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「四国家 故郷のものがたり」 事業の開始について
さ と

ＪＲ四国・日本郵便四国支社・四国電力による 3 社連携事業窓口 S－PER デスクは、 「四国家 故
郷のものがたり」 事業を開始します。マスコットキャラクター「しこくたぬきのぽんちゃん」が「四国遍路で見つけた
良いものをおすそ分けする」というコンセプトのもと、四国 4 県のお土産品を１品ずつ組み合わせ、ストーリー性
のあるセットにして発売します。この事業では、４県の商品を共通のテーマやストーリーでＰＲすることにより、
四国への関心の引き上げ及び四国観光の魅力アップを目指します。
当初予定では、2020 年度初の開始を目指しておりましたが、今般のコロナ禍で前例のないダメージを受

けた四国の観光事業者、生産者を応援する目的もあわせ事業内容を見直し、四国の観光・経済界を牽
引する四国ツーリズム創造機構、四国経済連合会の協力を得て開始することとしました。
事業開始にあたり、第１弾及び第２弾の構成商品を募集します。この商品が、四国路の旅の想い出だ

けでなく、大切な人への贈り物にもなるよう育ててまいりますので、事業者の皆様のご応募をお待ちしておりま
す。

◆ 概要
四国４県からストーリーに合ったお土産品を 1 品ずつセレクトし、“しこくたぬきのぽんちゃん”オリジナル巾
着袋に詰め合わせて販売します。

◆ ストーリー

◆ スケジュール

◆ 販売店舗

◆ 協力
四国ツーリズム創造機構、四国経済連合会、四国アライアンス、Ｓｈｉｋｏｋｕブランド株式会社、
高松空港株式会社、四国航空株式会社、道の駅源平の里むれ、四国キヨスク株式会社、
株式会社徳島県物産館、株式会社リバースプロジェクトトレーディング（販売元）

第１弾 「再スタート」
コロナ禍からの再起を図る今、勇気を与えてくれるお菓子。

第２弾 「リフレッシュ」
少し疲れた時のためにポケットに入れておきたい、元気の出るお菓子。

第１弾 公募 2020 年 7 月 13 日（月）～8 月７日（金）
販売 2020 年 10 月 1 日（木）～売り切れ次第終了

第２弾 公募 2020 年 7 月 13 日（月）～9 月４日（金）
販売 2020 年 10 月 30 日（金）～売り切れ次第終了

・高松空港 四国空市場
・高松空港 四国航空 sky-J 店
・松山駅 Kiosk 松山銘品館
・高知駅 Kiosk 高知銘品館

・道の駅源平の里むれ
・徳島とくとくターミナル内 徳島県物産館
・オンラインショップ（開設予定）

以上７店舗



イメージ

四国家ロゴ リーフレットイメージ

サンプル



「四国家 故郷のものがたり」 第１弾 仕様書
さ と

商品名 四国家 故郷のものがたり（しこくけ さとのものがたり）

商品概要 四国４県のお土産品を各県１品ずつセレクトし、“しこくたぬきのぽんちゃん”オリジナル巾着袋に
詰め合わせて販売します。

コンセプト
【全体】

“しこくたぬきのぽんちゃんは、四国を旅するお遍路たぬきです。行く先々で地元の人から本当にたく
さんのお接待を受けました。
お接待とは、地元の人がお菓子や飲み物をふるまって、旅をするお遍路さんを労うという、四国に
根付いたとってもすてきな文化です。お遍路旅の途中で見つけたおすすめを、全国の皆さんにお届け
します。”

ストーリー
【個別】

「再スタート」
コロナ禍からの再起を図る今、勇気を与えてくれるお菓子。

「ターニングポイントを迎えた時に新たな一歩を踏み出した」、「一度はどん底に落ちたけれど、這い
上がっている」、そんなエピソードを持つ事業者やお菓子を募集します。
お遍路に励むしこくたぬきのぽんちゃんが挫けそうになったとき、勇気づけられるようなセットをイメージ
しています。

販売期間 2020 年 10 月 1 日（木）～売り切れ次第終了

個数 150 個（左記に加え商談会にて 300 個程度使用予定。但し、開催中止の可能性あり。）

商品の
条件

・常温保存が可能で賞味期間が 3 か月以上の加工食品
・１個当りの卸金額 180 円（税抜）以下のもの
・バリア性が高い個包装がなされているもの

応募者
の条件 ・四国内に本社・工場があるなど、四国を拠点とする事業者

販売箇所
（予定）

・高松空港 四国空市場
・高松空港 四国航空 sky-J 店
・松山駅 Kiosk 松山銘品館
・高知駅 Kiosk 高知銘品館
・道の駅源平の里むれ（高松市）
・徳島とくとくターミナル 徳島県物産館（松茂町）
・オンラインショップ（開設予定）
以上 7 ヶ所。（上記以外にも商談会にて使用予定）

選定委員
S-PER デスク（ＪＲ四国、日本郵便四国支社、四国電力）、
四国ツーリズム創造機構、四国経済連合会、高松空港株式会社、四国航空株式会社、
道の駅源平の里むれ、リバースプロジェクトトレーディング（販売元）

提出物
・応募票（メールにて提出）
・商品画像（JPEG、1MB 以上）（メールにて提出）
・商品サンプル 10 個

提出・
照会先

日本郵便(株)四国支社 経営管理部 担当：田村
〒790-8797 松山市宮田町 8-5 （089-936-5381）

✉ yousuke.tamura.hj@jp-post.jp

応募期間 2020 年 7 月 13 日（月)～2020 年 8 月 7 日（金）

結果発表 採用または不採用を事業者様にメールで通知します。
販売する商品は、Ｓ－ＰＥＲデスクよりプレスリリースします。



「四国家 故郷のものがたり」 第 2 弾 仕様書
さ と

商品名 四国家 故郷のものがたり（しこくけ さとのものがたり）

商品概要 四国４県のお土産品を各県１品ずつセレクトし、“しこくたぬきのぽんちゃん”オリジナル巾着袋に
詰め合わせて販売します。

コンセプト
【全体】

“しこくたぬきのぽんちゃんは、四国を旅するお遍路たぬきです。行く先々で地元の人から本当にたく
さんのお接待を受けました。
お接待とは、地元の人がお菓子や飲み物をふるまって、旅をするお遍路さんを労うという、四国に
根付いたとってもすてきな文化です。お遍路旅の途中で見つけたおすすめを、全国の皆さんにお届け
します。”

ストーリー
【個別】

「リフレッシュ」
少し疲れたときのためにポケットに入れておきたい、元気の出るお菓子。
一生懸命頑張っていて少し疲れたとき、小腹が空いたときに、ホッと安心・リフレッシュできるお菓子
を募集します。
しこくたぬきのぽんちゃんがお遍路で常に持ち歩きたい、元気をチャージできるセットをイメージしてい
ます。

販売期間 2020 年 10 月 30 日（金）～売り切れ次第終了

個数 150 個

商品の
条件

・常温保存が可能で賞味期間が 3 か月以上の加工食品
・１個当りの卸金額 180 円（税抜）以下のもの
・バリア性が高い個包装がなされているもの

応募者
の条件 ・四国内に本社・工場があるなど、四国を拠点とする事業者

販売箇所
（予定）

・高松空港 四国空市場
・高松空港 四国航空 sky-J 店
・松山駅 Kiosk 松山銘品館
・高知駅 Kiosk 高知銘品館
・道の駅源平の里むれ（高松市）
・徳島とくとくターミナル 徳島県物産館（松茂町）
・オンラインショップ（開設予定）
以上 7 ヶ所。

選定委員
S-PER デスク（ＪＲ四国、日本郵便四国支社、四国電力）、
四国ツーリズム創造機構、四国経済連合会、高松空港株式会社、四国航空株式会社、
道の駅源平の里むれ、リバースプロジェクトトレーディング（販売元）

提出物
・応募票（メールにて提出）
・商品画像（JPEG、1MB 以上）（メールにて提出）
・商品サンプル 10 個

提出・
照会先

日本郵便(株)四国支社 経営管理部 担当：田村
〒790-8797 松山市宮田町 8-5 （089-936-5381）

✉ yousuke.tamura.hj@jp-post.jp

応募期間 2020 年 7 月 13 日（月）～2020 年 9 月４日（金）

結果発表 採用または不採用を事業者様にメールで通知します。
販売する商品は、Ｓ－ＰＥＲデスクよりプレスリリースします。



応募票（第１弾「再スタート」） 1/2

ﾌﾘｶﾞﾅ
担当者名

TEL

担当者携帯電話

代表者名 e-mail

ﾌﾘｶﾞﾅ
規格・容量 　　　　　　　　ｇ　×　　　　個

商品名 パッケージサイズ Ｌ　　　× Ｗ　　　×Ｈ　　　mm

希望卸価格（税別） 賞味期限

上代（税別） 製造場所（所在地）

主な販路

ＰＬ保険加入の有無 有　・　無 マスコミ掲載・表彰実績

ストーリー

商品の説明（50字以内） 事業者の説明（150字以内）

事業者名

アレルギー起因
原料の使用

　□小麦　　　□そば
　□卵　　　　 □乳
　□落花生　 □えび
　□かに　　　□該当なし

JANコード



応募票（第１弾「再スタート」） 2/2

商品写真

中身の拡大写真

パッケージ表面

パッケージ裏面

応募票と商品画像（リーフレット掲載用。JPEG、1MB以上）の２点を、
提出先メールアドレスに送信してください。別途商品サンプル10個を発送してください。

○応募票データ（Excel)が必要な場合は、下記までお問合せください。

　 日本郵便(株)四国支社　経営管理部　担当：田村　✉ yousuke.tamura.hj@jp-post.jp



応募票（第２弾「リフレッシュ」） 1/2

ﾌﾘｶﾞﾅ
担当者名

TEL

担当者携帯電話

代表者名 e-mail

ﾌﾘｶﾞﾅ
規格・容量 　　　　　　　　ｇ　×　　　　個

商品名 パッケージサイズ Ｌ　　　× Ｗ　　　×Ｈ　　　mm

希望卸価格（税別） 賞味期限

上代（税別） 製造場所（所在地）

主な販路

ＰＬ保険加入の有無 有　・　無 マスコミ掲載・表彰実績

ストーリー

商品の説明（50字以内） 事業者の説明（150字以内）

事業者名

アレルギー起因
原料の使用

　□小麦　　　□そば
　□卵　　　　 □乳
　□落花生　 □えび
　□かに　　　□該当なし

JANコード



応募票（第２弾「リフレッシュ」） 2/2

商品写真

中身の拡大写真

パッケージ表面

パッケージ裏面

応募票と商品画像（リーフレット掲載用。JPEG、1MB以上）の２点を、
提出先メールアドレスに送信してください。別途商品サンプル10個を発送してください。

○応募票データ（Excel)が必要な場合は、下記までお問合せください。

　 日本郵便(株)四国支社　経営管理部　担当：田村　✉ yousuke.tamura.hj@jp-post.jp


