
№ 内容 説明

18201 佐賀のり詰合せＣ

初摘み焼のり美香舞(全型10枚)×1袋
佐賀一番摘み焼(2切6枚)×3袋
佐賀一番摘み味(2切6枚)×2袋
佐賀海苔塩のり(2切7枚)×2袋
佐賀のり香味干し(5ｇ)×2袋
香味のり佃煮(70ｇ)×1個
佐賀のりしょうゆせんべい(130ｇ)×1袋
佐賀のりしおせんべい(130ｇ)×1袋

日本一の海苔産地より、漁師達が丹精込め
て育てあげた「佐賀海苔」をお届けいたし
ます。一番摘みの焼のり、味付のりや塩の
りをはじめ、ミシュランの料理店でも愛用
されている「香味干し」、佃煮、おせんべ
いなど「佐賀海苔」のいろんな味わいをお
楽しみください。
提供：三福海苔㈱

18202
初摘み美香舞と香味干しの
詰合せ

佐賀初摘み 焼のり 美香舞(全型10枚)×4
袋
佐賀のり香味干し(5ｇ)×3袋

日本一の海苔産地より漁師達が丹精込めて
育てあげた「佐賀海苔」をお届けいたしま
す。初摘みの中でも特に香りと旨みのある
海苔を厳選して焼き上げた焼海苔とミシュ
ランの料理店でも愛用されている「香味干
し」の詰合せたこだわりの逸品です。
提供：三福海苔㈱

18203
厳選素材「塩のり」と「焼
のり」セットＢ

有明海産佐賀塩海苔「特選【極】しおのり
江頭一郎」8切り64枚入り（全形8枚）×2
缶
有明海産佐賀焼き海苔「特選【極】焼のり
江頭一郎」8切り64枚入り（全形8枚）×2
缶

創業者、江頭一郎の味を守り、厳選した佐
賀海苔を香ばしく焼き上げた焼海苔と佐賀
の素材のみで作った塩海苔の有明海の恵み
が詰まったセットです。
提供：江頭一郎商店

18204 新撰佐賀のり焼Ｂ 焼のり10枚×10袋

生産量日本一を記録する佐賀県有明海産の
中でも、柔らかく旨みある、一番摘みの上
級等級品のみを使用したこだわりの焼の
り。様々な料理にたっぷり使えて保存がし
やすいチャック付袋入りです。
提供：㈱サン海苔

18205
初摘み焼のり堪能セット
【いいモノさがし認定品】

初摘み焼のり(板のり10枚)×4袋
初摘み焼のり(2切6枚)×5袋

口どけがよく香り高い、初摘み海苔の美味
しさそのものを楽しめる海苔。深くしっか
りとした旨みとパリっとした食感は、漁師
の自信の表れです。生産者だからこそお届
けできる美味しい海苔です。
提供：有明の風

18206
初摘み佐賀のり逸品バラエ
ティセットＢ
【いいモノさがし認定品】

焼のり(8切32枚)×1袋
梅塩のり(8切24枚)×1袋
黒こしょう塩のり(8切24枚)×1袋
コラーゲン塩のり(8切24枚)×1袋
風香海(バラ干し)10ｇ×1袋
のり佃煮梅果肉入り100ｇ×2個
塩のり(8切48枚)×1袋
めんたい塩のり(8切48枚)×1袋
おにぎり塩のり(2切6枚)×1袋

口どけがよく香り高い、旨みたっぷりの初
摘みのりを味付けしました。バラエティに
富んだ味わいの詰合せです。のり佃煮も、
初摘みのりならではのトロっとした食感と
深い旨みに、梅の果肉が入り絶妙な味わい
です。風香海（バラ干しのり）の食感もお
楽しみ下さい。
提供：有明の風

18207 富士町産「夢しずく」Ｂ 夢しずく(白米)5ｋｇ×3袋

佐賀平野の“屋根”脊振山系の清らかな水
と肥沃な土壌に育まれ、天然のミネラルを
たっぷり吸収しながら成長した夢しずく
は、優れた味わいとふっくらとつやのある
光沢が特長です。
提供：旬菜舎さと山

18208 佐賀県産ヒノヒカリＢ 佐賀県産ヒノヒカリ(白米)5kg×4袋
うまみ・粘り・つや３拍子そろった佐賀県
産米ヒノヒカリをお届けします。
提供：イケマコ

18209
おいしいお米と甘酒・麦茶
セット

佐賀県産ヒノヒカリ(白米)5kg
佐賀県産さがびより(白米)5kg
佐賀県産酵素栽培夢しずく(白米)5kg
もち米甘酒500ml×1本
佐賀市産麦茶(10g×20P)×2袋

佐賀県のおいしいお米、ヒノヒカリ・さが
びより・夢しずくの３種食べ比べセットで
す。佐賀県産ヒヨクモチを使った甘酒と、
佐賀市産二条大麦を使った香ばしくておい
しいと大好評の麦茶をセットにしました。
提供：イケマコ

18210
佐賀市産　無農薬、無化学
肥料栽培米

特別栽培米8kg
（玄米、白米はご指定ください）

安全・安心の特別栽培米。玄米食の方には
特にお奨めです。
提供：㈱さが・夢・維新会

18211
野菜詰合せとさがびよりの
セット

【冷蔵】
季節の旬の野菜7～8品
さがびより5㎏×2袋

採れたて野菜と地元の生産者が丹精込めて
作った清流米さがびよりをお届けします。
提供：道の駅「大和」そよかぜ館

18212

【期間限定】
佐賀のブランドトマト光樹
とまと（特秀）

生トマト4㎏
【期間限定　3月～5月】

東京市場で最高の値が付く農林水産大臣賞
受賞のトマトです。
こだわり抜いた美味しさは、他に類を見な
い程の甘味と酸味と旨みがあります。
提供：株式会社サインズ

お礼の品

寄附金額30,000円以上のお礼の品

受付終了
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18213
【期間限定】
ITOFARMのいちご　極上さ
がほのか

【冷蔵】
さがほのか30粒（15粒×2パック）
【期間限定　12月～3月】

「さがほのか」は大粒で、糖度が高い佐賀
生まれの苺。すっきりと酸味が少なく上品
な甘さは、一口食べればクセになる美味し
さです。ＩＴＯＦＡＲＭのこだわりの土作
りと、４つの微生物を駆使した苗作りで、
真っ赤に実った甘い苺をお届けします。
提供：ITOFARM

18214
【期間限定】
うんっま！佐賀れんこんＢ

【冷蔵】
蓮根4kg
(洗い蓮根は日持ちがしないため、泥をつ
けたままでお送りします)
【期間限定　9月～2月】

この先も永くレンコン栽培を続けていくた
めに、化学肥料の使用を減らし、食味向上
のために有機質の醗酵肥料を使用していま
す。ぜひ、もちもちホクホクのレンコンを
ご賞味ください。
提供：蓮根のくすだ

18215
【期間限定】
松梅産干し柿

【冷蔵】
松梅産干し柿30玉（箱入り）
【１２月限定受付】
【年間３０箱限定】

干し柿の里より、美味しい干し柿をお届け
します。
提供：道の駅「大和」そよかぜ館

18216
【期間限定】
竹八の無添加奈良漬（白
瓜）

【冷蔵】
白瓜1600g（瓜8枚～12枚程度）
【8月～4月期間限定受付】

肥沃な大地・佐賀の契約農家で育てた白瓜
を、蔵で人の足でひと踏み、ひと踏み踏み
込み、じっくりと熟成発酵させ、酒粕・
塩・砂糖のみで漬け込みました。自慢の熟
成酒粕で4度の漬けかえを行い、酒粕本来
の香りと旨みのある無添加の奈良漬が生ま
れました。
提供：㈱竹八

18217
とまと乳酸菌食品八好美人
【佐賀商業高校企画開発】

とまと乳酸菌食品八好美人(はっこうびじ
ん)500ml×12本セット

【佐賀商業高校から全国に 】
生徒たちが企画開発したトマトの発酵食
品。トマト自身を発酵させるという独自の
技術による、これまでにない新しいうまみ
食品です。美容に、健康に、スポーツに、
そして料理に色々な使い方で楽しみ頂けま
す。
※2011デザインアワード入賞作品
提供：佐賀商業高等学校

18218
上品な仕上がり　光樹とま
とのお酢セット
【いいモノさがし認定品】

飲む酢「爽」200ml×2本
調理酢「瑞」200ml×2本

選果基準をクリアした光樹とまとから生ま
れる極上のトマト酢。飲む酢は、トマトで
作ったお酢にトマト果汁で味付けした美味
しい健康酢、「美味しさも　美しさも　あ
きらめない」健康意識の高い女性のための
商品です。
提供：株式会社サインズ

18219
つよし君の飲むトマト
【いいモノさがし認定品】

つよし君の飲むトマト
720ml×3本

減農薬で栽培した完熟トマトのみで作った
「無添加100％トマトジュース」です。1本
に約10玉以上の完熟トマトが凝縮されてい
ます。
提供：合同会社つよし君のお野菜畑

18220
つよし君のお野菜畑ギフト
セットＢ
【いいモノさがし認定品】

つよし君の飲むトマト720ml×2本
つよし君のトマトジャム140g×2本
つよし君のブルーベリージャム140g×1本

長い年月かけて育んだこだわりの農地で栽
培したトマトやブルーベリーを使った
ジュースとジャムです。ジュースは完熟ト
マトのみを使った無添加100％、ジャムは
酸味と甘味の絶妙なバランスを楽しめま
す。
提供：合同会社つよし君のお野菜畑

18221 佐賀牛ももスライスＡ

【冷凍】
佐賀牛ももスライス500ｇ
【お届けまでに1ヶ月ほどいただいており
ます】

佐賀牛Ａ５－８番以上のお肉をお届けいた
します。商品情報と生産者情報も併せてお
届けします。
提供：福岡精肉・デリカ

18222 佐賀牛切り落とし
【冷凍】
佐賀牛切り落とし1kg

厳選された佐賀牛をたっぷり1kg。
佐賀の豊かな大地で育ったとろけるやわら
か佐賀牛を心ゆくまでご堪能ください。
提供：三重津みやげホスムスカモス

18223 日本一のローストビーフＢ
【冷凍】
ローストビーフ2枚（計220g）

まるでアイスクリームのような舌触りと表
現される、至極の一品！佐賀牛の最高級ク
ラス（A-5等級）ロース肉を使った日本一
のローストビーフです。
提供：くらおか亭

18224
超粗挽きウインナー（ガス
ボー）Ｃ

【冷凍】
超粗挽きウインナー（ガスボー）2本入り
×10パック

「旬菜舎さと山オリジナルウインナー！1
本100g」2016年バルーン大会で１万本以上
を完売！全く新しい食感の肉々しい粗挽き
ウインナー」です。佐賀県・長崎県産豚肉
希少特定部位を使用しています。
提供：旬菜舎さと山

18225 海幸漬
【冷蔵】
銀だら粕漬 5切
さわら西京白味噌仕立て味粕漬 5切

佐賀の銘酒「東一の吟醸酒・純米酒酒粕」
を創業80有余年の伝統の技術で作り上げた
味粕で厳選した銀だらとさわらをｵﾘｼﾞﾅﾙ味
粕と西京味噌ブレンド味粕に漬け込みまし
た。とろ火でじっくりと焼き上げた漬け魚
は芳醇な酒粕の香りと旨みを楽しめます。
提供：㈱竹八
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18226
肥前旨唐おもてなし五彩
セット

旨唐佐賀牛プレミアム(90g)×3箱
旨唐佐賀牛(80g)×2箱

佐賀牛を赤ワインでじっくり煮込んだ肉の
旨味が凝縮された牛しぐれ煮と、コガヤ秘
伝の辛味調味料『旨唐醤（うまからじゃ
ん）』がぴりりと効いた牛そぼろの豪華５
点セット。ご飯のお供としては勿論、酒の
肴としてもお愉しみ頂ける逸品です。
提供：肥前旨唐本舗コガヤ

18227 佐賀牛づくし　極み

佐賀牛カレープレミアム220ｇ×3箱
佐賀ん牛汁10.5ｇ×4袋
さがレトロ館フレンチドレッシング215ｍℓ
×1本

佐賀ブランドを手軽に味わうことができる
セットです。絶品の佐賀牛カレーと佐賀ん
牛汁。
提供：㈱さが・夢・維新会

18228
佐賀牛カレーと鶏めしの素
セット

佐賀牛カレー200g×5箱
鶏めしの素170g(2合炊き用)×2箱

佐賀牛でも希少なスネ肉を使った『佐賀牛
カレー』、食べだしたら止まらない飽きの
来ない旨味が特徴のありたどりをふんだん
に使用した『鶏めしの素』をまとめたセッ
トです！
提供：佐星醤油株式会社

18229 鶏めしの素大満足セット 鶏めしの素170g(2合炊き用)×10箱

食べだしたら止まらない、飽きの来ない旨
味が特徴のありたどりをふんだんに使用
し、佐賀産の丸大豆しょうゆで風味豊かな
味わいに仕上げた『鶏めしの素』です。
炊きたてご飯に混ぜるだけでお手軽です！
提供：佐星醤油株式会社

18230
文雅シェフ手作りドレ＆カ
レーセット

【冷蔵】
ビーフカレー200g×6缶
ゴマドレッシング1本
シーフードフレンチドレッシング1本
ゆずノンオイルドレシッング1本
（各300ml）

シャトー文雅のシェフお勧めドレッシング
3種と地元佐賀の皆様より好評の名物ビー
フカレーのセットをお楽しみください。
提供：シャトー文雅

18231
文雅和牛シチュー＆手作り
ドレセット

【冷蔵】
黒毛和牛ビーフシチュー200g×4缶
梅ドレッシング300ml×1本
ステーキソース300ml×1本

黒毛和牛をじっくりと煮込み仕上げたシェ
フ自慢のビーフシチューと梅ドレッシング
とあらゆる肉料理と合うステーキソースの
セットをお楽しみください。
提供：シャトー文雅

18232
ふるさと佐賀の定番酒　上
撰マドカップ

マドカップ180ｍｌ×30本
懐かしいふるさと佐賀の定番酒をお好みで
熱燗や冷酒でお楽しみください。
提供：窓乃梅酒造（株）

18233
幻の黒米と佐賀素材の甘酒
５本セット

ストーク・ロゼ　300ml×5本

約1000人の声から生まれたストーク・ロ
ゼ。幻の黒米「紫福米®しふくまい」を使
用した糀のドリンク（甘酒）。着色料・保
存料・食塩・砂糖無添加のノンアルコール
ドリンク。
提供：和糀

18234
岩松養蜂店のこだわり国産
蜂蜜セット

国産完熟はちみつ500g×2本
専用の箱に入れてお送りします。
※写真はイメージです

当店人気の国産はちみつと季節のはちみ
つ。たっぷり使える500gを２本セットにし
ました。濃厚で香り豊かな無添加のはちみ
つです。※季節によってはちみつの種類が
変わります。
提供：㈲れんげどう/岩松養蜂店

18235 飲む果実酢いたわり
柚子バーモント1.8L×1本
青林檎バーモント1.8L×1本

柚子バーモントは、りんご酢に国産柚子果
汁と蜂蜜などを加えた香り豊かな飲料で
す。青林檎は、りんご酢に国産りんご果汁
と蜂蜜などを加えたおいしい飲料です。ど
ちらも5倍に希釈しお飲みください。
提供：（有）サガ・ビネガー

18236
佐賀の美味しい醤油と
味噌のセット

こいくち寿醤油　1L×1本
かつおだし醤油　1L×2本
佐賀のえびす醤油　1L×2本
すだちぽん酢　300ml×1本
白だし　360ml×1本
合せ味噌　1kg×1袋

当店人気の寿醤油、かつおだし醤油、えび
す醤油に加え、香り高いすだちを使用した
すだちポン酢と、お料理がぐんと美味しく
仕上がる白だしに、お薦めの合せ味噌が
入ったセットです。
提供：（有）池田醤油醸造店

18237
国産の十種類の雑穀で作っ
た味噌

十穀味噌4kg

佐賀県産大豆・米・大麦をはじめ全て国産
の雑穀を原料とし、創業以来110余年続く
天然醸造で熟成したお味噌です。
提供：丸秀醤油㈱

18238
すっぽんと黒ひげにんにく
のにんにく卵黄

すっぽん黒ひげにんにく玉（12ｇ）約60粒
発芽ひげにんにく玉（12ｇ）約60粒

ビタミン・ミネラル・コラーゲンが豊富な
栄養の宝庫・すっぽん。全国的に高品質で
有名な「佐賀県産すっぽん卵」と「黒ひげ
にんにく」を手間ひまかけた伝統製法で練
りこみました。健康に美容に嬉しいにんに
く卵黄です。
提供：日本にんにく



№ 内容 説明お礼の品

18239
肥前び～どろ　虹色しずく
型グラスペア

虹色しずく型グラス（2個）
口径8㎝/高さ8.5㎝
【年間10セット限定】

佐賀鍋島藩伝統の宙吹き技法が生きる、佐
賀市重要無形文化財指定「肥前びーどろ」
のしずく型グラスを2個セットでお届けし
ます。
提供：副島硝子工業㈱

18240 手織り佐賀錦印鑑入れ
佐賀錦印鑑入れ1個
（写真１～４から１個お選びください）
【数量限定　各1個】

全て手織りで、それぞれ１個限定です。
提供：佐賀錦振興協議会

18241
佐賀県産ヒノキの「ヒノキ
風呂の素」Ａ

ヒノキ風呂の素10枚入り

佐賀市の森林で間伐した「ヒノキ」を使っ
て浴材を作りました。森林の間伐は、佐賀
の豊かな自然と環境を未来の子供達のため
に残す取り組みです。
提供：こだまの富士(さと)倶楽部

18242 佐賀の香りkusuランプ
佐賀の香りkusu５ml　１本　アロマランプ
１台  アロマリーフ３枚

佐賀の県木クスノキ精油を使ったオリジナ
ルブレンド精油をアロマランプに垂らして
佐賀の香りをお楽しみください。こちらの
ランプは調光ダイヤル付きで光の強弱もお
楽しみいただけます。アロマリーフは香り
をつけてお好きなところにかけてお楽しみ
ください。
提供：aroma aroma

18243
日帰り湯ったりパックと家
族風呂サービス

個室で4時間ゆっくりと食事・内湯を楽し
めるプランに家族風呂をプラスしました。
平日お昼のみ利用可（正月・お盆・祝日除
く）
【年間１名×４セット限定】

人気の日帰りプランに家族風呂（60分）を
お付けしました。
提供：お宿夢千鳥

18244
空き家見守りサービスプラ
ス

空き家や庭周辺の現在の状況をお客様に代
わって、写真撮影しご送付いたします。
【毎月５件限定】

お客様に代わり、空き家・空き地の簡単な
除草作業等をいたします（相応分）。作業
前と後の写真をお客様へご送付致します。
提供：公益社団法人佐賀市シルバー人材セ
ンター

18245
【期間限定】
タカッポ漁と干潟体験

中学生以上(2名様）、小学生(2名様)
【体験期間7月～9月下旬（2週間前までに
要予約）】※日程等のお打ち合わせの為、
担当者からご連絡をさせていただきます。

整備されていない干潟で自然に直接触れる
事ができる貴重な体験です。潮の干満差、
最大６ｍの有明海。潮の引いた広大な干潟
で伝統漁法「タカッポ」漁の体験やシオマ
ネキ捕り、潟スキー遊びなどを楽しんだ後
は、漁師さん直営店で有明海の幸を堪能く
ださい。
提供：（一社）佐賀市観光協会
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