
寄附金額 内容量等 説明

40,000円以上 Ｇ－００１．佐賀のり詰合せＤ

【内容量】美香舞すしのり（全型10枚）×1
袋、美香舞焼のり（全型10枚）×4袋、焼
（2切6枚）×5袋、味（2切6枚）×5袋、塩
のり（2切7枚）×5袋、香味干し（20ｇ）×
1袋
【受付期間】通年　【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

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。
【提供元】三福海苔（株）

40,000円以上
Ｇ－００３．とろける！佐賀牛厚切
りロースステーキ

【内容量】
佐賀牛厚切りロースステーキ2枚（計500
ｇ）
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約2週間

佐賀の肥沃な大地で育まれた、絶品の霜
降り肉。甘さと旨みにあふれた佐賀牛をス
テーキでご堪能ください。
【提供元】道の駅「大和」そよかぜ館

40,000円以上
Ｇ－００４．絶品！佐賀牛ロース
しゃぶしゃぶ

【内容量】
佐賀牛ローススライス500ｇ
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約2週間

佐賀の肥沃な大地で育まれた、絶品の霜
降り肉。甘さと旨みにあふれた佐賀牛を、
しゃぶしゃぶでご堪能下さい。
【提供元】道の駅「大和」そよかぜ館

40,000円以上
Ｇ－００５．佐賀牛ローススライス
５００ｇ

【内容量】
佐賀牛ローススライス500ｇ
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約３週間

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……
まさに絶品です
【提供元】さが風土館季楽

40,000円以上
Ｇ－００６．佐賀牛ロースすきや
き、しゃぶしゃぶ用

【内容量】
佐賀牛　ロース　550ｇ
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約2週間

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。
【提供元】三重津みやげホスムスカモス

40,000円以上
Ｇ－００８．肥前さくらポークしゃぶ
しゃぶセット

【内容量】
ロース600ｇ、モモ300ｇ、肩ロース500
ｇ、バラ600ｇ
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約2週間

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、豚肉特有の臭みがなくと
ろけるような甘い脂が特徴です。
【提供元】道の駅「大和」そよかぜ館

40,000円以上
Ｇ－０１０．超粗挽きウインナー（２
０パック）

【内容量】
1パック2本入り×20パック
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約2週間

本場ドイツ国際食肉加工品コンテスト
SUFFA（ズーファ）2006金賞受賞者がつく
る、長さ25cm〜30cm、1本100gの超ロン
グ粗挽きウインナーソーセージ「ガス
ボー」。希少部位20mmの肉塊を天然腸に
詰め込み限界までの超粗挽き。
【提供元】旬菜舎さと山

40,000円以上
Ｇ－０１１．超粗挽きウインナー（１
９パック）

【内容量】
ガスボー/1パック2本入り×15パック、ハ
バネロ明太子入りガスボー/1パック2本入
り×4パック
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約2週間

本場ドイツ国際食肉加工品コンテスト
SUFFA（ズーファ）2006金賞受賞者がつく
る、長さ25cm〜30cm、1本100gの超ロン
グ粗挽きウインナーソーセージ「ガスボー」
と「ハバネロ明太子入りガスボー」のセット
【提供元】旬菜舎さと山

40,000円以上
Ｇ－０１２．肥前旨唐おもてなし五
彩セット（２箱）

【内容量】
旨唐佐賀牛プレミアム(90g)×６箱、旨唐
佐賀牛(80g)×４箱
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

ブランド牛、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。
【提供元】（株）コガヤ

40,000円以上
Ｇ－０１３．すっぽん卵入黒ひげに
んにく卵黄６セット

【内容量】①すっぽん黒ひげにんにく玉
12ｇ（約６０粒）約一ヶ月分×５袋、②発
芽ひげにんにく玉　12ｇ（約６０粒）約一ヶ
月分×１袋
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

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。
【提供元】日本にんにく

お礼の品



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

40,000円以上
Ｇ－０１４．「佐賀牛Ａ５」のロース
トビーフ４枚

【内容量】
ローストビーフ4枚（約400ｇ）
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約１か月

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。
【提供元】くらおか亭

40,000円以上
Ｇ－０１５．佐賀商業　極星カレー
１６箱

【内容量】
200g×16箱
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

佐賀商業創立110周年を記念したカレー。
佐賀県産和牛、佐賀県産ソテーオニオ
ン、国産人参を使ったスパイシーなカレー
です。さが学美舎10代目の生徒達が企画
し誕生させました。
【提供元】佐賀商業高等学校

40,000円以上
Ｇ－０１７．レストランシャンリー監
修　おせち２段

【内容量】
２段（計２２品）
【受付期間】受付終了
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、12月28日発
送（29日～30日お届け）

金目鯛西京焼、鮭昆布巻、海老レモン〆、
秋刀魚柚香焼、手毬餅、数の子、紅白
膾、黒豆、胡桃旨煮、栗きんとん、ロースト
ビーフ、テリーヌ、サーモンチーズ巻、海鮮
えびサラダ、アジのエスカベッシュ、黄味寄
せ新丈ラム酒風味、カニのテリーヌ、大海
老チリソース煮など計22品
【提供元】佐賀冷凍食品

40,000円以上
Ｇ－０１８．佐賀銘菓白玉饅頭詰
合せＤセット

【内容量】
白玉饅頭3個入×20袋、玄米白玉饅頭
3個入×10袋、よもぎ白玉饅頭3個入×
10袋
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約2週間

創業明治15年より続く老舗の白玉饅頭は
お米と小豆の素材の味を楽しめる安心安
全なお菓子。歯切れの良い食感とあっさり
した甘さのあんこは老若男女問わず愛され
るお饅頭。今回オリジナル玄米、よもぎを
セットにした詰合せで色々な白玉饅頭を楽
しめる。
【提供元】元祖吉野屋

40,000円以上
Ｇ－０１９．佐賀の天然醸造醤油
詰め合わせ

【内容量】自然一醤油900ｍｌ×2・ぽん酢
醤油700ｍｌ×1・熟つゆ700ｍｌ×2・だし
醤油300ｍｌ×2・酒みりん700ｍｌ×1・淡
口醤油1000ｍｌ×2・自然一米味噌1ｋｇ
×2・自然一麦味噌700ｇ×2・十穀味噌
500ｇ×1
【受付期間】通年　【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

天然醸造・2年熟成のこだわりの丸大豆醤
油を始め、つゆ、ぽん酢、みりん、佐賀県産
の有機大豆や有機米、有機麦で作った味
噌などバラエティ豊かなこだわりの調味料
の詰め合わせです。
【提供元】丸秀醤油（株）

40,000円以上
Ｇ－０２０．「佐賀牛贅沢三昧」カ
レーセット

【内容量】
佐賀牛カレープレミアム２２０ｇ×６箱、佐
賀ん牛汁10.5ｇ×６袋、和風ドレッシング
２１５ｍｌ　1本、フレンチドレッシング２１５ｍｌ
1本
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

ブランド牛、佐賀牛を贅沢にカレーで！レス
トランで使っている2種類のドレッシングはお
好みで！
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館

40,000円以上 Ｇ－０２１．佐賀の香りｋｕｓｕセット

【内容量】佐賀の香りkusu　5ｍｌ１本、アロ
マディフューザートモリ１台、クスノキアロマ
ディッシュ１個、有田焼皿１枚、アロマリー
フ３枚、佐賀の香りkusuスプレー50ｍｌ 1
本
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約2週間

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、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。ガラスカバー付き。白熱灯
はムードがあります。クスノキアロマディッ
シュに有田焼のお皿が付いています。アロ
マリーフも車の中などで香りを楽しめます。
【提供元】aroma aroma

40,000円以上 Ｇ－０２４．ロッキング・ホース

【内容量】
１台（寸法W300、D800、H625、重量6
㎏）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

木目が美しくインテリアとしても楽しめ、贈り
物にも最適です。対象年齢：１歳半～
【提供元】ＮＰＯ法人楠の木会

40,000円以上
Ｇ－０２５．子どもの本屋ピピンが
選ぶ毎月絵本

【内容量】絵本12冊
月1冊×12月※ラッピングして送ります。
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約2週間

０歳から3歳までの絵本を毎月送ります。す
でにお持ちの本は差し替えることも出来ま
す。故郷から届く小さなお子様への絵本の
プレゼント。佐賀で15年の実績をもつ子ども
の本屋ピピンが選書するロングセラーの絵
本。
【提供元】こどもの本屋ピピン

40,000円以上
Ｇ－０２６．【定期便４回】季節の
フラワーボックス

※画像はイメージです

【内容量】フラワーボックスを年間4回お届
け：全４個（ボックスサイズ約265×145×
115 mm）
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵または常温※季節によ
る
【発送時期】発送月の10日前後に発送い
たします。

四季を楽しむように年4回お送りするお花の
定期便。季節の生花を箱にぎゅっと詰め込
んでお届けします。どんなお花が届くかは
蓋を開けるまでのお楽しみです。新鮮な状
態でお届けするため、配達可能日時の確
認をこちらから電話で行います。
【提供元】花音

受付終了

受付終了

品切れ中
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40,000円以上
Ｇ－０２７．とろける！佐賀牛ロー
ススライス５００ｇ

【内容量】
佐賀牛ローススライス500ｇ
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約2週間

佐賀の美味しい空気、美味しい水、そして
佐賀の大地で育ちましたＡ5ランクの佐賀
牛です。すき焼きなどで至福の時をお過ご
しくださいませ。噛むたびにお肉がとろけ極
上の美味しさが広がります。
【提供元】アスタラビスタ

40,000円以上
Ｇ－０２８．８．５ｍｍアコヤパール
直付けピアス

【内容量】
アコヤパール直付けピアス
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約１か月

【詳細】
真珠の種類：アコヤ真珠（佐賀県産）
色：ホワイト系　大きさ：約8.5ｍｍ
形：ラウンド系　照り艶：良好
金具素材：K14WG
附属品：ケース、保証書
【提供元】㈱美穂野

40,000円以上
Ｇ－０３１．シラ　シリーズ（３点
セット）

【内容量】
・オールインワンフェイスクリーム30ml1個
・フェイスジェルパック30ｍｌ　1個
・ブースターモイストケアローション150ｍｌ
1個
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約２週間

佐賀市でヘマトコッカスを培養し、有用成
分アスタキサンチンを抽出し、配合していま
す。
オールインワンクリームは、化粧水、乳液、
美容液、クリームの役割を果たしお手入れ
の時間が短縮され簡単になります。
【提供元】㈱アルビータ

40,000円以上
Ｇ－０３２．旅館つかさ
日帰り（入浴・昼食付）プラン

【内容量】
旅館つかさ旅館日帰り（入浴・昼食付）プ
ラン（２名様分）
※チケットが届いてから、各旅館までご予
約ください。（有効期限１年）
【受付期間】通年
※但し、GＷ、お盆、年末年始(12月28日
～1月5日）を除く。
【発送時期】入金確認後、約３週間

古湯・熊の川温泉郷は、約３８度のぬるめ
の泉温とぬるぬるした心地良い肌触りという
特徴から、「ぬる湯」と呼ばれています。
心温まるアットホームなおもてなしが自慢の
宿です。浮世絵のタイルがユニークな大浴
場は日常の疲れを癒してゆっくり寛げます。
また、地元の食材を取り入れた手間暇かけ
た季節料理が自慢です。
【提供元】（一社）古湯・熊の川温泉観光コ
ンベンション連盟

50,000円以上
Ｈ－００１．佐賀牛ロースステーキ
２００ｇ×３枚

【内容量】佐賀牛ロースステーキ200ｇ×
3枚
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約３週間

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……
まさに絶品です
【提供元】さが風土館季楽

50,000円以上
Ｈ－００２．佐賀牛ロースステーキ
２６０ｇ×３枚

【内容量】
佐賀牛極厚ロースステーキ260g×3枚
（合計780g）
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約１か月（年末
年始は２～３か月）

大人気の佐賀牛を、贅沢に分厚くカットした
ロースステーキしてお届けします。“艶さし”
と呼ばれる、やわらかな赤身の中にきめ細
かな脂肪が入った美しい霜降りが特徴で
す。
【提供元】ギャラリーフジヤマ

50,000円以上
Ｈ－００３．希少！佐賀牛とうがら
しブロック　１ｋｇ

【内容量】
佐賀牛とうがらしブロック 1kg
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約１か月（年末
年始は２～３か月）

佐賀牛の”とうがらし”をブロックでお届けし
ます。とうがらしは、1頭から少ししかとれな
い希少な部位です。自家製ローストビーフ
を作るもよし、家族で焼肉パーティするもよ
し、贅沢に分厚くカットするもよし、お好みで
お召しあがりいただけます。是非この機会に
ご賞味ください。
【提供元】ギャラリーフジヤマ

50,000円以上
Ｈ－００４．厳選！佐賀牛モモ
しゃぶしゃぶ１ｋｇ

【内容量】
佐賀牛モモしゃぶしゃぶ1kg
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約１か月（年末
年始は２～３か月）

最高級ブランド“佐賀牛”を目利きの老舗
精肉店がお届け！モモ肉は比較的赤身が
多い部位なので、さっぱりとお召し上がりい
ただけます。カロリー低めでヘルシーなの
で、脂身が苦手な方や女性、高齢の方にも
大人気の商品です。
【提供元】ギャラリーフジヤマ

50,000円以上
Ｈ－００５．佐賀ブランド肉コラボ
セット計１．７㎏

【内容量】
佐賀牛ロースしゃぶしゃぶ700g、佐賀県
産肥前さくらポーク1kg
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約１か月（年末
年始は２～３か月）

佐賀県が誇るブランド肉「牛＆豚」をセット
でお届けします。最高級ブランド銘柄”佐賀
牛”、佐賀県産ブランド豚”肥前さくらポー
ク”この機会にぜひ食べ比べでお楽しみくだ
さい。佐賀牛しゃぶしゃぶは食べる分だけ
使いやすいように1枚ずつ包んでお届けしま
す。
【提供元】ギャラリーフジヤマ

50,000円以上
Ｈ－００６．超粗挽きウインナー（２
５パック）

【内容量】
1パック2本入り×25パック
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約2週間

本場ドイツ国際食肉加工品コンテスト
SUFFA（ズーファ）2006金賞受賞者がつく
る、長さ25cm〜30cm、1本100gの超ロン
グ粗挽きウインナーソーセージ「ガス
ボー」。希少部位20mmの肉塊を天然腸に
詰め込み限界までの超粗挽き。
【提供元】旬菜舎さと山

受付終了

受付終了

準備中



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

50,000円以上
Ｈ－００７．超粗挽きウインナー（２
３パック）

【内容量】
ガスボー/1パック2本入り×15パック、ハ
バネロ明太子入りガスボー/1パック2本入
り×8パック
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約2週間

本場ドイツ国際食肉加工品コンテスト
SUFFA（ズーファ）2006金賞受賞者がつく
る、長さ25cm〜30cm、1本100gの超ロン
グ粗挽きウインナーソーセージ「ガスボー」
と「ハバネロ明太子入りガスボー」のセット
【提供元】旬菜舎さと山

50,000円以上
Ｈ－００８．佐賀の手作りひげにん
にく卵黄９袋セット

【内容量】①すっぽん黒ひげにんにく玉
12ｇ（約６０粒）約一ヶ月分×３袋、②熟
成、発酵黒ひげにんにく玉　12ｇ（約６０
粒）約一ヶ月分、×３袋、③発芽ひげにん
にく玉　12ｇ（約６０粒）約一ヶ月分×３袋
【受付期間】通年　【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

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。
【提供元】日本にんにく

50,000円以上
Ｈ－００９．「佐賀牛Ａ５」のロース
トビーフ５枚

【内容量】
ローストビーフ5枚（約500ｇ）
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約１か月

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。
【提供元】くらおか亭

50,000円以上
Ｈ－０１１．有明木綿から最高の
プレゼント～産着～

【内容量】
産着重さ50g、肩幅28cm、袖の長さ
17cm、袖の幅15cm、全体の長さ35cm
※限定1枚
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約2週間

私が綿花の栽培から全て１から作りあげま
した。私が自信をもってお届けする最高の
産着です。生まれてくる赤ちゃんにオーガ
ニックの優しい産着をどうぞ。
【提供元】有明木綿

50,000円以上 Ｈ－０１２．ままごとキッチンセット

【内容量】１台（寸法W470、D250、
H700、重量7㎏）
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約2週間

やさしい木の質感が好評のキッチンセットで
す。対象年齢：3歳～
【提供元】ＮＰＯ法人楠の木会

50,000円以上
Ｈ－０１３．バルーンフェスタ特別
観覧

【内容量】
ペア招待。現地集合（早朝のご案内にな
ります）・解散のプランです。
【受付期間】10月中旬まで
【実施期間】バルーン大会開催期間中限
定（10/31～11/4）となります。ご希望の
日程及び天候により調整いたします。【各
日2組4名限定】

普段関係者しか入ることが出来ない競技
エリア内からバルーンを見学出来ます。ま
た、バルーンミュージアムの入場券のプレ
ゼント。雨天等で大会中止の場合は、翌日
に延期か佐賀牛が楽しめるランチチケット
に変更となります。
【提供元】（一社）佐賀市観光協会

50,000円以上
Ｈ－０１４．とろける！佐賀牛ロー
スステーキ（３枚）

【内容量】
佐賀牛ロースステーキ200ｇＸ３枚
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約2週間

佐賀の美味しい空気、美味しい水、そして
佐賀の大地で育ちましたＡ5ランクの佐賀
牛です。200ｇを3枚と納得のボリューム。
噛むたびにお肉がとろけ極上の美味しさが
広がります。
【提供元】アスタラビスタ

50,000円以上
Ｈ－０１５．手織り佐賀錦　名刺入
（黄）

【内容量】
１点
サイズ（巾　１１．３ｃｍ、縦　７．５ｃｍ、厚
さ　１．５ｃｍ）
※現品のみ
【発送時期】入金確認後、約３週間で発
送

所々色が違う変わり経紙を使用し、絹糸で
網代文様を織り上げました。
佐賀錦は経糸に金、銀、漆箔を貼った和
紙、緯糸に正絹を竹べらで様々な幾何学
模様を織りあげたものです。
【提供元】佐賀錦振興協議会

50,000円以上
Ｈ－０１６．手織り佐賀錦　名刺入
（緑）

【内容量】
１点
サイズ（巾　１１．３ｃｍ、縦　７．５ｃｍ、厚
さ　１．５ｃｍ）
※現品のみ
【発送時期】入金確認後、約３週間で発
送

黒漆の経紙を使用し、絹糸で網代文様を
織り上げました。
佐賀錦は経糸に金、銀、漆箔を貼った和
紙、緯糸に正絹を竹べらで様々な幾何学
模様を織りあげたものです。
【提供元】佐賀錦振興協議会

50,000円以上
Ｈ－０１７．佐賀牛カルビ焼肉と佐
賀産和牛すき焼き用

【内容量】
佐賀牛カルビ焼肉用５００ｇ
佐賀産和牛しゃぶしゃぶ・すき焼き用７０
０ｇ
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約2週間

人気のコラボセット！！佐賀牛のカルビ焼
肉と佐賀産和牛のしゃぶしゃぶ・すき焼き。
２つの味をお楽しみ下さい。
【提供元】やまとフーズ

受付終了

品切れ中



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

50,000円以上
Ｈ－０１８．佐賀牛サーロインと
ローストビーフ

【内容量】
佐賀牛サーロインステーキ140ｇ×3
佐賀牛ローストビーフ500ｇ（２個入りで）
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約2週間

佐賀牛の２大人気商品“サーロインステー
キ”と“ローストビーフ”。
この機会に是非ご賞味あれ！！
【提供元】やまとフーズ

50,000円以上

Ｈ－０１９．ショルダーバック（裏
地：絣）

【内容量】1点1点
【サイズ】・肩紐　700（㎜）　　・バッグ　高
さ280×幅300×マチ80（㎜）　・内側ポ
ケット（チャック付）高さ150×幅230
（㎜）・内側ポケット　高さ120×幅160
（㎜）
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約1か月

明治・大正・昭和と続いた枝梅酒造、残さ
れた酒袋が新たな形で生まれ変わりまし
た。柿渋の落ち着いた風合いと裏地には絣
を使用したショルダーバックです。内側に2
か所ポケット付きで、中身が整理しやすく、
使えば使うほど味が出てくるバックです。
【提供元】㈱とっぺん

60,000円以上
Ｊ－００１．定期コース　毎月米１
０ｋｇ（６ヶ月）

【内容量】
佐賀県産夢しずく（白米）10kg×６か月
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】毎月10日前後に発送いたし
ます。

夢しずく毎月10kgの６回コース。佐賀県産
夢しずく、やわらかく、つやのあるお米です。
2017年産「米の食味ランキング」にて特A
に評価されています。
【提供元】（株）イケマコ

60,000円以上
Ｊ－００２．佐賀牛ロースステーキ
＆モモスライス

【内容量】
佐賀牛ロースステーキ200ｇ×2枚、佐賀
牛モモスライス500ｇ
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約３週間

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……
まさに絶品です
【提供元】さが風土館季楽

60,000円以上
Ｊ－００３．飲むバラ　セイントロー
ズ

【内容量】500ｍｌ×12本
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

無農薬、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
した華やかで芳醇な（ノンアルコール）バラ
のスパークリングです。美容サポート成分：
ローズエキス＋ヒアルロン酸配合※佐賀天
山水系の伏流水使用
【提供元】（株）ローズテラス

60,000円以上
Ｊ－００４．「佐賀牛Ａ５」のロースト
ビーフ６枚

【内容量】ローストビーフ6枚（約600ｇ）
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約１か月

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。
【提供元】くらおか亭

60,000円以上
Ｊ－００５．引き車の積み木２４Ｐ
【諸富家具】

【内容量】
引き車箱×１、積み木24個
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約2週間

木のおもちゃ飛鳥工房の積み木シリーズで
一番人気の商品です。つみきが24個入っ
ています。歩き出すと引いて遊べるので一
石二鳥！
※諸富家具は「佐賀県指定伝統的地場産
品」の指定を受けています。
【提供元】（株）飛鳥工房

60,000円以上
Ｊ－００６．ケロチェアー【諸富家
具】

【内容量】
椅子1脚
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約３週間

タカスガクデザインのケロチェアー。横顔が
カエルさんになっています。大きくなっても
座れますよ。座面31×31ｃｍ、座面の高さ
15ｃｍ、背もたれまでの高さ28ｃｍ
※諸富家具は「佐賀県指定伝統的地場産
品」の指定を受けています。
【提供元】（株）飛鳥工房

60,000円以上
Ｊ－００７．【鍋島緞通】新鍋島
小物敷

【内容量】
30×30cm（毛足1,5cm）1枚
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】受注生産のため、入金確認
後、約４か月

100%木綿素材の小さな鍋島緞通です。シ
ンプルな柄、色合いですので椅子や家具
等に合わせやすくなっています。小物敷き
や、お座布団としてご利用ください。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家

60,000円以上
Ｊ－００８．佐賀の香りｋｕｓｕアロモ
アウッド

【内容量】
佐賀の香りkusu　３０ｍｌ１本、アロマモア
ウッド１台
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

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３０mｌを瓶のまま
アロモアウッドにセットして佐賀の香りをお楽
しみください。スイッチ一つでお部屋がいい
香り。木の芳香器はナチュラルな雰囲気で
す。
【提供元】aroma aroma

受付終了

受付終了

品切れ中

【注意事項】・酒袋生地をそのまま利用し1点1点手作りしております

ので商品ごとに色味やサイズ等が若干異なる場合がございます。
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60,000円以上
Ｊ－００９．郵便局みまもり訪問
サービス（６カ月）

【内容量】
佐賀市で暮らす親御さんのご自宅に、郵
便局社員等が毎月１回訪問し、生活状
況を確認して、その結果をご家族様へお
知らせするサービスです。
【受付期間】通年　【発送時期】入金確認
後、契約書類を郵送します。

●月1回、郵便局社員などがご利用者宅
などへ直接訪問します。●ご利用者の生
活状況はご家族などのご指定いただいた
報告先へご連絡します。●生活状況は「7
項目+選べる3項目」で、ご利用者の状況
に応じた確認ができます。
【提供元】日本郵便株式会社

60,000円以上
Ｊ－０１０．トートバック（コンビ）

【内容量】1点
【サイズ】・紐　700（㎜）　・バッグ　高さ
280×幅320×マチ70（㎜）　・内側ポ
ケット（チャック付）高さ150×幅230（㎜）
・内側ポケット　高さ120×幅160（㎜）
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約1か月

明治・大正・昭和と続いた枝梅酒造、残さ
れた酒袋が新たな形で生まれ変わりまし
た。柿渋の落ち着いた風合いと、蔵に残さ
れていた比較的新しい白い酒袋をアクセン
トに使用したトートバックです。内側に2か所
ポケット付きで、中身が整理しやすく、使え
ば使うほど味が出てくるバックです。
【提供元】㈱とっぺん

60,000円以上
Ｊ－０１１．古湯・熊の川温泉
民宿みみ　宿泊券

【内容量】
温泉旅館ペア宿泊券（2名様　１泊２食
付）
※宿泊券が届いてから、各旅館までご予
約ください。（有効期限１年）
【受付期間】通年
※但し、年末年始(12月28日～1月5日）
は除く
【発送時期】入金確認後、約３週間

古湯・熊の川温泉郷は、約３８度のぬるめ
の泉温とぬるぬるした心地良い肌触りという
特徴から、「ぬる湯」と呼ばれています。
当館は、ラドンを豊富に含んだ単純弱放射
能泉が特徴の熊の川温泉にあり、高台から
の景色が望める展望露天石風呂が人気で
す。実家に帰ったようなほっとできる民宿
で、気さくな女将との会話や手作りの料理
をお楽しみください。

70,000円以上
Ｋ－００１．初摘み　焼のり贅沢プ
レミアムＣ

【内容量】
プレミアム焼のり（板のり10枚）×15
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

旨みたっぷり香り高い初摘み佐賀のり。
初摘み海苔の中でも味と香りが際立つのり
を漁師自らが厳しい目で選び抜きました。
年によっては採れないこともある希少な焼
のりは、海苔漁師もうなずく美味しさです。
【提供元】有明の風

70,000円以上
Ｋ－００２．佐賀牛ロースステーキ
２００ｇ×４枚

【内容量】
佐賀牛ロースステーキ200ｇ×４枚
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約３週間

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……
まさに絶品です
【提供元】さが風土館季楽

70,000円以上
Ｋ－００３．Ａ５佐賀牛　焼肉セット
（秘伝のタレ付）

【内容量】
佐賀牛1kg 、焼肉のタレ330g
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約３週間

全国でもトップクラスの品質を誇る「佐賀
牛」をたっぷり１㎏の贅沢な焼き肉セットで
す。とろけるような霜降りと口いっぱいに広
がる肉の甘味をお楽しみください。焼肉のタ
レは防腐剤、添加物を使わず素材本来の
味を大事にし、独自の調合で仕上げた、秘
伝のタレです。
【提供元】R's company

70,000円以上
Ｋ－００５．「佐賀牛Ａ５」のロース
トビーフ７枚

【内容量】
ローストビーフ7枚（約700ｇ）
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約１か月

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。
【提供元】くらおか亭

70,000円以上
Ｋ－００７．レストランシャンリー監
修　おせち３段

【内容量】３段（計３５品）
【受付期間】受付終了
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、12月28日発
送（29日～30日お届け）

蝦夷鮑旨煮、紅白蒲鉾、金目鯛西京焼、
鮭昆布巻、海老レモン〆、秋刀魚柚香焼、
手毬餅、数の子、紅白膾、黒豆、花百合
根、伊達巻、胡桃旨煮、栗きんとん、オレ
ンジ風味のガランティーヌ、合鴨スモーク、
ハーブチキンのキッシュなど計３５品
【提供元】佐賀冷凍食品

70,000円以上
Ｋ－００８．コトコト転がる「どんぐり」
【諸富家具】

【内容量】
レール×１、どんぐり３個、ビスケットキーホ
ルダー１個
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約2週間

グッドデザイン、グッドトイ受賞商品。カタカタ
かわいいどんぐりの音と動きに癒されます。
お子様から大人の方までどなたでも。
※諸富家具は「佐賀県指定伝統的地場産
品」の指定を受けています。
【提供元】（株）飛鳥工房

70,000円以上
Ｋ－００９．トッポスツールＲ【諸富
家具】

【内容量】
ﾄｯﾎﾟｽﾂｰﾙ、ﾚｯﾄﾞｵｰｸ+ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ　【受付
期間】通年
【発送時期】入金確認後、約１か月

来客時のﾃｰﾌﾞﾙに追加したり、化粧台、脱
衣所、玄関などいろんなところに使いやす
く、移動しやすいｽﾂｰﾙです。　（フレーム素
材レッドオーク、張地色ダークブラウン）
※諸富家具は「佐賀県指定伝統的地場産
品」の指定を受けています。
【提供元】平田椅子製作所

受付終了

品切れ中

【注意事項】・酒袋生地をそのまま利用し1点1点手作りしております

ので商品ごとに色味やサイズ等が若干異なる場合がございます。

準備中



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

70,000円以上
Ｋ－０１０．トッポスツールＢ【諸富
家具】

【内容量】
ﾄｯﾎﾟｽﾂｰﾙ、ﾋﾞｰﾁ+ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約１か月

来客時のﾃｰﾌﾞﾙに追加したり、化粧台、脱
衣所、玄関などいろんなところに使いやす
く、移動しやすいｽﾂｰﾙです。　(フレーム素
材ビーチ、張地色ライトグレー）
※諸富家具は「佐賀県指定伝統的地場産
品」の指定を受けています。
【提供元】平田椅子製作所

70,000円以上
Ｋ－０１１．遊覧飛行　３名様分
（約１３分）

【内容量】遊覧飛行
（ルート）佐賀空港 → 三重津海軍所跡
→昇開橋 → 筑後川 → 佐賀空港
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、ご希望の日程
及び天候により調整いたします。

近代日本の魁となった多くの史跡、遺跡が
存在する佐賀市。「空からの歴史散歩」を
お楽しみください。
【提供元】エス･ジー･シー佐賀航空（株）

70,000円以上
Ｋ－０１２．デザイントートバック

【内容量】1点
【サイズ】・紐　500（㎜）　　・バッグ　高さ
270×幅405×マチ90（㎜）・内側ポケット
（チャック付）高さ150×幅230（㎜）・内側
ポケット　高さ120×幅160（㎜）
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約1か月

明治・大正・昭和と続いた枝梅酒造、残さ
れた酒袋が新たな形で生まれ変わりまし
た。佐賀市出身でたくさんの方から支持さ
れているアーティスト塚本猪一郎氏とのコラ
ボレーションから生まれたトートバックです。
内側に2か所ポケット付きで、中身が整理し
やすく、使えば使うほど味が出てくるバック
です。【提供元】㈱とっぺん

80,000円以上
Ｌ－００１．佐賀牛ステーキ＆しゃ
ぶしゃぶセット

【内容量】
佐賀牛ロースステーキ500ｇ、佐賀牛ロー
ススライス500ｇ
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約2週間

佐賀の肥沃な大地で育まれた佐賀牛は、
しゃぶしゃぶにしてよし、ステーキにしてもよ
し。絶品の甘さと旨みあふれる霜降り肉を、
食べ比べセットにしました。
【提供元】道の駅「大和」そよかぜ館

80,000円以上
Ｌ－００３．佐賀の手作ひげにんに
く卵黄１５袋セット

【内容量】①すっぽん黒ひげにんにく玉
12ｇ（約６０粒）約一ヶ月分×５袋、②熟
成、発酵黒ひげにんにく玉　12ｇ（約６０
粒）約一ヶ月分×５袋、③発芽ひげにん
にく玉　12ｇ（約６０粒）約一ヶ月分×５袋
【受付期間】通年　【配送方法】常温　【発
送時期】入金確認後、約2週間

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。
【提供元】日本にんにく

80,000円以上
Ｌ－００４．「佐賀牛Ａ５」のロースト
ビーフ８枚

【内容量】
ローストビーフ8枚（約800ｇ）
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約１か月

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。
【提供元】くらおか亭

80,000円以上 Ｌ－００５．リバーシ【諸富家具】

【内容量】
盤×１、コマ64個＋2個（予備）
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約2週間

みんなが知ってるこのゲーム。親子で、友
達と、ご夫婦でも。コマがすべすべしてとて
も気持ちがいいのです。一生ものですね。
※諸富家具は「佐賀県指定伝統的地場産
品」の指定を受けています。
【提供元】（株）飛鳥工房

80,000円以上
Ｌ－００６．【鍋島緞通】新鍋島
丁子茶地３５

【内容量】
35×35㎝（毛足1,2㎝）1枚
【受付期間】通年
【発送時期】受注生産のため、入金確認
後、約４か月

鍋島緞通を代表する図案である「蟹牡
丹」。その中央部の牡丹を対角に配置し
た、密度の高い木綿でできたお座布団で
す。※手刺繍製法で作られた新鍋島となり
ます。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家

80,000円以上
Ｌ－００７．可愛いアコヤパール一
粒バーネックレス

【内容量】
アコヤパール一粒バーネックレス
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約１か月

【詳細】
真珠の種類：アコヤ真珠（佐賀県産）　色：
ホワイト系　大きさ：約7ｍｍ　形：ラウンド系
照り艶：良好　全体の長さ：金具込約40ｃ
ｍ　金具素材：K10またはK10WG（※
K!WGをご希望の場合は、備考欄に「WG」
とご記入下さい。）　附属品：ケース、保証
書
【提供元】㈱美穂野

80,000円以上
Ｌ－００８．子どもの本屋ピピンが
選ぶ大人向毎月絵本

【内容量】絵本12冊
月1冊×12月※限定１セット
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約2週間

ピピンスタッフが選んだ絵が美しい本やほっ
こりするお話の絵本（大人向け）を毎月お
届けします。
【提供元】こどもの本屋ピピン

受付終了

品切れ中

【注意事項】・酒袋生地をそのまま利用し1点1点手作りしております

ので商品ごとに色味やサイズ等が若干異なる場合がございます。



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

80,000円以上
Ｌ－００９．古湯・熊の川温泉
お宿夢千鳥　宿泊券

【内容量】
お宿夢千鳥ペア宿泊券（2名様　１泊２食
付）
※宿泊券が届いてから、各旅館までご予
約ください。（有効期限１年）
【受付期間】通年
※但し、GＷ、お盆、年末年始、日祝祭日
の前日は除く
【発送時期】入金確認後、約３週間

古湯・熊の川温泉郷は、約３８度のぬるめ
の泉温とぬるぬるした心地良い肌触りという
特徴から、「ぬる湯」と呼ばれています。
熊の川温泉にある当宿は、ラドン豊富な単
純弱アルカリ性の温泉で、疲労回復や皮
膚病、打ち身など、昔から療養泉として知
られています。空気中にもラドンがたっぷり
含まれているので、深呼吸しながら湯に浸
かり、癒しの時間をお過ごしください。このプ

90,000円以上
Ｍ－００１．佐賀牛ロースステー
キ２００ｇ×５枚

【内容量】
佐賀牛ロースステーキ200ｇ×５枚
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約３週間

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……
まさに絶品です
【提供元】さが風土館季楽

90,000円以上
Ｍ－００２．佐賀牛ローススライス
１ｋｇ

【内容量】
佐賀牛ローススライス　１ｋｇ
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約３週間

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……
まさに絶品です
【提供元】さが風土館季楽

90,000円以上
Ｍ－００３．超粗挽きウインナー
（５０パック）

【内容量】
1パック2本入り×50パック
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約2週間

本場ドイツ国際食肉加工品コンテスト
SUFFA（ズーファ）2006金賞受賞者がつく
る、長さ25cm〜30cm、1本100gの超ロン
グ粗挽きウインナーソーセージ「ガス
ボー」。希少部位20mmの肉塊を天然腸に
詰め込み限界までの超粗挽き。
【提供元】旬菜舎さと山

90,000円以上
Ｍ－００４．「佐賀牛Ａ５」のロース
トビーフ９枚

【内容量】
ローストビーフ9枚（約900ｇ）
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約１か月

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。
【提供元】くらおか亭

90,000円以上
Ｍ－００７．クールなアコヤパー
ル・アメリカンピアス

【内容量】
アコヤパールアメリカンピアス
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約１か月

【詳細】
真珠の種類：アコヤ真珠（佐賀県産）色：ホ
ワイト系、大きさ：約7.0ｍｍ、形：ラウンド
系、照り艶：良好、全体の長さ：約70ｍｍ、
その他素材：K18またはK18WG、附属品：
ケースと保証書
【提供元】㈱美穂野

90,000円以上
Ｍ－００８．古湯・熊の川温泉
東京家旅館　宿泊券

【内容量】
温泉旅館ペア宿泊券（2名様　１泊２食
付）
※宿泊券が届いてから、各旅館までご予
約ください。（有効期限１年）
【受付期間】通年
※但し、年末年始(12月27日～1月3日）
は除く
【発送時期】入金確認後、約３週間

湯・熊の川温泉郷は、約３８度のぬるめの
泉温とぬるぬるした心地良い肌触りという特
徴から、「ぬる湯」と呼ばれています。
創業元禄元年から続く、古湯温泉で最も歴
史ある老舗旅館です。源泉かけ流しのお風
呂は純度が高く、ぬる湯のよさを十分に楽
しめます。お料理は佐賀牛のコースになり
ます。地元の素材を取り入れた料理は、器
や温度にもこだわっています。
【提供元】（一社）古湯・熊の川温泉観光コ
ンベンション連盟

90,000円以上
Ｍ－００９．古湯・熊の川温泉
扇屋　宿泊券

【内容量】
温泉旅館ペア宿泊券（１泊２食付）
※宿泊券が届いてから、各旅館までご予
約ください。（有効期限１年）
【受付期間】通年
※但し、GＷ、お盆、年末年始(12月28日
～1月5日）、日祝祭日の前日は除く
【発送時期】入金確認後、約３週間

古湯・熊の川温泉郷は、約３８度のぬるめ
の泉温とぬるぬるした心地良い肌触りという
特徴から、「ぬる湯」と呼ばれています。
かつて画家「青木繁」歌人「斎藤茂吉」が
静養したところです。お料理は、地産にこだ
わった四季折々の旬の素材をご賞味くださ
い。
 掛け流しの温泉につかり日常の喧騒から
切り離された癒しのひとときをどうぞお楽し
み下さい。
【提供元】（一社）古湯・熊の川温泉観光コ

品切れ中

準備中

準備中

準備中


