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限定-01島根県オリジナル品種アジ
サイ・万華鏡

20,000円

提供可能数量　30鉢※写真は6寸サ
イズです。実際のお届けは5寸サイ
ズになります。島根県オリジナルア
ジサイ「万華鏡（まんげきょう）」
です。花びらが何重にも重なって咲
く姿がまるで万華鏡を覗いているか
のようにみえることからこの名がつ
けられました。「母の日」の贈…

B-01宍道湖産大和しじみＬサイズ
１.７ｋｇ

10,000円

淡水と日本海の海水が混じり合った
汽水湖という恵まれた環境で育つ宍
道湖大和しじみ。Lのビッグサイズ
を実感してください。(配送：冷凍)
 製造元：宍道湖(出雲市)【容量】L
サイズ1㎏×1、Lサイズ350g×2 ※
砂抜き済み賞味期限：冷凍180日

B-02「VANAGA」6個セット

10,000円

島根県奥出雲の天然素材と、国産ビ
ートグラニュー糖、選び抜かれた5
つのフレーバーを使用した100％ナ
チュラルなプレミアムアイスクリー
ムです。(配送：冷凍) 製造元：木
次乳業(雲南市)【容量】ﾊﾞﾆﾗ120ml
×2、ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ120ml×１、抹茶あず
き120ml×1、ﾋﾞﾀｰﾁｮｺ120ml×1、ﾌﾞﾙ
ｰﾍ…

B-03しまねが誇るブランド米
西の横綱仁多米コシヒカリ５ｋｇ

10,000円

仁多米の産地・奥出雲町は標高が高
く、きれいな空気は夜になるとさっ
と冷え、その寒暖差がおいしいお米
を育てます。（配送：常温) 製造元
：藤本米穀店（松江市）【容量】５
ｋｇ×1

B-04プレミアムつや姫「たたら焔米
」５kg

10,000円

たたら焔米は、雲南で収穫された「
つや姫」の中でもプレミアム基準を
満たした良質なお米です。 製造元
：藤本米穀店（松江市）【容量】5k
g×1

B-05しじみらーめんしまね軒３食入
×３箱セット

10,000円

宍道湖産のしじみエキスを使用した
深みとコクのあるスープに奥出雲の
湧水で捏ねたこだわりのちじれ麺が
良く絡むこだわりの逸品です。(配
送：常温) 製造元：ライフサービス
(出雲市)【容量】醤油味3食入×1、
みそ味3食入×1、しお味3食入×1 
賞味期限：常温90日

B-06隠岐飛魚だし出雲そば８食セッ
ト

10,000円

国産そば粉を使用したのど越し良い
細打ちめんに仕上げています。つゆ
は、島根県隠岐島近海の飛魚の出汁
がきいたそばつゆです。(配送：常
温) 製造元：出雲たかはし(雲南市)
【容量】出雲そば（100ｇ×2）×4
、つゆ（60ｇ×2）×4 賞味期限：6
0日（常温）

B-07「本場の本物」松江の炭火あご
野焼きセット

10,000円

島根県沖で獲れるアゴ（トビウオ）
をすり身にして地伝酒で旨みを引き
出し、化学調味料、保存料無添加で
丁寧に炭火で焼き上げたあご野焼き
を含むセットです。(配送：冷蔵) 
製造元：青山商店（松江市）【容量
】地伝酒あご野焼き300ｇ×1、あご
野焼き250ｇ×1 賞味期限：7日…

B-08赤天三昧

10,000円

浜田名物赤天のセットです。魚肉の
すり身に赤唐辛子を練りこんでいる
赤天はシンプルに美味しい逸品です
。(配送：冷蔵) 製造元：山文蒲鉾(
浜田市)【容量】赤天400g×3、チー
ズ赤天150g×2、マヨネーズ赤天150
g×2賞味期限：冷蔵30日

B-09隠岐・海士の寒シマメ特選セッ
ト

10,000円

豊かな海の恵みがある隠岐・海士町
の恵みを、島で食べるのと同じ美味
しさで味わえるCAS冷凍した商品で
す。(配送：冷凍) 製造元：ふるさ
と海士(海士町)【容量】寒シマメ肝
醤油漬け100ｇ×3、イカの子酢味噌
和え100g×1、寒シマメげそ玄米粉
唐揚げ100ｇ×1 賞味期限：冷凍９
…

B-10李白和楽セット

10,000円

李白おすすめの詰合せです。蔵人の
息吹が伝わってくるような深い味わ
いをお楽しみください。（配送：常
温) 製造元：李白酒造(松江市)【容
量】純米吟醸辛口李白７２０ml×1
、特別本醸造まごころ７２０ml×1
賞味期限：180日

B-11ちょっと辛口ふるさとセット

10,000円

藻塩舞は隠岐特産の藻塩米（コシヒ
カリ100%）を使用した米の旨みがあ
り、すっきりとしたのど越し。高正
宗は淡麗辛口、冷がおすすめです。
（配送：常温） 製造元：松屋開盛
堂（生産地：隠岐）【容量】純米酒
藻塩の舞720ｍｌ,佳撰高正宗900ｍ
ｌ,ローソク島藻塩100ｇ賞味…
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B-12地魚ひもの２人前セット

10,000円

島根県の定番の干物　白かれい、あ
じ、かます、れんこ鯛をボリューム
ある詰合せにしました。保存料や添
加物は一切使用していません。(配
送：冷凍) 製造元：岡富商店(大田
市)【容量】エテかれい2枚（１６０
ｇ）、あじ2枚（１４０ｇ）、かま
す2枚（２３０ｇ）、レンコ鯛2枚（
２００ｇ）賞味期限：冷凍60日

B-13天然鮎３００ｇ（ＣＡＳ冷凍）

10,000円

提供可能数量　50箱香と旨みを兼ね
備えた絶品です。獲れたての天然鮎
を氷水で瞬時にしめ、１尾ずつ袋詰
めしてＣＡＳ凍結しました。(配送
：冷凍) 製造元：高津川倶楽部（益
田市）【容量】天然鮎３００g（３
尾/袋×２）もしくは、（２尾/袋×
２） 賞味期限：冷凍1年

B-14石見ﾎﾟｰｸ小間切れ２ｋｇセット

10,000円

自然豊かな島根県邑南町ですくすく
育った豚肉です。脂身は甘く、赤身
に旨みがあり、臭みがないのが特徴
です。(配送：冷凍) 製造元：ディ
ブロ（邑南町）【容量】石見ﾎﾟｰｸ小
間切れ（500ｇ×4） 賞味期限：冷
凍30日

B-15ケンボローウィンナーとソーセ
ージ

10,000円

自家農場産のケンボロー芙蓉ポーク
だけを使用し、素材の美味しさを生
かすため、添加物は種類も量も少な
く使用し、塩分も抑えています。（
配送：冷蔵） 製造元：島根ﾎﾟｰｸ（
浜田市）【容量】ﾁｰｽﾞ入りｳｨﾝﾅｰ150
g、ﾁｮﾘｿｳｨﾝﾅｰ150g、粗挽きｳｨﾝﾅｰ150
g、ｹﾞｳﾞﾙﾂｳｨﾝﾅｰ150g、ﾅﾁｭﾗﾙｹｰｾﾞ120
g、ﾋﾟｻﾞｹｰｾﾞ120g 賞味期限：冷蔵14
日

B-16いのまん１０個セット

10,000円

タケノコを始めキャベツや玉ねぎな
ど地元野菜にこだわり、生地から手
作りで一つ一つ愛情込めて作った猪
肉がたっぷり入った中華まんです。
（配送：冷凍） 製造元：いのしし
加工販売センター榎の郷（江津市）
【容量】いのしし肉入り中華まん１
００ｇ×１０個 賞味期限：冷凍120
日

B-17くちどけロール＆ショコラ

10,000円

ロールケーキは、くちどけがとても
なめらかなプレーン味とキャラメル
味。ショコラケーキは、チョコレー
トとクッキーのアクセントが効いて
います。（配送：冷凍) 製造元：シ
ェ・ブラン(松江市)【容量】くちど
けロール（プレーン）、くちどけロ
ール（キャラメル）、ショコラ3本
入賞味期限：冷凍30日

B-18プリン・ヨーグルト・牛乳セッ
ト

10,000円

国際的に認められた「パスチャリゼ
ーション」と「ノンホモ」にこだわ
って製造した牛乳とその牛乳を使用
したプリンとヨーグルトのセットで
す。(配送：冷蔵) 製造元：木次乳
業(雲南市)【容量】ノンホモ牛乳90
0ｍｌ×1、カスタードプリン100ml
×4、木次ヨーグルト90g×4賞味期
限：冷蔵6日

B-19凍らせて食べる焼キャラメル大
人のぷりん８個セット

10,000円

とても濃厚でもちもち食感。半解凍
でもおいしく召し上がれます。本場
ジャマイカ産の芳醇なラムの薫りを
楽しめます。卵も島根県産を使用。
(配送：冷凍) 製造元：シックス・
プロデュース（邑南町）【容量】55
ｇ×8	賞味期限：冷凍30日

B-20邑南日和高原ミルクジャム１２
０ｇ×３本セット

10,000円

邑南日和高原の新鮮な生乳を１００
％厳選使用。ミルクジャムを作るこ
とにより地域に誇りを持ち、酪農を
未来に残すために作られました。フ
ードアクション日本アワード受賞。
(配送：常温) 製造元：シックス・
プロデュース（邑南町）【容量】１
２０ｇ×3賞味期限：常温180日

B-21松江銘菓詰合せ「国引き」

10,000円

創業明治２３年。茶人大名松平不味
公随一のお好み菓子「山川」や松江
の代表銘菓である元祖「朝汐」など
、風流堂の人気お菓子の詰合せです
。(配送：常温) 製造元：風流堂(松
江市）【容量】山川(１枚）×１、
朝汐(４個）×１、路芝(６本）×２
賞味期限：常温11日

B-22鶏卵饅頭バラエティーセット

10,000円

鶏卵饅頭各種は独自の製法で地元産
の新鮮な鶏卵のみを使用した、素朴
ながらも風味豊かな焼饅頭です。(
配送：常温) 製造元：鶏卵堂(益田
市)【容量】鶏卵饅頭白あん×10個
、カスタードクリー×5個、チョコ
レートクリーム×5個、栗たぬき×1
0個賞味期限：常温8日

B-23中村茶舗御抹茶詰合せ

10,000円

創業明治十七年の中村茶舗がおすす
めする挽きたて抹茶の詰合せです。
濃茶と薄茶の両方がお楽しみ頂けま
す。(配送：常温) 製造元：中村茶
舗(松江市)【容量】宇治昔３０g、
一の白３０g賞味期限：120日
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B-24いちご（紅ほっぺ）大玉２パッ
ク

10,000円

提供可能数量：50セット糖度と酸味
のバランスの取れた大人気の紅ほっ
ぺいちごを厳選した大玉で揃えてい
ます。ゆっくりじっくり熟れたいち
ごをご賞味ください。(配送：冷蔵)
※北海道・東北・沖縄・一部離島へ
の配送不可※期日指定不可製造元：
島根県農業協同組合安来地区本部（
安来市）【容量】トレ―満杯詰(約3
00ｇ/1トレー）×２パック（大玉）

B-25アムスメロン２玉

10,000円

一つの蔓に一つの果実だけを残す栽
培方法により、濃厚な甘さが特徴の
アムスメロンです。(配送：常温) 
製造元：JAアグリ島根（出雲市）【
容量】1.2㎏×2玉

B-26デラウェア１ｋｇ

10,000円

粒ぞろいの甘くておいしいぶどうで
す。種無しなのでお子様でも安心し
て召し上がれます。(配送：冷蔵) 
製造元：JAアグリ島根（出雲市）【
容量】約1kg（6～7房）

B-27西条柿５ｋｇ

10,000円

西条柿は中国地方特有の柿で肉質が
きめ細かく、糖度は数ある品種の中
でもトップクラスです。(配送：常
温) 製造元：ＪＡアグリ島根（出雲
市）【容量】5㎏（24～28玉）

B-28多伎いちじく加工品セット

10,000円

出雲市多伎町で育った「多伎いちじ
く」を贅沢に使ったジャム・姿煮・
干しいちじくなどを詰合せました。
(配送：常温) 製造元：JAしまね多
伎農産加工場（出雲市）【容量】ジ
ャム160g×1、姿煮160g×1、ドレッ
シング120ml×1、ゼリー90g×3、干
しいちじく100g×1 賞味期限：常温
90日

B-29有機甘酒セット

10,000円

国産の有機米を原料に蔵人が心を込
めて作ったノンアルコールの糀あま
ざけです。牛乳や豆乳で割っても◎
【濃縮タイプ・有機ＪＡＳ認証】(
配送：常温) 製造元：垣崎醤油店（
邑南町）【容量】２５０ｇ×６賞味
期限：常温180日

B-30奥出雲和牛カレー（５個）

10,000円

鮮やかな色合いと、きめ細やかな「
霜降り肉」、深いコクと風味豊かな
味わいが特徴の「奥出雲和牛」を使
って煮込んだこだわりのカレーです
。(配送：常温） 製造元：JA雲南地
区本部仁多加工所(奥出雲町)【容量
】215g×5個賞味期限：365日

B-31えごまの贈り物（みのり）

10,000円

とても簡単においしくえごまを食べ
る事のできる人気ドレッシング４種
セットです。(配送：常温) 製造元
：オーサン(川本町)【容量】えごま
油４５ｇ、塩えごまだれ２００ml、
えごポン２００ml、えごま焼肉だれ
２３０ｇ賞味期限：常温１８０日(
最短商品）・３６５日(最長商品）

B-32隠岐の味覚詰合せ

10,000円

飛魚だしは島根県の県魚でもある飛
魚を使って作った美味しいだしです
。隠岐産のあらめは幅の広いのが特
徴です。（配送：常温) 製造元：海
士物産(隠岐・海士町)【容量】飛魚
だし５００ml、飛魚麺つゆ１５０ｍ
ｌ×２、こじょうゆ味噌１１０g、
藻塩１００ｇ、幅広あらめ３０ｇ×
２ 賞味期限：常温1５０日（最短商
品）３６０日（最長商品）

B-33吉田くん調味料セット

10,000円

松江市の観光PRを行なっている「松
江の吉田くん」。平野醤油と新たな
コラボ商品が誕生しました。6アイ
テムの多彩なセットです。 製造元
：平野醤油醸造元（松江市）【容量
】おさしみ醤油、柚子と橙「ぽん酢
」、TKGS　たまごかけごはんしょう
ゆ、豆富にかけるだし醤油、海鮮丼
ぶっかけ醤油、あっさりしょうゆノ
ンオイルドレッシング、それぞれ20
0ｍ×１本賞味期限：２年

B-34湯町窯エッグベーカー小

10,000円

油を使わなくても器に生卵を割りい
れゆっくりと加熱すると玉子の香り
と共に柔らかく仕上がります。レン
ジも可。 製造元：湯町窯(松江市)
【容量】皿（直径約13.5㎝）、ｴｯｸﾞ
ﾍﾞｰｶｰ本体（ｻｲｽﾞ高さ約4㎝×直径約
8㎝）

B-35姫ラボ石けんセット

10,000円

美肌の湯玉造温泉のお湯を使用した
基礎化粧品。きめ細かなふっくらし
た泡で汚れをしっかり取り除き、温
泉水（保湿成分）が洗顔後の乾燥を
防ぎます。 製造元：玉造温泉まち
デコ（松江市）【容量】姫ラボ石鹸
８０g×２、姫ラボネット×１未開
封２年
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B-36木製魔除の御縁鏡　椿兎
(黒もしくは朱)

10,000円

「兎」は跳ねることから開運、多産
,子孫繁栄、「椿」は美容の象徴と
おめでたい絵柄です。色は黒、もし
くは朱から選べます。 製造元：山
本漆器店（松江市）【容量】黒色も
しくは朱色のいずれか１個

B-37出西織テーブルセンター

10,000円

昔ながらの「発酵建て」の藍染めで
染め上げています。それを手織りで
織り、一枚一枚丁寧に作り上げてい
ます。 製造元：出西織(出雲市)【
容量】サイズ28㎝×45㎝

B-38だんだんセット

10,000円

しまねを代表する高級魚「のどぐろ
」など、しまね沖で水揚げされた鮮
度の良い魚の旨味成分を閉じ込めて
一夜干しに仕上げました。(配送：
冷凍)製造元：だんだん工房（松江
市）【容量】えてかれい３尾、する
めいか１枚、白はた５尾、のどぐろ
丸干５尾、真あじ３尾賞味期限：冷
凍60日

B-39ブルーベリージャム

10,000円

松江市近郊の農園で、苗木から丹精
こめて育んだブルーベリーの果実を
厳選、添加物など使わないで手作り
加工した純正ジャムです。（配送：
常温）製造元：松江あけぼの作業所
(松江市)【容量】１８０ｇ×６個賞
味期限：1年

B-40カレーセットＢ

10,000円

日本を代表する清流高津川。美しい
自然あふれる「益田」で育てたパプ
リカ・ミニトマトとそのパプリカを
使ってシェフが本格カレーを作りま
した。(配送：常温） 製造元：フル
ール益田（益田市）【容量】パプリ
カ150g×2、ミニトマト200ｇ×2、
カレー200g×2賞味期限：180日（カ
レー）

B-41ふくぎ茶

10,000円

海士町ではクロモジの木を「ふくぎ
」と呼び、お茶として飲まれていま
す。どの商品もスッキリとした後味
、独特な香りを持ちリラックスティ
ーとして親しまれています。（配送
：常温）製造元：さくらの家（海士
町）【容量】本茶40ｇ×１、リーフ
タイプ30ｇ×１、ティーパックタイ
プ1ｇ×15個入り×１、花茶６ｇ×
１賞味期限：2年

B-42藻塩&藻塩ラーメンセット

10,000円

独自の製法で作った、まろやかで旨
味のある藻塩を麺に練り込んだ藻塩
らーめんです。（配送：常温）製造
元：通所はばたき(松江市)【容量】
藻塩らーめん2食入・ｽｰﾌﾟ付き(しお
、みそ、しょうゆ)各味1ｾｯﾄ、藻塩1
00g×1、藻塩びん入67g×1、藻塩ｺｼ
ｮｳびん入57g×1賞味期限：2ヶ月（
らーめん）

B-43ラーメン・チャーシューセット

10,000円

ラーメンは卵麺で、もっちりとした
タイプです。麺に合わせて、チャー
シューも手作りしております。（配
送：冷蔵）製造元：エルパティオ三
葉園（出雲市）【容量】ﾗｰﾒﾝ(100g)
8食入り、ｽｰﾌﾟ(みそ、塩、しょうゆ
、とんこつ味各2)、ﾁｬｰｼｭｰ16枚賞味
期限：冷蔵10日

B-44半熟チーズケーキ

10,000円

当店売上No1！たっぷりのクリーム
チーズに、丁寧に炊き上げた自家製
カスタードを合わせた濃厚なチーズ
ケーキです。（配送：冷凍）製造元
：洋菓子工房トルティーノ(浜田市)
【容量】半熟チーズケーキ(40ｇ×5
)×3賞味期限：冷凍1ヶ月

B-45シュークリーム詰合せ

10,000円

手作りの島根県産フルーツジャムを
混ぜ合わせた生クリームがたっぷり
入ったシュークリームです。（配送
：冷凍）製造元：洋菓子工房トルテ
ィーノ(浜田市)【容量】シュークリ
ーム(70g)×12(イチゴ、梨×3、ピ
オーネ、いちじく、ブルーベリー×
2)賞味期限：冷凍1ヶ月

B-46半熟チーズケーキと半熟抹茶チ
ーズケーキのセット

10,000円

当店売上No1のチーズケーキと、そ
のチーズケーキにほろ苦く風味豊か
な抹茶を合わせました。（配送：冷
凍）製造元：洋菓子工房トルティー
ノ(浜田市)【容量】半熟チーズケー
キ(40ｇ×5)×2、半熟抹茶チーズケ
ーキ(40g×5)×1賞味期限：冷凍1ヶ
月

B-47厳選焼き菓子詰合せ

10,000円

島根県産のフルーツと桑抹茶を使用
したブッセ等、トルティーノ厳選の
焼き菓子です。（配送：常温）製造
元：洋菓子工房トルティーノ(浜田
市)【容量】ﾌﾞｯｾ(35g)×6(ｲﾁｺﾞ、ﾋﾟ
ｵｰﾈ、梨、いちじく、ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ、桑
抹茶×1)、ﾚﾓﾝｹｰｷ(70g)×1、ｼｮｺﾗﾏﾛ
ﾝ(70g)×1、ｸｯｷｰ(50～70g)×4（ﾊｲﾃ
ﾞｻﾝﾄ、ﾏｰﾌﾞﾙｸｯｷｰ、ﾁｰｽﾞｸｯｷｰ、ｺｺﾅﾂﾏ
ｶﾛﾝ×1）賞味期限：1ヶ月（クッキ
ー）、2週間（クッキー以外）
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B-48フルーツジュレセット

10,000円

島根県内産の厳選した素材を使用し
たフルーツジュレです。果実の風味
を活かしたさわやかな食感をお楽し
み下さい。（配送：常温）製造元：
いわみ福祉会三隅工場(浜田市)【容
量】ﾋﾟｵｰﾈｼﾞｭﾚ(80ml×3)、柚子ｼﾞｭﾚ
(80ml×3)、梨ｼﾞｭﾚ(80ml×3)、ﾌﾞﾙｰ
ﾍﾞﾘｰｼﾞｭﾚ(80ml×3)賞味期限：6ヶ月
間

B-49ラスク詰合せ

10,000円

1枚1枚心を込めて作っています。フ
ランスパンに丁寧に味付け、サクサ
クに焼き上げたラスクをどうぞお楽
しみください。（配送：常温）製造
元：はとぽっぽ（大田市）【容量】
ﾌﾟﾚｰﾝﾗｽｸ65g×4、ｶﾞｰﾘｯｸﾗｽｸ55g×4
、ｼﾅﾓﾝﾗｽｸ60g×4、ｸﾙﾐﾗｽｸ45g×4賞
味期限：夏季30日、冬季45日

B-50ちょこっとバッグ

10,000円

スマホや財布、小物を入れて気軽に
お出かけという時に便利なバッグで
す。※水濡れや強い摩擦により、移
染することがあります※1点限り。
製造元：はとぽっぽ（大田市）【容
量】サイズ：本体20㎝×24㎝、持手
1.2㎝×27㎝。素材：本体絹、綿、
麻などの裂織。裏地綿100%。持手合
皮

A-01仁多米無洗米２ｋｇ×４

20,000円

仁多米でしかも無洗米！無洗米です
ので水道代の節約はもちろん、研が
ずにそのまま炊いて頂けますので手
軽で便利です。(配送：常温) 製造
元：島根県農業協同組合雲南地区本
部仁多加工所（奥出雲町）【容量】
2kg×４

A-02「島根県沖」干物セット

20,000円

全国的にも珍しい「一日漁」で獲れ
た新鮮なのどぐろとかれいを鮮度の
良いまま１００％無添加の一夜干し
に仕上げました。(配送：冷凍) 製
造元：岡富商店(大田市)【容量】あ
じ２～３枚(計約２００ｇ）、のど
ぐろ一夜干し２～３枚（計約１６０
ｇ）、エテかれい３枚（計約２００
ｇ）賞味期限：冷凍60日

A-03チーズDXセット

20,000円

奥出雲地方産の良質な原料乳を使用
した手作りナチュラルチーズセット
です。(配送：冷蔵) 製造元：木次
乳業(雲南市)【容量】ｲｽﾞﾓ・ﾗ･ﾙｰｼﾞ
ｭ180g×1、ｶﾏﾝﾍﾞｰﾙﾁｰｽﾞ120g×1、ﾌﾟ
ﾛﾎﾞﾛｰﾈﾁｰｽﾞ380g×1、ﾅﾁｭﾗﾙｽﾅｯｶｰ70g
×2賞味期限：冷蔵35日

A-04仁多米・炊きやすい発芽玄米詰
合せ

20,000円

独自の発芽法により、発芽中の雑菌
を抑え臭いのないおいしい発芽玄米
です。発芽玄米はGABAが玄米の3倍
、白米の5倍です。(配送：常温) 製
造元：島根県農業協同組合雲南地区
本部仁多加工所（奥出雲町）【容量
】仁多郡産コシヒカリ３ｋｇ×１島
根県産発芽玄米７５０ｇ×３賞味期
限：発芽玄米　常温（180日）

A-05島根県産きぬむすめ１０ｋｇ

20,000円

島根県の自信作「きぬむすめ」外観
・食味・香りとも良好なお米です。
(配送：常温) 製造元：藤本米穀店(
松江市)【容量】10kg×1

A-06島根三國米　２ｋｇ×３袋

20,000円

出雲、石見、隠岐の３地域のお米を
集めた食べ比べセットです。各地域
自慢のお米です。(配送：常温) 製
造元：藤本米穀店（松江市）【容量
】大峠源流米２ｋｇ×1、注連川の
糧k1きぬむすめ２ｋｇ×1、島の香
り隠岐藻塩米２ｋｇ×1

A-07宍道湖産大和しじみＬサイズ
３ｋｇ

20,000円

淡水と日本海の海水が混じり合った
汽水湖という恵まれた環境で育つ宍
道湖大和しじみ。Lのビッグサイズ
を実感してください。（配送：冷凍
) 製造元：宍道湖(出雲市)【容量】
Ｌサイズ１ｋｇ×３※砂抜き済み賞
味期限：冷凍180日

A-08神在湖しじみ（中粒）１００ｇ
×１０Ｐセット

20,000円

粒も大きく、形状も美しく黒々とし
ています。プリッとした身も食べ応
えがあります。漁獲量が少ない為、
希少価値のあるしじみです。【砂抜
済、水洗済、常温長期保存。（配送
：常温) 製造元：日本海（出雲市）
【容量】１００ｇ×１0賞味期限：
常温150日

A-09隠岐・海士の岩がき春香Ｓサイ
ズ６個セット（CAS冷凍）

20,000円

隠岐の清浄な海域で育った「岩がき
春香」は非常にミルキーで濃厚な味
わいの中に爽やかな甘みがあります
。（配送：冷凍) 製造元：ふるさと
海士(海士町)【容量】岩がき春香Ｓ
×１２０ｇ×６、カクテルソース３
５ｇ×１賞味期限：冷凍３０日（岩
がき）９０日（カクテルソース）
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A-10隠岐産活さざえ１ｋｇ

20,000円

日本海の荒波で育ったさざえは、殻
にトゲがあるのが特徴です。(配送
：冷蔵) 製造元：海士物産(海士町)
【容量】1kg(10～13個)賞味期限：
冷蔵3日

A-11もみじガニ（CAS冷凍）12匹入
り

20,000円

真空パックの袋のまま熱湯で１５分
湯煎するだけでお召し上がり頂けま
す。蒸しているため、濃厚な旨味が
そのまま残り、絶品です。（配送：
冷凍） 製造元：高津川倶楽部（益
田市）【容量】モクズガニ12匹賞味
期限：冷凍120日

A-12鴨鍋セット（２人前）

20,000円

提供可能数量　200セット創業明治4
4年老舗料亭から端を発し、昔なが
らの鴨料理を伝え続ける鴨の食べ方
にとことんこだわる鴨肉専門店の鴨
鍋セットです。(配送：冷蔵) 製造
元：カナール(雲南市)【容量】えご
ま鴨200g、鴨つみれボール100g、ス
ープ600ml×2、ネギ100g、ごぼう10
0g、しいたけ6枚賞味期限：冷蔵7日

A-13ぼたんなべセット（５～６人前
）

20,000円

提供可能数量　30セット安心、安全
な旬のいのしし肉を提供しておりま
す。寒暖差の激しい環境の中で育っ
たいのしし肉はとても柔らかく脂も
おいしいです。※　日付指定は不可
。(配送：冷凍) 製造元：ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱ
赤名峠（飯南町【容量】天然いのし
し肉500g、ぼたんなべｽｰﾌﾟ650g賞味
期限：冷凍10日

A-14ケンボローハムとソーセージ

20,000円

当社の商品は自家農場産のケンボロ
ー芙蓉ポークだけを使用し、素材の
美味しさを生かす為可能な限り添加
物は種類も量も少なく使用していま
す。（配送：冷蔵） 製造元：島根ﾎ
ﾟｰｸ（浜田市）【容量】ロースハム
約３００ｇ、ベーコン（加熱食肉製
品）約１８０ｇ、荒挽ウィンナー１
５０ｇ、ゲヴルツウィンナー１５０
ｇ、ナチュラルケーゼ１２０ｇ、ピ
ザゲーゼ１２０ｇ賞味期限：冷蔵14
日

A-15ケンボローしゃぶしゃぶセット

20,000円

自社農場で、40年以上の養豚実績か
ら美味しさを追及した資料設計を行
い生産したお肉です。（配送：冷凍
） 製造元：島根ﾎﾟｰｸ（浜田市）【
容量】芙蓉ﾎﾟｰｸﾛｰｽしゃぶしゃぶ400
g、芙蓉ﾎﾟｰｸ肩ﾛｰｽしゃぶしゃぶ400g
、芙蓉ﾎﾟｰｸ肩ﾊﾞﾗしゃぶしゃぶ400g
賞味期限：冷凍30日

A-16島根和牛焼肉用セット

20,000円

霜降り部分も多く和牛の美味しさも
味わえるまさに島根和牛の逸品です
。（配送：冷凍) 製造元：JAアグリ
島根（出雲市）【容量】肩ロース焼
肉用（210ｇ）・かた焼肉用（210ｇ
）賞味期限：冷凍60日

A-17天然猪バラエティセット

20,000円

天然の猪が、いろいろな食感で味わ
える気の合う仲間とのパーティーな
どにもおすすめのバラエティセット
です。（配送：冷凍） 製造元：い
のしし加工販売センター榎の郷（江
津市）【容量】いのコロ６５ｇ×１
０、いのコロカレー６５ｇ×５、ピ
ロしし９５ｇ×５、いのまん１００
ｇ×５、猪メンチカツ７５ｇ×５、
猪フランクフルト９０ｇ×３ 賞味
期限：冷凍120日

A-18あご野焼・あごす巻セット

20,000円

出雲地方に古くから伝わる醸造酒（
地伝酒）と地元でも指折りの「焼酎
」で風味を調えたすり身を弱火でじ
っくりと焼き上げ、コク深い味わい
です。（配送：冷蔵） 製造元：長
岡屋(松江市）【容量】あご野焼（
短）約６００g×２本、あごす巻４
００g×１賞味期限：冷蔵11日

A-19島根県産原木乾椎茸こうこ

20,000円

肉厚で傘も大きく、高級感のある商
品に仕上がっています。（配送：常
温） 製造元：JAアグリ島根（出雲
市）【容量】島根県産原木乾椎茸こ
うこ280g賞味期限：常温1年

A-20石見銀山大吟醸・純米吟醸セッ
ト

20,000円

芳醇な香りと豊かな味わいが特徴の
大吟醸と、キレの良い飲み口が特徴
の純米吟醸酒のセットです。（配送
：常温） 製造元：一宮酒造(大田市
)【容量】大吟醸720ml、純米吟醸72
0ml賞味期限：常温180日

A-21島根ワイン

20,000円

白はフルーティな果実の香り、程よ
い酸味で軽く爽やか。赤は桑の実の
ような香り、程よい酸味と柔らかい
渋みで軽やかな口当たりです。(配
送：常温) 製造元：松屋開盛堂(生
産地：出雲）【容量】葡萄神話スベ
リュール７２０ｍｌ（白×１、赤×
１）



32000

島根県

A-22松江ビアへるん金賞銀賞10缶セ
ット

20,000円

「小泉八雲」の愛称「へるん先生」
にちなんだ島根で唯一の地ビールで
す。金賞や銀賞を受賞したビール４
種飲み比べセットです。(配送：冷
蔵) 製造元：島根ビール(松江市)【
容量】ｳﾞｧｲﾂｪﾝ300ml×3、縁結麦酒ｽ
ﾀｳﾄ300ml×3、ペールエール300ml×
2、ピルスナー300ml×2賞味期限：
冷蔵100日

A-23純天然のアルカリイオン水
金城の華

20,000円

良質の温泉地帯、島根県金城町の地
下300mの花崗岩の下に、大自然が永
年かけて作り出した原水は高品質で
加熱殺菌の必要ない純天然のアルカ
リイオン水です。(配送：常温) 製
造元：ケイ・エフ・ジー(浜田市)【
容量】500ml×24本、2L×8本賞味期
限：常温２年

A-24ゆずサイダー２５本入り

20,000円

益田市産の柚子果汁を配合した香り
と酸味、甘さの程よいバランスが特
徴の炭酸飲料です。(配送：常温) 
製造元：エイト(益田市)【容量】25
0ml×25賞味期限：常温300日

A-25いちご（紅ほっぺ）大玉４パッ
ク

20,000円

提供可能数量：50箱糖度と酸味のバ
ランスの取れた大人気の紅ほっぺい
ちごを厳選した大玉で揃えています
。ゆっくりじっくり熟れたいちごを
ご賞味ください。（配送：冷蔵）※
北海道・東北・沖縄・一部離島への
配送不可※期日指定不可 製造元：
島根県農業協同組合安来地区本部（
安来市）【容量】トレ―満杯詰(約
３００ｇ/1トレー）×４パック（大
玉）

A-26アールスメロン２玉

20,000円

一つの蔓に一つの果実だけを残す栽
培方法により、濃厚な甘さが特徴の
アールスメロンです。（配送：常温
） 製造元：JAアグリ島根（出雲市
）【容量】アールスメロン1.5㎏×2
玉

A-27シャインマスカット１房

20,000円

シャインマスカットは種がなくとて
も甘く、皮ごとそのまま食べること
ができます。（生産地：益田、出雲
、雲南）（配送：常温） 製造元：J
Aアグリ島根（出雲市）【容量】ｼｬｲ
ﾝﾏｽｶｯﾄ700g

A-28スイートパーシモン

20,000円

出雲市管内で収穫された西条柿の干
し柿です。（配送：常温） 製造元
：JAアグリ島根（出雲市）【容量】
干柿15～20玉

A-29楓ジェラート１２個セット

20,000円

季節に応じて収穫される島根の素材
をふんだんに使い、島根ならではの
味をジェラートに詰め込みました。
。（配送：冷凍） 製造元：楓ジェ
ラート（浜田市）【容量】牧場ミル
ク×3、抹茶・コーヒー・柚子・浜
田の塩チョコレーズン・サクサクイ
チゴ各1・おすすめジェラート4種各
１×120ml

A-30ＩＷＡＭＩ　Ｂean　to　bar
choｃoｌate３種１２枚セット

20,000円

クーベルチュールを使用せず世界中
のカカオから品質の良いカカオ豆を
選び、自社工房でチョコレートが出
来るまでの全工程を行い製造してい
ます。（配送：常温・冷蔵） 製造
元：シックス・プロデュース（邑南
町）【容量】キューバ25ｇ（板状）
×4、タンザニア25ｇ（板状）×4、
マダガスカル25ｇ（板状）×4賞味
期限：９０日（冬季は常温、夏季は
冷蔵）

A-31自家焙煎珈琲豆

20,000円

創業３５年目を迎えた自家焙煎珈琲
専門店がオススメする自慢の一品で
す。(配送：常温) 製造元：藤博(出
雲市)【容量】ふじひろブレンド(豆
)200g×6賞味期限：常温180日

A-32プロテイン
ＩＺＭＯシリーズセット

20,000円

「IZMO」シリーズの中から、ホエイ
プロテイン100（チョコレート）、O
2ホエイプロテイン（ストロベリー
）にオリジナルシェーカーをセット
にした、アルプロンイチオシの商品
です。「乳糖」が含まれます。 製
造元：アルプロン島根工場（雲南市
）【容量】ＩＺＭＯホエイ
プロテイン100チョコレート味
350ｇ×1、ＩＺＭＯ　Ｏ２ホエイ
プロテイン100ストロベリー味
350ｇ×1、シェーカー×1賞味期…

A-33神話の里の神秘の香り薔薇湯

20,000円

奥出雲薔薇園で食用として育てた香
りの薔薇「さ姫」を、薔薇湯として
お楽しみ頂けます。早朝に摘み取っ
た薔薇のみをお送りします。（配送
：冷蔵）奥出雲薔薇園（大田市）【
容量】１００ｇ×１冷蔵7日
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A-34姫ラボ3点セット

20,000円

玉造温泉水使用の基礎コスメ。美肌
の湯玉造温泉のお湯を使用した基礎
化粧品のセットです。 製造元：玉
造温泉まちデコ（松江市）【容量】
姫ラボ石鹸８０ｇ×1、姫ラボゲル
１００ｇ×1、玉造キラキラミスト
８０ｇ×1使用期限：未開封２年

A-35鍛冶工房弘光　ミニ燭台

20,000円

たたらのふるさと島根県東部で１０
代にわたり鍛冶業を営む工房の職人
が、受け継いできた刀剣鍛錬の鍛造
技術によって手作業で作り出します
。 製造元：鍛冶工房弘光（安来市
）【容量】ミニ燭台×１、和蝋燭×
１

A-36湯町窯角皿３枚セット

20,000円

あたたかみのある器には、布志名焼
の流れを汲む伝統に新しい時代の息
吹を通わせています。手作りの為、
若干模様が違う場合がありますので
ご了承ください。 製造元：湯町窯(
松江市)【容量】角皿(青)、角皿(黄
)、角皿(クリーム)※サイズはいず
れも縦約12cm×横約12cm、高さ約4c
m

A-37「石州半紙」書き比べセット

20,000円

国の重要無形文化財でユネスコ無形
文化財に登録されている石州半紙の
セットです。 製造元：かわひら（
浜田市）【容量】石州半紙・稀20枚
、石州半紙・鶴20枚、石州楮紙はが
き5枚×2

A-38牡丹

20,000円

特殊な技術により1年中開花調整を
し、季節以外にも牡丹を楽しんで頂
けます。花言葉は、高貴・富貴とい
う意味を持ち大変おめでたい花です
。 製造元：由志園（松江市）【容
量】牡丹2輪咲き（赤）×１鉢

A-39カレーセットＡ

20,000円

日本を代表する清流高津川。美しい
自然あふれる「益田」で育てたパプ
リカ・ミニトマトとそのパプリカを
使ってシェフが本格カレーを作りま
した。（配送：常温）   製造元：
フルール益田(益田市)【容量】パプ
リカ150g×4、ミニトマト200ｇ×2
、カレー200g×4賞味期限：180日(
カレー)

A-40裂織りの手提げバッグ（マチ広
、底板・内ポケット付）

20,000円

絹・麻・綿等の素材が織り合わさっ
た機織り物を使っており、細目の持
手は女性の手に馴染みやすいです。
※水濡れや強い摩擦により、移染す
ることがあります※1点1点手作りの
ため、模様や色が異なりますので、
ご了承ください。 製造元：はとぽ
っぽ（大田市）【容量】サイズ：本
体(19×20×12)㎝、持手(1×30)㎝
。素材：本体絹、綿、麻などの裂織
。裏地綿100%。持手牛革製

S-01のどぐろ一夜干し

100,000円

地元「一日漁」で獲れた新鮮なのど
ぐろを、原料の良さを最大限に活か
し、一枚一枚丁寧に一夜干にしてい
ます。（配送：冷凍） 製造元：岡
富商店(大田市)【容量】のどぐろ一
夜干×3（計約500ｇ）賞味期限：冷
凍60日

S-02世界遺産・石見銀山お膝元セッ
ト（日本酒とひものセット）

100,000円

石見銀山のお膝元・大田市のうまい
酒と肴のセットです。（配送：冷凍
・常温） 製造元：一宮酒造・岡富
商店（大田市）【容量】石見銀山大
吟醸720ml、純米吟醸720ml、のどぐ
ろ3枚（計210g）、エテかれい3～4
枚（計330g）賞味期限：魚60日（冷
凍）・酒180日（常温）

S-03島根セレビアキャビア

100,000円

添加物を使用せず、少量の岩塩のみ
で仕上げています。やわらかく、コ
クもありクリーミーでやさしい風味
を持ったキャビアです。（配送：冷
凍） 製造元：セレビア（邑南町）
【容量】ベステルキャビア30g×1賞
味期限：冷凍1年

S-04いずも鮑煮（桐箱入）

100,000円

提供可能数量：10セット島根県産の
鮑を軟らかく煮付け、味付けもして
ありますので、いつでも簡単に召し
上がって頂けます。※　日付指定は
不可。(配送：常温) 製造元：日本
海（出雲市）【容量】鮑煮×2個（
計140g身のみ）×1箱、専用だし汁8
0g×2 賞味期限：常温150日

S-05清流高津川天然鮎・もみじガニ
セット（CAS冷凍）

100,000円

「水質日本一」に６度も輝いた高津
川の獲り立て天然鮎を１尾ずつ袋詰
め。もみじがには、塩味で蒸してＣ
ＡＳ冷凍。袋のまま熱湯で湯銭する
だけで召し上がれます。（配送：冷
凍） 製造元：高津川倶楽部（益田
市）【容量】天然鮎２００ｇ/袋×4
(8～12尾）、モクズガニ2匹×３袋
（計6匹）賞味期限：カニ１２０日
（冷凍）鮎1年（冷凍）
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S-06ｹﾝﾎﾞﾛｰ骨付きﾊﾑとｳｨﾝﾅｰ

100,000円

自家農場産のケンボロー芙蓉ポーク
のもも肉を使用。骨付きならではの
豊潤な味は他のハムでは味わえない
風味と美味しさがあるケンボロー自
慢の逸品です。（配送：冷蔵） 製
造元：島根ﾎﾟｰｸ（浜田市）【容量】
骨付きﾓﾓﾊﾑ約2.1㎏、ﾁｰｽﾞ入りｳｨﾝﾅｰ
150g、粗挽きｳｨﾝﾅｰ150g、ﾁｮﾘｿｳｨﾝﾅｰ
150g賞味期限：冷蔵14日

S-07しまね和牛ステーキセット

100,000円

口の中いっぱいに広がる、上質で甘
みのある脂の旨みと肉汁の美味しさ
！島根県が誇る和牛肉の最高峰を是
非ご賞味ください。(配送：冷凍) 
製造元：ＪＡアグリ島根（出雲市）
【容量】ロースステーキ用４００ｇ
×２、一口ステーキ用３００ｇ×１
 賞味期限：冷凍60日

S-08石見ポークどっさりセット４．
３ｋｇ

100,000円

自然豊かな島根県邑南町ですくすく
育った豚肉です。脂身は甘く、赤身
に旨みがあり、臭みがないのが特徴
です。(配送：冷凍) 製造元：ディ
ブロ（邑南町）【容量】石見ﾎﾟｰｸ小
間切れ５00ｇ×5、石見ﾎﾟｰｸﾛｰｽしゃ
ぶ600ｇ×1、石見ﾎﾟｰｸ肩ﾛｰｽしゃぶ6
00ｇ×1、石見ﾎﾟｰｸﾊﾞﾗしゃぶ600ｇ
×1 賞味期限：冷凍30日

S-09天然猪ＢＢＱセット

100,000円

炭火用い塩コショーでシンプルに召
し上がると猪肉の味わいがより一層
楽しめます。(配送：冷凍) 製造元
：いのしし加工販売センター榎の郷
（江津市）【容量】猪モモ肉５００
ｇ×１、猪バラ肉５００ｇ×１、猪
フランクフルト９０ｇ×１０ 賞味
期限：冷凍120日

S-10農薬不使用栽培米・吉賀町「注
連川の糧」Ｋ１コシヒカリ１０ｋｇ

100,000円

収穫量が非常に少ないお米ですが、
その分土壌の栄養素が一本一本の稲
に行き渡りとても美味しいお米にな
ります。 製造元：藤本米穀店（松
江市）【容量】5ｋｇ×２

S-11仁多米無洗米・奥出雲和牛カレ
ー詰合せ

100,000円

仁多地方は古文書「出雲國風土記」
でも紹介され、古くから日本有数の
良質米の産地です。「奥出雲和牛肉
」を使ったこだわりの和牛カレーと
セットにしました。（配送：常温）
 製造元：島根県農業協同組合雲南
地区本部仁多加工所（奥出雲町）【
容量】仁多郡産無洗米２ｋｇ×５、
奥出雲和牛カレー２１５ｇ×5賞味
期限：カレー常温１年

S-12大吟醸斗びん囲い「出雲誉」木
箱入り

100,000円

原料酒米「山田錦」を精米歩合３５
％まで磨き上げ、出雲杜氏奥村豊が
丹精を込めて仕込みました。大吟醸
の奥行ある醍醐味を楽しめます。(
特製木箱入り）（配送：常温） 製
造元：竹下本店(雲南市）【容量】
１８００ml賞味期限：常温300日

S-13木乾モダンカップ八雲白檀琥珀
（内朱もしくは内黒）

100,000円

生漆を用いて金箔を器の全面に貼っ
た後、半透明の飴色をした木地呂漆
を塗り重ね、島根県松江市の伝統工
芸「八雲塗」の技法を用いて、蝋色
仕上げをしました。　 製造元：山
本漆器店（松江市）【容量】内の塗
りが、朱色、黒色のもの，いずれか
一客

S-14出雲大社ゆかりの縁起物-福こ
づち5号と小さなこづちの根付セッ
ト

100,000円

出雲大社のご祭神「だいこく様」が
お持ちになられる”打出の子槌”に
因み、一つ一つ手造りで製作した縁
起物。木材には欅を使用。 製造元
：大社木工(出雲市）【容量】福こ
づち５号（全長１９cm×幅１０.８
㎝）、福こづち０号（３.５cm×１.
８cm）

S-15欅カレースプーン5本組

100,000円

日本の欅を用い一本一本削り出し漆
を6回以上擦り込んで仕上げました
。すべてが天然素材、手作りのため
、木目の違いや仕様に多少の差異が
生じる場合がございます。 製造元
：おかや（出雲市）【容量】欅カレ
ースプーン×５

S-16裂織りのボストンバッグ(バネ
口金、底板・内外ポケット付)	

100,000円

絹・麻・綿等の素材が織り合わさっ
た機織り物を使っています。前と後
ろで若干の柄の違いをお楽しみくだ
さい。※水濡れや強い摩擦により、
移染することがあります※1点1点手
作りのため、模様や色が異なります
ので、ご了承ください。 製造元：
はとぽっぽ（大田市）【容量】サイ
ズ：本体(23×39×10)㎝、持手(1.5
×41)㎝。素材：本体絹、綿、麻な
どの裂織。裏地綿100%。持手牛革製

定期便-01仁多米こしひかり５ｋｇ
×３ヶ月

100,000円

ふっくらとした炊きあがりで、ねば
りが強く歯ごたえのある自慢の逸品
「仁多米こしひかり」を3ヶ月お届
けいたします。(配送：常温) 製造
元：島根県農業協同組合雲南地区本
部仁多加工所(奥出雲町)【容量】仁
多米こしひかり5㎏×3ヶ月※寄附月
の翌月から3ヵ月連続で発送します
※毎月、20日ころに発送します※天
候、交通事情により発送が遅れる場
合は、ご容赦ください
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定期便-02プレミアムつや姫「たた
ら焔米」６ｋｇ×３ヶ月

100,000円

たたら焔米は、雲南で収穫された「
つや姫」の中でもプレミアム基準を
満たした良質なお米を3ヶ月お届け
いたします。(配送：常温)製造元：
藤本米穀店（松江市）【容量】２ｋ
ｇ×３を３ヶ月に分けてお届けしま
す。※寄附月の翌月から3ヵ月連続
で発送します※毎月、20日ころに発
送します※天候、交通事情により発
送が遅れる場合は、ご容赦ください

定期便-03木次乳業乳製品バラエテ
ィセット

100,000円

①～③の県産品を初回発送の月から
3回に分けてお届けします。(配送：
アイス冷凍、乳製品冷蔵) 製造元：
木次乳業(雲南市)・乳製品セット　
賞味期限：冷蔵7日ﾉﾝﾎﾓ牛乳900ｍｌ
、のむﾖｰｸﾞﾙﾄ（りんご・ぶどう）50
0ｍ各1、ｲｽﾞﾓ･ﾗ・ﾙｰｼﾞｭ180ｇ、ﾅﾁｭﾗ
ﾙｽﾅｯｶｰ70ｇ、木次無塩ﾊﾞﾀｰ150ｇ・
「ＶＡＮＡＧＡ」8個セット　　ﾊﾞﾆ
ﾗ120ml×2、ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ120ml×2、抹茶
あずき120ml×2、ﾋﾞﾀｰﾁｮｺ120ml×1
、ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ120ml×1・チ…

定期便-04四季のスイーツ定期便

100,000円

①～③の県産品を初回発送の月から
3回に分けてお届けします。(配送：
冷凍) 製造元：ｼｯｸｽ･ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ（邑
南町）①四季のちびチーズケーキ60
g×8　賞味期限：冷凍30日②凍らせ
て食べる焼きキャラメル大人のぷり
ん55g×8　賞味期限：冷凍30日③四
季のカップソフトクリーム80ml×8
　賞味期限：お早めに【容量】※寄
附月の翌月から3ヵ月連続で発送し
ます※毎月、20日ころに発送します
※天候、交通事情により発送…

定期便-05ゆっくり長時間発酵飲む
ヨーグルト（４ヶ月）

100,000円

ゆっくり１０時間かけて長時間発酵
させた飲むヨーグルトです。飲みや
すくほのかな甘みを楽しめる一品を
4ヶ月お届けいたします。(配送：常
温)製造元：ｼｯｸｽ･ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ（邑南町
）【容量】飲むヨーグルト１００ml
×１０本×４ヶ月賞味期限：冷蔵14
日※寄附月の翌月から4ヵ月連続で
発送します※毎月、20日ころに発送
します※天候、交通事情により発送
が遅れる場合は、ご容赦ください

定期便-06松江ビアへるん金賞銀賞
７本定期便（３ヶ月）

100,000円

「小泉八雲」の愛称「へるん先生」
にちなんだ島根で唯一の地ビールを
3ヶ月お届けいたします。初回のみ
グラス2個付(配送：冷蔵) 製造元：
島根ビール(松江市)【容量】ｳﾞｧｲﾂｪ
ﾝ300ml×2、縁結麦酒ｽﾀｳﾄ300ml×2
、ペールエール300ml×2、ピルスナ
ー300ml×1、初回のみグラス2個付
賞味期限：冷蔵100日※寄附月の翌
月から3ヵ月連続で発送します※毎
月、20日ころに発送します※天候、
交通事情により発送が遅れ…

定期便-07島根の海鮮定期便

100,000円

①～③の県産品を初回発送の月から
3回に分けてお届けします。(配送：
冷凍) 製造元：岡富商店(大田市)・
アジ一夜干　1kg（15～20枚）
・エテかれい一夜干
1.1kg（8～11枚）・白いか一夜干　
約550g（4～6枚）【容量】賞味期限
：冷凍30日※寄附月の翌月から3ヵ
月連続で発送します※毎月、20日こ
ろに発送します※天候、交通事情に
より発送が遅れる場合は、ご容赦く
ださい

定期便-08ケンボローしゃぶしゃぶ
セット・石見ポーク小間切れセット

100,000円

①から③の県産品を初回発送の月か
ら3回に分けてお届けします。(配送
：冷凍) 製造元：島根ポーク（浜田
市）・ディブロ（邑南町）・①②芙
蓉ポークロースしゃぶしゃぶ用×４
００ｇ×１、芙蓉ポークバラしゃぶ
用４００ｇ×１　賞味期限：冷凍30
日・③石見ポーク小間切れ５００ｇ
×４　　賞味期限：冷凍30日【容量
】※寄附月の翌月から3ヵ月連続で
発送します※毎月、20日ころに発送
します※天候、交通事情によ…
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