
 

 

 
 
 
 

 

「さぬきの夢」うどんと、さぬき讃ベジタブル、高知県産「ゆず」の 
コラボフェアを開催！ 

 

 

 

 

 

１ 主催 かがわ農産物流通消費推進協議会、ＪＡ香川県、高知県ゆず振興対策協議会     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 内容  

※実施店舗では、対人距離の確保、パーテーションの活用、適切な換気など新型コロナウイルス感染防止対策

の徹底を行っています。 

項目 日時 場所 内容 備考 

贈呈式 

【冬至】 

12月22日(木) 

9:30～ 

さぬきうどん

の駅 綾川 

① JA香川県、JA高知県、 

うどん店代表あいさつ 

②PR大使・ゆるキャラ紹介 

③生産者らによるさぬき讃

ベジタブル、 

高知県産「ゆず」の贈呈 

④記念撮影 

【出席者】 

・JA香川県、「さぬき讃ベジタブ

ル」生産者 

・JA高知県、ゆず生産者 

・民サ麺業株式会社 

香川
かがわ

隆
たか

昭
あき

 社長 

・さぬき讃サンはなやか（花野

果）大使 

・香川県産野菜イメージキャラクター

「ベジィさん」 
・高知県ゆず振興対策協議会マスコット

キャラクター「ゆずのやま」 

コラボ 

フェア 

12月22日(木) 

～ 

12月31日(土) 

(10日間) 

「さぬきの夢」

応援店 

(11店舗： 

裏面参照) 

「さぬき讃ベジタブル」、

高知県産「ゆず」を使用し

た限定メニュー・トッピン

グの提供。 

期間中にフェアメニューを注文

の方に、数量限定で「ゆずのや

ま」や「ベジィさん」のノベル

ティなどをプレゼント！ 

「さぬきの夢」うどんや旬・品質などにこだわって栽培した野菜「さぬき讃ベジタブル」、高知県の特

産品「ゆず」の消費拡大を目的に、①香川・高知両県の関係団体が合同コラボフェアを初めて実施す

るとともに、②12 月 22 日（木）には、さぬき讃ベジタブル及び高知県産「ゆず」の贈呈式を行います。 

令和４年12月16日（金） 

かがわ農産物流通消費推進協議会事務局 

農業生産流通課 農産物ブランド推進Ｇ 

担当：古市・山崎・鬼木（内線3772） 

電話：087-832-3417 

※取材に関するお願い 
・取材いただける場合は、12 月 21日(水)17時までに農業生産流通課までご連絡いただき

ますようお願いします。（雨天決行） 
・当日、取材の際には、必ずマスクの着用をお願いいたします。 
・37.5 度以上の発熱や体調不良等の症状がある方の出席は、控えるよう御協力よろしくお 
願いいたします。 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

さぬきの夢の小麦 高知県産ゆず 
高知県ゆず振興対策協議会 
マスコットキャラクター 

「ゆずのやま」 



 

 

＜参加11店舗＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜参考＞ 
○「さぬき讃ベジタブル」 
  生産者※が旬や品質等にこだわって作った香川県産野菜。香川県産野菜が大好きな「サイ」がモ
チーフの「ベジィさん」がイメージキャラクターです。 

 ※香川県産野菜イメージアップ計画を作成し、かがわ農産物流通消費推進協議会の認定を受けた者。 

【「さぬき讃ベジタブル」一覧】 
・レタス ・ブロッコリー ・青ネギ ・たまねぎ ・アスパラガス(さぬきのめざめを含む) 
・にんにく・ミニトマト ・金時にんじん ・かんしょ ・パセリ ・セルリー 
・キャベツ ・なばな ・オクラ ・スイートコーン ・きゅうり  
・なす(三豊なすを含む) ・モロヘイヤ(さぬきのヘイヤを含む)  
・まんば ・食べて菜 ・葉ごぼう ・香川本鷹 
 

○高知県産「ゆず」 
全国の出荷量の約５割を占める高知県では、春～夏まで「青ゆず」、秋～冬「黄ゆず」と周年出

荷しています。近年は加工品が数多く開発され、販売も順調であったため栽培面積、生産量ともに
増加しています。高知県産ゆずは海外でも人気があり、現在、EU、アメリカ、アジア等に輸出され
ています。 
 
○「さぬきの夢」応援店 

香川県内のうどん店のうち、原料として香川県オリジナル小麦「さぬきの夢」（ブレンドを含む）の

小麦粉を使用したうどんを通年提供し、「さぬきの夢」に関する情報発信に協力いただける店舗とし

て、かがわ農産物流通消費推進協議会が登録したうどん店（令和４年11月末現在、49店舗）。 
 
○かがわ農産物流通消費推進協議会 

県産農産物の需要拡大等のため、県と生産・流通団体、消費者団体等で構成する組織であり、
「さぬきの夢」のブランド化や県内外での県産農産物フェアの開催など、県産農産物のPRや販売
促進などに取り組んでいます。また、県産ブランド果実「さぬき讃フルーツ」、同野菜「さぬき讃
ベジタブル」、同花き「さぬき讃フラワー」を束ねた「さぬき讃シリーズ」をPRする「さぬき讃
サンはなやか(花野果)大使」を３名に委嘱し、県産農産物の一体的なPRに取組んでいます。 

 会長 早川茂（香川大学名誉教授）設立：平成12年8月1日 構成機関・団体17<令和４年４月現在> 
 
○高知県ゆず振興対策協議会 
  中山間地域の基幹品目である高知県産ゆずの生産性向上の取り組みや、作柄・出荷予測調査及
び、青果ゆずや加工品の消費・販路拡大に取り組んでいます。高知県ゆず振興対策協議会の公式
マスコット「とさゆずのやま」はゆずと土佐犬をモチーフにしたキャラクターです。 

 会長 青木厚林（高知県農業協同組合 営農販売事業本部） 設立：昭和58年９月 
 構成機関・団体21（県、市町村、JA） 
 
 
 
 
 

【問合せ先】  香川県：香川県農業生産流通課 農産物ブランド推進グループ 鬼木 
           電話：087－832－3417 
              高知県：高知県農産物マーケティング戦略課 販売拡大担当 渋谷 
           電話：088－821－4582 

地　域 店　　舗　　名 地　域 店　　舗　　名

うどん　田中 小豆郡土庄町 おおみねのうどん屋さん

うどん棒　本店 綾川町 さぬきうどんの駅　綾川

かわたうどん 多度津町 釜出しさぬきうどん　めん一

さぬき麺業いしうす庵レインボー店 まんのう町 仲南産直市内食堂

ふる里うどん 三豊市 釜あげうどん　七福

六平うどん

高松市



さぬきの夢応援店
ステッカー

さぬきコーチンをはじめとし、地
元食材を使用した野菜たっぷ
りしっぽくうどん。ほんのり香るゆ
ずとのコラボが絶品！

・ゆず薫る！しっぽくうどん
（金時にんじん、大根、ゆず等)

おおみねのうどん屋さん（小豆郡土庄町）
メニュー

ポ
イ
ン
ト

ゆず薫る！しっぽくうどん

・ゆずまるごと1個のったおろし
ぶっかけです。
・金時にんじん、金時かんしょな
どの野菜たっぷり。自家製みそを
使用しています。

・まるごとゆずのおろしぶっかけ
・打ち込み みそ煮込みうどん
・いなり
（金時にんじん、大根、ゆず等)

うどん田中（高松市林町）

メニュー

ポ
イ
ン
ト まるごとゆずのおろしぶっかけ

・香川県の野菜（大根、金時人
参等をたっぷり使った暖かい一品で
す。
・色とりどりの野菜の中になばなと
金時人参がひときわ美味しさアップ

・しっぽくうどん
・チャンポンうどん
・たこ天うどん（温）
（金時にんじん、大根、ゆず等)

うどん棒 本店（高松市亀井町）

メニュー

ポ
イ
ン
ト しっぽくうどん

高知県産&香川県産の野菜を使
用したメニュー。サクサク鶏天と柚
子の相性はバッチリ‼
柚子の香りでさっぱりといただける
逸品です。どうぞご賞味あれ!!

・ゆず香る
鶏天ぶっかけうどん

（なばな、金時にんじん、 ゆず等)

かわたうどん（高松市香南町）
メニュー

ポ
イ
ン
ト

ゆず香る鶏天ぶっかけうどん

ロメインレタスをはじめ、たっぷ
りの野菜と鶏肉のあんかけに
ゆず川を使用し、香り豊かに
仕上げました。

・ゆず薫る野菜たっぷり
あんかけうどん

（ロメインレタス、ゆず等)

さぬき麺業いしうす庵 レインボー店
（高松市松縄町）

メニュー

ポ
イ
ン
ト

ゆず薫る野菜たっぷりあんかけうどん

・オリーブ牛を使用することで、更に地
産地消に力を入れているメニューです。
・まんばを唐辛子と炒め、アクセントに
したメニューです。

・ゆず香るロメインレタスと
オリーブ牛うどん

・辛子まんばのゆず風味かしわうどん
（金時にんじん、大根、ゆず等)

ふる里うどん（高松市川島東町）

メニュー

ポ
イ
ン
ト ゆず香るロメインレタスと

オリーブ牛うどん

うどん＋かき揚げ、ゆずを
絞ってさっぱりと！

・冬野菜のかき揚げ
ゆず添え

（ロメインレタス、金時にんじん、ゆず等)

仲南産直市内食堂（仲多度郡まんのう町）

メニュー

ポ
イ
ン
ト 冬野菜のかき揚げゆず添え

・金時人参、さつま芋、大根など、
冬野菜ゴロゴロの豆乳出汁にブロッ
コリーとゆずのトッピングで彩取りと
熱々でポカポカだよ。
・釜あげうどんのおいしさをネギとゆず
の香りと醤油でシンプルに楽んで。

・豆乳うどん
・釜揚げゆず醤油
（金時にんじん、青ねぎ、ゆず等)

釜あげうどん七福（三豊市詫間町）

メニュー

ポ
イ
ン
ト

豆乳うどん

・「さぬきの夢」100％のうどんに、
香川県の食材（大根、人参、里
芋、しいたけ、かしわ等）を使用し
たこだわりのしっぽくうどんです。

・しっぽくうどん
（金時にんじん、大根、ゆず等)

六平うどん（高松市三谷町）

メニュー

ポ
イ
ン
ト しっぽくうどん

たくさんの具材にゆずを
絞ってどうぞ！

・しっぽくうどん ゆず味
（大根、ゆず等)

釜出しさぬきうどん めん一
（仲多度郡多度津町)

メニュー

ポ
イ
ン
ト

しっぽくうどん ゆず味

・甘い牛肉とシャキシャキレタス。お
好みでマヨネーズで。
・当店オリジナルのしっぽく出汁にゆ
ずの風味が合います。

・レタスと牛肉のぶっかけうどん
（温・冷）
・ゆずしっぽくうどん（温）
（レタス、大根、ゆず等)

さぬきうどんの駅 綾川（綾歌郡綾川町）

メニュー

ポ
イ
ン
ト

ゆずしっぽくうどん※写真はイメージです

□東讃・小豆 □中讃 □西讃コラボフェア参加店舗 一覧

高知県ゆず振興対策協議会
マスコットキャラクター
「ゆずのやま」


