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18101 佐賀のり詰合せＢ

佐賀一番摘み焼（2切6枚）×2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

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、ミシュランの星を持つ料理店
でも愛用されている「香味干し」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）

18102
厳選素材「塩のり」と「焼
のり」セットＡ

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)×1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)×1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

18103 佐賀丸詰合せ
佐賀丸塩（8切80枚）×2袋
佐賀丸味（8切80枚）×2袋
佐賀丸焼（8切80枚）×2袋

海苔の生産量・販売額ともに13年連続日本
一の佐賀海苔をお届けします。塩味、醤
油、焼きの３種類を詰合せました。
提供：まえうみ(佐賀県有明海漁業協同組
合)

18104
初摘み焼のりセットＢ
【いいモノさがし認定品】

初摘み焼のり(8切32枚)×3袋
初摘み焼のり(2切6枚)×3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

18105
初摘み佐賀のり逸品バラエ
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
味のり(8切5枚)×6袋
めんたい塩のり(8切24枚)×1袋
風香海(バラ干し10g)×1袋
塩のり小ボトル（8切48枚）×1本

海苔漁師こだわりの逸品。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。
風香海（バラ干しのり）は海から収穫した
海苔を細かくし、一度乾燥させてから焼き
あげた海苔です。お吸い物、うどん、ラー
メン、サラダ、パスタ、和え物などにもど
うぞ。
提供：有明の風

18106 佐賀のり　個包装詰合せＢ
焼のり(8切6枚)×9袋
味のり(8切6枚)×9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

18107 佐賀のりおかずのり 味のり(8切8枚)×5袋×10個

生産量日本一を記録する佐賀県有明海産の
海苔を使用した味付おかずのり。化学調味
料不使用のこだわりの味タレで仕上げまし
た。全形５０枚分の大容量！
提供：㈱サン海苔

18108 新撰佐賀のり焼Ａ 焼のり10枚×5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。
提供：㈱サン海苔

18109 新撰佐賀のり味 味のり(10切5枚)×80束

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味のり。
食べ切りタイプの個包装パック。
提供：㈱サン海苔

18110
希少！三瀬村産「コシヒカ
リ」Ｂ

玄米3㎏×2袋
【年間１００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

18111 厳選！産地限定米セット
佐賀県白石産さがびより2kg×1袋
佐賀県富士町産こしひかり2kg×1袋
佐賀県神埼産天使の詩2kg×1袋

選りすぐられた、良食味産地限定のお米
セット。県外にあまり出回らない貴重なお
米となっています。
提供：佐賀県食糧株式会社

18112 佐賀県産ヒノヒカリＡ 佐賀県産ヒノヒカリ(白米)5kg×2袋
佐賀県産のヒノヒカリ。うまみ・粘り・つ
や３拍子そろったお米です。
提供：イケマコ

お礼の品

寄附金額10,000円以上のお礼の品
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18113
永尾産ちプレミアムレンゲ
米

佐賀県産ヒノヒカリ(白米)5kg

１１月に蓮華の種を田にまいて、田んぼ一
面に咲いた蓮華草を５月に田にふきこみま
す。主に緑肥（肥料）で育てて、１０月に
稲刈りという、１年がかりでできた蓮華米
です。
提供：永尾産ち

18114 野菜と旬の果物詰合せ
【常温】10～5月【冷蔵】6～9月
季節の旬の野菜7～8品と季節の果物
※写真は一例です

採れたて野菜と旬の果物をお届けします。
提供：道の駅「大和」そよかぜ館

18115

季節の旬野菜Ｂ（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15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15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

18116
【期間限定】
永尾産ち　ドトマト(ミニ
トマト)

【冷蔵】
佐賀市産ミニトマト1kg
【期間限定　12月～5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
のミニトマト、とにかくあと一つもう一つ
と食べたくなる、美味しいミニトマトで
す。
提供：永尾産ち

18117
【期間限定】
うんっま！！佐賀れんこん
Ａ

【冷蔵】
蓮根3kg
(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

18118
【期間限定】
本庄ファームのいちご【大
玉】紅ほっぺＢ

【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
【11月下旬～2月中旬】

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）

18119
【期間限定】
本庄ファームのいちご紅
ほっぺＢ

【冷蔵】
化学農薬不使用
紅ほっぺ
2Lサイズ以下
250g×2パック
【11月下旬～2月中旬】

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）

18120

佐賀市産の乾燥きくらげＢ
【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×3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

18121
さが海苔佃煮と酢漬のり
セット
【いいモノさがし認定品】

さがのり佃煮120g×2
酢漬のり梅風味90ml×1本
酢漬のり柚子風味90ml×1本
酢漬のり生姜風味90ml×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

18122
光樹とまとソース
【いいモノさがし認定品】

光樹とまとソース「サルサ・ディ・ポモ
ドーロ」300g×2本

光樹とまと部会と山形アルケッチャーノ奥
田政行シェフとのコラボ商品です。
トマト本来の味を求め、他のトマトより長
く樹で熟してから収穫したトマトを使い、
濃厚なトマトの味をそのまま生かして、奥
田シェフによる上品な味付けで作られた贅
沢なトマトソースです。
提供：株式会社サインズ
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18124
海苔麺・アスパラ平麺４種
セット

海苔うどん200g×2
海苔そうめん200g×2
海苔パスタ200g×2
アスパラ平麺160g×2

佐賀有明海産の海苔、佐賀県産の小麦粉、
アスパラガスを原料に、無添加・無着色で
作った、体に優しい栄養豊富な麺です。
「さがんもんでよかった～麺」をどうぞご
賞味ください。
提供：有限会社　佐嘉の絲

18125 日本一のローストビーフＡ
【冷凍】
ローストビーフ1枚（110g）

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

18126
超粗挽きウインナー（ガス
ボー）Ｂ

【冷凍】
超粗挽きウインナー（ガスボー）2本入り
×5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

18127
【期間限定】
肥前さくらポークハム・ウ
インナー詰合せ

【冷蔵】
肥前さくらポーク本格ウインナー（約100
ｇ×3パック）
肥前さくらポークジューシーウインナー
（約125ｇ×2パック）
肥前さくらポークロースハム（約300ｇ×1
パック）
【１～１０月期間限定受付】

佐賀県内の登録農家で限定生産された「肥
前さくらポーク」は、臭みが少なく、肉質
がやわらかいのが特長です。
提供：さが風土館季楽

18128
生ハンバーグとベーコン・
ソーセージ

【冷凍】
ハンバーク（佐賀牛・佐賀産豚）2個×2袋
肥前さくらポークバラ肉ウインナー5本
肥前さくらポークウデ肉ウインナー5本
肥前さくらポークバラベーコン厚切5枚

佐賀牛と佐賀産豚配合のハンバーグ、肥前
さくらポークのウインナー、ベーコンは
ジューシーな甘みが特徴。肉の旨味をそれ
ぞれに味わうことができる贅沢な詰め合わ
せです。
提供：（株）葉隠

18129
秘伝のタレで作る　あら炊
き

【冷蔵】
あら炊き真空パック　450ｇ×4袋

創業から40年以上変わらないプロの味をご
家庭で！秘伝のタレでじっくり煮込んだ逸
品です。レンジ対応なので、簡単に温かく
お召し上がりいただけます。
提供：（有）嬉乃すし

18130
肥前旨唐えりすぐり三撰
セット

旨唐佐賀牛プレミアム90g×1個
旨唐佐賀牛80g×1個
旨唐有明のり100g×1個

ブランド牛・佐賀牛の旨味が凝縮された牛
しぐれ煮と程良い辛味の効いた牛そぼろ、
有明産生のりで作ったぴり辛の海苔の佃煮
の『ご飯のお供３点セット』。酒の肴にも
なる、手軽に佐賀の美味しさを愉しめる逸
品です。
提供：肥前旨唐本舗コガヤ

18131
九州・佐賀のソウルフード
セット

【冷凍】
おさかなミンチコロッケ（プレーン10枚、
カレー味10枚）
いかしゅうまい8粒
明太子しゅうまい8粒

佐賀のソウルフード「おさかなミンチコ
ロッケ」と、いか＆明太子のしゅうまいの
詰め合わせです。
提供：野中蒲鉾㈱

18132
プレミアム特吟貝柱粕漬と
特吟海茸粕漬

【冷蔵】
特吟貝柱増量粕漬210g
特吟海茸粕漬210g

昭和7年創業以来80有余年、粕漬一筋で
培った竹八の伝統技術で、佐賀の銘酒『東
一・鍋島の吟醸酒酒粕』と西条の銘酒『賀
茂鶴の酒粕』を熟成ブレンドした味粕に、
貝の王様「平らぎ貝貝柱」と海の松茸「海
茸貝の水管」を合わせました。ふっくらと
炊き上げたご飯に飴色の竹八漬はふるさと
佐賀の口福です。
提供：（株）竹八

18133
 極星カレー
【佐賀商業高校企画開発】

極星カレー200g×4箱

【佐賀商業高校から全国に 】
星は星のみ相通ふ・・生徒たち(星)が心を
通わせながら、お互い切磋琢磨し、伝統を
重んじつつ新たな美しき歴史を築いて欲し
いという願いを込めました。
校歌に謳われている内容を商品として再現
したのが「極 星(きわみほし)カレー」で
す。佐賀県産和牛をゴロッと配合したカ
レーで、創立110周年を記念して誕生しま
した。カレーを食べて、ここ一番の舞台を
極め、星のように輝いてください。
提供：佐賀商業高等学校

18134
八好美人と極星カレーセッ
ト
【佐賀商業高校企画開発】

極星カレー200g×3箱
八好美人500ml×1本

【佐賀商業高校から全国に 】
星は星のみ相通ふ・・校歌に謳われている
内容を商品として再現した「極 星(きわみ
ほし)カレー」と、トマトを乳酸菌発酵さ
せた栄養食品「八好美人」のセットです。
極星カレーを食べ、八好美人を飲んで、こ
こ一番の舞台を極め、星のように輝いてく
ださい。
提供：佐賀商業高等学校
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18135 佐賀牛カレーパン

【冷凍】
佐賀牛カレーパン120g×7個
【お届けまでに1ヶ月ほどいただいており
ます】

2014年全国アンテナショップカレー部門グ
ランプリ受賞。
提供：福岡精肉・デリカ

18136
文雅名物ビーフカレーセッ
ト

ビーフカレー200g×4缶

「カレーなくては文雅の歴史は語れな
い。」シェフがフレンチの技法を生かし独
自のレシピで仕上げた、地元に愛され続け
る名物ビーフカレーをお楽しみください。
提供：シャトー文雅

18137
佐星ギフトセット（ゆずぽ
ん酢）

佐賀牛カレー200g×1箱
鶏めしの素170g(2合炊き用)×1箱
ゆずぽん酢200ml×2本

創業1897年、佐賀の街なか醤油蔵『佐星醤
油』です。
佐賀牛でも希少なスネ肉を使った『佐賀牛
カレー』と、食べだしたら止まらない、飽
きのこ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』、たっぷり
と佐賀市富士町のゆずを使用したゆずぽん
酢２本をセットにしました。
提供：佐星醤油株式会社

18138
佐星ギフトセット（かつお
だし醤油）

佐賀牛カレー200g×1箱
鶏めしの素170g(2合炊き用)×1箱
かつおだし醤油1L×1本

創業1897年、佐賀の街なか醤油蔵『佐星醤
油』です。
佐賀牛でも希少なスネ肉を使った『佐賀牛
カレー』と、食べだしたら止まらない、飽
きのこ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』、佐星醤油
で人気No1のかつおだし醤油をセットにし
た一品です。
提供：佐星醤油株式会社

18139 鶏めしの素セット 鶏めしの素170g(2合炊き用)×5箱

食べだしたら止まらない、飽きのこない旨
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！
提供：佐星醤油株式会社

18140 やわらか佐賀ハンバーグ
【冷凍】
【佐賀牛使用】佐賀ハンバーグ100ｇ×6個

佐賀県産豚と佐賀牛を、秘伝の配合で合わ
せたやわらかハンバーグ。生産者の思いを
合わせてお届けします。
提供：三重津みやげホスムスカモス

18141 大吟醸香梅　窓乃梅 大吟醸　香梅　窓乃梅　720ml×1本

酒米の最高峰山田錦を精米35％で仕込んだ
大吟醸。華やか香りとキレのある味わいの
お酒です。
提供：窓乃梅酒造（株）

18142
【期間限定】
純米大吟醸　和（なごみ）

純米大吟醸　和(なごみ)1800ml×1本
【期間限定　5月～3月】

酒造好適米・山田錦を50％精白し、脊振山
系の伏流水で丹精込めて仕込みました。気
品のある香りとやわらかで丸みのある味わ
いは、味の芸術品です。
提供：大和酒造㈱

18143
【期間限定】
純米大吟醸・和と吟醸肥前
杜氏セット

純米大吟醸　和(なごみ)720ml×1本
吟醸肥前杜氏720ml×1本
【期間限定　5月～3月】

純米大吟醸酒と吟醸酒の詰め合わせ。佐賀
銘酒の飲みくらべセットです。
提供：大和酒造㈱

18144
【期間限定】
純米吟醸　肥前杜氏

純米吟醸　肥前杜氏1800ml×1本
【期間限定　5月～12月】

佐賀県原産地呼称認定酒。佐賀米100％
の、一切副原料を使用しないオール佐賀の
お酒です。
提供：大和酒造㈱

18145
【期間限定】
大吟醸　元禄　肥前杜氏

大吟醸　元禄　肥前杜氏　720ml×1本
【期間限定　5月～11月】

佐賀県産山田錦を35％精白。お酒の芸術品
で、お酒の最高峰です。
提供：大和酒造㈱

18146
幻の黒米と佐賀素材の甘酒
２本セット

ストーク・ロゼ500ml×2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
ルドリンクです。
提供：和糀

受付終了
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18147 二条大麦茶 二条大麦茶　500ml×24本

佐賀市川副町産の二条大麦を使用していま
す。スッキリとした飲み口が特徴で、香ば
しさと麦本来の味を堪能することができま
す。
こだわりの素材そのものの美味しさをお楽
しみください。
提供：イケマコ

18148 佐賀市産麦茶 佐賀市産麦茶(10g×20P)×20袋

佐賀市川副町産の二条大麦を使用した、香
ばしくておいしいと好評いただいている麦
茶(ティーパック)です。
提供：イケマコ

18149 もち米甘酒と佐賀市産麦茶
もち米甘酒　500ml×4本
佐賀市産麦茶(10g×20P)×1袋

佐賀県産ヒヨクモチを使ったもち米あま酒
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です。
提供：イケマコ

18150
さがレトロ館オリジナルギ
フトセット

ステーキソース314ｍℓ×1本
ドレッシング215ｍℓ×1本
(和風、フレンチどちらかをお選びくださ
い)
ももバーモント300ｍℓ×1本

レストランのシェフ手づくりステーキソー
スは焼肉のタレやパスタにも。食後はもも
バーモントでスッキリ！
提供：（株）さが・夢・維新会

18151
はねにんにくオイルと
秘伝のたれセット
【いいモノさがし認定品】

はねにんにくオイル（190ml）1本
秘伝のたれ（200ml）1本（桐箱入り）

独自の低温抽出方法により製造した、健康
成分アホエンを多く含んだ食べて健康にな
る佐賀産はねにんにくオイルと、炒め物な
どに重宝するにんにく味噌ベースの万能た
れをセットにしました。
提供：えがちゃん農園

18152 飲む果実酢　さがきらめき
飲む果実酢（蜜柑、甘夏、梅くろ、かり
ん、生姜）120ｍｌ入り各1本

すべて佐賀産の原料にこだわりました。冷
水やお湯割り、ミルク割、炭酸割で5倍に
うすめてお飲みください。すっぱさを抑え
た飲みやすい健康果実酢で、酢の苦手な方
もおいしくいただけます。
提供：（有）サガ・ビネガー

18153 飲む果実酢　味まろやか
飲む果実酢（柚子、ぶどう、もも）300ｍ
ｌ入り各１本

人気ナンバー１の果実酢シリーズ！5倍の
冷水やミルク、豆乳、炭酸、焼酎に少量加
えてお飲みください。野菜の酢の物のトッ
ピングとして振りかけると、おいしいピク
ルスが出来ます。
提供：（有）サガ・ビネガー

18154 佐賀の美味しい醤油セット
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×1本

長年、愛され続けている甘口の寿醤油と、
たまごかけご飯にぴったりのかつおだし醤
油、すき焼きや煮物等にそのまま使えて便
利なえびす醤油のセットです。
提供：（有）池田醤油醸造店

18155 佐賀の醤油詰め合わせＢ

自然一醤油300ｍｌ×1本
自然一ぽん酢醤油300ｍｌ×1本
自然一熟つゆ300ｍｌ×1本
自然一だししょうゆ300ｍｌ×1本
佐賀海苔とろとろしょうゆ150ｍｌ×1本
玉葱ドレッシング200ｍｌ×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
レッシングと丸大豆2ヵ年仕込天然醸造の
醤油等の詰め合わせをお届けします。
提供：丸秀醤油（株）

18156
つよし君のお野菜畑ギフト
セットＡ
【いいモノさがし認定品】

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

長い年月かけて育んだこだわりの農地で栽
培したトマトと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、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

18157
昔ながらの手作りにんにく
卵黄２袋セット

熟成・発酵黒ひげにんにく玉（12ｇ）約60
粒
発芽ひげにんにく玉（12ｇ）約60粒

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

18158
佐賀脊振高原牧場の手作り
アイスクリーム

【冷凍】
130mlカップアイス×10個セット
（バニラ2個・ミルク2個・抹茶2個・チョ
コレート1個・ラムレーズン1個・ストロベ
リー1個・きな粉1個）

自然の恵み豊かな脊振山麓の高原牧場で、
のびのび育った牛の搾りたて生乳と天然素
材を使用した、こだわりのアイスクリーム
をぜひご賞味ください！
提供：（有）ミルン牧場
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18159
佐賀脊振高原牧場の手作り
のむヨーグルト

【冷蔵】
200mlボトル×12本セット（のむヨーグル
ト×9本、ブルーベリーのむヨーグルト×3
本）

自然の恵み豊かな脊振山麓の高原牧場で、
のびのび育った牛の搾りたて生乳と天然素
材を使用した、こだわりのヨーグルトをぜ
ひご賞味ください！
提供：（有）ミルン牧場

18160
鶴屋菓子舗の元祖丸ぼうろ
Ｂ

元祖丸ぼうろ33個入

佐賀の代表銘菓。元祖と伝えられる鶴屋で
は、二代目太兵衛が長崎へ出向き、南蛮渡
来の製法を初めて佐賀に持ち帰りました。
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
りしています。
提供：（資）鶴屋菓子舗

18161
北島の丸芳露・花ぼうろ詰
合せ

丸芳露13個
花ぼうろ10個

佐賀の代表銘菓、素朴な深い味わいの丸芳
露と、上品で口どけの良い花ぼうろの２つ
の味を詰め合わせました。
提供：（株）北島

18162 冷凍白玉饅頭詰合せＢ

【冷凍】
白玉饅頭3個入×4袋
玄米白玉饅頭3個入×3袋
よもぎ白玉饅頭3個入3袋

明治15年より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種類を詰め合わ
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

18163 銘菓詰合せ

【4月～10月は冷蔵】
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20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る場合がございま
す。
提供：菓心まるいち

18164
どんぐり村の高原クッキー
詰め合わせ

チョコチップ
チョコナッツ
チェリー
レーズン
各10枚×2袋

バターの風味、ナッツの香ばしさ、チョコ
チップのコク、散りばめられたレーズン
チェリー。ボリスブラウンの卵をふんだん
に使って丹精込めて焼き上げました。紅
茶、コーヒーとの相性もぴったりです。
提供：社会福祉法人　若楠　どんぐり村

18165 鍋島小紋ごまサブレ
鍋島小紋ごまサブレ6枚×10袋
※写真は1袋（6枚入り）です
【年間限定100セット】

佐賀の地で、古来から栽培されていた地ご
まを復活させました。佐賀鍋島藩の武士の
正装である裃(かみしも)の柄に使われたご
ま模様。鍋島藩オリジナルの柄で、「鍋島
小紋」と呼ばれました。佐賀の歴史が垣間
見える価値ある一品です。
提供：株式会社まんてん

18166
佐賀県産焼き菓子詰め合わ
せセット

15個入（米バウム3個、お茶会3個、さがん
ポテト3個、栗拾い2個、フィナンシェ2
個、クッキー2個）

佐賀県産米粉を使って何層にも焼き上げ、
クーベルチュールチョコをかけた「アンナ
の米バウム」。お茶の名産地・嬉野産の抹
茶を使った「アンナのお茶会」。「さがん
ポテト」は佐賀県産卵でしっとりと仕上げ
たスィートポテトです。佐賀県産はがくれ
栗のペーストを使った「アンナの栗拾
い」。「フィナンシェ」は黒糖でコクを出
し、「クッキー」には佐賀市松梅産の干し
柿を使用しています。
提供：有限会社創菓苑

18167 バルーンスフレ
【冷凍】
バルーンスフレ15個入

まるでバルーンのようにふわふわな、ソフ
トチーズケーキです。
提供：有限会社創菓苑

18168
【期間限定】
酒蔵スイーツ　東一大吟醸
トリュフ

【冷蔵】
東一大吟醸トリュフ6個入り2セット(12個
入り）
【期間限定　10月～3月】

佐賀を代表する銘酒「東一大吟醸」。その
酒粕に漬け込んだ無花果がアクセントにな
り、カカオの中で弾ける吟醸香。試行錯誤
を重ねてたどり着いたのは、少し大人向け
の本格ショコラです。ブランデーやリ
キュールを使ったものとは違い、一味奥深
いトリュフです。
提供：シェ・ヤマモト有限会社

18169
【期間限定】
酒蔵スイーツ詰め合わせ

【冷蔵】
東一大吟醸バターサンド4個
東一大吟醸マドレーヌ4個
東一大吟醸トリュフ6個
【期間限定　10月～3月】

銘酒「東一大吟醸」の酒粕を使った酒蔵ス
イーツを贅沢に１箱にしました。レーズン
の豊かな吟醸香とクリームの口溶けが絶品
のバターサンド、酒粕に漬け込んだ無花果
がアクセントのトリュフ、しっとり柔らか
なマドレーヌは口の中で溶けて、酒粕の香
りが広がります。
手軽なサイズながらしっかりと感じられる
大吟醸酒粕の豊潤な香りをご堪能くださ
い。
提供：シェ・ヤマモト有限会社

18170 佐賀の香りkusu
佐賀の香りkusu（5ml）×１本
アロマディッシュ１個
アロマリーフ１枚

佐賀の県木クスノキ精油（佐賀産）を使っ
たオリジナルブレンド精油を佐賀産クスノ
キで作ったアロマデッシュに垂らして佐賀
の香りをお楽しみください。アロマリーフ
も香りをお楽しみいただけます。
提供：aroma aroma
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18171 名尾和紙　御扇子
扇子1本
【年間10本限定】

佐賀県重要無形文化財「肥前名尾和紙」の
手作り和紙を使い、扇子に仕上げました。
男性用・女性用、又は年代をお知らせいた
だき、こちらで見繕いお届けいたします。
提供：肥前名尾和紙

18172
肥前び～どろ　虹色ロック
グラス

虹色ロックグラス（1個）口径8.5㎝/高さ
9.5㎝
【年間10個限定】

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」
のロックグラスです。
提供：副島硝子工業㈱

18173
モールコバルトグリーン
カップ

モールコバルトグリーンカップ（1個）口
径8㎝/高さ9.5㎝
【年間10個限定】

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」
のモールコバルトグリーンカップです。
提供：副島硝子工業㈱

18174 ウィントスキャップ ウィントスキャップ1個
あなたもウィントスになれる人気商品！
提供：㈱サガン・ドリームス

18175 サガン鳥栖フラッグ フラッグＬ　1本
様々なところに飾り付けＯＫ。フラッグで
サガン鳥栖をアピールしよう！
提供：㈱サガン・ドリームス

18176
佐賀錦手織り体験
（２名様分）

佐賀錦の手織り体験と、Ａ（ネクタイピ
ン、キーホルダーから1点）又はＢ（カフ
ス、イヤリング、ピアスから1点、ケース
付）を作製
※お一人様がＡ、もうお一方がＢをお選び
いただく形になります。【要予約】
※休館日、年末年始、佐賀城下ひな祭り期
間中を除く

伝統工芸「佐賀錦」を守り続ける佐賀錦振
興協議会の先生からの直接指導で手織り体
験ができます。
提供：（一社）佐賀市観光協会

準備中


