を使い新たに開発さ
れた商品と発売の発表と試食会について報道されまし
た。

12月 中予地域
まるえびより12月号 記事掲載
『ぶどうようかん人気沸騰』

伊台・五明こうげんぶどう
　JAえひめ中央の機関誌に記事が掲載され、取組が紹
介されました。

12月5日（木曜日）
愛媛県

【南海放送テレビ】
ニュースCh.4 「松山の旬」⑦ 紅まどんな

　テレビ番組が放映され、ブランド産品が紹介されま
した。

12月15日（日曜日） 松山市
広報まつやま12月15日号
『「紅まどんな」を全国へ発信　市長が生産地を視察し、
トップセールス』

紅まどんな
　広報紙面に記事を掲載し、ブランド産品を紹介しま
した。

12月15日（日曜日） 松山市
広報まつやま12月15日号
『JAえひめ中央役員が「紅まどんな」を携えて本市を訪問』

紅まどんな
　広報紙面に記事を掲載し、ブランド産品を紹介しま
した。

12月16日（月曜日） 松山市公式ホームページ
You Tube 「松山市動画チャンネル」
『「紅まどんな」 トップセールス in 大田市場』

紅まどんな 　動画を配信し、取組を紹介しました。

12月29日（日曜日）
松山市

【道後温泉別館　飛鳥乃温泉】
南海放送2019年末特番「2019年を振り返って」放送 グニ―ユーカリ

　市長が出演され、背景にブランド産品が使用された
テレビ番組が放送されました。

1月17日（金曜日）
愛媛県

【松山市＋中予地方一部】
ウィークリーえひめリック2020年1月17日号
【だしと調味料】

瀬戸内の銀鱗煮干し
フリーペーパーの広報紙面に記事を掲載し、ブランド
産品を紹介しました。

1月30日（木曜日）
愛媛県

【南海放送テレビ】
ニュースCh.4 「松山の旬」⑧ せとか

　テレビ番組が放映され、ブランド産品が紹介されま
した。

2月14日（金曜日） 松山市
リビングまつやま2020年2月14日号
『グニ―ユーカリ特集』

グニ―ユーカリ
　フリーペーパーの広報紙面に記事を掲載し、ブラン
ド産品を紹介しました。

2月15日（日曜日） 松山市
広報まつやま2月15日号
『「せとか」を全国へ発信　市長が生産地を視察し、トップ
セールス』

せとか
　広報紙面に記事を掲載し、ブランド産品を紹介しま
した。

（３月） 松山市公式ホームページ
You Tube 「松山市動画チャンネル」
『「せとか」 トップセールス in 大田市場』

せとか 　動画を配信し、取組を紹介しました。

 


