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・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

4月7日(水曜日) 関西圏 カラマンダリン　店頭プロモーション(資材提供) カラマンダリン 販売店舗へ販促資材を提供しました。

4月7日(水曜日) 中京圏 カラマンダリン　店頭プロモーション(資材提供) カラマンダリン 販売店舗へ販促資材を提供しました。

4月11日(日曜日)
松山市

【ニンジニアスタジアム】
愛媛FC公式戦「愛媛FC vs ファジアーノ岡山」 紅まどんな 来場者へサンプルとして提供し、PRしました。

4月12日(月曜日) 関東圏 松山一寸そらまめ　店頭プロモーション(資材提供) 松山一寸そらまめ 販売店舗へ販促資材を提供しました。

5月5日(水曜日)
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 ジュビロ磐田戦」 紅まどんな 来場者へサンプルとして提供し、PRしました。

5月7日(月曜日) 松山市 まつやま農林水産物ブランド化推進協議会　総会 ー
協議会の総会を書面開催し、令和2年度の実績報告、令和
3年度の事業計画案などが審議されました。

6月5日(土曜日)
山口県山口市

【維新百年記念公園　陸上競技
場】

愛媛FC公式戦「愛媛FC vs レノファ山口」 紅まどんな 来場者へサンプルとして提供し、PRしました。

6月16日(水曜日)
松山市

【北条地区】
市政広報番組「大好き！まつやま」　収録 松山長なす

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。

6月28日(月曜日)
松山市

【久枝地区】
南海放送ニュースCH.4 「松山の旬」 現地ロケ① 松山長なす

南海放送㈱にＪＡ松山市を紹介し、テレビ番組が収録され
ました。

6月28日(月曜日)
松山市

【松山市役所】
松山ひじき炒飯・おにぎり　商品説明会 松山ひじき

報道関係者へ向けて商品説明会、サンプル試供を行い、Ｐ
Ｒしました。

7月 松山市 松山長なす　店頭プロモーション（資材提供） 松山長なす 販売店舗へ販促資材を提供しました。

7月1日(木曜日)
松山市

【セブンスター石手店】
松山ひじき炒飯・おにぎり　店頭PR 松山ひじき 店頭に特設コーナーを設置し、PRしました。

7月7日(水曜日)
松山市

【松山市役所】
JAえひめ中央　表敬訪問（紅まどんな入りジュース） 紅まどんな

「紅まどんな」を使用した新商品の発売に合わせ、JAえ
ひめ中央役員が市長を表敬訪問しました。

7月12日(月曜日)
松山市

【道後地区】
台湾関係者へのPR

ぼっちゃん島あわび
松山長なす
松山ひじき

友好交流都市である台湾の関係者に、ブランド産品を使用
した料理を提供し、PRしました。

7月19日(月曜日) 松山市 「松山長なす」　レシピ開発 松山長なす
松山市食生活改善推進協議会にブランド産品をサンプル提
供し、レシピを開発・ご提供いただきました。

7月28日(水曜日)
松山市

【伊台・五明地区】
南海放送ニュースCH.4 「松山の旬」 現地ロケ② 伊台・五明こうげんぶどう

南海放送㈱へ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4日(水曜日)
松山市

【坊っちゃんスタジアム】
NPBガールズトーナメント2021全日本学童軟式野球大会

紅まどんな
せとか

ベスト４以上のチームに副賞として贈呈し、PRしまし
た。

8月11日(水曜日)
松山市

【坊っちゃんスタジアム】
第17回伊予銀行杯全日本女子軟式野球選手権大会

紅まどんな
せとか

ベスト４以上のチームに副賞として贈呈し、PRしまし
た。

8月31日(火曜日) 松山市内外
「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

伊台・五明こうげんぶどう
愛媛キッチンカー協会と連携して、ブランド産品を使用し
た期間限定メニューをキッチンカーで販売しました。

9月15日(水曜日)
東京都新宿区

【明治神宮野球場】
松山DAYin神宮球場　観光キャンペーン 紅まどんな キャンペーンの一環として来場者にPRしました。

9月17日(金曜日) 松山市内外 「松山長なす」を使用した期間限定メニューの販売 松山長なす
愛媛キッチンカー協会と連携して、ブランド産品を使用し
た期間限定メニューをキッチンカーで販売しました。

9月17日(金曜日)
～10月31日(日曜日)

愛媛県
【伊予灘ものがたり】

伊予灘ものがたり　大洲編
「松山ひじき」モーニングプレートの提供

松山ひじき
ブランド産品を使用した限定メニューが車両内で提供され
ました。

9月18日(土曜日)
松山市

【坊ちゃんスタジアム】
愛媛MP中予広域の日「愛媛MPvs香川オリーブガイナーズ
戦」

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。

9月30日(木曜日) 松山市
「伊台・五明こうげんぶどう（シャインマスカット）」
レシピ開発

伊台・五明こうげんぶどう
愛媛調理製菓専門学校にブランド産品をサンプル提供し、
レシピを開発・ご提供いただきました。

10月
松山市

【アーバンデザインセンター】
「グニーユーカリ」の展示 グニーユーカリ ブランド産品と紹介POPを展示し、PRしました。

10月2日(土曜日)
～12月27日(月曜日)

愛媛県
【伊予灘ものがたり】

伊予灘ものがたり　道後編
道後焼酎　飲み比べセットの提供

松山長なす
松山一寸そらまめ

瀬戸内の銀鱗煮干し

ブランド産品を使用した加工品が車両内で提供されまし
た。

令和3年度「まつやま農林水産物ブランド」PR等　活動実績
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10月2日(土曜日)
～12月27日(月曜日)

愛媛県
【伊予灘ものがたり】

伊予灘ものがたり　全線
「紅まどんな」を使用したハンドソープの設置と「グニー
ユーカリ」の展示

紅まどんな
グニーユーカリ

ブランド産品の展示とブランド産品を使用した加工品が車
両内に設置されました。

10月2日(土曜日)
～10月31日(日曜日)

愛媛県
【伊予灘ものがたり】

伊予灘ものがたり　道後編　乗客プレゼント
「せとか」入り飲むゼリー・「グニーユーカリ」しおり

せとか
グニーユーカリ

乗客を対象に、ブランド産品を使用した加工品をサンプル
試供しPRしました。

10月11日(月曜日)
愛媛県

【伊予灘ものがたり】
伊予灘ものがたりプレミアムダイニング

松山長なす
松山ひじき

瀬戸内の銀鱗煮干し
伊台・五明こうげんぶどう

ブランド産品を使用した限定メニューが車両内で提供され
ました。

10月13日(水曜日)
松山市

【松山市役所】
水口酒造㈱　表敬訪問（道後ジン　六媛） 伊台・五明こうげんぶどう

「伊台・五明こうげんぶどう」を使用した新商品の発売に
合わせ、水口酒造㈱が市長を表敬訪問しました。

10月18日(月曜日)
松山市

【松山市役所】
資生堂ジャパン　市長表敬訪問

紅まどんな
せとか

資生堂ジャパンの関係者に、記念品として贈呈しました。

10月26日(火曜日) 松山市全域 挑め！フィールドミュージアムマスター 紅まどんな
フォトラリー参加者のうち1名に景品として提供し、PRし
ました。

10月27日(水曜日)
松山市

【河原パティシエ・医療・観光専
門学校】

河原パティシエ・医療・観光専門学校　学校見学会 グニーユーカリ ブランド産品を使ったリース作りの体験が行われました。

10月30日(土曜日)
愛媛県

【ニンジニアスタジアム】
愛媛FC松山の日「愛媛FCvs京都サンガF.C.」 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。

11月
松山市

【愛媛大学】
愛媛大学　学生祭
フラワーデザイン研究会　スワッグ作り体験会

グニーユーカリ ブランド産品を使用して創作活動が行われました。

11月1日(火曜日)
～11月30日(水曜日)

愛媛県
【伊予灘ものがたり】

伊予灘ものがたり　道後編　乗客プレゼント
「紅まどんな」入り飲むゼリー・「グニーユーカリ」しおり

紅まどんな
グニーユーカリ

乗客を対象にブランド産品等をサンプル試供し、PRしま
した。

11月3日(水曜日)
松山市

【松山市総合コミュニティセン
ター】

カルスポフェスタ
紅まどんな

瀬戸内の銀鱗煮干し
入賞者へ賞品として提供し、PRしました。

11月6日(土曜日)
～11月7日(日曜日)

松山市
【松山中央公園　マドンナスタジ

アム】
第9回東京ヤクルトスワローズカップ少年野球交流大会 紅まどんな 大会参加者へサンプル提供し、PRしました。

11月11日(木曜日)
松山市

【ANAクラウンプラザ】
中核市サミット2021in松山 グニーユーカリ 会場にブランド産品を展示し、PRしました。

11月17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し、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18日(木曜日)
首都圏

【東京青果】
紅まどんな　店頭プロモーション(資材提供) 紅まどんな 販売店舗へ販促資材を提供しました。

11月19日(金曜日)
松山市

【畑寺児童館】
すこやか赤ちゃん応援フェスタ 紅まどんな 参加者へサンプルとして提供し、PRしました。

11月20日(土曜日)
松山市

【松山市駅前広場】
松山市駅前広場にぎわい創出実証実験

紅まどんな
せとか

アンケート回答者へサンプルとして提供し、PRしまし
た。

11月22日(月曜日)、
11月24日(水曜日)

～11月26日(金曜日)
全国 オンラインアイランダー2021 せとか

参加者を対象にアンケート等を実施し、回答者の中から抽
選で2名にサンプル試供してPRしました。

11月23日(火曜日)
愛媛県

【松山総合公園周辺】
『坂の上の雲』のまちを歩こう22
総合公園サステナブルウォーク

紅まどんな
イベント参加者の中から抽選で4名に景品として提供し、
PRしました。

11月25日(木曜日) 全国 瀬戸内・松山ツーリズム推進会議オンライン旅行商品説明会 紅まどんな 参加者へサンプルとして提供し、PRしました。

11月26日(金曜日)
松山市

【潮見地区】
南海放送ニュースCH.4 「松山の旬」 現地ロケ③ 紅まどんな

南海放送㈱へ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(土曜日)
熊本県

【熊本市民会館シアーズホーム夢
ホール】

第26回「草枕」国際俳句大会
紅まどんな

瀬戸内の銀鱗煮干し
松山市賞受賞者へ副賞として提供し、PRしました。

12月
松山市

【松山大学】
松山大学　華道部の活動 グニーユーカリ

ブランド産品を使用した生け花、リースの制作が行われ、
松山市へリースをご寄贈いただきました。

12月
松山市

【愛媛大学】
愛媛大学
フラワーデザイン研究会　スワッグ教室

グニーユーカリ ブランド産品を使用して創作活動が行われました。

11月29日(月曜日)
～12月3日(金曜日)

愛媛県
【愛媛大学】

紅まどんな　大学食堂での限定メニューの販売 紅まどんな
大学食堂内でブランド産品を使用したメニューが販売され
ました。

12月1日(水曜日)
～12月8日(水曜日)

松山市
【東雲女子大学】

紅まどんな　大学食堂での限定メニューの販売 紅まどんな
大学食堂内でブランド産品を使用したメニューが販売され
ました。

12月1日(木曜日)
～12月27日(火曜日)

愛媛県
【伊予灘ものがたり】

伊予灘ものがたり　道後編　乗客プレゼント
「紅まどんな」

紅まどんな
乗客を対象にブランド産品をサンプル試供し、PRしまし
た。
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12月1日(水曜日)
～12月8日(水曜日)

愛媛県
【県内大学等】

紅まどんな購入支援キャンペーン 松山ひじき
「紅まどんな」を購入した学生へサンプルとして提供し、
PRしました。

12月2日(水曜日)
～12月8日(水曜日)

松山市
【松山大学】

紅まどんな　大学食堂での限定メニューの販売 紅まどんな
大学食堂内でブランド産品を使用したメニューが販売され
ました。

12月4日(土曜日)
松山市

【松山中央公園　マドンナスタジ
アム】

第20回坊ちゃんランランラン
紅まどんな
松山ひじき

入賞者へ賞品として提供し、PRしました。

12月5日(日曜日)
松山市
【Lis】

グニーユーカリ　ワークショップ（Instagram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9日(木曜日)
愛媛県

【県内大学等】
紅まどんな学食購入支援キャンペーン せとか

紅まどんなを使用した学食メニューを注文し、キャンペー
ンに参加した方へサンプル試供し、PRしました。

12月9日(木曜日)～ 全国 柑橘王国から生まれた「松山産アボカド」検定 アボカド 認知度向上のため、WEBサイト上で検定を実施しました。

12月10日(金曜日)
～12月19日(日曜日)

愛媛県 「紅まどんな」を使用した期間限定メニューの販売 紅まどんな
愛媛キッチンカー協会と連携して、ブランド産品を使用し
た期間限定メニューをキッチンカーで販売しました。

12月22日(水曜日)
北海道

【江別・苫小牧】
松山の物産展

紅まどんな
松山ひじき

瀬戸内の銀鱗煮干し　など

物産展が開催され、ブランド産品などの販売が行われまし
た。

12月15日(水曜日)
～１月5日(水曜日)

松山市
【ロープウェイ東雲口駅舎】

松山城ロープウェイ乗り場「グニーユーカリ」の展示 グニーユーカリ ブランド産品と紹介POPを展示し、PRしました。

1月7日(金曜日)
1月8日(土曜日)

松山市
【松山市総合コミュニティセン

ター】
愛媛OV「ライジングゼファー福岡戦」 せとか 抽選会の景品として提供し、PRしました。

2月1日(火曜日)
～2月28日(月曜日)

全国 オンラインまつやま水道フェスタ 紅まどんな
クイズに応募した方の中から抽選で計30名にサンプル試
供し、PRしました。

2月21日(月曜日)
松山市

【松山市役所】
第18回坊ちゃん文学賞　表彰式 せとか 受賞者へ贈呈しPRしました。

随時 松山市 オーダーメイド型移住体感ツアー
紅まどんな

せとか
アンケート回答者へサンプル提供しPRしました。

3月4日(金曜日)
松山市

【古湧園 遥】
アボカド　メニュー開発 アボカド アボカドを使ったメニューを考案していただきました。

7月1日(木曜日) 松山市内外 松山ひじき炒飯・おにぎり 松山ひじき
「松山ひじき」を使った新商品が開発され、一般販売され
ました。

10月14日(木曜日) 松山市 道後ジン　六媛 伊台・五明こうげんぶどう
まつやま圏域未来共創ビジョンの取組としてブランド産品
を使用した商品が開発され、一般販売されました。

12月 松山市 湯上がりアイスギフト 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を
活用して新商品が開発されました。

3月1日(火曜日) 松山市 媛香蔵、E.E.N.E　ハンドクリーム せとか
『まつやま農林水産物ブランド』加工品開発支援補助金を
活用して新商品が開発されました。

1月28日(木曜日)
～3月31日(水曜日)

松山市
【松山市役所】

つばきフォトコンテスト2021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

コンテストの受賞者3名へ副賞として贈呈し、PRしまし
た。

4月16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11日(火曜日) 愛媛県 愛媛県広報誌「愛顔のえひめ」5月号 松山ひじき
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５名へ景品として提供しPRしました。

5月21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。

7月12日(月曜日)
～8月16日(月曜日)

全国 松山市LINE公式アカウント「納涼！夏のプレゼント」
ぼっちゃん島あわび
瀬戸内の銀鱗煮干し

松山ひじき

登録者を対象にプレゼント企画を実施し、当選者へ景品と
してPRしました。

7月16日(金曜日)
～8月15日(日曜日)

全国 マツヤマルシェ海キャンペーン
ぼっちゃん島あわび
瀬戸内の銀鱗煮干し

松山ひじき

マツヤマルシェ公式Instagramにてプレゼント企画を行
い、応募者から抽選で17名に景品としてPRしました。

7月16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。

◆商品開発

◆プレゼント企画
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7月20日(火曜日) 愛媛県 南海放送ニュースCH.４「松山の旬」　視聴者プレゼント① 松山長なす
番組視聴者を対象にプレゼント企画を行い、景品として
PRしました。

8月20日(金曜日) 愛媛県 南海放送ニュースCH.４「松山の旬」　視聴者プレゼント② 伊台・五明こうげんぶどう
番組視聴者を対象にプレゼント企画を行い、景品として
PRしました。

8月20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、
当選者に景品としてPRしました。

10月15日(金曜日)
～10月21日(木曜日)

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、
当選者に景品としてPRしました。

11月11日(木曜日)
～11月30日(火曜日)

全国 マツヤマルシェ開設2周年！「グニーユーカリ」キャンペーン グニーユーカリ
マツヤマルシェ公式Instagramにてプレゼント企画を行
い、応募者から抽選で20名に景品としてPRしました。

11月22日(月曜日)
～11月27日(土曜日)

全国 「めざましテレビ」めざましじゃんけん 紅まどんな
番組視聴者を対象にプレゼント企画を行い、景品として
PRしました。

12月3日(金曜日) 愛媛県 南海放送ニュースCH.４「松山の旬」　視聴者プレゼント③ 紅まどんな
番組視聴者を対象にプレゼント企画を行い、景品として
PRしました。

12月9日(木曜日)
～1月5日(水曜日)

全国 「松山産アボカド」検定 アボカド
検定に参加者し、8問以上正解した方の中から抽選で5名
にプレゼントしました。

12月17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、
当選者に景品としてPRしました。

12月13日(月曜日)
～1月17日(月曜日)

全国 松山市LINE公式アカウント「新春プレゼント」企画
せとか

瀬戸内の銀鱗煮干し
松山ひじき

登録者を対象にプレゼント企画を行い、当選者に景品とし
てPRしました。

1月26日(水曜日)
～2月8日(火曜日)

全国 マツヤマルシェ「せとかプレゼントキャンペーン」 せとか
プレゼント企画を実施し、当選者へ景品としてPRしまし
た。

3月9日(水曜日) 全国 松山市公式LINEアカウント　プレゼント企画 グニーユーカリ
登録者を対象にプレゼント企画を行い、当選者に景品とし
てPRしました。

6月28日(月曜日)
愛媛県

【あいテレビ】
あいテレビ「松山ひじき炒飯&おにぎり　来月1日に販売」 松山ひじき ブランド産品を使用した新商品が紹介されました。

6月28日(月曜日)
愛媛県

【テレビ愛媛】
テレビ愛媛「シャキシャキ食感と素材の味を『松山ひじき』
商品第2弾　炒飯・おにぎりが7月から発売へ」

松山ひじき ブランド産品を使用した新商品が紹介されました。

6月29日(火曜日) 愛媛県
毎日新聞「松山ひじきで新商品　チャーハンとおにぎり開
発」

松山ひじき ブランド産品を使用した新商品が紙面で紹介されました。

6月29日(火曜日) 愛媛県
愛媛新聞「『松山ひじき』を使ったチャーハン、おにぎりを
発売」

松山ひじき ブランド産品を使用した新商品が紙面で紹介されました。

6月29日(火曜日)
愛媛県

【南海放送テレビ】
南海放送　市政広報番組「大好き！まつやま」 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。

7～10月
愛媛県

【南海放送テレビ】
南海放送　お天気フィラー

瀬戸内の銀鱗煮干し
松山長なす

伊台・五明こうげんぶどう
グニーユーカリ

天気予報のフィラーとしてブランド産品が紹介されまし
た。

7月9日(金曜日)
愛媛県

（松山市＋中予地方一部）
リビングまつやま「シャキシャキ食感！『松山ひじき』の炒
飯&おにぎりがスーパーに新登場」

松山ひじき ブランド産品を使用した新商品が紙面で紹介されました。

7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」① 松山長なす

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20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 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。

9月17日(金曜日) 愛媛県 愛媛新聞「松山特産　列車で食べて」 松山ひじき ブランド産品を活用した取組が紹介されました。

10月13日(水曜日)
愛媛県

【NHKテレビ・ラジオ】
NHK愛媛のニュース「6市町の特産品を使った酒が開発」 伊台・五明こうげんぶどう ブランド産品を使った加工品が紹介されました。

10月13日(水曜日)
愛媛県

【あいテレビ】
Nスタえひめ 伊台・五明こうげんぶどう ブランド産品を使った加工品が紹介されました。

10月13日(水曜日)
愛媛県

【eat愛媛朝日テレビ】
ANNスーパーJチャンネル
「特産品使ったジン発売へ　松山の酒造メーカー」

伊台・五明こうげんぶどう ブランド産品を使った加工品が紹介されました。

10月14日(木曜日) 愛媛県 愛媛新聞「特産品使用のジン味わって」 伊台・五明こうげんぶどう ブランド産品を使った加工品が紹介されました。

◆メディア・広報
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10月14日(木曜日) 中国四国地方
日本農業新聞「果実香るジンいかが　ブドウ、イチゴ・・・
特産配合」

伊台・五明こうげんぶどう ブランド産品を使った加工品が紹介されました。

10月14日(木曜日) 愛媛県 読売新聞「中予6市町特産　香るジン」 伊台・五明こうげんぶどう ブランド産品を使った加工品が紹介されました。

10月17日(日曜日)
愛媛県

【南海放送ラジオ】
ココ大らじお 伊台・五明こうげんぶどう ブランド産品を使った加工品が紹介されました。

10月18日(月曜日) 愛媛県
日本経済新聞「水口酒造、愛媛6市町の特産品でクラフトジ
ン」

伊台・五明こうげんぶどう ブランド産品を使った加工品が紹介されました。

10月18日(月曜日)
愛媛県

【テレビ愛媛】
EBC　Live　News
「中予が丸ごと味わえる『クラフトジン』登場」

伊台・五明こうげんぶどう ブランド産品を使った加工品が紹介されました。

11月5日(金曜日) 四国地方 全国農業新聞「愛媛の特産品で『ジン』」 伊台・五明こうげんぶどう ブランド産品を使った加工品が紹介されました。

12月3日(金曜日)
愛媛県

【南海放送テレビ】
ニュースCH.４「松山の旬」③ 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。

 


