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18301 佐賀のり詰合せＤ

初摘み美香舞寿司のり(全型10枚)×1袋
初摘み美香舞焼のり(全型10枚)×3袋
佐賀一番摘み焼(2切6枚)×5袋
佐賀一番摘み味(2切6枚)×5袋
佐賀海苔塩のり(2切7枚)×5袋
佐賀のり香味干し(20ｇ)×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」など、「佐賀海
苔」美味しさを堪能できる詰め合わせで
す。
提供：三福海苔㈱

18302 佐賀のり　紫香燦燦 焼のり全形5枚×8袋

佐賀県有明海漁協推奨品！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です。
提供：㈱サン海苔

18303
プレミアム焼のり贅沢セッ
トＡ

プレミアム焼のり10枚入×7袋

海苔漁師こだわりの最高の逸品。口どけが
よく香り高い、初摘み海苔のなかでも、最
上級の美味しさの海苔です。深くしっかり
とした旨みと溶ろける味わいをお楽しみく
ださい。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

18304
プレミアム焼のり贅沢バラ
エティセット
【いいモノさがし認定品】

プレミアム焼のり(板のり10枚)×4袋
梅塩のり(8切24枚)
黒こしょう塩のり(8切24枚)
わさび塩のり(8切24枚)
味のり(8切5枚)×6袋
風香海(バラ干し)10g
【小ボトル】塩のり(8切48枚)
めんたい塩のり(8切48枚)

美味しさを知り尽くした海苔漁師が作る有
明の風のプレミアム海苔バラエティセッ
ト。口どけが良く香りも良い、初摘み海苔
の最上級の味をお楽しみいただけます。
提供：有明の風

18305
希少！三瀬村産「コシヒカ
リ」Ｃ

白米5ｋｇ×4袋
【年間５０セット限定】

標高400ｍの三瀬村の寒暖差の大きい気候
と清流で育ったコシヒカリは、生産量が少
なく、あまり流通しないお米です。香りが
高く、粘りが強いお米ですので、冷めても
美味しく、お弁当やおにぎりにも最適で
す。
提供：旬菜舎さと山

18306 おいしいお米セット
佐賀県産ヒノヒカリ(白米)5kg×2袋
佐賀県産さがびより(白米)5kg×2袋
佐賀県産酵素栽培夢しずく(白米)5kg×2袋

佐賀県産のおいしいお米、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。
提供：イケマコ

18307 佐賀県産ヒノヒカリＣ 佐賀県産ヒノヒカリ(白米)5kg×6袋
うまみ・粘り・つや３拍子そろった、佐賀
県産米ヒノヒカリです。
提供：イケマコ

18308 佐賀県産さがびより 佐賀県産さがびより(白米)5kg×6袋
佐賀県産さがびより、粒が大きくてもっち
りとしたお米です。
提供：イケマコ

18309 佐賀県産酵素栽培夢しずく 佐賀県産酵素栽培夢しずく(白米)5kg×6袋
佐賀県産夢しずく、やわらかく、つやのあ
るお米です。
提供：イケマコ

18310

【期間限定】
光樹とまと(特秀)とジュー
スセット
【いいモノさがし認定品】

生トマト(光樹とまと　特秀)4㎏
光樹とまとジュース500ml×１本
【期間限定　3月～5月】

農林水産大臣賞受賞。東京市場で最高の値
が付く光樹とまととジュースの食べ・飲み
比べセット商品です。
提供：株式会社サインズ

18311
光樹とまと100%ジュース
【いいモノさがし認定品】

光樹とまとジュース500ml×2本

選果基準をクリアした光樹とまとを20個使
い、濃厚でしかも飲みやすく、トマトを食
べているような味わいを感じます。
提供：株式会社サインズ

18312 飲むバラ　スパークロゼ スパークロゼ200ml×24本

【FoodEXJAPAN「美食女子グランプリ」銀
賞受賞】
無農薬の、最高級ダマスクローズの花びら
から抽出したローズエキスをふんだんに使
用した、華やかで爽やかなバラのスパーク
リング（ノンアルコール）です。美容サ
ポート成分：ローズエキスとヒアルロン酸
配合※佐賀天山水系の伏流水使用
提供：㈱ローズテラス

お礼の品

寄附金額50,000円以上のお礼の品

受付終了
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18313 佐賀の醤油詰め合わせＣ

自然一醤油300ｍｌ×2本
自然一ぽん酢醤油300ｍｌ×2本
自然一熟つゆ300ｍｌ×2本
自然一だし醤油300ｍｌ×2本
十穀味噌500ｇ×2袋
玉葱ドレッシング200ｍｌ×2本
佐賀海苔とろとろしょうゆ150ｍｌ×1袋
ミソフル粗挽50ｇ×1本
ミソフル粉末70ｇ×1本

創業117年、天然醸造を守り続ける醤油蔵
から、佐賀海苔がたっぷり入った醤油や佐
賀県産玉葱使用のドレッシング等をお届け
します。
提供：丸秀醤油㈱

18314
とろける佐賀牛厚切りロー
スステーキ

【冷凍】
佐賀牛厚切りロースステーキ2枚（計500
ｇ）

最高級の肉質を誇る佐賀牛をご賞味くださ
い。
提供：道の駅「大和」そよかぜ館

18315 絶品佐賀牛ローススライス
【冷凍】
佐賀牛ローススライス500ｇ

最高級の肉質を誇る佐賀牛。絶品の旨みと
やわらかさをお楽しみください。
提供：道の駅「大和」そよかぜ館

18316
【期間限定】
佐賀牛肩ローススライス

【冷凍】
佐賀牛肩ローススライス　500ｇ
【１月～１０月期間限定受付】

ジューシーで舌にとろけるやわらかさ。そ
の秘密は、「霜降り」といわれる脂肪の混
ざり具合で決まります。そのきめ細やかさ
は、まさに絶品です。
提供：さが風土館季楽

18317 佐賀牛ローススライス

【冷凍】
佐賀牛ローススライス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

18318 佐賀牛ロースステーキ

【冷凍】
佐賀牛ロースステーキ200g×2枚
【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

18319
佐賀牛ロースすきやき・
しゃぶしゃぶ用

【冷凍】
佐賀牛ロース550g

厳選された佐賀牛をたっぷり550ｇ。
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

18320
肥前さくらポークしゃぶ
しゃぶセット

【冷凍】
ロース600ｇ
モモ300ｇ
肩ロース500ｇ
バラ600ｇ

鮮やかなさくら色の肉は、筋繊維が細かく
柔らかな肉質と、豚肉特有の臭みが少なく
とろけるような甘い脂が特徴です。
提供：道の駅「大和」そよかぜ館

18321 日本一のローストビーフＣ
【冷凍】
ローストビーフ3枚（計360g）

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

18322
生ウィンナー４種類詰合せ
（桐箱入り）

【冷凍】
しょうゆ味40g×10本
サラミ味40g×10本
バセリ味40g×10本
みつせ鶏40g×10本

「接待の手土産セレクション 2017選定
品」。厳選した地元の豚肉や「みつせ鶏」
を使った生ウインナー。ドイツの家庭で用
いられている製法で、新鮮な佐賀県産豚肉
に天然香辛料を加えて十分に練り上げた歯
切れの良いウインナーは、加熱処理をして
いない生タイプ。ビールのおつまみやシ
チュー、ポトフなど煮込み料理の味も引き
立てます。人気の４種類にマスタードが付
いた桐箱入りのギフトセットです。
提供：アーノヴルストカーテ

18323 佐賀牛贅沢三昧

佐賀牛カレープレミアム220ｇ×3箱
旨唐佐賀牛80ｇ
旨唐佐賀牛プレミアム90ｇ
佐賀ん牛汁10.5ｇ×5袋
特製はねにんにくオイル190ｍℓ

夜は佐賀牛を贅沢にカレーで。
朝は旨唐しぐれ煮と佐賀ん牛汁。
はねにんにくオイルは匂いが少ない万能オ
イルです。
提供：㈱さが・夢・維新会

18324
肥前び～どろ　縄文ピルス
ナー青・赤ペア

縄文ピルスナー(青)(赤)各1個
口径8㎝/高さ13㎝
【年間5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」
の縄文ピルスナーを青と赤の２個セットで
お届けします。
提供：副島硝子工業㈱
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18325
佐賀県産ヒノキの「ヒノキ
風呂の素」Ｂ

ヒノキ風呂の素　20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

18326 佐賀の香りkusuセット
佐賀の香りkusu５ｍｌ　１本、ディフュー
ザートモリ１台、アロマリーフ３枚、アロ
マデッシュ１個、小皿１枚

佐賀の県木クスノキ精油を使ったオリジナ
ルブレンド精油をムーディなアロマディ
フューザートモリに垂らして佐賀の香りを
お楽しみください。佐賀産クスノキで作っ
たアロマデッシュ、アロマリーフもセット
になっておりいろいろなシーンで香りをお
楽しみいただけます。
提供：aroma aroma

18327 お墓の供養代行サービス
お盆やお彼岸、年末の時期に年２回、生花
のお供え物と共にご供養致します。
【月５件限定】

あなたに代わり、ご先祖の供養代行を真心
をもってさせていただきます。また、周辺
の除草作業やお墓の清掃作業（相応分)を
行います。作業前と後の写真をお送りいた
します。
提供：公益社団法人佐賀市シルバー人材セ
ンター


