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近江米「みずかがみ」の新米出荷が始まります！！ 

～作柄は良好！今年もテレビＣＭや店頭キャンペーンを実施～ 

 

デビュー７年目となる「みずかがみ」の収穫がピークを迎えています。 

今年は昨年を上回る約１万３千トンの収穫量（作付面積約３２００ｈａ）が

見込まれ、８月末から県内外に向けて出荷が始まります。 

県では、「みずかがみ」の魅力をより多くの皆様に知っていただくよう、下記

のとおりＰＲイベントを展開していきます。 

     
１．令和元年産「みずかがみ」の作柄等について 

本年は天候が目まぐるしく変化する年でしたが、「みずかがみ」は順調に生育し、早い産地では

８月１９日から収穫が始まりました。 

 穂が稔り始める７月後半から猛暑となりましたが、暑さに強い「みずかがみ」の本領が発揮さ

れ、米粒は美しく光沢があり、作柄・品質ともに良好です。 

 また、本年産からは「環境こだわりこしひかり」、「オーガニック近江米」の出荷も始まります。 

 

２．テレビＣＭの放映について 

 昨年度に引き続き、近江米振興協会では新米発売

開始に合わせ、９月９日から約１ヶ月間、関西圏の

主要放送局で 15 秒スポットＣＭを放映します。 

 今回は CM を全面リニューアル。「テツ and トモ」

が元気に踊りながら、「みずかがみ」、「環境こだわり

こしひかり」の魅力を伝えるという内容になってい

ます。 

また、ＣＭ映像は次のインターネットサイトでも

配信します。 

・「近江米振興協会」      http://www.ohmimai.jp/ 

 

記者会見資料 



３．イベント、キャンペーンについて 

 県内外の消費者に「みずかがみ」と「環境こだわりこしひかり」の魅力を知ってもらうよう、

京阪神地域のショッピングセンターで三日月知事によるトップセールスなどキャンペーンを展開

します。 

（１）店頭キャンペーンについて 

 京阪神地域でのトップセールス（「近江米」PR） 

日本農業遺産に認定された、琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業として受け継がれる中で、健

全な発展を続ける滋賀の「環境こだわり農業」により生産されている「みずかがみ」と「環境こ

だわりこしひかり」を京阪神地域の消費者の方々に再認識していただき、選んで食べていただく

よう、店頭キャンペーンを実施します。 

 

①  日時 

令和元年９月１６日（月・祝） 

1０:00～16:00（予定） 

②  場所 

  イオンモール京都桂川（京都市南区）川の広場 

③  内容 

・知事によるトップセールス 

・「近江米」抽選会、試食会他 

・「琵琶湖」にまつわる展示 

   

（２）その他「みずかがみ」・近江米関連イベントについて 

 近江米おむすびコンテスト２０１９（別添資料）       （８月２７日～９月３０日） 

 イナズマロックフェス おいで～な滋賀県体感フェア（烏丸半島）（９月 21 日～22 日） 

 「おいしがうれしが」近江米ダンスコンテスト！近江米ＰＲ 

（モリーブ（守山市））                   （９月２８日） 

 オーガニック近江米 デビューイベント（ここ滋賀）      （９月 28 日～29 日） 

 もっと食べよう「近江米」！ＰＲ 近江米ＰＲ隊長（宮川大輔氏）イベント 

（イオンモール大日店（大阪府守口市））           （１０月１２日） 

 もっと食べよう「近江米」！ＰＲ 近江米副隊長（ファミリーレストラン）イベント 

（11 月頃、令和 2 年 3 月中旬頃、県内実施予定） 

  近江米食味コンクール※（応募は 8 月１９日まで、表彰式等は令和 2 年 2 月を予定） 

 

※ 近江米食味コンクールについて 

近江米のブランド力の一層の向上を目的とした「みずかがみ」および「環境こだわりコシヒカ

リ」食味コンクール表彰事業を実施しています（参加申し込みは 8 月 19 日まで）。 

一次審査（生産履歴等要件審査）、二次審査（外観品質および食味分析）および最終審査（食味

官能審査）を経て、最も優れた米を出品された方には、最優秀賞（知事賞）が授与されます。表

彰式等は令和 2 年 2 月を予定しています。 

昨年のトップセールス風景 



近江米品種

～ ゆたかな水に かがやく実り ～

○ 品種の特徴

・県農業技術振興センターが育成。平成２４年秋に「みずかがみ」と命名。

・炊き上がりが白く美しい。コシヒカリと同等以上の極良食味。

・ほどよい粘りと、まろやかな甘み。冷めてもおいしく、おにぎりやお弁当

にも最適。

・高温に強く、猛暑の年でも品質が安定。

・コシヒカリより数日～１週間早い早生品種。

○ 作付実績

・ 平成２５年度 １６９ha 

・ 平成２６年度 １，１２０ha

・ 平成２７年度 １，９４１ha

・ 平成２８年度 ２，２９９ha

・ 平成２９年産 ２，５８０ha

・ 平成３０年産 ２，７４０ha

・ 令和 元年産 ３，２００ha

※平成２７・２８・２９年産米の食味ランキングにおいて、最高ラン
クの『特A』を３年連続で獲得

○ 販売戦略

・商品コンセプトは「子どもたちの健やかな成長を支える

お米」。30～40歳代の子育て世代が主なターゲット。

・統一したパッケージで販売。商品を強く印象付ける。

環境こだわり認証マークをあらかじめ印刷。

・県内および京阪神地域を中心に販売。一部、「ここ滋賀」

（東京）でも販売中。

農政水産部食のブランド推進課

○ 消費者等の評価

・県内では定番商品として定着しつつある。県外でも次第に知名度向上。

・多くのリピーターやファンを獲得。品種名称やパッケージデザインも好評。

・「全量環境こだわり栽培」は消費者、流通業者から高い支持を得ている。

・機内食や有名ホテルで使用されるなど、話題性が高まる。
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首都圏の人に近江米の美味しさを知ってもらえる
魅力的なおむすびレシピを募集中！

応募作品条件 ・近江米を使用。具材等に、なるべく滋賀県産の食材を用いること。
・首都圏の人が食べたくなるレシピであること。

■審査と発表

［場所］ベルサール東京日本橋イベント広場
 書類審査上位3作品のおむすびセットをイベント来場者
 にご提供し、人気投票の結果によって最優秀賞を決定。
※おむすびは、イベントスタッフがレシピをもとに調理いたします。

・レシピ募集締切／2019年 9月30日（月）
・書類審査
・人気投票および最優秀賞発表／2019.11.3（日）

応募用紙（本チラシ裏面または近江米振興協会
ホームページからダウンロード）に必要事項を
記入のうえ、近江米おむすびコンテスト事務局
まで郵送、メールまたはFAXでお送りください。
［近江米振興協会ホームページ］
http://www.ohmimai.jp/
※近江米おむすびコンテスト事務局の宛先は、
本チラシ裏面をご参照ください。

■賞 品

 最優秀賞のおむすびは、滋賀県のアンテナショップ
『ここ滋賀』で期間限定で販売します！ （東京日本橋）

賞品の近江米は『みずかがみ』『こしひかり』からお選び頂けます！

※賞品は変更になる場合がございます。

最優秀賞
優秀賞
第3位

̶

̶

̶

近江米 10kg　1名様
近江米  5kg　 1名様
近江米  2kg　 1名様

■審査基準

■応募方法

・考え方に合致しているか・近江米をはじめとする
   滋賀の食材をPRできているか
・新しさがあり、思いが伝わるか・お財布にやさしい価格で購入できるか

近江牛すじと
滋賀のいちじくの味噌にぎり

近江牛そぼろの
おいなりさん

滋賀のみそを使った
みそ焼きおにぎり

2018 最優秀賞

2018 優秀賞 2018 第3位



＜応募・問い合わせ先＞ 近江米振興協会 近江米おむすびコンテスト事務局   
住所：〒520-0807 滋賀県大津市松本 1 丁目 2-20  

メール：ohmimai@shiga-web.or.jp   FAX：077-523-5611   TEL：077-523-3920  

※郵送は当日消印有効、メール・FAX は 9 月 30 日（月）23:59 まで。 

近江米おむすびコンテスト 2019 応募用紙 

タイトル 

 

おむすびのイメージイラスト・写真 ※中身を工夫している場合は、割るなどして中身がわかるようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おむすびに込めた想い 

 

 

 

材料・分量（白米 1 合程度が目安） 調理手順（わかりやすく簡単に） 

 

 

 

 

 

応募規約 ①応募者は応募時点で応募規約に同意していただいたものとします。②お一人さま何点でもご応募いただけますが、応募用紙1枚に

つき1作品としてください。③応募にかかる費用は応募者負担となります。応募書類は返却いたしません。④応募作品のタイトルを含めたアイデ

アなどの権利については主催者に帰属します。⑤応募作品は、近江米振興協会のサイト上での公開ならびに雑誌、新聞、販促ツールなどで公表

する場合がございます。⑥応募作品（レシピ、イラスト、写真、タイトル、各種コメント等）はオリジナルのものに限ります。⑦コンテストを

通じて応募者からご提供いただきました個人情報を、本コンテストの運営に関すること以外の目的で使用することはありません。 

氏名（ふりがな） 電話番号（携帯電話も可） 

 

メールアドレス 

 

 


