令和２年度ブランドPR等

活動実績
2021年3月31日現在

実施・放送
・掲載月日

場所・対象地区・局名

5月29日(金曜日)

松山市

まつやま農林水産物ブランド化推進協議会総会

6月25日(木曜日)

松山市

あいテレビ「鶴ツル」収録

ぼっちゃん島あわび
松山ひじき
瀬戸内の銀鱗煮干し

㈱あいテレビにブランド産品を提供し、テレビ番組が収録
されました。

7月27日(月曜日)

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①

伊台・五明こうげんぶどう

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。

8月2１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②

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。

8月29日(土曜日)

松山市
【坊っちゃんスタジアム】

愛媛マンダリンパイレーツ 松山の日
「愛媛マンダリンパイレーツvs徳島インディゴソックス」

伊台・五明こうげんぶどう
ぼっちゃん島あわび
紅まどんな入り飲むゼリー

抽選会の当選者に景品として提供し、PRしました。

10月4日(日曜日)

東京都新宿区
【明治神宮野球場】

松山Day in 神宮球場

紅まどんな
せとか
瀬戸内の銀鱗煮干し
松山ひじき

球場の大型ビジョンにブランド産品の動画を流したほか、
抽選会の当選者に景品として提供しPRしました。

10月12日(月曜日)

松山市
【松山市役所】

旭食品グループ取締役

松山ひじき

「松山ひじき」を使用し開発された新商品の発売に合わ
せ、旭食品㈱取締役が表敬訪問されました。

10月16日(金曜日)

松山市
【堀江地区】

南海放送ニュースCh.4 「松山の旬」 現地ロケ③

グニーユーカリ

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。

10月24日(土曜日)
～12月25日(金曜日)

松山市

まつやま謎解きクイズラリー

せとか
松山ひじき

参加者を対象にプレゼント企画を行い、当選者に景品とし
て提供しPRしました。

11月7日(土曜日)

熊本県熊本市
【くまもと県民交流館パレア】

第25回「草枕」国際俳句大会

紅まどんな
瀬戸内の銀鱗煮干し

松山市賞の受賞者へ副賞として贈呈しPRしました。

11月9日(月曜日)

松山市
【興居島由良地区】

南海放送ニュースCh.4 「松山の旬」 現地ロケ④

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。

11月10日(火曜日)

香川県高松市
【サンポートホール高松】

四国DC「全国宣伝販売促進会議」

紅まどんな入り飲むゼリー

参加者にサンプルとして提供し、PRしました。

11月18日(水曜日)

松山市
【松山市市役所】

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20日(金曜日)
～11月29日(日曜日)

全国

オンラインアイランダー2020

せとか

アンケート回答者の中から抽選で1名に景品として提供し
PRしました。

11月21日(土曜日)
～11月23日(月曜日)

松山市
【松山競輪場】

KEIRINフェスティバル

紅まどんな入り飲むゼリー
せとか入り飲むゼリー

イベント参加者に提供し、PRしました。

11月2６日(木曜日)

松山市

あいテレビ「Nスタえひめ」収録

グニーユーカリ

㈱あいテレビにJAえひめ中央を紹介し、テレビ番組が収
録されました。

11月27日(金曜日)
～11月29日(日曜日)

松山市
【道後地区】

「紅まどんな」等ブランド産品PRキャンペーン

紅まどんな

「紅まどんな」引換クーポンをPR電車内へ掲出し、クー
ポン持参者へプレゼントしPRしました。

11月27日(金曜日)
～12月27日(日曜日)

松山市

「紅まどんな」等ブランド産品PRキャンペーン

全10品目

伊予鉄道市内電車へブランド産品の車内広告を実施し、
PRしました。

11月29日(日曜日)

松山市
【ニンジニアスタジアム】

愛媛FC松山の日「愛媛FC

紅まどんな

抽選会の当選者に景品として提供しPRしました。

12月6日(日曜日)

松山市
【ニンジニアスタジアム】

愛媛FC松山広域デー「愛媛FC vs 京都サンガF.C.戦」

紅まどんな

イベント参加者の中から12名に景品として提供し、PRし
ました。

12月13日(日曜日)

松山市

「グニーユーカリ」ワークショップ
インスタグラムライブ配信

グニーユーカリ

ブランド産品を使用するワークショップをライブ配信で行
い、参加者にブランド産品を提供するとともに、SNSで情
報発信し、PRしました。

12月15日(火曜日)
～12月17日(木曜日)

松山市
【松山競輪場】

日本名輪会カップ
第13回伊藤豊明杯争奪戦/デイリースポーツ争奪戦

紅まどんな

イベント参加者の中から2名に産品を提供し、PRしまし
た。

1月

松山市

レシピ開発

松山ひじき

過去にレシピ開発に協力いただいた関係団体へ産品を提供
し、新たにレシピを開発・ご提供いただきました。

事業・イベント・番組名など

観光キャンペーン

表敬訪問

vs 水戸ホーリーホック」

対象品目

取組の詳細

―

協議会の総会を書面にて開催し、令和元年度の実績報告、
令和２年度の事業計画案などが審議されました。

実施・放送
・掲載月日

場所・対象地区・局名

1月21日(木曜日)

松山市
【北条地区】

1月27日（水曜日）
～3月28日（日曜日）

松山市

2月13日(土曜日)

松山市
【城山公園】

2月22日(月曜日)

松山市
【松山市役所】

2月28日(日曜日)

松山市
【てくるん】

3月下旬

東京都

事業・イベント・番組名など

対象品目

取組の詳細

南海放送ニュースCh.4 「松山の旬」 現地ロケ⑤

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。

松山城冬の陣「リアル宝探し3」

紅まどんな入り飲むゼリー

イベントの景品として参加者に提供し、PRしました。

『坂の上の雲』のまちを歩こう21
～お城めぐりいざ出陣!!～

せとか

イベントの景品として、参加者中から2名に提供し、PRし
ました。

第17回

せとか

受賞者へ記念品として贈呈し、PRしました。

アンケート調査及びせとかPR

せとか

アンケート調査を実施したほか、先着200名へ産品を配布
しPRしました。

台湾フェスティバル五輪選手応援YouTube企画

せとか

松山市が後援するイベント内の動画企画の撮影・配信のた
め、ブランド産品を提供し、PRしました。

キッチンカーと連携し「松山長なす」「伊台・五明こうげん
ぶどう」を使用した期間限定メニューの販売開始

松山長なす
伊台・五明こうげんぶどう

「松山長なす」「伊台・五明こうげんぶどう」を使用した
新商品が開発され、キッチンカーで販売されました。

まつやま圏域未来共創ビジョン(農林水産分野)
原材料マッチング

伊台・五明こうげんぶどう

６市町連携の試作品として、「伊台・五明こうげんぶど
う」を原材料マッチングしました。

「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。

「松山ひじき」おにぎり（2種）の発売開始

松山ひじき

「松山ひじき」を使った新商品が開発され、一般発売され
ました。

「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 ～カクテル「道後 オレンジブロッサム」～

カラマンダリン

「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「カラマンダリン」を使っ
た新商品が開発されました。

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
（４月下旬発送）

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。

つばきフォトコンテスト2020 受賞者プレゼント
（５月上旬発送）

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。

坊っちゃん文学賞

表彰式

◆商品開発

8月7日(金曜日)

松山市内外

９月上旬

松山市
【水口酒造】

10月中旬

松山市

10月13日(火曜日)

松山市内外

12月下旬

松山市

◆プレゼント企画

1月7日（火曜日）
～2月29日（土曜日）

全国

1月28日（火曜日）
～3月31日（火曜日）

松山市
【松山市役所】

4月17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。

6月19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2名に景品としてPRしました。

6月25日(木曜日)
～7月19日(日曜日)

全国

わが家も松山さんち

ぼっちゃん島あわび

webサイトにてオリジナルレシピを募集し、応募者にブラ
ンド産品をプレゼントし、PRしました。

7月

全国

暖暖松山１８号

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。

7月17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。

8月7日(金曜日)

愛媛県
【南海放送テレビ】

ニュースCh４「松山の旬」➀ 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。

8月21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2名に景品としてPRしました。

8月28日(金曜日)

愛媛県
【南海放送テレビ】

ニュースCh４「松山の旬」②

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。

第1弾

プレゼント

視聴者プレゼント

実施・放送
・掲載月日

場所・対象地区・局名

９月１８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2名に景品としてPRしました。

10月16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2名に景品としてPRしました。

10月20日(火曜日)

愛媛県
【南海放送テレビ】

ニュースCh４「松山の旬」③

グニーユーカリ

視聴者を対象にプレゼント企画を行い、当選者５名に景品
としてPRしました。

11月

全国

暖暖松山１９号

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。

11月1日(日曜日)
～12月31日(木曜日)

全国

福島空港活用支援事業「郡山市民

せとか

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。

11月2日(月曜日)
～11月16日(月曜日)

全国

わが家も松山さんち

紅まどんな

マツヤマルシェSNS公式アカウントにてプレゼント企画を
行い、応募者から抽選で15名にブランド産品をプレゼン
トし、PRしました。

11月18日(水曜日)

愛媛県
【南海放送テレビ】

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。

11月20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2名に景品としてPRしました。

12月

愛媛県
【愛媛県民だより】

「愛媛県民だより

瀬戸内の銀鱗煮干し

愛媛県が発行する広報紙でプレゼント企画が行われ、当選
者3名へ景品として提供しPRしました。

12月18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2名に景品としてPRしました。

12月28日（月曜日）
～1月31日（日曜日）

全国

松山市LINE公式アカウント「新春‼お年玉プレゼント」企画

せとか

公式LINE登録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。

1月15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。

1月15日(金曜日)
～2月７日(日曜日)

全国

わが家も松山さんち

せとか

マツヤマルシェInstagramにてキャンペーンを実施し、当
選者３０名に景品としてPRしました。

1月18日（月曜日）
～1月23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35名に景
品としてPRしました。

1月27日(水曜日)
～2月9日(火曜日)

愛媛県

リビングえひめWebプレゼント

せとか

メールマガジン利用者やウェブサイト閲覧者を対象にプレ
ゼント企画を行い、応募者の中から抽選で3名に景品とし
て提供しPRしました。

1月28日（木曜日）

愛媛県
【南海放送テレビ】

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19日(金曜日)

全国

松山smile通信 購読者プレゼント

松山ひじき

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。

3月2２日(月曜日)

全国

松山市LINE公式アカウント

グニーユーカリ

公式LINE登録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。

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。

事業・イベント・番組名など

視聴者プレゼント

プレゼント

空の旅キャンペーン」

第2弾

ニュースCh４「松山の旬」④

視聴者プレゼント

愛顔のえひめ」1月号

第3弾

ニュースCh４「松山の旬」⑤

視聴者プレゼント

プレゼント企画

対象品目

取組の詳細

◆メディア・広報

4月13日（月曜日）

松山市公式ホームページ

5月1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「愛媛の旬いただきます」
「松山一寸そらまめ」を紹介

松山一寸そらまめ

紙面に掲載され、ブランド産品が紹介されました。

５月12日（火曜日）

JAえひめ中央公式
ホームページ・SNS

まるえBLOG・インスタグラム
『【新商品】まつやま農林水産物ブランド使用商品』

紅まどんな

JAえひめ中央公式ホームページ、SNSに掲載され、ブラ
ンド産品を使用した商品が紹介されました。

7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「愛媛の旬いただきます」
「松山長なす」を紹介

松山長なす

紙面に掲載され、ブランド産品が紹介されました。

7月～8月

愛媛県
【あいテレビ】

鶴ツル「ぼっちゃん島あわび」、「松山ひじき」、「瀬戸内
の銀鱗煮干し」を紹介

ぼっちゃん島あわび
松山ひじき
瀬戸内の銀鱗煮干し

テレビ番組が放映され、ブランド産品を使用した料理が紹
介されました。

実施・放送
・掲載月日

場所・対象地区・局名

7月31日(金曜日)

愛媛県
（松山市＋中予地方一部）

8月5日(水曜日)

愛媛県
【南海放送テレビ】

8月7日(金曜日)

愛媛県
（松山市＋中予地方一部）

8月7日(金曜日)

事業・イベント・番組名など

対象品目

取組の詳細

2020度版 まつやま市民便利帳
『まつやま農林水産物ブランド大集合』

全10品目

紙面に掲載され、ブランド産品が紹介されました。

ニュースCh.4 「松山の旬」 ➀

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。

ウィークリーえひめリック フロント・2面
『召し上がれ 伊台・五明こうげんぶどう』

伊台・五明こうげんぶどう

紙面に掲載され、ブランド産品が紹介されました。

愛媛県
【南海放送テレビ】

ニュースCh.４『立秋』

松山長なす
伊台・五明こうげんぶどう

テレビ番組が放映され、ブランド産品を使用した新商品が
紹介されました。

8月7日(金曜日)

愛媛県
【愛媛朝日テレビ】

スーパーJチャンネルえひめ第2部
『立秋 厳しすぎる残暑 松山ブランド食材をキッチンカー
で』

松山長なす
伊台・五明こうげんぶどう

テレビ番組が放映され、ブランド産品を使用した新商品が
紹介されました。

8月8日(土曜日)

愛媛県

愛媛新聞『松山の特産

松山長なす
伊台・五明こうげんぶどう

紙面に掲載され、ブランド産品を使用した新商品が紹介さ
れました。

8月21日(金曜日)

愛媛県
（松山市＋中予地方一部）

リビングまつやま
『まつやま農林水産物ブランドをキッチンカーで味わおう』

松山長なす
伊台・五明こうげんぶどう

紙面に掲載され、ブランド産品を使用した新商品が紹介さ
れました。

8月27日(木曜日)

愛媛県

Namoshi

全10品目

機関紙に掲載され、ブランド産品が紹介されました。

8月28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

瀬戸内の銀鱗煮干し

テレビ番組が放映され、ブランド産品を使用した新商品が
紹介されました。

9月下旬

全国

オリンピックホストタウン紹介動画

紅まどんな
せとか

市の紹介動画が作例され、動画内でブランド産品が紹介さ
れました。

10月12日(月曜日)

愛媛県
【NHK松山放送局テレビ】

ひめポン『あすから

松山ひじき

テレビ番組が放映され、ブランド産品を使用した新商品が
紹介されました。

10月12日(月曜日)

愛媛県
【南海放送テレビ】

松山ひじき

テレビ番組が放映され、ブランド産品を使用した新商品が
紹介されました。

10月12日(月曜日)

愛媛県
【テレビ愛媛】

EBC LiveNews『「松山ひじき」をおにぎりにし消費拡大へ
松山ひじき
あすからスーパーで販売』

テレビ番組が放映され、ブランド産品を使用した新商品が
紹介されました。

10月12日(月曜日)

愛媛県
【あいテレビ】

Ｎスタえひめ『「松山ひじき」のおにぎり開発』

松山ひじき

テレビ番組が放映され、ブランド産品を使用した新商品が
紹介されました。

10月12日(月曜日)

愛媛県
【愛媛朝日テレビ】

スーパーJチャンネルえひめ
『「松山ひじき」のおにぎりあすから
魅力です』

松山ひじき

テレビ番組が放映され、ブランド産品を使用した新商品が
紹介されました。

10月13日(火曜日)

愛媛県

『「松山ひじき」おにぎりに』

松山ひじき

紙面に掲載され、ブランド産品を使用した新商品が紹介さ
れました。

10月20日(火曜日)

愛媛県
【南海放送テレビ】

ニュースCh.４「松山の旬」③

グニーユーカリ

テレビ番組が放映され、ブランド産品が紹介されました。

10月20日(火曜日)

全国

農業日誌

伊台・五明こうげんぶどう

紙面に掲載され、ブランド産品が紹介されました。

11月18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

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2日(水曜日)

愛媛県
【あいテレビ】

Nスタえひめ「松山産ユーカリにアナサーチ！」

グニーユーカリ

テレビ番組が放映され、ブランド産品が紹介されました。

1月28日（木曜日）

愛媛県
【南海放送テレビ】

ニュースCh.５「松山の旬」⑤

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。

NewsCH4『誕生
き」のおにぎり』

キッチンカーに』

「松山ひじき」のおにぎり販売へ』

まつやま農林水産物ブランド「松山ひじ

『宝石果実

しゃきしゃき食感が

「伊台・五明こうげんぶどう」』

