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松山うまいもんフェア 2017春の旬

せとか
カラマンダリン
瀬戸内の銀鱗煮干し
松山ひじき

前年度、料理家にサンプルを試供しPRした結果、ブランド産品を
使ったレシピが開発され、利用者に提供されました。

ニュースCh.4 「松山の旬」 現地ロケ①

松山ひじき

南海放送㈱に中島三和漁業協同組合を紹介し、テレビ番組が収
録されました。

商品紹介

松山ひじき

関係者に「松山ひじき」の商品を紹介しました。

東京大学五月祭限定コラボラーメン試食会

カラマンダリン

東京大学学園祭で販売予定のラーメンの試作に協賛しました。

クルーズ船の松山寄港に伴うおもてなし

カラマンダリン

中国からのクルーズ船Shilver Shadowの寄港とあわせて、参加
者に配布しPRしました。

東京都世田谷区
（小田急OX成城店）

「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

小田急OX成城店で、試食販売会を行いました。

4月29日（土曜日）

神奈川県相模原市
（小田急OX相模原店）

「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②）

カラマンダリン

小田急OX相模原店で、試食販売会を行いました。

4月29日（土曜日）

東京都世田谷区
（小田急OX祖師谷店）

「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

小田急OX祖師谷店で、試食販売会を行いました。

4月29日（土曜日）

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④）

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。

4月29日（土曜日）

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⑤）

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。

4月30日（日曜日）
～
5月1日（月曜日）

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①）

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2日（火曜日）
～
5月3日（水曜日）

東京都中央区
（日本橋三越本店）

「カラマンダリン」集中プロモーション（首都圏大手百貨店②）

カラマンダリン

日本橋三越本店で、試食販売会を行いました。

5月3日（水曜日）
～
5月4日（木曜日）

松山市
（道後放生園）

「カラマンダリン」試食会

カラマンダリン

5月5日（金曜日）

埼玉県八潮市
（ベルク八潮鶴ケ曽根店）

「松山一寸そらまめ」PR活動（首都圏大手量販店・スーパー①）

松山一寸そらまめ

ベルク八潮鶴ケ曽根店で、試食販売会を行いました。

5月5日（金曜日）

千葉県野田市
（ベルク野田柳沢店）

「松山一寸そらまめ」PR活動（首都圏大手量販店・スーパー②）

松山一寸そらまめ

ベルク野田柳沢店で、試食販売会を行いました。

5月6日（土曜日）

埼玉県入間郡
（ベルク藤久保店）

「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

ベルク藤久保店で、試食販売会を行いました。

5月6日（土曜日）

埼玉県川越市
（ベルク南古谷店）

「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

ベルク南古谷店で、試食販売会を行いました。

5月6日（土曜日）

埼玉県さいたま市
（ベルクさいたま櫛引店）

「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⑧）

カラマンダリン

ベルクさいたま櫛引店で、試食販売会を行いました。

5月6日（土曜日）

埼玉県さいたま市
（ベルク戸田中町店）

「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

ベルク戸田中町店で、試食販売会を行いました。

5月6日（土曜日）

千葉県松戸市
（ベルク松戸秋山店）

「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

ベルク松戸秋山店で、試食販売会を行いました。

5月6日（土曜日）

埼玉県久喜市
（ベルクベスタ東鷲宮店）

「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⑪）

カラマンダリン

ベルクベスタ東鷲宮店で、試食販売会を行いました。

5月6日（土曜日）

埼玉県春日部市
（ベルク春日部緑町店）

「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⑫）

カラマンダリン

ベルク春日部緑町店で、試食販売会を行いました。

5月6日（土曜日）

埼玉県越谷市
（ベルク東越谷店）

「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⑬）

カラマンダリン

ベルク東越谷店で、試食販売会を行いました。

5月6日（土曜日）
～
5月7日（日曜日）

東京都中央区
（銀座三越店）

「カラマンダリン」集中プロモーション（首都圏大手百貨店③）

カラマンダリン

銀座三越店で、試食販売会を行いました。

5月6日（土曜日）
～
5月7日（日曜日）

東京都渋谷区
（恵比寿三越店）

「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

恵比寿三越店で、試食販売会を行いました。

3月1日（水曜日）
～
5月31日（水曜日）

東京都港区
（香川・愛媛せとうち旬彩館）

4月13日（木曜日）

松山市
（神和地区）

4月24日（月曜日）

東京都練馬区
（読売センター）

4月25日（火曜日）
4月29日（土曜日）

東京都文京区
（山手ラーメン本郷安庵）

4月28日（金曜日）

松山市
（松山観光港）

4月29日（土曜日）

JAえひめ中央の直売所「アンテナショップひなた」と連携し、来場者
に試食宣伝を行いました。
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5月7日（日曜日）

松山市
（ニンジニアスタジアム）

5月7日（日曜日）

愛媛FCのホームゲームで、対戦相手のサポーターに配布しPRしまし
た。

愛媛FC vs レノファ山口

カラマンダリン

東京都練馬区
（サミットストア大泉学園店）

「松山一寸そらまめ」PR活動（首都圏大手量販店・スーパー③）

松山一寸そらまめ

サミットストア大泉学園店で、試食販売会を行いました。

5月7日（日曜日）

埼玉県さいたま市
（サミットストア東浦和店）

「松山一寸そらまめ」PR活動（首都圏大手量販店・スーパー④）

松山一寸そらまめ

サミットストア東浦和店で、試食販売会を行いました。

5月8日（月曜日）

松山市
（西中島地区）

ニュースCh.4 「松山の旬」 現地ロケ②

カラマンダリン

5月8日（月曜日）
～
5月9日（火曜日）

埼玉県さいたま市
（伊勢丹浦和店）

「カラマンダリン」集中プロモーション（首都圏大手百貨店⑤）

カラマンダリン

伊勢丹浦和店で、試食販売会を行いました。

5月10日（水曜日）

東京都渋谷区
（クイーンズ伊勢丹笹塚店）

「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⑭）

カラマンダリン

クイーンズ伊勢丹笹塚店で、試食販売会を行いました。

5月10日（水曜日）

東京都文京区
（クイーンズ伊勢丹小石川店）

「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⑮）

カラマンダリン

クイーンズ伊勢丹小石川店で、試食販売会を行いました。

5月10日（水曜日）

東京都港区
（クイーンズ伊勢丹品川店）

「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⑯）

カラマンダリン

クイーンズ伊勢丹品川店で、試食販売会を行いました。

5月10日（水曜日）

東京都豊島区
（クイーンズ伊勢丹目白店）

「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⑰）

カラマンダリン

クイーンズ伊勢丹目白店で、試食販売会を行いました。

5月10日（水曜日）
～
5月11日（木曜日）

神奈川県相模原市
（伊勢丹相模原店）

「カラマンダリン」集中プロモーション（首都圏大手百貨店⑥）

カラマンダリン

伊勢丹相模原店で、試食販売会を行いました。

5月10日（水曜日）
～
5月11日（木曜日）

千葉県松戸市
（伊勢丹松戸店）

「カラマンダリン」集中プロモーション（首都圏大手百貨店⑦）

カラマンダリン

伊勢丹松戸店で、試食販売会を行いました。

5月11日（木曜日）

東京都港区
（クイーンズ伊勢丹白金高輪店）

「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⑱）

カラマンダリン

クイーンズ伊勢丹白金高輪店で、試食販売会を行いました。

5月11日（木曜日）

東京都西東京市
（クイーンズ伊勢丹ひばりが丘店）

「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⑲）

カラマンダリン

クイーンズ伊勢丹ひばりが丘店で、試食販売会を行いました。

5月11日（木曜日）

埼玉県さいたま市
（クイーンズ伊勢丹大宮店）

「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⑳）

カラマンダリン

クイーンズ伊勢丹大宮店で、試食販売会を行いました。

5月12日（金曜日）

東京都武蔵野市
（クイーンズ伊勢丹武蔵境店）

「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㉑）

カラマンダリン

クイーンズ伊勢丹武蔵境店で、試食販売会を行いました。

5月12日（金曜日）

埼玉県さいたま市
（クイーンズ伊勢丹北浦和店）

「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㉒）

カラマンダリン

クイーンズ伊勢丹北浦和店で、試食販売会を行いました。

5月12日（金曜日）

千葉県市川市
（クイーンズ伊勢丹本八幡店）

「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㉓）

カラマンダリン

クイーンズ伊勢丹本八幡店で、試食販売会を行いました。

5月12日（金曜日）
～
5月13日（土曜日）

東京都府中市
（伊勢丹府中店）

「カラマンダリン」集中プロモーション（首都圏大手百貨店⑧）

カラマンダリン

伊勢丹府中店で、試食販売会を行いました。

5月12日（金曜日）
～
5月13日（土曜日）

東京都立川市
（伊勢丹立川店）

「カラマンダリン」集中プロモーション（首都圏大手百貨店⑨）

カラマンダリン

伊勢丹立川店で、試食販売会を行いました。

5月13日（土曜日）
～
5月14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㉔）

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。

5月16日（火曜日）

松山市
（松山市役所本館）

松山市防犯協会総会

カラマンダリン

防犯功労者表彰の記念品として配布しPRしました。

5月19日（金曜日）

東京都世田谷区
（富士シティオ用賀店）

「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㉕）

カラマンダリン

富士シティオ用賀店で、試食販売会を行いました。

5月19日（金曜日）

神奈川県横浜市
（富士シティオ横浜南店）

「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㉖）

カラマンダリン

富士シティオ横浜南店で、試食販売会を行いました。

5月20日（土曜日）
～
5月21日（日曜日）

東京都文京区
（山手ラーメン本郷安庵）

東京大学五月祭

カラマンダリン

東京大学の学園祭で、カラマンダリンを使った商品が販売されまし
た。

5月20日（土曜日）
～
5月21日（日曜日）

東京都港区
（東京ビッグサイト）

WOMEN EXPO 2017

カラマンダリン

来場者を対象に抽選会が行われ、当選者10名に景品としてPRし
ました。

5月22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

カラマンダリン
瀬戸内の銀鱗煮干し

JR四国が主催する関西の旅行会社向け商品説明会で、参加者
にサンプルを試供しPRしました。

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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5月27日（土曜日）

松山市
（公設水産地方卸売市場）

第16回三津の朝市 旬・鮮・味まつり

松山長なす

ブースを出展、来場者に松山長なすを活用した商品開発の試作
品、地産地消啓発カレンダーを配布しPRしました。

5月28日（日曜日）

松山市
（愛媛県総合運動公園）

愛顔つなぐえひめ大会リハーサル大会

紅まどんな入り飲むゼリー
せとか入り飲むゼリー
瀬戸内の銀鱗煮干し
松山ひじき

全国代表チームの対抗試合で来訪する選手・監督、観戦者等に
配布しPRしました。

6月2日（金曜日）

松山市
（大和屋本店）

日台観光サミット in 四国
愛媛県知事・松山市長主催歓迎晩餐会

紅まどんな入り飲むゼリー
せとか入り飲むゼリー

6月5日（月曜日）

松山市
（KH三番町プレイスビル）

第21回まつやま農林水産物ブランド化推進協議会総会

ー

6月8日（木曜日）

松山市
（泊地区）

ニュースCh.4 「松山の旬」 現地ロケ③

ビワ

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17日（土曜日）
～
6月18日（日曜日）

松山市
（松山全日空ホテル）

第37回全青連全国大会「えひめ」大会

カラマンダリン

ブランド産品やトップセールスの紹介パネルを展示しPRしました。

6月19日（月曜日）

東京都港区
（ホテル八芳園）

愛媛の酒を楽しむ会2017

瀬戸内の銀鱗煮干し

6月20日（火曜日）
～
6月21日（水曜日）

東京都千代田区
（東京ガーデンテラス紀尾井タワー）

中核市東京事務所ご当地自慢フェア2017

紅まどんな入り飲むゼリー
せとか入り飲むゼリー

6月25日（日曜日）

松山市
（ニンジニアスタジアム）

愛媛FC vs アビスパ福岡（松山広域デー）

ぼっちゃん島あわび
松山ひじき

両チームに贈呈したほか、抽選会が行われ、当選者に景品として
PRしました。

6月25日（日曜日）
～
8月22日（火曜日）

愛媛県

JR四国「伊予灘ものがたり」（大洲編①）＆「夕焼けビールトロッコ列車」

松山ひじき

JR四国観光列車、イベント列車の料理長にサンプルを試供し、レシ
ピが開発されたほか、1日50食限定の車内メニューで利用されまし
た。

7月1日（土曜日）

徳島県鳴門市
（ポカリスエットスタジアム）

徳島ヴォルティス vs 愛媛FC

瀬戸内の銀鱗煮干し

対戦相手のサポーターに配布しPRしました。

7月4日（火曜日）

松山市
（道の駅 風和里）

四国一周サイクリング おもてなしステーション風和里

紅まどんな入り飲むゼリー
せとか入り飲むゼリー

エードを設置、台湾からのサイクリング訪問団に配布しPRしました。

7月6日（木曜日）

松山市
（粟井地区）

ニュースCh.4 「松山の旬」 現地ロケ④

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。

7月10日（月曜日）

松山市
（神和地区）

Newsキャッチあい 「おさかな王国えひめの旬」 現地ロケ

ぼっちゃん島あわび

㈱あいテレビに松山マドンナ会を紹介し、テレビ番組が収録されまし
た。

7月10日（月曜日）

松山市
（松山全日空ホテル）

第50回四国治水期成同盟連合会通常総会
第16回四国河川協議会通常総会合同会

紅まどんな入り飲むゼリー
せとか入り飲むゼリー
瀬戸内の銀鱗煮干し
松山ひじき

7月16日（日曜日）
～
7月17日（月曜日）

松山市
（総合コミュニティ―センター）

市民ミュージカル 「リトルマーメイド」

ぼっちゃん島あわび

7月21日（金曜日）

全国

テレビ朝日 「ごはんジャパン」への情報提供

松山アボカド
庄大根

7月23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
（プロ野球セ・パ交流戦 東京ヤクルトスワローズ vs オリックスバファローズ）

紅まどんな
ぼっちゃん島あわび
瀬戸内の銀鱗煮干し

来場先着1,100名に「煮干し」を配布したほか、大型ビジョンでブラ
ンド産品を紹介しPRしました。

7月25日（火曜日）

松山市
（四国電力㈱ヨンデンプラザ）

2017えひめ食材を使った料理コンクール

松山長なす
伊台・五明こうげんぶどう

コンクールの食材に指定され、参加選手に提供し調理で活用した
ほか、受賞者に配布しPRしました。

7月26日（水曜日）

松山市
（松山市役所本館）

採用2年目研修

全品目（リーフレット）

研修の受講者にリーフレットを配布、講演でブランド産品を紹介し
PRしました。

7月29日（土曜日）

松山市
（マドンナスタジアム）

愛媛マンダリンパイレーツ VS 徳島インディゴソックス（中予広域デー）

伊台・五明こうげんぶどう

来場者を対象にプレゼント企画が行われ、当選者9名に景品として
PRしました。

8月2日（水曜日）

松山市
（国際ホテル松山）

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「松山ひじき」の試食販売を行ったほか、プレゼント企画が
行われ、当選者3名に「瀬戸内の銀鱗煮干し」を景品としてPRしまし
た。

8月2日（水曜日）
9月8日（金曜日）

松山市
（日本料理和敬）

地産地消レシピ開発

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

市内で活躍する料理家に、レシピ開発用としてサンプルを試供しま
した。

8月5日（土曜日）
～
8月6日（日曜日）

松山市
（道後温泉本館）

「せとか」・「甘平」カップゼリー 試食PR （市場調査）
「ライムサイダーPlime」 試飲PR（市場調査）

せとか（試作品）
松山ライム（加工品）
甘平（試作品）

ブースを出展、参加者に配布しPRしました。

当協議会の総会を開催し、平成28年度の実績報告、平成29年
度の事業計画案などが審議されました。

参加者を対象に抽選会が行われ、当選者2名に景品としてPRしま
した。

ブースを出展、参加者に試食販売を行いました。

ブースを出展、参加者に試食・配布しPRしました。

ミュージカルの挿入歌として紹介されたほか、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。

テレビ番組の担当者に、地元産品を紹介しPRしました。

来場者に試作品及び商品を提供し、市場調査を行いました。

実施・放送
・掲載月日

場所等

事業名・簡易カテゴリー

対象品目

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

8月10日（木曜日）

松山市
（河野地区、難波地区）

8月11日（金曜日）

松山市
（松山空港）

南海放送㈱に㈱森水産・㈲カネモを紹介し、テレビ番組が収録さ
れました。

ニュースCh.4 「松山の旬」 現地ロケ⑤

瀬戸内の銀鱗煮干し

松山市ふるさと納税 おかえりなさいキャンペーン

全品目（リーフレット）

第52回松山まつり

瀬戸内の銀鱗煮干し
伊台・五明こうげんぶどう
松山ひじき
グニーユーカリ
松山ライム（加工品）
甘平（試作品）

ファジアーノ岡山 vs 愛媛FC

瀬戸内の銀鱗煮干し

対戦相手のサポーターに配布しPRしました。

松山南部農道３期区間開通式典

紅まどんな入り飲むゼリー
せとか入り飲むゼリー

関係者に配布しPRしました。

航空便の利用者を対象に、リーフレットを配布しPRしました。

8月11日（金曜日）
～
8月13日（日曜日）

松山市
（城山公園堀之内地区）

8月16日（水曜日）

岡山県岡山市
（シティライトスタジアム）

8月25日（金曜日）

松山市
（東方大橋）

８月25日（金曜日）

松山市
（愛媛新聞・フジカルチャースクール
フジグラン松山教室）

ブランド産品を活用したレシピ開発

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
松山ひじき

８月28日（月曜日）

松山市
（愛媛新聞・フジカルチャースクール
フジグラン松山教室）

地元産食材を生かした料理教室
「かんたんおしゃれディナー」

松山長なす
伊台・五明こうげんぶどう
松山ひじき

料理教室の食材としてブランド産品を提供しました。

８月29日（火曜日）

松山市
（愛媛新聞・フジカルチャースクール
フジグラン松山教室）

地元産食材を生かした料理教室
「子どもと一緒に手作りランチ」

瀬戸内の銀鱗煮干し
松山長なす
松山ひじき

料理教室の食材としてブランド産品を提供しました。

８月30日（水曜日）

今治市
（今治国際ホテル）

2017えひめ食材を使った料理コンクール表彰式

松山長なす
伊台・五明こうげんぶどう

9月2日（土曜日）

大阪府大阪市
（マックスバリュ平野駅前店）

「松山長なす」PR活動（関西圏大手量販店・スーパー）

松山長なす

マックスバリュ平野駅前店で、試食販売会を行いました。

9月6日（水曜日）

大阪府
（大阪新阪急ホテル）

えひめ産業立地フェア2017 in Osaka 交流会

瀬戸内の銀鱗煮干し

参加者に試食宣伝を行いました。

9月7日（木曜日）

松山市
（伊台地区）

ニュースCh.4 「松山の旬」 現地ロケ⑥

伊台・五明こうげんぶどう

9月11日（月曜日）

松山市
（アクアパレットまつやま）

愛顔つなぐえひめ大会 松山市開催競技（水泳・水球）

せとか入り飲むゼリー

競技会場 「おもてなしコーナー」 で配布しPRしました。

9月12日（火曜日）

松山市
（北条長浜海水浴場）

愛顔つなぐえひめ大会松山市開催競技
（水泳・オープンウォータースイミング）

紅まどんな入り飲むゼリー

競技会場 「おもてなしコーナー」 で配布しPRしました。

9月12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。

9月12日（火曜日）

砥部町
（フジ砥部店）

「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

フジ砥部店で、試食販売会を行いました。

9月17日（日曜日）

松山市
（アクアパレットまつやま）

愛顔つなぐえひめ大会 松山市開催競技（水泳・競泳）

紅まどんな入り飲むゼリー

競技会場 「おもてなしコーナー」 で配布しPRしました。

9月19日（火曜日）

松前町
（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③）

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。

9月19日（火曜日）

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④）

松山ひじき

フジグラン重信で、試食販売会を行いました。

9月21日（木曜日）

松山市
（松山市役所本館）

第22回まつやま農林水産物ブランド化推進協議会総会

グニーユーカリ

9月24日（日曜日）

松山市
（松山市役所本館）

市政広報番組 「笑顔！松山！」
『まつやま農林水産物ブランド 「グニーユーカリ」』 現地ロケ

グニーユーカリ

テレビ番組が収録されました。

9月24日（日曜日）
～
11月19日（日曜日）

東京都新宿区
（新宿歴史博物館）

漱石山房記念館オープン記念特別展 生誕150年記念「漱石と子規」

全品目

ブランド産品の紹介パネルを展示しPRしました。

9月25日（月曜日）

松山市
（道後温泉別館 飛鳥乃湯泉）

道後温泉別館 飛鳥乃湯泉 開館記念式典

グニーユーカリ

会場に展示し、新ブランド産品のPR活動をスタートしました。

ブースを出展し、ブランド産品などの試食・試飲やパネル展示を行い
ました。

市内で活躍する料理家にサンプルを試供し、レシピが開発されたほ
か、当協議会のホームページに掲載しPRしました。

7月25日に行われたコンクールの「まつやま農林水産物ブランド賞」
の受賞者を表彰し、メディアを通じて情報を発信しました。

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。

当協議会の臨時総会を開催し、新たに 「グニーユーカリ」 がまつや
ま農林水産物ブランドに認定され、メディアで情報を発信しました。

実施・放送
・掲載月日

場所等

事業名・簡易カテゴリー

対象品目

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

9月26日（火曜日）

八幡浜市
（㈱えひめフーズ）

９月27日（水曜日）

松山市
（松山市役所本館）

9月30日（土曜日）

松山市
（愛媛県総合運動公園）

9月30日（土曜日）

東京都千代田区
（大手町サンケイプラザ）

10月

全国

10月1日（日曜日）
～
10月2日（月曜日）

松山市
（愛媛県総合運動公園）

10月1日（日曜日）
10月3日（火曜日）

松山市
（北条スポーツセンター）

10月4日（水曜日）

松山市
（松山中央公園）

10月4日（水曜日）

松山市
（サンセットヒルズカントリークラブ）

10月4日（水曜日）

千葉県柏市
（柏の葉カンファレンスセンター）

10月5日（木曜日）

松山市
（生石地区、小野地区）

10月6日（金曜日）

松山市
（エリエールゴルフクラブ松山）

10月6日（金曜日）

松山市
（北条スポーツセンター）

10月6日（金曜日）
～
10月9日（月曜日）

松山市
（愛媛県総合運動公園）

10月8日（日曜日）

松山市
（松山市総合コミュニティーセンター）

10月14日（土曜日）
～
10月15日（日曜日）

松山市
（大街道商店街）

10月15日（日曜日）

松山市
（ニンジニアスタジアム）

10月17日（火曜日）

松山市
（堀江地区）

販路開拓

松山ライム

食品加工の事業者に、サンプルを試供しPRしました。

JAえひめ中央役員による市長表敬訪問
（「グニーユーカリ」ブランド認定の報告・贈呈）

グニーユーカリ

愛顔つなぐえひめ国体 開会式

紅まどんな入り飲むゼリー
瀬戸内の銀鱗煮干し

会場 「ふるまいブース」 で配布しPRしました。

第38回松山南高校同窓会 関東支部総会・懇親会
2017年 松山北高校 関東支部同窓会「北斗会」

紅まどんな入り飲むゼリー
せとか入り飲むゼリー

各会場で配布しPRしました。

座朱欒プロジェクト

紅まどんな
ぼっちゃん島あわび
瀬戸内の銀鱗煮干し

クラウドファンディングの参加者に、サンプルを試供しPRしました。

愛顔つなぐえひめ大会 松山市開催競技（体操・新体操）

紅まどんな入り飲むゼリー
せとか入り飲むゼリー

競技会場 「おもてなしコーナー」 で配布しPRしました。

愛顔つなぐえひめ大会 松山市開催競技（サッカー・成年男子）

紅まどんな入り飲むゼリー
せとか入り飲むゼリー

競技会場 「おもてなしコーナー」 で配布しPRしました。

愛顔つなぐえひめ大会 松山市開催競技（自転車・トラックレース）

せとか入り飲むゼリー

競技会場 「おもてなしコーナー」 で配布しPRしました。

愛顔つなぐえひめ大会 松山市開催競技（ゴルフ・少年男女）

紅まどんな入り飲むゼリー

競技会場 「おもてなしコーナー」で配布しPRしました。

第7回 「環境未来都市」 構想推進国際フォーラム

全品目

ブランド産品の紹介パネルを展示しPRしました。

市政広報番組 「大好き！まつやま ～しあわせ未来塾～」 現地ロケ

グニーユーカリ

テレビ番組が収録されました。

愛顔つなぐえひめ大会 松山市開催競技（ゴルフ・少年男女）

せとか入り飲むゼリー

競技会場 「おもてなしコーナー」 で配布しPRしました。

愛顔つなぐえひめ大会 松山市開催競技（ハンドボール・少年男女）

せとか入り飲むゼリー

競技会場 「おもてなしコーナー」 で配布しPRしました。

愛顔つなぐえひめ大会 松山市開催競技（陸上競技・全種別）

紅まどんな入り飲むゼリー
せとか入り飲むゼリー

競技会場 「おもてなしコーナー」 で配布しPRしました。

愛顔つなぐえひめ大会 松山市開催競技（ハンドボール・少年男女）

紅まどんな入り飲むゼリー

競技会場 「おもてなしコーナー」 で配布しPRしました。

みんなの生活展2017

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10名に景
品としてPRしました。

愛媛FC vs カマタマーレ讃岐（マッチシティ 松山市）

紅まどんな
瀬戸内の銀鱗煮干し

両チームに「紅まどんな」を贈呈したほか、来場者を対象に抽選会が
行われ、当選者に「瀬戸内の銀鱗煮干し」などを景品としてPRしまし
た。

ニュースCh.4 「松山の旬」 現地ロケ⑦

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。

平成29年度 松山愛郷会総会・懇親会

紅まどんな
瀬戸内の銀鱗煮干し
松山長なす（加工品）
松山一寸そらまめ（加工品）
松山ひじき
グニーユーカリ 外

ホテルの料理家にブランド産品などを提供しレシピが開発され、料
理の試食PRなどを行ったほか、抽選会が行われ、当選者2名に「紅
まどんな」を景品としてPRしました。

京都愛媛県人会 第18回 定期総会・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3名に景品としてPRしま
した。

ブランド認定団体が来庁され、新規認定を報告したほか、当協議
会が会場に産品を展示しPRしました。

10月19日（木曜日）

東京都千代田区
（都市センターホテル）

10月22日（日曜日）

京都府京都市
（ホテルグランヴィア京都）

10月24日（火曜日）

松前町
（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③）

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。

10月24日（火曜日）

砥部町
（フジグラン重信店）

「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

フジグラン重信店で、試食販売会を行いました。

10月25日（水曜日）

松山市
（高浜地区）

BS-TBS 「日本の旬を行く！路線バスの旅」 現地ロケ

松山アボカド

BS-TBSに生産者を紹介し、テレビ番組が収録されました。

実施・放送
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10月28日（土曜日）

松山市
（愛媛県総合運動公園）

愛顔つなぐえひめ大会 開会式

せとか入り飲むゼリー
瀬戸内の銀鱗煮干し

会場 「ふるまいブース」 で配布しPRしました。

11月

島根県浜田市
（㈱シャトラン）

販路開拓

松山ライム

食品加工の事業者に、サンプルを試供しPRしました。

11月3日（金曜日）
～
11月4日（土曜日）

松山市
（坊っちゃんスタジアム、
マドンナスタジアム）

第5回東京ヤクルトスワローズカップ少年野球交流会

紅まどんな入り飲むゼリー
せとか入り飲むゼリー
瀬戸内の銀鱗煮干し
松山ひじき

参加者に配布しPRしました。

11月3日（金曜日）
～
11月4日（土曜日）

東京都千代田区
（有楽町駅前広場）

いやされて愛媛旅・愛と姫の楽園フェスティバル

瀬戸内の銀鱗煮干し

11月3日（金曜日）
～
11月5日（日曜日）

埼玉県東松山市

第40回記念大会 日本スリーデーマーチ

温州ミカン

参加者に配布しPRしました。

11月9日（木曜日）

松山市
（松山全日空ホテル）

第29回都道府県庁所在都市議長会 定期総会

紅まどんな入り飲むゼリー
瀬戸内の銀鱗煮干し

参加者に配布しPRしました。

11月11日（土曜日）

東京都千代田区
（アルカディア市ヶ谷）

温山会東京支部 総会

紅まどんな入り飲むゼリー
せとか入り飲むゼリー

関係者に配布しPRしました。

11月11日（土曜日）
～
11月12日（日曜日）

神奈川県横須賀市
（三笠公園）

よこすか産業まつり2017

瀬戸内の銀鱗煮干し

11月15日（水曜日）

松山市
（泊地区）

ニュースCh.4 「松山の旬」 現地ロケ⑧

温州ミカン

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。

11月17日（金曜日）

松山市
（松山市役所本館）

JAえひめ中央役員による市長表敬訪問
（「紅まどんな」の贈呈・試食宣伝）

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、当協
議会が啓発グッズを設置しPRしました。

11月18日（土曜日）

熊本県熊本市

第22回「草枕」国際俳句大会

紅まどんな
瀬戸内の銀鱗煮干し

受賞者の副賞として贈呈しPRしました。

11月18日（土曜日）
～
11月19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2017

紅まどんな

参加者に試食宣伝を行いました。

11月18日（土曜日）
～
11月19日（日曜日）

松山市
（城山公園堀之内地区）

えひめ・まつやま産業まつり すごいもの博2017

松山ひじき

四国電力㈱のキッチンカーを活用した料理に使うサンプルを試供し
ました。

11月19日（日曜日）

広島県広島市
（リーガロイヤルホテル広島）

広島愛媛県人会 定期総会・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2名に景品としてPRしま
した。

11月19日（日曜日）

愛知県名古屋市
（名古屋クレストンホテル）

中部愛媛県人会 定期総会・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3名に景品としてPRしま
した。

11月21日（火曜日）

松山市
（正岡地区、JAえひめ中央）

㈱三越伊勢丹フードサービス、東京青果㈱ 産地視察

紅まどんな

11月22日（水曜日）

松山市
（難波地区）

「紅まどんな」園地視察（トップセールス）

紅まどんな

11月25日（土曜日）
～
11月26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①）

紅まどんな

銀座三越店で、試食販売会を行いました。

11月25日（土曜日）
～
11月26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②）

紅まどんな

伊勢丹浦和店で、試食販売会を行いました。

11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）

「紅まどんな」トップセールス in 大田市場

紅まどんな

11月30日（木曜日）

福岡県福岡市
（グランドハイアット福岡）

JR西日本2018年度観光素材説明会

紅まどんな

11月末

松山市
（番町地区）

販路開拓・マッチング

瀬戸内の銀鱗煮干し

12月1日（金曜日）
～
12月3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③）

紅まどんな

12月2日（土曜日）

松山市
（マドンナスタジアム）

第17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

12月2日（土曜日）
～
12月3日（日曜日）

千葉県松戸市
（伊勢丹松戸店）

「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

当協議会がブースを出展し、ブランド認定団体が試食販売を行い
ました。

来場者を対象に野球拳大会が行われ、当選者10名に景品として
PRしました。

来訪者を視察にご案内し、産地をPRしました。

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。

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、トップセールスを行いました。

観光旅行商品とあわせて、ブランド産品を贈呈しPRしました。

市内で活躍する料理家に、ブランド産品を紹介し、取り扱いが開始
されました。

伊勢丹新宿店で、試食販売会を行いました。

参加者に「紅まどんな入り飲むゼリー」を配布しPRしたほか、プレゼン
ト企画が行われ、当選者4名に「紅まどんな」を景品としてPRしまし
た。

伊勢丹松戸店で、試食販売会を行いました。
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12月2日（土曜日）
～
12月3日（日曜日）

神奈川県相模原市
（伊勢丹相模原店）

「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

伊勢丹相模原店で、試食販売会を行いました。

12月2日（土曜日）
～
12月3日（日曜日）

東京都渋谷区
（恵比寿三越店）

「紅まどんな」集中プロモーション（首都圏大手百貨店⑥）

紅まどんな

恵比寿三越店で、試食販売会を行いました。

12月6日（水曜日）

松山市
（高浜地区）

「松山アボカド」園地取材

松山アボカド

報道関係者を園地に案内し、取材対応しました。

12月7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
紅まどんな入り飲むゼリー
瀬戸内の銀鱗煮干し

12月9日（土曜日）
～
12月10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⑦）

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9日（土曜日）
～
12月10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⑧）

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10日（日曜日）

東京都大田区
（オオゼキ雪が谷店）

「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①）

紅まどんな

オオゼキ雪が谷店で、試食販売会を行いました。

12月10日（日曜日）

東京都大田区
（オオゼキ池上店）

「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

オオゼキ池上店で、試食販売会を行いました。

12月10日（日曜日）

東京都目黒区
（オオゼキ碑文谷店）

「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③）

紅まどんな

オオゼキ碑文谷店で、試食販売会を行いました。

12月10日（日曜日）

東京都台東区
（オオゼキ浅草雷門店）

「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

オオゼキ浅草雷門店で、試食販売会を行いました。

12月10日（日曜日）

東京都世田谷区
（オオゼキ下北沢店）

「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

オオゼキ下北沢店で、試食販売会を行いました。

12月13日（水曜日）

松山市
（潮見地区）

ニュースCh.4 「松山の旬」 現地ロケ⑨

紅まどんな

12月14日（木曜日）

東京都大田区
（東京都中央卸売市場 大田市場）

販路開拓

松山アボカド

新たな試験販売に向けて、流通関係者と商談を行いました。

12月14日（木曜日）
～
12月15日（金曜日）

東京都世田谷区
（シミズヤ烏山店）

「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

シミズヤ烏山店で、試食販売会を行いました。

12月16日（土曜日）

京都府京都市
（大丸京都店）

「紅まどんな」PR活動（関西圏大手百貨店①）

紅まどんな

大丸京都店で、試食販売会を行いました。

12月16日（土曜日）

愛知県名古屋市
（アピタ港店）

「紅まどんな」PR活動（中京圏大手量販店・スーパー①）

紅まどんな

アピタ港店で、試食販売会を行いました。

12月16日（土曜日）

愛知県名古屋市
（アピタ名古屋南店）

「紅まどんな」PR活動（中京圏大手量販店・スーパー②）

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16日（土曜日）

愛知県岡崎市
（アピタ岡崎北店）

「紅まどんな」PR活動（中京圏大手量販店・スーパー③）

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16日（土曜日）

三重県桑名市
（アピタ桑名店）

「紅まどんな」PR活動（中京圏大手量販店・スーパー④）

紅まどんな

アピタ桑名店で、試食販売会を行いました。

愛知県名古屋市
「紅まどんな」PR活動（中京圏大手量販店・スーパー⑤）
（マックスバリュグランド千種若宮大通店）

紅まどんな

12月16日（土曜日）

「紅まどんな入り飲むゼリー」の販売、「瀬戸内の銀鱗煮干し」の試
食のほか、プレゼント企画が行われ、当選者3名に「紅まどんな」を景
品としてPRしました。

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。

マックスバリュグランド千種若宮大通店で、試食販売会を行いまし
た。

12月16日（土曜日）

愛知県名古屋市
（マックスバリュグランド名西店）

「紅まどんな」PR活動（中京圏大手量販店・スーパー⑥）

紅まどんな

マックスバリュグランド名西店で、試食販売会を行いました。

12月16日（土曜日）
～
12月17日（日曜日）

東京都府中市
（伊勢丹府中店）

「紅まどんな」集中プロモーション（首都圏大手百貨店⑨）

紅まどんな

伊勢丹府中店で、試食販売会を行いました。

12月16日（土曜日）
～
12月17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⑦）

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16日（土曜日）
～
12月17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⑧）

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16日（土曜日）
～
12月17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⑨）

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16日（土曜日）
～
12月17日（日曜日）

東京都港区
（クイーンズ伊勢丹白金高輪店）

「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

クイーンズ伊勢丹白金高輪店で、試食販売会を行いました。
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12月16日（土曜日）
～
12月17日（日曜日）

東京都港区
（クイーンズ伊勢丹品川店）

12月17日（日曜日）

東京都葛飾区
（金町駅前団地広場）

12月17日（日曜日）

「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

クイーンズ伊勢丹品川店で、試食販売会を行いました。

ふるさと・クリスマスマーケット
（平成29年度ライティング・コラボレーションかなまち）

松山ひじき

愛知県丹羽郡
（アピタ大口店）

「紅まどんな」PR活動（中京圏大手量販店・スーパー⑦）

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17日（日曜日）

愛知県一宮市
（アピタ一宮店）

「紅まどんな」PR活動（中京圏大手量販店・スーパー⑧）

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17日（日曜日）

愛知県長久手市
（アピタ長久手店）

「紅まどんな」PR活動（中京圏大手量販店・スーパー⑨）

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17日（日曜日）

愛知県名古屋市
（アピタ新守山店）

「紅まどんな」PR活動（中京圏大手量販店・スーパー⑩）

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17日（日曜日）

愛知県稲沢市
（アピタ稲沢東店）

「紅まどんな」PR活動（中京圏大手量販店・スーパー⑪）

紅まどんな

アピタ稲沢東店で、試食販売会を行いました。

12月17日（日曜日）

愛知県小牧市
（アピタ小牧店）

「紅まどんな」PR活動（中京圏大手量販店・スーパー⑫）

紅まどんな

アピタ小牧店で、試食販売会を行いました。

12月17日（日曜日）

愛知県小牧市
（アピタ桃花台店）

「紅まどんな」PR活動（中京圏大手量販店・スーパー⑬）

紅まどんな

アピタ桃花台店で、試食販売会を行いました。

12月17日（日曜日）

愛知県岩倉市
（アピタ岩倉店）

「紅まどんな」PR活動（中京圏大手量販店・スーパー⑭）

紅まどんな

アピタ岩倉店で、試食販売会を行いました。

12月17日（日曜日）

岐阜県可児郡
（アピタ御嵩店）

「紅まどんな」PR活動（中京圏大手量販店・スーパー⑮）

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17日（日曜日）

愛知県名古屋市
（アピタ高蔵寺店）

「紅まどんな」PR活動（中京圏大手量販店・スーパー⑯）

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19日（火曜日）

東京都渋谷区
（小田急OX代々木上原店）

「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

小田急OX代々木上原店で、試食販売会を行いました。

12月19日（火曜日）

東京都世田谷区
（小田急OX経堂店）

「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

小田急OX経堂店で、試食販売会を行いました。

12月19日（火曜日）

東京都世田谷区
（小田急OX成城店）

「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

小田急OX成城店で、試食販売会を行いました。

12月19日（火曜日）

東京都狛江市
（小田急OX狛江店）

「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

小田急OX狛江店で、試食販売会を行いました。

12月19日（火曜日）

神奈川県川崎市
（小田急OX新百合ヶ丘店）

「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

小田急OX新百合ヶ丘店で、試食販売会を行いました。

12月19日（火曜日）

神奈川県相模原市
（小田急OX相模大野店）

「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

小田急OX相模大野店で、試食販売会を行いました。

12月20日（水曜日）

兵庫県宝塚市
（宝塚阪急）

「紅まどんな」PR活動（関西圏大手百貨店②）

紅まどんな

宝塚阪急で、試食販売会を行いました。

12月20日（水曜日）

兵庫県西宮市
（西宮阪急）

「紅まどんな」PR活動（関西圏大手百貨店③）

紅まどんな

西宮阪急で、試食販売会を行いました。

12月20日（水曜日）

松山市
（南海放送㈱）

ニュースCh.4 年末特番スペシャル 収録

グニーユーカリ

テレビ番組が収録されました。

12月21日（木曜日）

兵庫県川西市
（川西阪急）

「紅まどんな」PR活動（関西圏大手百貨店④）

紅まどんな

川西阪急で、試食販売会を行いました。

12月21日（木曜日）

大坂府豊中市
（千里阪急）

「紅まどんな」PR活動（関西圏大手百貨店⑤）

紅まどんな

千里阪急で、試食販売会を行いました。

12月22日（金曜日）

大坂府大阪市
（阪急うめだ本店）

「紅まどんな」PR活動（関西圏大手百貨店⑥）

紅まどんな

阪急うめだ本店で、試食販売会を行いました。

12月22日（金曜日）

兵庫県神戸市
（大丸須磨店）

「紅まどんな」PR活動（関西圏大手百貨店⑦）

紅まどんな

大丸須磨店で、試食販売会を行いました。

12月22日（金曜日）

松山市
（庄地区）

ニュースCh.4 「松山の旬」 現地ロケ⑩

庄大根

当協議会がブースを出展、ブランド認定団体が「松山ひじき」を販
売しました。

南海放送㈱に庄大根研究会を紹介し、テレビ番組が収録されまし
た。

実施・放送
・掲載月日

場所等

事業名・簡易カテゴリー
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取組の詳細

12月22日（金曜日）

松山市
（道後温泉別館 飛鳥乃湯泉）

12月23日（土曜日）

「ふるさと応援TV えひめのミカタ 2018新春スペシャル」 収録

グニーユーカリ

愛媛朝日テレビの年末特別番組が収録されました。

東京都世田谷区
（信濃屋代田食品館）

「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

信濃屋代田食品館で、試食販売会を行いました。

12月23日（土曜日）

東京都世田谷区
（信濃屋喜多見駅前店）

「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

信濃屋喜多見駅前店で、試食販売会を行いました。

12月23日（土曜日）

大阪府大阪市
（大丸梅田店）

「紅まどんな」PR活動（関西圏大手百貨店⑧）

紅まどんな

大丸梅田店で、試食販売会を行いました。

12月23日（土曜日）

愛知県名古屋市
（アピタ鳴海店）

「紅まどんな」PR活動（中京圏大手量販店・スーパー⑰）

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23日（土曜日）

兵庫県神戸市
（大丸神戸店）

「紅まどんな」PR活動（関西圏大手百貨店⑨）

紅まどんな

大丸神戸店で、試食販売会を行いました。

12月24日（日曜日）

大阪府和泉市
（くだもの王国 アオイ農園）

「紅まどんな」PR活動（関西圏 フルーツ専門店）

紅まどんな

くだもの王国 アオイ農園で、試食販売会を行いました。

12月26日（火曜日）

松山市
（道後温泉別館 飛鳥乃湯泉）

道後温泉別館 飛鳥乃湯泉 グランドオープン

グニーユーカリ

会場に展示しPRしました。

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
グニーユーカリ

1月4日（木曜日）

松山市
（松山市総合コミュニティセンター）

参加者に食品の試食宣伝を行ったほか、花きを展示しPRしまし
た。

1月13日（土曜日）

京都府京都市
（大丸京都店）

「紅まどんな」PR活動（関西圏大手百貨店①）

紅まどんな

大丸京都店で、試食販売会を行いました。

1月13日（土曜日）

大阪府大阪市
（大丸梅田店）

「紅まどんな」PR活動（関西圏大手百貨店⑨）

紅まどんな

大丸梅田店で、試食販売会を行いました。

1月13日（土曜日）

兵庫県神戸市
（大丸神戸店）

「紅まどんな」PR活動（関西圏大手百貨店⑨）

紅まどんな

大丸神戸店で、試食販売会を行いました。

1月13日（土曜日）

松山市
（粟井地区）

アボカド生産グループ北条総会・栽培講習会

松山アボカド

育成産品の栽培講習会に参加しました。

1月14日（日曜日）

松山市
（大街道商店街）

第2回えひめプロスポーツフェスタ

イヨカン

参加者に試食販売を行いました。

1月19日（金曜日）

松山市
（由良地区）

ニュースCh.4 「松山の旬」 現地ロケ⑪

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。

1月20日（土曜日）

岡山県岡山市
（TKP岡山カンファレンスセンター）

岡山愛媛県人会 定期総会・懇親会

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21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2018

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24日（水曜日）

松山市
（東中島地区）

ジビエ料理講習会

ジビエ

地元産品の料理講習会に参加しました。

旅する温泉

紅まどんな入り飲むゼリー
せとか
せとか入り飲むゼリー
ぼっちゃん島あわび
瀬戸内の銀鱗煮干し
甘平

利用者に試食宣伝を行いました。

「せとか」園地視察（トップセールス）

せとか

「せとか」集中プロモーション（首都圏大手百貨店①）

せとか

伊勢丹立川店で、試食販売会を行いました。

品川やきいもテラス2018

せとか
イヨカン

来場者に配布しPRしました。

1月26日（金曜日）
～
1月27日（土曜日）

東京都港区
（旅する新虎マーケット）

1月31日（水曜日）

松山市
（難波地区）

2月3日（土曜日）
～
2月4日（日曜日）

東京都立川市
（伊勢丹立川店）

2月3日（土曜日）
～
2月4日（日曜日）

東京都港区
（品川シーズンテラス）

2月7日（水曜日）

東京都渋谷区
（小田急OX代々木上原店）

「せとか」集中プロモーション（首都圏大手量販店・スーパー①）

せとか

小田急OX代々木上原店で、試食販売会を行いました。

2月7日（水曜日）

東京都世田谷区
（小田急OX玉川学園店）

「せとか」集中プロモーション（首都圏大手量販店・スーパー②）

せとか

小田急OX玉川学園店で、試食販売会を行いました。

2月7日（水曜日）

東京都世田谷区
（小田急OX成城店）

「せとか」集中プロモーション（首都圏大手量販店・スーパー③）

せとか

小田急OX成城店で、試食販売会を行いました。

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。

実施・放送
・掲載月日
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2月8日（木曜日）

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、トップセールスを行いました。

2月8日（木曜日）

東京都中野区
（湘南香料㈱）

販路開拓

松山ライム

食品加工の事業者を訪問し、産地の課題等に関して協議しまし
た。

2月9日（金曜日）

東京都渋谷区
（SO-CAL LINK GALLERY）

「道後オンセナート2018」 グランドオープン 東京記者発表会

せとか

2月9日（金曜日）
～
2月11日（日曜日）

松山市
（競輪場）

第8回まつやま農林水産物ブランド賞争奪戦

せとか
瀬戸内の銀鱗煮干し
松山ひじき

2月11日（日曜日）
～
2月12日（月曜日）

東京都府中市
（伊勢丹府中店）

「せとか」集中プロモーション（首都圏大手百貨店②）

せとか

伊勢丹府中店で、試食販売会を行いました。

2月11日（日曜日）
～
2月12日（月曜日）

埼玉県さいたま市
（伊勢丹浦和店）

「せとか」集中プロモーション（首都圏大手百貨店③）

せとか

伊勢丹浦和店で、試食販売会を行いました。

2月15日（木曜日）

東京都渋谷区
（小田急OX代々木上原店）

「せとか」集中プロモーション（首都圏大手量販店・スーパー①）

せとか

小田急OX代々木上原店で、試食販売会を行いました。

2月15日（木曜日）

東京都世田谷区
（小田急OX経堂店）

「せとか」集中プロモーション（首都圏大手量販店・スーパー④）

せとか

小田急OX経堂店で、試食販売会を行いました。

2月15日（木曜日）

東京都世田谷区
（小田急OX成城店）

「せとか」集中プロモーション（首都圏大手量販店・スーパー③）

せとか

小田急OX成城店で、試食販売会を行いました。

2月15日（木曜日）

東京都世田谷区
（小田急OX玉川学園店）

「せとか」集中プロモーション（首都圏大手量販店・スーパー②）

せとか

小田急OX玉川学園店で、試食販売会を行いました。

2月15日（木曜日）

東京都世田谷区
（小田急OX大和店）

「せとか」集中プロモーション（首都圏大手量販店・スーパー⑤）

せとか

小田急OX大和店で、試食販売会を行いました。

2月15日（木曜日）

神奈川県相模原市
（小田急OX相模大野店）

「せとか」集中プロモーション（首都圏大手量販店・スーパー⑥）

せとか

小田急OX相模大野店で、試食販売会を行いました。

2月15日（木曜日）

神奈川県川崎市
（小田急OX新百合ヶ丘店）

「せとか」集中プロモーション（首都圏大手量販店・スーパー⑦）

せとか

小田急OX新百合ヶ丘店で、試食販売会を行いました。

2月16日（金曜日）
～
2月17日（土曜日）

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④）

せとか

伊勢丹新宿店で、試食販売会を行いました。

2月17日（土曜日）
～
2月18日（日曜日）

松山市
（アイテムえひめ）

第12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2018 in 三津浜
環境モデル都市まつやま環境フェア2018

せとか
瀬戸内の銀鱗煮干し
松山ひじき

ブランド産品の試食販売、イベント、リーフレット配布、同時開催イ
ベントの来賓へのPRのほか、プレゼント企画が行われ、来場者に景
品としてPRしました。また、報道関係者に取材されました。

2月17日（土曜日）
～
2月18日（日曜日）

松山市
（アイテムえひめ）

第12回まつやま農林水産まつり
（当協議会出展ブース）

グニーユーカリ

外部講師によるブランド産品を使った体験イベントを行ったほか、パ
ネルを展示しPRしました。また、報道関係者に取材されました。

2月17日（土曜日）
～
2月18日（日曜日）

松山市
（アイテムえひめ）

第12回まつやま農林水産まつり
（当協議会出展ブース）

松山アボカド

地元の学生が育成産品を使って開発した商品の試験販売が行わ
れたほか、パネルを展示しPRしました。また、報道関係者に取材され
ました。

2月18日（日曜日）

奈良県生駒郡
（法隆寺）

聖徳太子市

瀬戸内の銀鱗煮干し

2月19日（月曜日）
～
2月20日（火曜日）

松山市
（子規記念博物館、
松山市総合コミュニティセンター）

坊っちゃんカップ・第11回道後温泉卓球大会（前夜祭、競技）

せとか
せとか入り飲むゼリー

2月23日（金曜日）
～
2月25日（日曜日）

北海道札幌市
（さっぽろ東急）

第19回松山の物産と観光展

せとか
甘平

当協議会がブースを出展し、試食販売会を行いました。

2月24日（土曜日）
～
2月25日（日曜日）

千葉県松戸市
（伊勢丹松戸店）

「せとか」集中プロモーション（首都圏大手百貨店⑤）

せとか

伊勢丹松戸店で、試食販売会を行いました。

2月24日（土曜日）
～
2月25日（日曜日）

神奈川県相模原市
（伊勢丹相模原店）

「せとか」集中プロモーション（首都圏大手百貨店⑥）

せとか

伊勢丹相模原店で、試食販売会を行いました。

3月3日（土曜日）
～
3月4日（日曜日）

松山市
（総合コミュニティセンター）

市民文化フェスタ2018

せとか
松山ひじき
不知火

3月16日（金曜日）
～
3月18日（日曜日）

福岡県福岡市
（博多阪急）

「せとか」集中プロモーション（九州圏大手百貨店①）

せとか

博多阪急で、試食販売会を行いました。

3月17日（土曜日）
～
3月18日（日曜日）

福岡県福岡市
（岩田屋本店）

「せとか」集中プロモーション（九州圏大手百貨店②）

せとか

岩田屋本店で、試食販売会を行いました。

報道関係者に配布しPRしました。

優勝者の副賞として「せとか」を贈呈したほか、来場者を対象に抽
選会が行われ、当選者に景品としてPRしました。

参加者に配布しPRしました。

会場でブランド産品を試食宣伝したほか、抽選会が行われ、当選
者50名に景品としてPRしました。

当協議会がブースを出展し、柑橘の試食宣伝を行ったほか、来場
者に「松山ひじき」を配布しPRしました。

実施・放送
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3月18日（日曜日）
～
3月19日（月曜日）

福岡県福岡市
（サンリブ木の葉モール橋本店）

3月21日（水曜日）

東温市

3月25日（日曜日）

松山市
（東中島地区）

4月10日（月曜日）

「せとか」集中プロモーション（九州圏大手量販店・スーパー）

せとか

サンリブ木の葉モール橋本店で、試食販売会を行いました。

ニュースCh.4 「松山の旬」 現地ロケ⑫

イチゴ

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。

ハースト25ans企画 現地ロケ

カラマンダリン

婦人画報社にカラマンダリンの園地を紹介し、雑誌記事の撮影を
行いました。

松山市

「道後焼酎／松山一寸そらまめ」 原材料マッチング（商品化継続）

松山一寸そらまめ

一昨年度に「道後焼酎／松山一寸そらまめ」を開発した水口酒造㈱とJA
えひめ中央とのマッチングを行い、引き続き商品が販売されました。

4月27日（木曜日）
～
4月28日（金曜日）

松山市

「せとか」を使った発泡酒 原材料マッチング（商談）

せとか

昨年度に「道後オレンジエール」（「紅まどんな」を使ったペールエール）を
開発した水口酒造㈱にJAえひめ中央を紹介しました。

9月15日（金曜日）

松山市
（泊地区）

島の産品を活用したスイーツの試作

カラマンダリン
松山ライム

松山市地域おこし協力隊と生産者が連携し、ブランド産品を使った商品が
試作されました。

12月11日（月曜日）

松山市

「道後オレンジ・エール」の改良

紅まどんな

昨年度に水口酒造㈱が商品化された「道後オレンジエール」（「紅まどん
な」を使ったビール）の改良に使用する生果を提供しました。

12月17日（日曜日）

東京都葛飾区
（金町駅前団地広場）

ふるさと・クリスマスマーケット
（平成29年度ライティング・コラボレーションかなまち）

紅まどんな

当協議会がブースを出展、商品開発のアンケートを行ったほか、参
加者を対象に、「紅まどんな」を景品としてPRしました。

3月20日（火曜日）

松山市

「道後オレンジ・エール（せとか）」の試作

せとか

水口酒造㈱が製造する「道後オレンジエール」（「せとか」を使った発泡
酒）の試作に使用する生果を提供しました。

1月28日（月曜日）
～
5月1日（日曜日）

松山市
（道後放生園）

市花「つばき」でおもてなし 椿写真コンテスト

カラマンダリン

参加者を対象にプレゼント企画を行い、受賞者3名に景品として
PRしました。

4月

全国

郡山市民空の旅キャンペーン（航空便乗継）

カラマンダリン

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。

4月21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

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5名に景品として
PRしました。

4月21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12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

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5名に景品として
PRしました。

6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3
名に景品としてPRしました。

7月
～
9月

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14日（金曜日）

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

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。

7月21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2日（水曜日）

松山市
（坂の上の雲ミュージアム）

来館150万人達成記念セレモニー

瀬戸内の銀鱗煮干し

8月18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。

8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。

9月1日（金曜日）

全国

暖暖松山12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3名に景品として
PRしました。

9月18日（月曜日）

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

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。

10月1日（日曜日）
～
2月14日（水曜日）

全国
（インスタグラム）

＃riratabi Shikokuフォトコンテスト

せとか

参加者を対象にプレゼント企画を行い、受賞者3名に景品として
PRしました。

150万人目の来館者に贈呈しPRしました。

実施・放送
・掲載月日

場所等

事業名・簡易カテゴリー

対象品目

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」⑦ 視聴者プレゼント

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。

10月20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。

11月3日（金曜日）

松山市
（松山大学）

えひめe-baseball大会

瀬戸内の銀鱗煮干し

11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

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14日（木曜日）

愛媛県
（南海放送テレビ）

ニュースCh.4 「松山の旬」⑨ 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。

1月19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。

2月15日（木曜日）

愛媛県
（南海放送テレビ）

ニュースCh.4 「松山の旬」⑪ 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。

4月21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

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。

4月24日（月曜日）

全国
（産経新聞）

記事掲載
『日本独自に進化する“食べる美容液” アボカド料理』

松山アボカド

記事が掲載され、育成産品が紹介されました。

5月12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

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。

7月13日（木曜日）

愛媛県
（あいテレビ）

Newsキャッチあい 「おさかな王国えひめの旬」
『松山の離島が育む ブランドアワビ』

ぼっちゃん島あわび

7月14日（金曜日）

愛媛県
（南海放送テレビ）

ニュースCh.4 「松山の旬」④

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18日（金曜日）

愛媛県
（南海放送テレビ）

ニュースCh.5 「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。

8月27日（日曜日）

全国
（NHK総合）

「うまいッ！」
（夏バテ解消SP ”うまいッ！”食材を厳選）

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。

9月15日（金曜日）

愛媛県
（南海放送テレビ）

ニュースCh.4 「松山の旬」⑥

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

愛媛県
（愛媛CATV）

市政広報番組 「笑顔！松山！」
『まつやま農林水産物ブランド 「グニーユーカリ」』

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（金曜日）

愛媛県
（南海放送テレビ）

ニュースCh.4 「松山の旬」⑦

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24日（火曜日）
10月29日（日曜日）

愛媛県
（南海放送テレビ）

市政広報番組 「大好き！まつやま ～しあわせ未来塾～」
『新たに仲間入り！まつやま農林水産物ブランド 「グニーユーカリ」』

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。

11月1日（水曜日）

松山市

広報まつやま11月1日号
『「花き」部門では初認定！10品目目の「まつやま農林水産物ブランド」』

グニーユーカリ

記事を掲載し、ブランド産品を紹介しました。

11月17日（金曜日）

愛媛県
（NHK松山放送局）

「四国お昼のクローバー」
（えひめ・まつやま産業まつり すごいもの博2017）

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。

11月27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

動画を配信しました。

11月28日（火曜日）

全国
（BS-TBS）

「日本の旬を行く！路線バスの旅」
『絶景の渓谷温泉と秋の瀬戸内めぐり』

松山アボカド

テレビ番組が放映され、育成産品が紹介されました。

12月7日（月曜日）

愛媛県
（愛媛新聞）

記事掲載
『松山印 「森のバター」 アボカド収穫最盛期』

松山アボカド

記事が掲載され、育成産品が紹介されました。

12月7日（月曜日）

全国
（朝日新聞）

記事掲載
『松山産 果肉どっしり』

松山アボカド

記事が掲載され、育成産品が紹介されました。

12月10日（日曜日）

全国
（産経新聞）

記事掲載
『日本一の産地目指し アボカド収穫始まる』

松山アボカド

記事が掲載され、育成産品が紹介されました。

受賞者の副賞として贈呈しPRしました。

テレビ番組が放映され、ブランド産品が紹介されたほか、新しいレシ
ピが開発されました。

実施・放送
・掲載月日

場所等

事業名・簡易カテゴリー

対象品目

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

12月14日（木曜日）

愛媛県
（南海放送テレビ）

ニュースCh.4 「松山の旬」⑨

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14日（木曜日）

全国
（日本農業新聞）

記事掲載
『アボカド 日本一産地めざす 生産量 着々と増加』

松山アボカド

記事が掲載され、育成産品が紹介されました。

1月2日（火曜日）

愛媛県
（愛媛朝日テレビ）

「ふるさと応援TV えひめのミカタ2018新春スペシャル」

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。

2月6日（火曜日）
2月11日（日曜日）

愛媛県
（南海放送テレビ）

市政広報番組 「大好き！まつやま ～しあわせ未来塾～」
『第12回まつやま農林水産まつりへ行こう』

グニーユーカリ

2月15日（木曜日）

愛媛県
（南海放送テレビ）

ニュースCh.4 「松山の旬」⑪

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。

3月14日（水曜日）

松山市公式ホームページ

You Tube 「松山市動画チャンネル」
『「せとか」トップセールス in 大田市場』

せとか

動画を配信しました。

テレビ番組が放映され、ブランド産品を使ったイベントが告知されま
した。

