
№ 内容 説明

18001 佐賀のり詰合せＡ
佐賀一番摘み焼（2切6枚）
佐賀一番摘み味（2切6枚）
佐賀海苔塩のり（2切7枚）各2袋

日本一の海苔産地より、海苔師達が丹精込
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
のりなど「佐賀海苔」のいろんな味わいを
お楽しみいただけます。
提供：三福海苔（株）

18002 佐賀のり　個包装詰合せＡ
焼のり(8切6枚)×6袋
味のり(8切6枚)×6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・味のり詰合せ。食べやすく保存がしや
すい個包装タイプ。
提供：㈱サン海苔

18003
初摘み焼のりセットＡ
【いいモノさがし認定品】

初摘み焼のり(板のり10枚)×1袋
初摘み焼のり(2切6枚)×2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

18004
初摘み佐賀のりバラエティ
セットＡ
【いいモノさがし認定品】

焼のり(8切32枚)×1袋
塩のり(8切24枚)×1袋
めんたい塩のり(8切24枚)×1袋
コラーゲン塩のり(8切24枚)×1袋

口どけがよく香り高い初摘み海苔のみを使
用。バラエティに富んだ色々な味をお楽し
みいただけます。ミネラル豊富な優しい塩
加減の自然海塩「石垣の塩」を使用し、海
洋性のコラーゲンにこだわり焼き上げまし
た。
提供：有明の風

18005
有明海産佐賀塩海苔と「夢
しずく」セット

佐賀米「夢しずく幸蔵米」3合×1袋
有明海産佐賀塩海苔「特選【極】しおのり
江頭一郎」8切64枚入（全形8枚）×1缶

創業者・江頭一郎の味を守り、兄が作る佐
賀の素材のみを使った塩海苔と、佐賀平野
で稲作を営む弟が作る佐賀夢しずく幸蔵米
のこだわりのセットです。
提供：江頭一郎商店

18006
佐賀の美味しいお米食べく
らべセット

佐賀県産さがびより2kg×1袋
佐賀県産夢しずく2kg×1袋
佐賀県産さがひのひかり2kg×1袋

肥沃な土壌と豊富な水資源で稲作が盛んな
佐賀県内で、選りすぐった美味しいお米3
品の食べ比べセットです。
提供：佐賀県食料株式会社

18007
佐賀県産ヒノヒカリと佐賀
市産麦茶セット

佐賀県産ヒノヒカリ(白米)5kg×1袋
佐賀市産麦茶(10g×20P)×2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
です。
提供：イケマコ

18008
佐賀県産さがびよりと佐賀
市産麦茶セット

佐賀県産さがびより(白米)5kg×1袋
佐賀市産麦茶(10g×20P)×2袋

粒が大きくてもっちりとした佐賀県産米さ
がびよりと、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です。
提供：イケマコ

18009
佐賀県産夢しずくと佐賀市
産麦茶セット

佐賀県産酵素栽培夢しずく(白米)5kg×1袋
佐賀市産麦茶(10g×20P)×2袋

やわらかくてつやのある佐賀県産米夢しず
くと、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です。
提供：イケマコ

18010 富士町産「夢しずく」Ａ 白米5ｋｇ×1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

18011
希少！三瀬村産「コシヒカ
リ」Ａ

白米3㎏×1袋
【年間１００袋限定】

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

18012

佐賀市産米さがびより
【きらめきプロジェクト厳
選商品】

※「きらめきプロジェク
ト」は、障がいのある方の
工賃向上をめざします。

さがびより5kg

この商品を選んでいただくことで、障がい
のある方の工賃向上につながります。

食味ランキング特A受賞のお米！
佐賀市大和町の清流と自然豊かな土地で
育ったさがびより。つぶが大きく食感もち
もちの、本格一等米100%です。
試行錯誤してたどり着いた「土壌づくり」
は、鶏糞と「EM菌」を組み合わせた肥料を
使うこと。ふかふかで健康な土だから、減
農薬でも元気なお米が育ちます。
さがびより100％の産地直送。ブレンド米
では味わえない本物の味をお楽しみくださ
い。
提供：佐賀中部障がい者ふくしネット

お礼の品

寄附金額5,000円以上のお礼の品



№ 内容 説明お礼の品

18013

季節の旬野菜Ａ（農薬不使
用）
【きらめきプロジェクト厳
選商品】

※「きらめきプロジェク
ト」は、障がいのある方の
工賃向上をめざします。

【冷蔵】
年間200種類の野菜の中から、無農薬の季
節の旬野菜10種類
※写真は一例です

この商品を選んでいただくことで、障がい
のある方の工賃向上につながります。

無農薬で丁寧に育てた年間200種類の野菜
の中から、彩り豊かな季節の旬野菜10種類
をお届けします。
スローWORK大和の野菜は、大豆一粒一粒を
綺麗に磨くような、障がいのある人だから
こそできる手間暇をかけて、「安心安全」
をモットーに育てています。大地と太陽の
恵みをたっぷりうけた栄養価の高い野菜で
す。
提供：佐賀中部障がい者ふくしネット

18014 新鮮野菜の詰合せセット
季節の旬の野菜7～8品
※写真は一例です

安心・安全・新鮮をモットーに、旬の採れ
たて野菜をお届けします。
提供：道の駅「大和」そよかぜ館

18015
【期間限定】
はねにんにく

【冷蔵】
はねにんにく40本入り
【期間限定　9月～5月】

軽石と沖縄サンゴを使った独自の栽培方法
で一粒一粒手間暇惜しまず作ったにんにく
です。またにんにくにストレスを与えて栽
培していますので旨み、甘味が凝縮された
にんにくになっています。
提供：えがちゃん農園

18016
【期間限定】
永尾産ち　ドトマト(ミ
ディートマト)

【冷蔵】
佐賀市産ミディートマト500g～700g
(15玉～25玉)
【期間限定　1月～4月】

あまやかさないから甘くなる！
１年に１度しか水やりをせずに育てたド級
のミディートマト。甘味と酸味のベストバ
ランス、甘さだけではもの足りない方に大
人気の一品です。
提供：永尾産ち

18017
【期間限定】
永尾産ち　ドトマト(大玉
トマト)

【冷蔵】
佐賀市産大玉トマト700g～1kg
(6玉～10玉)
【期間限定　1月～4月】

あまやかさないから甘くなる！
１年に１度しか水やりをせずに育てたド級
の大玉トマト。とにかく懐かしいトマトの
匂い、トマトらしさが好きな方に大人気の
一品です。
提供：永尾産ち

18018
【期間限定】
本庄ファームのいちご【大
玉】紅ほっぺＡ

【冷蔵】
化学農薬不使用
大玉紅ほっぺ400g
4Lサイズ9玉または3Lサイズ12玉のいずれ
か(収穫状況によりますのでお選びいただ
けません)
化粧箱入り
【期間限定　2月下旬～4月上旬】

いちご栽培歴20余年のご夫妻と、農学部大
学院出身の社員とがコラボレーションした
最高品質のいちごです。化学農薬不使用、
完熟で出荷いたします。
大粒で、甘さと酸味のバランスが絶妙。加
えて、今までにない食感もお楽しみくださ
い。
提供：本庄ファーム（佐電工グループ）

18019
【期間限定】
本庄ファームのいちご紅
ほっぺＡ

【冷蔵】
化学農薬不使用
紅ほっぺ
2Lサイズ以下
250g×2パック
【期間限定　2月下旬～4月上旬】

いちご栽培歴20余年のご夫妻と、農学部大
学院出身の社員とがコラボレーションした
最高品質のいちごです。化学農薬不使用、
完熟で出荷いたします。
やや小粒ですが、甘さと酸味のバランスが
絶妙です。加えて、今までにない食感もお
楽しみください。
提供：本庄ファーム（佐電工グループ）

18020

佐賀市産の乾燥きくらげＡ
【きらめきプロジェクト厳
選商品】

※「きらめきプロジェク
ト」は、障がいのある方の
工賃向上をめざします。

乾燥きくらげ　1袋30グラム×2袋

この商品を選んでいただくことで、障がい
のある方の工賃向上につながります。

きくらげは栄養価が高く、鉄分はレバーの
３倍、カルシウムは牛乳の３倍、食物繊維
やコラーゲンも多く含まれるといわれてい
ます。
「佐賀市産で安心安全」なきくらげを作り
たいという思いから、無農薬・無肥料で、
全ての工程を手作業で、丁寧に手間暇かけ
て作っています。
提供：佐賀中部障がい者ふくしネット

18021
完熟ブルーベリージャム
セット

ブルーベリージャム150g×3個
自家農園産の完熟ブルーベリーを使った、
甘さ控えめのジャムです。
提供：みつせ茶処　山ぼうし

18022 ぬかde醗酵美人

【冷蔵】
白菜、なす、きゅうり、大根など、その時
期の野菜を数種類
（※季節により漬け込む野菜が異なりま
す）

昔はどこの家庭にもあったぬか漬け。発酵
させることによって植物性乳酸菌や酵素が
生成され、健康食品として再注目されてい
ます。残ったぬか床にはご自分でお好みの
野菜を漬け込み、楽しむことができます。
提供：やまとフーズ

18023 キムチセット
【冷蔵】
白菜キムチ350ｇ×2
大根キムチ350ｇ×2

やまとフーズ一番人気の白菜キムチと大根
キムチの詰め合わせです。豚キムチや鍋な
どのお料理にも使える多様な一品です。
提供：やまとフーズ

準備中
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18024 糖しぼりぬか大根
【冷蔵】
大根ぬか漬け500ｇ×3

素朴な味わいで何度でも食べたくな
る・・・どこか懐かしい感じのするぬか漬
けです。
提供：やまとフーズ

18025 杵つき丸餅
【冷凍】丸餅（5個入り）×10ﾊﾟｯｸ
【年間200セット限定】

標高400ｍの三瀬村、寒暖差の大きい気候
と、清流で育った三瀬村産もち米100%の丸
餅は、「こし」と「ねばり」のある自慢の
杵つき餅です。これを食べて故郷を思い出
してください。
提供：旬菜舎さと山

18026
よもぎ餅
（粒あん入り）

【冷凍】
よもぎ餅（5個入り）×7ﾊﾟｯｸ
【年間200セット限定】

佐賀県産よもぎを使用。春先に出る柔らか
い新芽のみを手摘みした香り高いよもぎの
葉を、地下天然水で丁寧に洗い流して加工
しました。三瀬村産もち米を杵でつきあげ
た「こし」と「香り」が強いよもぎ餅で
す。
提供：旬菜舎さと山

18027
みつせ米粉麺セット
【いいモノさがし認定品】

米麺110ｇ×3袋
そば越えうどん110ｇ×3袋
みつせ鶏麺つゆ×2本

小麦アレルギーの方も安心して召し上がっ
ていただける、米粉100％の麺です。コシ
が強くのど越しの良い、和風、洋風等いろ
んな味わいに馴染みやすい麺です。
提供：㈲アサヒ・アグリ佐賀

18028
三瀬ぜんざい
【いいモノさがし認定品】

【冷凍】
ぜんざい玉65ｇ2個入り×7袋

お口の中で、ふんわり焼き餅風味が広がる
ように仕立てました。お水を注いで電子レ
ンジでチン！本格ぜんざいの出来上がりで
す。
提供：㈲アサヒ・アグリ佐賀

18029

ぱりせんセット
【きらめきプロジェクト厳
選商品】

※「きらめきプロジェク
ト」は、障がいのある方の
工賃向上をめざします。

ぱりせん　しょうゆ味×1袋
ぱりせん　塩味×1袋
ぱりせん　いりこのり味×1袋
ぱりせん　えび味×1袋
黒豆ロースト×2本
佐賀市産麦茶（26パック入り）×1袋

この商品を選んでいただくことで、障がい
のある方の工賃向上につながります。

佐賀県産の米粉を主役に開発した”せんべ
え”「ぱりせん」。米粉ならではの「ぱ
りっ」とした食感が楽しめます。しょうゆ
や塩などの調味料まで材料は徹底して県産
品を使用。完全無添加無着色の安心安全な
「佐賀のせんべえ」。
佐賀市川副町の田んぼで育った大麦を丁寧
に丁寧に焙煎して、新鮮な状態でパックし
た「佐賀市産麦茶」。アイスでもホットで
もお楽しみいただける香ばしい麦茶をあわ
せてお届けします。
提供：佐賀中部障がい者ふくしネット

18030
もち米あま酒と塩レモンあ
げもちセット

もち米あま酒(500ml)×2本
塩レモンあげもち(100g)×1袋

佐賀県産ヒヨクモチを使ったもち米あま酒
と塩レモンあげもち。
もち米の香ばしさと甘さを堪能できるセッ
トです。
提供：イケマコ

18031
佐賀県産豚ロースしゃぶ
しゃぶ用

【冷凍】
豚ロースしゃぶしゃぶ用500ｇ

佐賀の豊かな大地で育った安心安全の佐賀
県産豚100％。厳しい飼育管理による、生
産者の思いがこもった一品をふるさと佐賀
からお届けいたします。
丁寧に美しくスライスされたしゃぶしゃぶ
肉の、ジューシーな旨みをお楽しみくださ
い。
提供：三重津みやげホスムスカモス

18032
超粗挽きウインナー（ガス
ボー）Ａ

【冷凍】
超粗挽きウインナー（ガスボー）（2本入
り）×3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

18033
Cygamesとサガン鳥栖の
コラボ！ガスボー

【冷凍】
ポークステーキウインナー2本入×2袋
【サガン鳥栖の応援】を選択された方限定
【年間３００セット限定】

サガン鳥栖のスポンサー企業Cygamesとサ
ガン鳥栖のコラボデザインパッケージ。
肉々しい新食感のウインナー（1本100g、
長さ約30cm）です。
提供：旬菜舎さと山

18034
本格生餃子「佐賀ん餃子」
食べ比べセット

【冷凍】
本格生餃子　佐賀ん餃子(にんにくなし・
生姜入り)40個
本格生餃子　佐賀ん餃子(にんにく入り・
生姜入り)30個
タレ1個

創業4年で販売個数330万個以上！佐賀県産
ブランド豚肉『さくらポーク』100%使用。
国産大きめ野菜たっぷり。保存料不使用。
羽根付き餃子がご家庭で簡単に楽しめま
す。にんにくなし生姜入り餃子と極上国産
にんにく入り。２種類食べ比べお得セッ
ト。
提供：佐賀ん餃子やしき

受付終了
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18035 馬郡蒲鉾ミンチ天セット

【冷蔵】
ミンチ天4袋
ミンチ天カレー味1袋
ごぼう天2袋
手にぎり竹輪4袋
ちくわ3本入り1袋

佐賀の皆様に親しまれたミンチ天が全国ア
ンテナショップフェスティバルにてグラン
プリを受賞いたしました。お弁当のおかず
や、ビールのお供に懐かしの味をどうぞ！
提供：馬郡蒲鉾株式会社

18036 佐賀牛コロッケ

【冷凍】
佐賀牛コロッケ14個入
【お届けまでに1ヶ月ほどいただいており
ます】

揚げています。温めるだけ！佐賀牛独特の
優しい食感と脂の甘さを生かしました。
提供：福岡精肉・デリカ

18037
ワンちゃん用鶏胸肉100％
ウインナー

【冷凍】
ワンちゃん用鶏(胸肉100%)ウインナー30ｇ
×20本入

ワンちゃんだってたまには、ドッグフード
以外を食べたい！鶏の胸肉100％のウイン
ナーです。
提供：アーノヴルストカーテ

18038
ふるさと佐賀の麦で仕込ん
だ麦焼酎

肥前竹炭麦焼酎　蒼天　1800ml　１本
ふるさと佐賀の麦と水で仕込んだ麦焼酎を
竹炭でろ過したまろやかな逸品です。
提供：窓乃梅酒造（株）

18039
三瀬どぶろく
（醸造酒）

【冷蔵】三瀬どぶろく720ml×1本（箱入
り）
【年間２００本限定】

自家産の三瀬村産特別栽培コシヒカリと脊
振山系の清涼な湧水を使って、手作りにこ
だわったどぶろくです。（無添加、防腐剤
未使用）
提供：旬菜舎さと山

18040 吟醸　肥前杜氏 吟醸　肥前杜氏　1800ml×1本
飲み飽きしない、スッキリとした旨さの中
に深い味わいとコクがあるお酒です。
提供：大和酒造㈱

18041
【期間限定】
純米辛口　肥前杜氏

純米辛口　肥前杜氏　1800ml×1本
【期間限定　5月～12月】

爽やかでほどよい酸味が特徴の、スッキリ
とした辛口の純米酒です。
提供：大和酒造㈱

18042
さが海苔の佃煮とドレッシ
ングセット
【いいモノさがし認定品】

さが海苔佃煮120ｇ×2
さが海苔ドレッシング150ml×1本

海苔生産者による手作りのさが海苔加工品
です。保存料・着色料不使用。
提供：恵丸水産

18043
みつせ「極み」セット
【いいモノさがし認定品】

【冷蔵】
酵母が生きてるやまびこ味噌(500g)
玄米味噌(500g)
柚子とうがらし青(50g)・赤(50g)各1個

緑濃く、水清く、自然豊かな山あいの佐賀
市三瀬村。天地の恵みが香る、手間と愛情
を込めた極みの味わい。
提供：三瀬村地場産品振興部会

18044
岩松養蜂店の国産はちみつ
２本セット

国産完熟はちみつ140g×2本
（季節によってはちみつの種類が変わりま
す。）
※専用の箱に入れて発送。
※写真はイメージです。

佐賀県産を含む国産無添加の完熟はちみつ
をセットにしました。濃厚で香り豊かな味
わいです。
提供：㈲れんげどう/岩松養蜂店

18045
オリジナルステーキソース
とドレッシング

【冷蔵】
ステーキソース314ml×1本
ドレッシング215ml×1本
(ドレッシングは和風・フレンチのどちら
かをお選びください)

佐賀レトロ館オリジナル。
レストランのシェフ手づくりステーキソー
スは焼肉のタレ、パスタにも。
提供：㈱さが・夢・維新会

18046
文雅シェフ手作りドレシッ
ングセット

【冷蔵】
ゴマドレッシング1本
和風ゆずドレッシング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ッシング1本
(各300ml）

シャトー文雅が佐賀に誕生したのは1972
年。文雅の味をご家庭でも味わっていただ
けるよう、料理人達が作り続けるフレンチ
の技法をベースにしたドレッシング。贅沢
な味わいをお楽しみください。
提供：シャトー文雅

18047
はねにんにくオイル
【いいモノさがし認定品】

はねにんにくオイル１本（190ml・桐箱入
り）

自社農園で栽培した佐賀産はねにんにくを
使用し、独自の低温抽出方法により製造し
ました。健康成分アホエンを多く含んだ、
食べて健康になる、風味香るガーリックオ
イルです。
提供：えがちゃん農園

受付終了
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18048
【菜種油　三吉】ナタネア
ブラ　サンキチ

菜種油460ｇ×1本
【ギフト箱入り】

佐賀市久保泉で育った菜種を昔ながらの圧
搾搾りで搾油し、和紙と布を使って濾過し
ました。化学薬品を一切使用せず一番搾り
のみを使うことで、素材が生きた上品な香
りとさっぱりとした味わいに仕上げていま
す。オリーブオイルのようにそのまま使用
しても美味しくいただけます。
提供：江頭一郎商店

18049 右近のこだわり食酢セット
熟成たまねぎ酢（300mｌ)×1本
さがトマト酢（300mｌ）×1本
右近りんご酢（300mｌ)×1本

とまと搾汁液を100％酢発酵させたトマト
酢、玉ねぎ絞り液を酢発酵させたたまねぎ
酢、青森りんご果実を漬込み酢発酵させた
りんご酢のセットです。それぞれ料理用や
飲用としてお使いください。
提供：（有）サガビネガー

18050 佐賀の醤油詰め合わせＡ

佐賀県産玉葱ドレッシング（200ｍｌ）×1
本
自然一ぽん酢醤油（300ｍｌ）×1本
自然一だし醤油（300ｍｌ）×1本

創業110余年、天然醸造を守り続ける醤油
蔵から、佐賀産玉葱がたっぷり入ったド
レッシングと国産の鰹節、昆布のだしが効
いた醤油、ぽん酢の詰め合わせをお届けし
ます。
提供：丸秀醤油（株）

18051
佐星の人気商品かつおだし
醤油セット

かつおだし醤油こいくち　1L×1本
かつおだし醤油うすくち　1L×1本

創業1897年、佐賀の街なか醤油蔵『佐星醤
油』の人気商品です。
濃いうまみが特徴で、茶碗蒸しやお鍋の出
汁にも使える「うすくち」と、煮物や薄め
て天つゆにしたりと使い勝手がいい「こい
くち」のセットです。
提供：佐星醤油株式会社

18052
昔ながらの手作りにんにく
卵黄

熟成・発酵黒ひげにんにく玉12ｇ（約60
粒）

栄養価が高い「ひげにんにく」を約1ヶ月
熟成発酵させ、アミノ酸やポリフェノール
などの栄養分が格段に増しています。緑地
平飼いの健康なにわとりが生んだ有精卵卵
黄を昔ながらの伝統製法で練り合わせまし
た。にんにくの匂いがほとんどしないの
で、女性や接客業の方などに人気です。健
康と美容に！
提供：日本にんにく

18053
鶴屋菓子舗の元祖丸ぼうろ
Ａ

元祖丸ぼうろ22個入

佐賀の代表銘菓、丸ぼうろ。元祖と伝えら
れる鶴屋では、二代目太兵衛が長崎へ出向
いて南蛮渡来の製法を初めて佐賀に持ち帰
り、その後代々改良を重ね、今日も厳選し
た材料と昔ながらの製法で、こつこつと手
づくりいたしております。
提供：（資）鶴屋菓子舗

18054
大坪製菓の丸ぼうろ詰合せ
セット

丸ぼうろ肥前（10枚）×2個
黒葉隠丸ぼうろ(黒胡麻)10枚×2個
石臼碾地粉丸ぼうろ（5枚）×2個

佐賀銘菓丸ぼうろの詰合せセット。上級な
佐賀産小麦粉で風味豊かにソフトに焼き上
げた「丸ぼうろ肥前」、佐賀県産小麦粉丸
ぼうろに黒糖・黒胡麻を入れた「黒葉隠丸
ぼうろ」、九州産石臼碾地粉で風味豊かに
焼き上げた大判サイズの「石臼碾地粉丸ぼ
うろ」のセットです。
提供：大坪製菓（株）

18055
本村製菓の丸ぼうろ詰め合
わせ

佐賀藩丸ぼうろ10個入り1箱
佐賀藩抹茶丸ぼうろ10個入り1箱
がばい佐賀黒砂糖丸ぼうろ10個入り1箱

佐賀を代表する焼菓子丸ぼうろを、プレー
ンタイプ、抹茶タイプ、黒砂糖タイプの3
種類詰め合わせました。
色々な味の丸ぼうろをお楽しみ下さい。
提供：本村製菓株式会社

18056 肥前ケシアド 肥前ケシアド12個入

『鶴屋文書』(約250年前）に記してあっ
た、幻の南蛮菓子『けし跡』。これはポル
トガルの『ケイジャータ』というチーズ菓
子のことで『文書』のレシピには当時入手
困難だったチーズの代わりにカボチャの餡
を使用したことが記されています。当時の
レシピをもとにクリームチーズを煉り込ん
で現代風にアレンジし、『けし跡』を『肥
前ケシアド』として復刻いたしました。
提供：（資）鶴屋菓子舗

18057 冷凍白玉饅頭詰合せＡ
【冷凍】
白玉饅頭3個入×3袋、玄米白玉饅頭3個入
×2袋、よもぎ白玉饅頭3個入2袋

明治15年から続く老舗のこだわりの白玉饅
頭と玄米の風味豊かな味、ふんだんに使っ
たよもぎの自然の香りの3種類を詰合せま
した。吉野屋オリジナルの白玉饅頭をお楽
しみください。
提供：元祖吉野屋

18058 佐賀の昔菓子詰め合わせ

丸ぼうろ12枚
黒棒6個
逸口香10枚
逸口香柚子5枚

肥前地方の郷土菓子、逸口香、丸ぼうろ、
黒棒の詰め合わせ。原材料にもこだわり、
国産小麦粉に沖縄産黒砂糖、麦芽水飴を使
用し、1枚1枚手焼きで焼き上げました。
提供：（有）源八屋
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18059 ようかんまかろん
【冷凍】
ようかんまかろん10個入り

和と洋の融合スイーツ「ようかんまかろ
ん」。小城の羊羹屋の息子として生まれ
育った店長が佐賀の特産品にと開発した、
和洋折衷を取り入れた羊羹サンドのマカロ
ンです。
提供：ケーキのハルツ

18060 徳永飴バラエティセット

徳永飴(あめがた)８枚×1袋
徳永飴(黒糖入り)８枚×1袋
もち米飴 ８枚×1袋
からいも飴(黒ごま入り)160ｇ×1袋

砂糖、添加物不使用の飴。定番の“あめが
た”人気のバラエティセットは、出産祝い
などにも最適です。もち米飴は佐賀県産の
もち米を使って練りあげております。最近
の飴にはない、とろけていく飴の感触をご
堪能ください。
提供：（有）元祖　徳永飴総本舗

18061 米っ子ロール・くろ
【冷凍】
米っ子ロール・くろ1本(95mm×160mm)
有田焼スプーン1本

しっとり、もっちりの米粉ロールケーキ。
米どころ佐賀の米粉と、黒米のアントシア
ニンで美肌効果も。有田焼のスプーンでお
召し上がりください。
提供：㈱さが・夢・維新会

18062 川原食品の味粕ロール
【冷凍】
味粕ロール14cm×1個

佐賀の伝統の味、川原食品の粕漬。その銘
酒粕を生クリームにまぜて仕上げた逸品
ロールです。
提供：有限会社創菓苑

18063 さがんポテト さがんポテト約40g×10個入

モンドセレクション2017銀賞受賞。佐賀県
や九州産の材料を使って、芋のうまみを最
大限に引き出したスイートポテトです。
提供：有限会社創菓苑

18064
大和酒造吟醸生チョコタル
ト

【冷凍】
大和酒造吟醸生チョコタルト約40g×7個入

日本酒が大好きな人のために、佐賀市大和
町の大和酒造の日本酒をチョコレートに入
れてみました。すっきりとしてコクのある
生チョコレートを、さっくりとしたタルト
生地と贅沢にお楽しみください。ぜひ日本
酒のお供にどうぞ。季節により日本酒の種
類が変わります。
提供：有限会社創菓苑

18065
酒蔵スイーツ　東一大吟醸
バターサンド

【冷蔵】
東一大吟醸バターサンド10個入

佐賀を代表する銘酒「東一大吟醸」。その
酒粕に漬け込んだレーズンから、豊かな吟
醸香が広がります。最高級発酵バターと練
り上げたことで絶品の口溶けをもつクリー
ムになりました。
食べる前に冷やしていただくとクッキー生
地の身が引き締まり、口の中でほどけてい
くバターと酒粕の香りを一層豊かに感じて
いただけます。
また、冷凍してお召し上がりいただくこと
でアイスサンドのような楽しみ方も。
提供：シェ・ヤマモト有限会社

18066 銘菓詰合せ

【4月～10月冷蔵】
肥前餅(紫蘇・胡桃)・おかげさまで・今山
の陣・梅の実・窯出し・さがどら・栗ひろ
い・舞い上がれ大空へ・新栗かのこ・古代
夢菓・佐賀マンダリンゼリーなど15個程度

まるいちの「こだわり」が詰まった銘菓
撰。色々な味が楽しめると好評です。
※季節により内容が異なります。
提供：菓心まるいち

18067
「肥前名尾和紙」和紙封筒
セット

便箋10枚
封筒5枚
はがき5枚
絵はがき１枚
押し花しおり１枚

佐賀県重要無形文化財「肥前名尾和紙」の
300年の歴史をお届けいたします。
提供：肥前名尾和紙

18068 ウィントスぬいぐるみ ウィントスぬいぐるみ　1個

サガン鳥栖マスコットキャラクター「ウィ
ントス」。全長17㎝のウィントスぬいぐる
み！
提供：㈱サガン・ドリームス

18069
夢千鳥日帰り入浴券
（６枚綴り）

内湯入浴券6枚
平日のみ利用可（正月・お盆・祝日除く）
【年間１０セット限定】

｢ぬる湯｣が特長の古湯・熊の川温泉郷。ラ
ドンが豊富な温泉です。
提供：お宿夢千鳥

18070
長崎街道の街歩き
（２名様分）

肥前鍋島藩の城下町のご案内と肥前通仙亭
での煎茶体験（和菓子付）【要予約】

ベテランガイドの案内で、観光パンフに
載っていない裏話などが楽しめます。煎茶
を全国に広めた偉人・高遊外売茶翁の地
で、煎茶体験ができます。
提供：（一社）佐賀市観光協会


