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寄附金額 内容量等 説明

5,000
Ａ－００１．佐賀のり個包装詰合
せＡ

【内容量】
　焼のり８切６枚×６袋
　味のり８切６枚×６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

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。
【提供元】（株）サン海苔

5,000
Ａ－００２．漁協推奨佐賀海苔３
本セット

【内容量】
　焼のり８切５６枚×１個
　味のり８切５６枚×１個
　塩のり８切５６枚×１個
【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

生産量日本一を記録する佐賀県有明海産の中で
も上質な海苔のみを使用し３種類の味が楽しめる
詰合せギフト。食卓に置きやすく食べやすい卓上ボ
トルタイプ
【提供元】（株）サン海苔

5,000
Ａ－００３．旨い！「佐賀のり」３袋
セット

【内容量】
　佐賀丸（8切80枚）
　（塩×1、味×1、焼×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

人気の佐賀丸が２０２０年秋リニューアルしました！
１７年連続生産量、販売額ともに日本一の佐賀の
り。
口どけの良い、柔らかい佐賀のりを使用した甘めの
醤油風味の味付、コーン油を使用したあっさりとした
塩と焼海苔の３種類の詰め合わせです。
【提供元】まえうみ（佐賀県有明海漁業協同組合）

5,000
Ａ－００４．有明海産佐賀海苔ギ
フト箱

【内容量】
　焼きのり8切48枚入り（全形6枚分）
　×1袋
　しおのり8切48枚入り（全形6枚分）
　×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

厳選した佐賀海苔を遠赤外線で香ばしく焼き上げ
た、香り高く口溶けが良い美味しい焼きのりと、厳選
した佐賀海苔を店主の弟が作る「菜種油三吉」で風
味を付けて佐賀の海水塩「一の塩」で美味しく味付
けしたしお海苔です。お子様からお年寄りまで安心
してお召し上がり頂けます。
【提供元】江頭一郎商店

5,000
Ａ－００５．有明海産佐賀海苔ギ
フトバック

【内容量】
　焼きのり8切48枚入り（全形6枚分）
　×1袋
　しおのり8切48枚入り（全形6枚分）
　×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

厳選した佐賀海苔を遠赤外線で香ばしく焼き上げ
た、香り高く口溶けが良い美味しい焼きのりと、厳選
した佐賀海苔を店主の弟が作る「菜種油三吉」で風
味を付けて佐賀の海水塩「一の塩」で美味しく味付
けしたしお海苔です。お子様からお年寄りまで安心
してお召し上がり頂けます。
【提供元】江頭一郎商店

5,000
Ａ－００６．初摘みのり　バラエ
ティセットＡ

【内容量】
　コラーゲン塩のり（8切24枚）
　めんたい塩のり（8切24枚）
　黒こしょう塩のり塩のり（8切24枚）　【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

口どけがよく香り高い初摘み海苔のを使用。色々な
味がバラエティにお楽しみいただけます。使用して
いる塩も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、コラーゲンは海洋性のコラー
ゲンにこだわり焼き上げました。
【提供元】有明の風

5,000 Ａ－００７．佐賀県産夢しずく５ｋｇ

【内容量】
　佐賀県産夢しずく（白米）5kg×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

佐賀県産夢しずくは、日本穀物検定協会が実施す
る2020年産『米の食味ランキング』で4年連続の
“特Ａ評価”を獲得。
※配送日の指定は承っておりません。
※天候や収穫状況により、お届けや規格が変更に
なる場合がございます。
※返礼品お受取り後、すぐに品の状態をご確認い
ただき、賞味期限及び消費期限をお守りください。
【提供元】（株）イケマコ

5,000 Ａ－００８．純米吟醸　肥前杜氏

【内容量】720ｍｌ
【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

原産地呼称認定酒佐賀米100％使用のお酒
【提供元】大和酒造（株）

5,000
Ａ－０１０．友幸素ｔｏｍｏｔｏリ
キュールスィート

【内容量】720ｍｌ
【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

「じゅんかん育ちin佐賀」ブランドは、太陽の恵みと微
生物の力を借りて栽培した「じゅんかん農法育ち」。
その旨味と味わいをギュッと詰め込みました。地元
の窓乃梅酒造とのコラボにより、本格麦焼酎とブレ
ンドして甘いものが好きな方が飲みやすいスィートリ
キュールに仕上げました。
【提供元】友幸素舎

5,000
Ａ－０１１．友幸素ｔｏｍｏｔｏリ
キュールドライ

【内容量】720ｍｌ
【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

「じゅんかん育ちin佐賀」ブランドは、太陽の恵みと微
生物の力を借りて栽培した「じゅんかん農法育ち」。
その旨味と味わいをギュッと詰め込みました。地元
の窓乃梅酒造とのコラボにより、本格麦焼酎とブレ
ンドして甘いものはチョットという方が飲みやすいドラ
イリキュールに仕上げました。
【提供元】友幸素舎

お礼の品



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

5,000
Ａ－０１３．超粗挽きウインナー
（２パック）

【内容量】
ガスボー/2本入り×1パック
ハバネロ明太子入りガスボー/2本入り×1
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

5,000
Ａ－０１９．昔ながらの手作りにん
にく

【内容量】
　発芽ひげにんにく玉　１袋（約６０粒）
【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

全国でも珍しいひげにんにく。普通のにんにくよりも
栄養が数倍高くて、匂いが少ないです。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
きつくないので、女性や接客業の方などに人気で
す。健康と美容に！
【提供元】日本にんにく

5,000
Ａ－０２１．希少部位使用　佐賀
牛カレー２個セット

【内容量】佐賀牛カレー（200g）×２
【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

佐賀牛でもカレーに相性のよい希少部位の「すね
肉」をふんだんに使用し、食感と旨味を活かした中
辛のカレーです。JAグループ佐賀管内肥育農家で
飼育された黒毛和牛種の牛肉を使用しています。
【提供元】佐星醤油㈱

5,000
Ａ－０２２．ありたどり使用　鶏めし
の素３個セット

【内容量】鶏めしの素（170ｇ）×３
【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

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簡単に頂けま
す！
【提供元】佐星醤油㈱

5,000
Ａ－０２５．プレミアム冷凍米粉
ロールケーキ

【内容量】1箱（4個入り）
【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

佐賀県産の米粉、卵を100％使用し、小麦アレル
ギーの方も安心してお召し上がりいただけるグルテ
ンフリースイーツです。卵白のみを用いて作り上げた
真っ白で軽やかなホワイトロールケーキは、常温解
凍10分程で、しっとりなめらかな食感のスポンジ生
地になります。
【提供元】旬菜舎さと山

5,000
Ａ－０２６．北島の丸芳露（１７個
入り）

【内容量】１７個入
【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

南蛮船とともに伝えられた異国生まれの洋菓子は、
佐賀の地で生まれ、誰からも愛される故郷の代表
的なお菓子となりました。素朴な姿からは思いもつ
かない　自然と広がる豊かな味わいをどうぞお楽し
みください。
【提供元】（株）北島

5,000
Ａ－０２７．北島の丸芳露、花ぼう
ろ詰合せＡ

【内容量】
丸芳露７個、花ぼうろ５個
【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

おもに佐賀産の小麦粉、上質の砂糖、新鮮な鶏卵
で作られる北島の丸芳露。口溶けよく、程よい柔ら
かさの生地にあんずジャムをサンドした花ぼうろ。丸
芳露、花ぼうろ、北島を代表する二つの味を詰め合
わせました。
【提供元】（株）北島

5,000 Ａ－０２８．佐賀銘菓詰合せＡ

【内容量】6～７種類を12個前後
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
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約2週間

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。
※パッケージが変更になることがございます。
【提供元】㈲菓心まるいち

5,000
Ａ－０２９．米粉のケーキ米っ子
ロール、くろ

【内容量】
　ロールケーキ（Ｌ=16.5ｃｍ）1本
【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

無農薬、無化学肥料栽培の黒米使用米処、佐賀
の米粉でしっとり、モチモチ。黒米のアントシアニンで
美肌効果も
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館

5,000
Ａ－０３０．あんみつひめオレンジ
マドレーヌ

【内容量】４０ｇ（８個入）
【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

佐賀県大和町産のみかん（あんみつひめ）を使った
オレンジマドレーヌ。チョコチップとのマリアージュをお
楽しみください。
【提供元】㈲創菓苑　アンナの贈り物

5,000
Ａ－０３１．東一バターサンド８個
入り

【内容量】8個入り
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約2週間

佐賀を代表する銘酒「東一大吟醸」の酒粕を再熟
成させレーズンと最高級の発酵バターで作ったバ
ターサンドです。東一の豊かな吟醸香をお楽しみく
ださい。
【提供元】シェ・ヤマモト



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

5,000
Ａ－０３３．醤油とドレッシングの
詰め合わせ

【内容量】
　自然一醤油 300ｍｌ×1
　玉葱ドレッシング 200ｍｌ×1
　佐賀海苔とろとろ醤油 150ｍｌ×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と佐賀
県白石町特産の玉葱で作ったドレッシング、佐賀海
苔をたっぷり使った海苔醤油の詰め合わせです。
【提供元】丸秀醤油（株）

5,000
Ａ－０３４．佐賀産菜種使用　圧
搾一番搾り【菜種油】

【内容量】1本（460g）
【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

江頭一郎商店店主の弟が営む、佐賀県久保泉の
下村ファームが作付した菜種「ななしきぶ」を圧搾
搾りにて和紙と布で濾して搾油し一番搾りのみを詰
めた希少な菜種油です。下村ファーム創業者の名
前を付けた【菜種油三吉】は芳醇な香りと、さっぱり
とした油でそのままサラダにかけたり料理に使用した
り幅広くご使用いただけます。
【提供元】江頭一郎商店

5,000
Ａ－０３５．富士町産　ゆずポン
酢３本セット

【内容量】１本(200ml）×３
【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

自然豊かな佐賀市富士町の柚子をピューレ状にし
て使っています。果実の存在感たっぷり！あごだし
の旨味で素材本来の味を際立たせる、贅沢な一品
です。
【提供元】佐星醤油㈱

5,000
Ａ－０３６．佐星のお醤油詰め合
わせセット

【内容量】
　濃口醤油菊1000ml×１
　濃口醤油蘭1000ml×１
　かつおだし醤油うすくち×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

創業1897年、佐賀の街中醤油蔵『佐星醤油』で
す。濃口醤油は濃いうまみが特徴の菊、うまみと甘
みがバランスよくとれた蘭。かつおぶしをベースにい
わし、煮干、昆布で出汁をとった濃いうまみが特徴
のかつおだし醤油をセットにしました。
【提供元】佐星醤油㈱

5,000
Ａ－０３９．佐賀のがばいうまか醤
油セット

【内容量】
がばいうまか醤油プレミアム360ml×2本、が
ばいうまかポン酢360ml×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

厳選した原料を時間を惜しまずじっくり熟成させ作り
上げた、まるしん醤油の珠玉の逸品です。がばいう
まか醤油は、甘くコクのある味わいと深い香りが広が
る特選醤油です。がばいうまかポン酢は、柔らかな
酸味でまるしん醤油のベストセラーの一つ。
【提供元】まるしん醤油

5,000
Ａ－０４３．佐賀県産さがびより無
洗米(2ｋｇ×2)

【内容量】２ｋｇ×２袋
無洗米２ｋｇをそのまま保存可能な密封でき
るチャック付き袋で小分けしています。
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約３週間

「さがびより」は平成２２年にデビューして日本穀物
検定協会が実施する2020年産『米の食味ランキン
グ』で11年連続の“特Ａ評価”を獲得。
１粒１粒がしっかりして、口にした瞬間甘み・香りが
広がります。無洗米で出荷いたします。
【提供元】株式会社　五十鈴

5,000
Ａ－０４４．佐賀県産　新たまね
ぎ(１0ｋｇ)

【内容量】約１０ｋｇ
佐賀市産
【受付期間】～4月中旬
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約３週間

佐賀県の春夏に出荷されるタマネギは全国１位！
秋冬通せば北海道に次いで２位の大産地！
有明海に面してることから、ミネラルたっぷりの土質
が特徴。
辛味が少なく甘くてあっさり！
是非、サラダで食べていただきたい玉ねぎです。

【提供元】株式会社　五十鈴

5,000
Ａ－０５４．佐賀県産「さがびより」
白米（２Kg×２）

【内容量】
精米してすぐの白米２ｋｇをそのまま保存でき
る密封されたチャック付き袋で小分けしてま
す。（２ｋｇ×２）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約２～３週間

「さがびより」は平成２２年にデビューして日本穀物
検定協会が実施する2020年産『米の食味ランキン
グ』で11年連続の“特Ａ評価”を獲得。１粒１粒が
しっかりして、口にした瞬間、甘み・香りが広がりま
す。こだわり農家１軒からお届けいたします。
【提供元】株式会社　五十鈴

5,000
Ａ－０５７．佐賀県産「さがびより」
玄米　５ｋｇ

【内容量】
「さがびより」玄米　５ｋｇ
【発送期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約２～３週間

日本穀物検定協会が実施する2020年産『米の食
味ランキング』で11年連続の“特Ａ評価”を獲得。１
粒１粒がしっかりして、口にした瞬間広がる甘み・香
りは絶品です。こだわり農家が「玄米」で食べていた
だきたく安心・安全にこだわって育てた自信作です。
【提供元】株式会社　五十鈴

5,000
Ａ－０５９．佐賀県産「ひのひか
り」玄米　５ｋｇ

【内容量】
「ひのひかり」玄米　５ｋｇ
【発送期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約２～３週間

「色つや・うま味・粘り」三拍子そろった、佐賀を代表
するお米です。食の安全にこだわった農家の逸
品！自信を持って「玄米」で出荷いたします。
【提供元】株式会社　五十鈴



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

5,000 Ａ－０６０．さが錦

【内容量】
２棹入
【発送期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１０日

今から200年前より、鍋島藩主夫人により受け継が
れてきた「佐賀錦」。その伝統ある織物のイメージを
取り入れた村岡屋を代表する創作銘菓です。
【提供元】株式会社　村岡屋

5,000 Ａ－０６１．昔風味の小城羊羹

【内容量】
２本入
【発送期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１０日

シャリッとした歯触りが懐かしい昔ながらの手作り羊
羹です。
【提供元】株式会社　村岡屋

5,000
Ａ－０６４．ベジスープ　14食セッ
ト

【内容量】
8.4ｇ×7食
8.3ｇ×7食
【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

「佐賀県産アスパラガス」を使用したフリーズドライ
スープ「５種の野菜スープ」と「佐賀県産トマト」を使
用したフリーズドライスープ「トマト入りたまごスープ」
の２種詰合せです。
各７個入のお試しセットです。
お湯を注ぐだけで簡単にお召し上がりいただけま
す。
【提供元】さが風土館季楽

5,000
Ａ－０６８．北島のあめゆ、水飴、
しょうが飴玉Ａ

【内容量】セット商品
あめゆ（20ｇ×10袋）　しょうが飴玉（35粒）
水飴（400ｇ×1）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１０日

明治３８年創業
ピリッときいた生姜の香り（国産生姜）
【提供元】北島商店

5,000
Ａ－０６９．ＪＡさがオリジナル　鶏
ごぼうピラフ

【内容量】
250ｇ×10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
※お申し込みが集中しているため、お届けま
でに１～２カ月ほどかかる場合がございま
す。ご了承ください。

徹底した品質管理のもと、JAさがのグループ会社の
株式会社JAフーズさがのピラフ工場で製造している
冷凍食品です。
佐賀県産米「さがびより」と佐賀県産「骨太有明鶏」
を使用した鶏ごぼうピラフです。
レンジで温めるだけで簡単にお召し上がりいただけま
す。
【提供元】さが風土館季楽

5000
Ａ－０７０．ＪＡさがオリジナル　チ
キンライス

【内容量】
250ｇ×10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
※お申し込みが集中しているため、お届けま
でに１～２カ月ほどかかる場合がございま
す。ご了承ください。

徹底した品質管理のもと、JAさがのグループ会社の
株式会社JAフーズさがのピラフ工場で製造している
冷凍食品です。
佐賀県産米「さがびより」と佐賀県産「骨太有明鶏」
を使用したチキンライスです。
レンジで温めるだけで簡単にお召し上がりいただけま
す。
【提供元】さが風土館季楽

5000
Ａ－０７１．ＪＡさがオリジナル　え
びピラフ

【内容量】
250ｇ×10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
※お申し込みが集中しているため、お届けま
でに１～２カ月ほどかかる場合がございま
す。ご了承ください。

徹底した品質管理のもと、JAさがのグループ会社の
株式会社JAフーズさがのピラフ工場で製造している
冷凍食品です。
佐賀県産米「さがびより」を使用したえびピラフで
す。
レンジで温めるだけで簡単にお召し上がりいただけま
す。
【提供元】さが風土館季楽

5,000
Ａ－０７２．ＪＡさがオリジナル　高
菜ピラフ

【内容量】
250ｇ×10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
※お申し込みが集中しているため、お届けま
でに１～２カ月ほどかかる場合がございま
す。ご了承ください。

徹底した品質管理のもと、JAさがのグループ会社の
株式会社JAフーズさがのピラフ工場で製造している
冷凍食品です。
佐賀県産米「さがびより」を使用した高菜ピラフで
す。
レンジで温めるだけで簡単にお召し上がりになれま
す。
【提供元】さが風土館季楽

5,000
Ａ－０７３．つぼ漬けカルビＡコー
ス

【内容量】
つぼ漬けカルビ　２枚（２００ｇ）
※米国又は豪州産牛肉使用
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約１０日

地元名水を利用した自家製タレにけ漬込んだつぼ
漬けカルビ。自家製タレは毎日新しく作っています。
その品質と味は、地元で10年以上ご愛顧いただい
ています。
【提供元】百済

5,000
Ａ－０７６．佐賀牛を使った贅沢
ハンバーグ4個

【内容量】
１５０g×4
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1カ月
※年末年始のお申込みは2~3カ月かかる場
合がございます。

大好評頂いております、佐賀牛と佐賀産の豚肉を
使用したハンバーグ。牧場直営店の焼肉屋さんより
伝統の味を受け継ぎ、絶妙な配合比でふわふわと
柔らかいハンバーグに仕上げております。お子様か
らお年寄りの方まで幅広くご支持頂いております。世
界でも高評価のブランド牛、「佐賀牛」の旨みと
ジューシーな肉汁をお楽しみ頂けます。贅沢なハン
バーグをぜひご堪能下さい。
【提供元】やまとフーズ



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

5,000
Ａ－０７８．佐賀の美味しい特A米
セット

【内容量】
佐賀県産さがびより　2ｋｇ×1袋
佐賀県産夢しずく　2ｋｇ×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

ミネラル豊富で、肥沃な佐賀の大地で育った、食味
ランキング特Ａ米２品(さがびより10年連続、夢しず
く3年連続)、４ｋｇの食べ比べセット

【提供元】佐賀県食糧㈱

5,000 Ａ－０７９．有機栽培 烏龍茶

【内容量】 3g×40包
【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
【賞味期限】製造日から2年

まろやかな味わいとなっていますので、烏龍茶の独
特な渋みが苦手な方にオススメです。
有機JASの認定を受けた日本国内で栽培された原
材料を100％使用した純国産の有機栽培茶。化学
肥料は使用せず、有機肥料のみで育て上げ、遺伝
子組み換えは一切行われていません。安全安心で
体と自然に優しい素材を厳選しております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000 Ａ－０８１．有機栽培 グァバ茶

【内容量】 2g×40包
【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
【賞味期限】製造日から2年

苦みも強くはなく、飲みやすくなっています。
有機JASの認定を受けた日本国内で栽培された原
材料を100％使用した純国産の有機栽培茶。化学
肥料は使用せず、有機肥料のみで育て上げ、遺伝
子組み換えは一切行われていません。安全安心で
体と自然に優しい素材を厳選しております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000 Ａ－０８２．有機栽培 桑の葉茶

【内容量】 3g×40包
【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
【賞味期限】製造日から2年

有機栽培の為、癖もなく飲みやすくなっています。
有機JASの認定を受けた日本国内で栽培された原
材料を100％使用した純国産の有機栽培茶。化学
肥料は使用せず、有機肥料のみで育て上げ、遺伝
子組み換えは一切行われていません。安全安心で
体と自然に優しい素材を厳選しております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000 Ａ－０８３．有機栽培 コーン茶

【内容量】 4g×40包
【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
【賞味期限】製造日から2年

コーンの香ばしさと程よい甘さがあり、お子様も飲み
やすいお茶です。
有機JASの認定を受けた日本国内で栽培された原
材料を100％使用した純国産の有機栽培茶。化学
肥料は使用せず、有機肥料のみで育て上げ、遺伝
子組み換えは一切行われていません。安全安心で
体と自然に優しい素材を厳選しております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000 Ａ－０８４．有機栽培 ごぼう茶

【内容量】 2g×40包
【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
【賞味期限】製造日から2年

独特な香りも少なく、上品な味わいで、ご家族で飲
みやすいお茶です。
有機JASの認定を受けた日本国内で栽培された原
材料を100％使用した純国産の有機栽培茶。化学
肥料は使用せず、有機肥料のみで育て上げ、遺伝
子組み換えは一切行われていません。安全安心で
体と自然に優しい素材を厳選しております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000 Ａ－０８５．有機栽培 三年番茶

【内容量】 5g×30包
【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
【賞味期限】製造日から2年

香ばしさがお好きな方にオススメです。
有機JASの認定を受けた日本国内で栽培された原
材料を100％使用した純国産の有機栽培茶。化学
肥料は使用せず、有機肥料のみで育て上げ、遺伝
子組み換えは一切行われていません。安全安心で
体と自然に優しい素材を厳選しております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000
Ａ－０８６．有機栽培 発芽はと麦
茶

【内容量】 5g×40包
【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
【賞味期限】製造日から2年

スッキリとした味わいの中に香ばしさを感じられるお
茶です。
有機JASの認定を受けた日本国内で栽培された原
材料を100％使用した純国産の有機栽培茶。化学
肥料は使用せず、有機肥料のみで育て上げ、遺伝
子組み換えは一切行われていません。安全安心で
体と自然に優しい素材を厳選しております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000
Ａ－０８７．オーガニックルイボス
ティー （2個セット)

【内容量】 3g×50包×2個セット
【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
【賞味期限】製造日から2年

ルイボス特融の風味と味があり、女性に人気のお茶
です。ノンカフェインなので妊婦の方も喜ばれていま
す。
ルイボスは南アフリカ共和国のケープタウンの北に
広がるセルバーク山脈一帯にのみ自生する植物で
す。がばい農園では、オーガニック認証を受けたトッ
プメーカーの新鮮で、高品質な安心できるルイボス
茶葉のみを使用しております。
【提供元】がばい農園株式会社



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

5,000
Ａ－０８８．オーガニック グリーン
ルイボスティー（2個セット)

【内容量】 3g×30包×2個セット
【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
【賞味期限】製造日から2年

ルイボスティーより、さっぱりした味わいが特徴のお
茶です。普段からルイボスティーを飲まれている方
でも、夏だけグリーンルイボスに変える方が多くなり、
徐々に人気が出ているお茶です。
ルイボスは南アフリカ共和国のケープタウンの北に
広がるセルバーク山脈一帯にのみ自生する植物で
す。がばい農園では、オーガニック認証を受けたトッ
プメーカーの新鮮で、高品質な安心できるルイボス
茶葉のみを使用しております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000 Ａ－０９１．国産 赤なた豆茶

【内容量】 3ｇ×30包
【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
【賞味期限】製造日から2年

豆の香ばしさのあるお茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純国
産のお茶です。がばい農園では、100％にこだわり
製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000
Ａ－０９２．国産 あずき茶

【内容量】 5g×40包
【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
【賞味期限】製造日から2年

小豆のクセもなく、優しい味わいのお茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純国
産のお茶です。がばい農園では、100％にこだわり
製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000 Ａ－０９３．国産 黒豆茶

【内容量】 5g×40包
【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
【賞味期限】製造日から2年

しっかりした味わいで、香ばしい豆感を感じられるお
茶です。少しきな粉の香りがします。
本国内で栽培された原料を100％使用した純国産
のお茶です。がばい農園では、100％にこだわり製
造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000 Ａ－０９４．国産 イチョウ葉茶

【内容量】 3g×40包
【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
【賞味期限】製造日から2年

少し渋みがありますが、温かくして飲むと飲みやすい
です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純国
産のお茶です。がばい農園では、100％にこだわり
製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000 Ａ－０９５．国産 カキドオシ茶

【内容量】 3g×40包
【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
【賞味期限】製造日から2年

やや苦めな漢方のような味が特徴のお茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純国
産のお茶です。がばい農園では、100％にこだわり
製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000 Ａ－０９６．国産 柿の葉茶

【内容量】 3g×40包
【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
【賞味期限】製造日から2年

まろやかな口当たりで優しい味のお茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純国
産のお茶です。がばい農園では、100％にこだわり
製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000 Ａ－０９７．国産 クマザサ茶

【内容量】 2g×40包
【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
【賞味期限】製造日から2年

透き通った薄い黄金色のスッキリとした味わいのお
茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純国
産のお茶です。がばい農園では、100％にこだわり
製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000 Ａ－０９８．国産  桑の葉茶

【内容量】 3g×40包
【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
【賞味期限】製造日から2年

少し苦みはありますが、クセになる味わいのお茶で
す。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純国
産のお茶です。がばい農園では、100％にこだわり
製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

5,000 Ａ－０９９．国産 ゴーヤ茶

【内容量】 2g×30包
【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
【賞味期限】製造日から2年

ゴーヤ特有の苦みは少なく、飲みやすいお茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純国
産のお茶です。がばい農園では、100％にこだわり
製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000 Ａ－１００．国産ごぼう茶

【内容量】 2g×50包
【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
【賞味期限】製造日から2年

ごぼうの香りの中に、ほんのりと甘さを感じられるお
茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純国
産のお茶です。がばい農園では、100％にこだわり
製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000 Ａ－１０１．国産 しその葉茶

【内容量】 2g×40包
【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
【賞味期限】製造日から2年

さっぱりとしたしその風味を味わえるお茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純国
産のお茶です。がばい農園では、100％にこだわり
製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000 Ａ－１０３．国産 生姜紅茶

【内容量】 3g×40包
【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
【賞味期限】製造日から2年

生姜感が強すぎることなく、生姜のピリッとした口当
たり良い味となっております。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純国
産のお茶です。がばい農園では、100％にこだわり
製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000 Ａ－１０４．国産 白なた豆茶

【内容量】 3g×30包
【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
【賞味期限】製造日から2年

スッキリとした中に、豆の香ばしさがあるお茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純国
産のお茶です。がばい農園では、100％にこだわり
製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000 Ａ－１０５．国産 すぎな茶

【内容量】 2g×40包
【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
【賞味期限】製造日から2年

少しクセのある味ですが、すっきりとした味わいも感
じられるお茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純国
産のお茶です。がばい農園では、100％にこだわり
製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000 Ａ－１０６．国産 玉葱皮茶

【内容量】 2g×40包
【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
【賞味期限】製造日から2年

玉葱の甘さを感じられるお茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純国
産のお茶です。がばい農園では、100％にこだわり
製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000 Ａ－１０７．国産 どくだみ茶

【内容量】 3g×40包
【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
【賞味期限】製造日から2年

どくだみ特有の香りや酸味も少なく、すっきりとした味
わいです。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純国
産のお茶です。がばい農園では、100％にこだわり
製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000 Ａ－１０９．国産　日本山人参茶

【内容量】 2g×30包
【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
【賞味期限】製造日から2年

とても希少な素材ですので、原料を大切に製造して
おります。くせになる苦みのあるお茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純国
産のお茶です。がばい農園では、100％にこだわり
製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

5,000 Ａ－１１０．国産　ハスの葉茶

【内容量】 2g×30包
【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
【賞味期限】製造日から2年

香り良くすっきりとした風味のお茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純国
産のお茶です。がばい農園では、100％にこだわり
製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000 Ａ－１１１．国産　びわの葉茶

【内容量】 3g×40包
【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
【賞味期限】製造日から2年

香ばしさや甘みもありフルーティーな味わいのお茶
です。またお茶の色も鮮やです。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純国
産のお茶です。がばい農園では、100％にこだわり
製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000
Ａ－１１２．国産 　めぐすりの木茶

【内容量】 3g×40包
【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
【賞味期限】製造日から2年

爽やかな木の香りが特徴のお茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純国
産のお茶です。がばい農園では、100％にこだわり
製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000 Ａ－１１３．国産　ヤーコン茶

【内容量】 3g×40包
【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
【賞味期限】製造日から2年

独特な香りと苦みがありクセになるお茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純国
産のお茶です。がばい農園では、100％にこだわり
製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000 Ａ－１１４．国産　れんこん茶

【内容量】 2g×40包
【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
【賞味期限】製造日から2年

れんこん独特の臭いも少なく飲みやすいお茶となっ
ています。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純国
産のお茶です。がばい農園では、100％にこだわり
製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000 Ａ－１１５．たんぽぽコーヒー

【内容量】 2g×40包
【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
【賞味期限】製造日から2年

コーヒー豆の入手が困難な時代に、代用として飲ま
れていたため、コーヒーと名前が付いています。通
常のコーヒーとは違い、麦のような香ばしさが感じら
れるノンカフェインのお茶です。
たんぽぽコーヒーの本場ポーランドで栽培された、タ
ンポポの根を100％使用しております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000 Ａ－１１６．国産　明日葉茶

【内容量】 2g×40包
【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
【賞味期限】製造日から2年

明日葉独特の苦みの中に、ほんのりと甘さを感じら
れるお茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純国
産のお茶です。がばい農園では、100％にこだわり
製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000
Ａ－１１８．国産 発芽はと麦茶

【内容量】 5g×40包
【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
【賞味期限】製造日から2年

お茶の色は薄いですが、やさしくまろやかな風味で
す。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純国
産のお茶です。がばい農園では、100％にこだわり
製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000 Ａ－１２０．国産　玄米コーヒー

【内容量】 5g×30包
【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
【賞味期限】製造日から2年

香ばしく程よい苦みのあるお茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純国
産のお茶です。がばい農園では、100％にこだわり
製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

5,000
Ａ－１２２．お正月用杵つき丸餅
6P

【内容量】丸餅30個（45g×5個入り×6ﾊﾟｯ
ｸ）
【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

◆もち米収穫量国内第2位の佐賀県。脊振山(せ
ふりさん)系の清らかな水と肥沃な土壌に育まれた
佐賀産餅米は、柔らかく「ひき」や「ねばり」、「ふくら
み」等、高い評価を受けています。
◆つきたてを瞬間冷凍保存するため、保存料等は
使用していません。
◆急速冷凍したお餅をクール便でお届けいたしま
す。ご家庭のの冷凍庫で保存できます。11月、12
月はお届けにお時間を要しますので、お正月用には
早めのお申込みをおすすめいたします。
【提供元】旬菜舎さと山



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

5,000
Ａ－１２３．よもぎ餅（粒あん入り）
6P

【内容量】
よもぎ餅24個（45g×4個入り×6ﾊﾟｯｸ）
【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

◆国産よもぎと、佐賀県産もち米を杵でつきあげま
した。どこか懐かしいほのかなよもぎの香りがするお
餅と、程よい甘さの餡とのコラボをお楽しみください。
◆つきたてを瞬間冷凍保存するため、保存料等は
使用していません。
◆急速冷凍したお餅をクール便でお届けいたしま
す。ご家庭の冷凍庫で保存ができます。11月、12
月はお届けにお時間を要しますので、お正月用には
早めのお申込みをおすすめいたします。
【提供元】旬菜舎さと山

5,000
Ａ－１２４．杵つき丸餅3P＆粒あ
ん入りよもぎ餅3Pセット

【内容量】
丸餅15個（丸餅45g×5個入り×3ﾊﾟｯｸ）
よもぎ餅12個（45g×4個入り×3ﾊﾟｯｸ）
【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

◆もち米収穫量国内第2位の佐賀県。脊振山(せ
ふりさん)系の清らかな水と肥沃な土壌に育まれた
佐賀産餅米は、柔らかく「ひき」や「ねばり」、「ふくら
み」等、全国で高い評価を受けています。この白餅
と、国産よもぎ使用の粒あん入りよもぎ餅をセットに
しました。
◆つきたてを瞬間冷凍保存するため、保存料等は
使用していません。
◆急速冷凍したお餅をクール便でお届けいたしま
す。ご家庭の冷凍庫で保存ができます。11月、12
月はお届けにお時間を要しますので、お正月用には
早めのお申込みをおすすめいたします。
【提供元】旬菜舎さと山

5,000 Ａ－１２５．焚付薪

【内容量】
【大割】
●長さ：約33cm
●重量：約1.5kg
●樹種：杉
【発送期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約３週間
＊到着日の指定は出来ません。

杉材を使っているので火が付きやすく、コンパクトサ
イズで使い勝手もいい、ベストな焚き付け薪です。
（到着後すぐに使用できます）
重さは水分量等によって違ってきますが、約1.5キロ
前後です。
１年じっくり乾燥させた軽さのある良い薪です。
焚き木は自然の商品です。小さな虫が潜り込んでい
る場合やゴミ、カビ、汚れが付着している場合があり
ます。ご了承ください。
【提供元】旬菜舎さと山

5,000 Ａ－１２８．国産牛すじ串１６本

【内容量】
牛すじ串８本×２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

『国産牛すじ串』は安心安全な国産牛のアキレスや
スジ肉を自社工場にて職人が1本1本丁寧に手刺
ししております。
佐賀県内のスーパーを中心に販売しておりますが、
ふるさと納税返礼品だけの限定品です。
【提供元】　藤園食品

5,000
Ａ－１３４．飲むバラ　プリティロゼ
3本

【内容量】
スパークロゼ200ml×3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

2016年フーデックスジャパン美食女子グランプリ銀
賞受賞商品。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使用した華やかでさわやかな
ローズスパークリング飲料です。農薬不使用ダマス
クローズエキス、ヒアルロン酸（美容サポート成分）
配合、佐賀天山水系伏流水使用。がんばった自分
にご褒美を
【提供元】株式会社ローズテラス

5,000
Ａ－１３６．プレミアム佐賀海苔味
付のり３袋セット

【内容量】
味付のり１０切６０枚×３袋
【受付期間】
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

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海苔
を使用し化学調味料不使用の味タレで仕上げたこ
だわりの味付のり。パリッとした食感・ふわっとした口
どけ・旨み豊かな味わいが特徴です。
【提供元】㈱サン海苔

5,000
Ａ－１４２．えつサブレ・佐賀菓子
詰め合わせＡ

【内容量】
えつサブレ5ケ、きんか糖（2匹入)2ケ、丸
ボーロ4ケ
【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

日本ではここ筑後川下流域だけに生息するまぼろし
の魚「えつ」。「えつ」には伝説もありその伝説にでて
くる不老不死の霊薬「フロフキ」の粉末の入ったかわ
いい「えつ」の形をしたサブレです。
【提供元】佐賀市もろどみin食の会

5,000
Ａ－１４４．山本海苔店　一藻百
味　8袋入り

【内容量】
１袋　4切4枚
うめ味、ネギみそ味、明太子味　各2袋
うに味、鮭味　各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

のせて、巻いて、はさんで、おにぎり、おつまみに。
 いろんな味を簡単、手軽に味わえる具付きのりを
セットでご用意いたしました。
 味は全部で5種類。お好きな食べ方でお気に入り
の味を見つけてみてください。

日本最大の海苔生産地である九州有明海。平成
26年（2014年）9月山本海苔店はこの有明海をの
ぞむ佐賀市の久保泉第２工業団地に工場を建設。
日本最大の海苔生産地である佐賀に製造拠点を
設置することにより、生産者と消費者との距離を縮
め、上質の海苔を鮮度感のある品に作り上げます。
【提供元】山本海苔店

5,000
Ａ－１４５．浮世絵デザイン缶　お
つまみ海苔　2缶詰合せ

【内容量】
おつまみ海苔　各20ｇ
明太子味、わさびごま味
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間で発送

人気の「おつまみ海苔」に、浮世絵デザイン缶「東
京プレミアムおつまみ海苔」が新登場しました。
有明海産の上質な海苔にわさびごまや明太子顆粒
をはさみ、風味豊かに仕上げました。
おやつや、スナック、お酒のおつまみなど、ご家族皆
様でお楽しみください。

日本最大の海苔生産地である九州有明海。平成
26年（2014年）9月山本海苔店はこの有明海をの
ぞむ佐賀市の久保泉第２工業団地に工場を建設。
日本最大の海苔生産地である佐賀に製造拠点を
設置することにより、生産者と消費者との距離を縮
め、上質の海苔を鮮度感のある品に作り上げます。
【提供元】山本海苔店



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

5,000
Ａ－１４６．佐賀県産玉ねぎのお
好み焼き

【内容量】
４３０ｇ X　１枚
ソース・削り粉・青のり付
【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

佐賀県産の玉ねぎをたっぷりと使ったお好み焼き。
鉄板でじっくりと焼き上げるので、トロトロになった玉ね
ぎの甘味がソースと絡まって絶妙なハーモニーを味
わえます。焼きあがってすぐに急速冷凍しているの
で、６００Ｗのレンジで約９分温めるだけで、ご自宅
でも焼き立ての味が楽しめます。
【提供元】かばち

5,000
Ａ－１５０．炭焼き「まこっちゃん」
うまうま焼き鳥Aセット

【内容量】
にんにく辛味噌味100g×1パック
塩こしょう味100g×1パック
柚子こしょう×小1瓶
【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

“脱サラオヤジの第二の挑戦”
大手運送会社勤務時代、九州各県で勤務、その
時々趣味でグルメ周りをしている中で、本場宮崎の
炭焼き焼き鳥に出会い、あまりの美味しさに感動し
て脱サラ！即、宮崎で修行して完成した一品です。
佐賀県産若鶏を使用しているので柔らかくジュー
シーな歯ごたえですので小さなお子様でも大丈夫で
す。是非、お召し上がりください。柚子こしょうをかけ
て食べるのも美味しいです。
【提供元】炭焼き　まこっちゃん

5,000 Ａ－１５２．国産もち麦800g

【内容量】
800g×1ｐ
【受付期間】通年　【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間
Q　食べ方、炊き方
A　白米１合に大さじ１杯目安に入れて炊飯
して下さい。洗わなくても大丈夫です。
（雑穀：気になるようでしたら茶こしなど目が
細かいものを使って洗って下さい。）
※一般的な雑穀の炊き方です。お客様のお
好みで加減されてください。
Q　袋がぴったりしていない
A　脱酸素剤を封入していますが真空（脱
気）処理は行っていないため、ものにより袋の
状態が異なります。
保存及び品質には影響ありません。開封後
は白米と同様に保管・ご使用下さい。

人気のもち麦です。
アントシアニンを含むダイシモチという品種を佐賀県
内で栽培、脱穀、加工しています。
ご飯と一緒に炊いて頂くとぷちぷちとした食感とほん
のり香り・甘味がプラスされます。
白米１合に対して大さじ１程度を目安にお好みで増
減させて炊飯して下さい。
大さじ１以上加える場合はその分だけ水を足すこと
をおすすめします。

【提供元】旬菜舎さと山

5,000
Ａ－１５３．ダ・ジーノのマルゲリー
タ１枚

【内容量】
1枚
直径約２０ｃｍ
【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

本場ナポリのピッツァをはじめとしたイタリアン料理が
大人気のピッツェリア・ダ・ジーノ。
ミシュランガイド掲載店のピッツェリアが作るマルゲ
リータ。
小麦粉・トマトソース・モッツァレラチーズはイタリア製
にこだわり佐賀県産のバジルを使用しています。
日本冷凍食品協会認定工場で製造しています。

【ピザを美味しく焼くポイント！】
1.冷凍されているピザをしっかり解凍してください。
2.フライパンでピッツァの裏側を少し焦げがつくくらい
焼いてください。
3.フライパンで焼いたピッツァを温めた魚焼きグリル
に入れ、チーズがグツグツするまで３～４分焼いたら
出来上がり。
【提供元】ピッツェリア・ダ・ジーノ

5,000
Ａ－１５５．ワンちゃん・ねこちゃん
用ウインナー

【内容量】
1本20g×6本入り×3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3週間

・家族の大切なワンちゃん、ねこちゃんにもふるさと
の一品を食べさせてください。＊添加物は使用して
いません。
九州産鶏胸肉100％使用。
※生ウインナーですので、加熱調理（焼きやボイル）
してあたえてください。
・成犬10kgまで1日2本を目安に与えてください。
【提供元】旬菜舎さと山

5,000
Ａ－１５７．ミニバスクチーズケー
キ

【内容量】
３４．２ｇ：×5個
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1カ月

人気のバスクチーズケーキを小さく食べやすい個包
装にしました！！
スペインのバスク地方で生まれた高温で焼きこむ濃
厚チーズケーキ　佐賀県産小麦粉100％使用！中
心部は半熟で濃厚な味わい。
【提供元】株式会社　ユニコ

5,000
Ａ－１５８．佐賀ぜりぃ（佐賀マン
ダリン） 6個入

【内容量】
6個
1個あたり80g
【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

全国でも有数のみかんの産地 佐賀で育った濃厚
100％果汁を使ったゼリーです。
『佐賀マンダリン』は佐賀のみかんの中でも「みかん
の貴婦人」と称されます。その『佐賀マンダリン』本
来の味をギュッと閉じ込め、果肉のプリっとした食感
と、濃厚で、甘酸っぱい果汁をお楽しみいただける
ゼリーです。
【提供元】㈲菓心まるいち



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

5,000
Ａ－１５９．手軽で便利なサイ
ズ！！薪割台

【内容量】
直径20cm〜25cm
高さ10cm
重さ約2.5kg
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

佐賀県産の香り高いヒノキを、三瀬村の製材所で丁
寧に水平カットしています。

※斧やナイフは返礼品に含まれません。

【使用方法】
・大きな斧での使用はできません
・ナイフやナタ及び小型の斧でのバトニングの使用は
可能です
【保管方法】
・雨や直射日光を避け、風通しのよい場所での保管
（カビ等の防止）
＊革は自然と剥がれていきます。
【提供元】旬菜舎さと山



寄附金額 内容量等 説明

6,000 Ａ２－００１．自家焙煎いづみや
ブレンドコーヒー（粉）

【内容量】
レギュラーコーヒー いづみやブレンド
200ｇ×3袋入り（中挽き）
【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

佐賀でコーヒーの自家焙煎を始めて６０有余年。長年
愛され続けている１番人気のオリジナルのブレンドで
す。酸味を抑え飲みやすくバランスのとれた味わいに
仕上げています。※粉（中挽き）の状態でお届けしま
す。
【提供元】いづみやコーヒーロースターズ㈱

6,000 Ａ２－００２．自家焙煎いづみや
ブレンドコーヒー（豆）

【内容量】
レギュラーコーヒー いづみやブレンド
200ｇ×3袋入り（豆）
【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

佐賀でコーヒーの自家焙煎を始めて６０有余年。長年
愛され続けている１番人気のオリジナルのブレンドで
す。酸味を抑え飲みやすくバランスのとれた味わいに
仕上げています。※豆の状態でお届けします。
【提供元】いづみやコーヒーロースターズ㈱

6,000 Ａ２－００３．米粉グルテンフリー
パンケーキミックス３袋

【内容量】
２００ｇ×３袋
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

国産の米粉に有機ココナッツ粉を加えた無漂白グル
テンフリーのパンケーキミックスです。
【提供元】㈱佐賀美装

6,000
Ａ２－００５．三瀬バウム　Mサイ
ズ2個入(プレーン・ハード)

【内容量】
数量：Mサイズ2ヶ
味：プレーン １ケ, ハード 1ケ
（プレーン 約260g、ハード 約176g）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間で発
送

佐賀市にある自然豊かな三瀬の地にて、飼育環境と
飼料にこだわった鶏の卵を使用した、しっとりコクのあ
るバウムクーヘンです。
◆プレーンバウムクーヘン
バウム本来のプレーン味でしっとりした食感が特徴で
す。
◆ハードバウムクーヘン
しっとりした生地とサクッとした食感が楽しめる少し硬
めのバウムクーヘンです。
【提供元】ムーランルージュ

6,000
Ａ２－００６．一人用　　薬膳鍋
セット

【内容量】
豚肉　100ｇ
野菜盛り(白菜、人参、ネギ、えのき、キ
ノコ等)
しゃぶだし　350ｍｌ
〆の麺(100ｇ)
薬膳の素80ｇ×1
【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

佐賀市内の料亭「和元」の出汁と地元の農家さんの
新鮮野菜、佐賀牛や佐賀産和牛を使用し、厳選した
食材を選んで皆様に提供いたします。
薬膳マイスターを中心とした薬膳の専門家が何度も
試行錯誤を重ね完成させた自慢のスープは、薬膳鍋
が苦手だった方にも大好評、身体も喜ぶ人気メ
ニュー。
厳選食材の旨味が凝縮されたスープを是非ご賞味く
ださい。
【提供元】なべ家きぶん

6,000
Ａ２－００８．肉汁溢れる肉餃子
72個（国産素材使用）

【内容量】
冷凍肉餃子　72個入り（12個×6パッ
ク）1600g
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1ヶ月

・調理方法
【フライパンの場合】
１．火をつけて、フライパンに油を引か
ず、凍ったまま平らな面を下にして並べ
ます。
２．フタをして中火で約５分焼き蒸ししま
す。　（水は不要です。）
３．フタを取り、焼き目がついたらできあ
がりです。

手でこねて作った皮のような柔らかい生地で丁寧に具
材を包み込んでおります。
具材は国産にこだわり、お肉をたっぷりと使用。
皮は“パリパリ”中は“ジューシー”で肉汁がじゅわ～っ
と!!あふれ出すボリューミーで“もっちり”とした肉餃子と
なっております。
油や水なしで餃子が出来ます。
ビールのおつまみや夕飯のおかずにもピッタリです。
タレなしでもお召し上がりいただけます。
酢醬油や柚子胡椒、酢コショウもオススメです!!
にんにく使用。
野菜餃子よりお肉が多く、お野菜少なめなので、お肉
が好きな方にはたまらない一品です。
【提供元】アースグロー株式会社

6,000
Ａ２－００９．ヘルシー野菜餃子
72個（国産素材使用）

【内容量】
冷凍野菜餃子　72個入り（12個×6パッ
ク）1600g
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1ヶ月

・調理方法
【フライパンの場合】
１．火をつけて、フライパンに油を引か
ず、凍ったまま平らな面を下にして並べ
ます。
２．フタをして中火で約５分焼き蒸ししま
す。　（水は不要です。）
３．フタを取り、焼き目がついたらできあ
がりです

手でこねて作った皮のような柔らかい生地で丁寧に具
材を包み込んでおります。
具材は国産にこだわり、お野菜をたっぷりと使用。
皮は“パリパリ”中は“ジューシー”で肉汁がじゅわ～っ
と!!あふれ出すボリューミーで“もっちり”とした肉餃子と
なっております。
油や水なしで餃子が調理出来ます。
ビールのおつまみや夕飯のおかずにもピッタリです。
タレなしでもお召し上がりいただけます。。
酢醬油や柚子胡椒、酢コショウもオススメです!!
肉餃子よりお野菜が少し多く入っております。
にんにく不使用。
肉餃子よりお野菜が多く、お肉少なめなので、ヘル
シーに食べたい方にはたまらない一品です。
【提供元】アースグロー株式会社

6,000
Ａ２－０１０．よなよなのあんこ2
本ポストカード1枚セット

【内容量】
よなよなのあんこ（粒あん200g）×2本
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約1カ月

佐賀市で夜中にしか営業しないあんこスイーツ専門の
飲食店「よなよなあん工房」で実際にパフェやあんトー
ストを作る際に使用しているあんこを瓶詰めにしまし
た。
当店オリジナルのポストカードとセットでお届けいたしま
す。
【提供元】株式会社INDIGO

お礼の品



6,000 Ａ２－０１１．和栗かのこ（6個入）

【内容量】
6個（大納言2個・とら豆2個・青えんどう
2個）
1個あたり90g
【受付期間】10月～2月14日
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

羊羹の町 佐賀で生まれたオリジナル羊羹です。
旬の和栗が丸々1個入ったモッチリ羊羹なので、和栗
の香り・味と羊羹の甘みがお楽いただけます。
また、大納言やとら豆、青えんどう等の豆を蜜で煮た
「かのこ豆」が入っているため、お豆の食感も特長的で
す。
旬の味覚を楽しんでいただける逸品です。
この機会に佐賀に触れてみてください。
【提供元】㈲菓心まるいち



寄附金額 内容量等 説明

7,000
Ｂ－００１．佐賀のり個包装詰合
せＢ

【内容量】
  焼のり８切６枚×９袋
　味のり８切６枚×９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

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。
【提供元】（株）サン海苔

7,000 Ｂ－００３．焼佐賀のり金５０枚

【内容量】
　焼佐賀のり金１０枚×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

生産量日本一を記録する佐賀県有明海産の中でも
上質な海苔のみを使用したこだわりの焼きのり。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。
【提供元】（㈱）サン海苔

7,000 Ｂ－００４．手塩のり１０個詰

【内容量】
　塩のり２切５枚×１０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

生産量日本一を記録する佐賀県有明海産の上質
な海苔に植物油と塩のみで味付したやみつきになる
塩のり。おにぎりやおつまみに最適です。
【提供元】（株）サン海苔

7,000 Ｂ－００５．佐賀のり詰合せＡ

【内容量】
　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　　　【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、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。
【提供元】三福海苔（株）

7,000
Ｂ－００６．しおのりと佐賀米夢し
ずく

【内容量】
　しおのり8切64枚入り（全形8枚分）1　　缶
　佐賀米夢しずく3合入り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

特選【極】しおのり江頭一郎は創業者の一郎の想い
を込めた美味しい塩海苔です。厳選した佐賀海苔に
店主の弟が作る菜種を使った「菜種油三吉」で風味
を付けて佐賀の「一の塩」で味付けした特別な塩海
苔です。米農家の弟が作る佐賀米夢しずく【幸蔵米】
とのセットでお届けいたします。
【提供元】江頭一郎商店

7,000
Ｂ－００７．焼のりと佐賀米夢しず
く

【内容量】
　焼のり8切64枚入り（全形8枚分）1缶
　佐賀米夢しずく3合入り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

特選【極】焼のり江頭一郎は創業者の一郎の想いを
込めた美味しい焼海苔です。厳選した佐賀海苔を遠
赤外線で香ばしく焼き上げた香り高く口どけの良い特
別な焼海苔です。米農家の弟が作る佐賀米夢しずく
【幸蔵米】とのセットでお届けいたします。
【提供元】江頭一郎商店

7,000
Ｂ－００８．初摘みのり　バラエ
ティセットＢ

【内容量】
　焼のり（8切32枚）
　コラーゲン塩のり（8切24枚）
　めんたい塩のり（8切24枚）
　塩のり（8切24枚）
【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

口どけがよく香り高い初摘み海苔のを使用。色々な
味がバラエティにお楽しみいただけます。使用してい
る塩も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、コラーゲンは海洋性のコラーゲン
にこだわり焼き上げました。
【提供元】有明の風

7,000 Ｂ－００９．初摘み　焼のりセットＡ

【内容量】
　焼のり（板のり10枚）×1
　焼のり（（2切6枚）×3
【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

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
た食感は生産者が直接お送りするからこそ味わえま
す。焼のりにも旨みたっぷりの初摘み海苔で贅沢な
手巻き寿司など是非お楽しみ下さい。
【提供元】有明の風

7,000
Ｂ－０１５．佐賀県産ひのひかり
４．５ｋｇ

【内容量】
　約４．５ｋｇ
【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

「ひのひかり」は、佐賀のお米を代表する品種で、「色
つや、うま味、粘り」の三拍子が揃ったお米です。
【提供元】さが風土館季楽

7,000
Ｂ－０１６．佐賀県産ゆめしずく
４．５ｋｇ

【内容量】
　約４．５ｋｇ
【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

日本穀物検定協会が実施する2020年産『米の食味
ランキング』で4年連続の“特Ａ評価”を獲得。 夢しず
くは、ほどよい粘りと食欲をそそるふっくらでツヤのある
光沢が特徴です。
【提供元】さが風土館季楽

7,000
Ｂ－０１７ａ．【新米】佐賀県産さ
がびより　４．５ｋｇ

【内容量】
　約４．５ｋｇ
【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

日本穀物検定協会が実施する2020年産『米の食味
ランキング』で11年連続の“特Ａ評価”を獲得! さが
びよりは、粒が大きくしっかりしていて食感はもっちりし
ています。時間がたってもおいしいのでおにぎりやお
弁当にぴったりです。
【提供元】風土館季楽

7,000
Ｂ－０２０．佐賀県産　豚ロース
しゃぶしゃぶ用

【内容量】
　豚ロースしゃぶしゃぶ用　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、生産者様の思いが
こもった一品をふるさと佐賀からお届け致します。精
肉のプロにより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。
【提供元】三重津みやげホスムスカモス

お礼の品



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

7,000 Ｂ－０２１．新鮮野菜の詰合せ

【内容量】
　野菜8～9品目
【受付期間】通年
【配送方法】夏季は冷蔵
　　　　　　　（およそ5～11月）
【発送時期】入金確認後、約2週間

地産地消のそよかぜ館より、佐賀市の農家の皆様が
育てた安心、安全、採れたて新鮮な、旬の野菜をお
届けします。
【提供元】道の駅「大和」そよかぜ館

7,000 Ｂ－０２２．はねにんにく

【内容量】
　40本
【受付期間】10月～5月
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約2週間

軽石と沖縄サンゴを使った独自の栽培方法で育てた
発芽にんにく。
【提供元】えがちゃん農園

7,000

Ｂ－０２４．佐賀産季節の旬野菜
（１０種類）

【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～】

【内容量】
年間200種類超の野菜の中から、無農薬、露
地栽培の季節の旬野菜10種類※写真は一
例です
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約2週間

無農薬で丁寧に育てた年間200種類以上の露地栽
培野菜の中から、彩り豊かな季節の旬野菜10種類
をお届けします。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。
【提供元】スローWORK大和

7,000 Ｂ－０３１．吟醸　肥前杜氏

【内容量】
　1800ｍｌ
【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

飲み飽きしないスッキリとして、旨さの中に深い味わ
いとコクがあるお酒です。
【提供元】大和酒造（株）

7,000
Ｂ－０３９．超粗挽きウインナー
（３パック）

【内容量】
　１パック2本入り×3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。肉本来の弾力と、しっかりと
した歯応えと旨味はまるで肉！！。
【提供元】旬菜舎さと山

7,000
Ｂ－０４０．超粗挽きウインナー
（３パック）

【内容量】
ガスボー/1パック2本入り×2パｯク　　　ハバ
ネロ明太子入りガスボー/1パック　　2本入り
×1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】菜舎さと山

7,000
Ｂ－０４３．馬郡蒲鉾ミンチ天セッ
ト

【内容量】
ミンチ天（２枚入）４袋、ミンチ天カレー味（２枚
入）１袋、ごぼう天（２枚入）２袋、手にぎり竹輪
（１本入）４袋、ちくわ（３本入）１袋
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約2週間

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、ビールのお共に懐かしの味
をどうぞ！
【提供元】馬郡蒲鉾（株）

7,000
Ｂ－０４４．佐賀銘菓白玉饅頭詰
合せＡセット

【内容量】
　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
【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

7,000
Ｂ－０４７．完熟ブルーベリージャ
ムセット

【内容量】
　ブルーベリージャム150g×3個
【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

自家農園産の完熟したブルーベリーを使った甘さ控
えめのジャムです。
【提供元】みつせ茶処山ぼうし

7,000 Ｂ－０４９．みつせ極みセット

【内容量】
　やまびこ味噌500グラム
　やまびこ玄米味噌500グラム
　柚子とうがらし青50グラム
　柚子とうがらし赤50グラム
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約2週間

全て手作りです。味噌については発酵を止めずに麹
菌が生きたままの状態を保ちうまみが増していきま
す。柚子とうがらしについてはきわだつ柚子の香りと
唐辛子の辛味が特徴です。
【提供元】三瀬村地場産品振興部会

7,000
Ｂ－０５０．佐賀にしかない、新時
代のにんにく卵黄

【内容量】
　熟成、発酵黒ひげにんにく玉
　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

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気になりません。
【提供元】日本にんにく



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

7,000 Ｂ－０５１．ぬかｄｅ発酵美人

【内容量】
白菜、なす、きゅうり、大根、人参など
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）
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約2週間

昔はどこの家庭にもあったぬか漬け。発酵させること
により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、お楽しみ頂けます。
【提供元】やまとフーズ

7,000
Ｂ－０５２．白菜と大根のキムチ
セット

【内容量】
　白菜キムチ350ｇ×2
　大根キムチ350ｇ×2
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約2週間

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。豚キムチや鍋などお料理にも使え
る多様な一品です。
【提供元】やまとフーズ

7,000
Ｂ－０５４．友幸素トマトジャム４個
セット

【内容量】
　95ｇ×４個
【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

「じゅんかん育ちin佐賀」ブランドは、太陽の恵みと微
生物の力を借りて栽培した「じゅんかん農法育ち」の
「友幸素トマト」。採れたてのトマトを低温スチーム加
熱して旨味を熟成し、濃縮したトマトをベースにして
ジャムに仕上げました。甘みと熟成した旨味が見事
にマッチしています。
【提供元】友幸素舎

7,000
Ｂ－０５５．絶品本格キムチと辛う
まやみつきスルメ

【内容量】
1kg(キムチ300g×3、するめ100g×1)
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約2週間

キムチは白菜のシャキシャキ感と甘さと辛さが上手く
絡みあった絶妙の一品です。丁寧に手作業で漬けあ
げた一度食べたらクセになる絶品本格キムチです。
味付するめは無添加で体にも優しく、ゴマ油の風味を
活かした味付けに仕上げました。
【提供元】R's company

7,000 Ｂ－０５６．大坪製菓の丸ぼうろ

【内容量】
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
【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

①上級な佐賀県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②佐賀県産小麦粉主原料丸ぼ
うろに黒糖、黒胡麻を入れ二つの味と風味を楽しめ
ます③小麦粉に拘って石臼碾地粉を主原料に焼き
上げた大判サイズ
【提供元】大坪製菓（株）

7,000
Ｂ－０５７．佐賀伝統銘菓丸ぼう
ろ食べくらべセット

【内容量】
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、
がばい佐賀黒砂糖粒入りまるぼうろ10個入り
×1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

佐賀県の伝統銘菓丸ぼうろをプレーンタイプ、抹茶タ
イプ、黒砂糖粒入りタイプの3種類を詰め合わせし
た、食べくらべセットです。やさしい甘みとふわりとした
独特の食感が人気のスイーツです。
【提供元】本村製菓（株）

7,000 Ｂ－０５９．三瀬ぜんざい

【内容量】
　1袋（ぜんざい玉65ｇ2個）×7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

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。お水を注いでレンジでチン！本格ぜんざい
の出来上がりです。
【提供元】（有）アサヒ・アグリ佐賀

7,000
Ｂ－０６０．北島の丸芳露（２３個
入り）

【内容量】
　２３個入
【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

南蛮船とともに伝えられた異国生まれの洋菓子は、
佐賀の地で生まれ、誰からも愛される故郷の代表的
なお菓子となりました。素朴な姿からは思いもつかな
い　自然と広がる豊かな味わいをどうぞお楽しみくだ
さい。
【提供元】（株）北島

7,000
Ｂ－０６１．北島の丸芳露、花ぼう
ろ詰合せＢ

【内容量】
　丸芳露８個
　花ぼうろ７個
【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

おもに佐賀産の小麦粉、上質の砂糖、新鮮な鶏卵で
作られる北島の丸芳露。口溶けよく、程よい柔らかさ
の生地にあんずジャムをサンドした花ぼうろ。丸芳
露、花ぼうろ、北島を代表する二つの味を詰め合わ
せました。
【提供元】（株）北島

7,000
Ｂ－０６２．佐賀銘菓　元祖丸房
露

【内容量】
　２２個入
【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

大隈重信侯が愛したという逸話も残る、佐賀県を代
表する銘菓「丸房露」の元祖でもあります。鶴屋は、
南蛮菓子の老舗として、代々続く家業の伝統を守り
ながら、時代の変化に合わせ新たに挑戦を続けてい
く、温故知新の菓子づくりに今後も精進していきま
す。
【提供元】（資）鶴屋菓子舗

7,000 Ｂ－０６３．佐賀銘菓詰合せＢ

【内容量】6～７種類を15個前後
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
【受付期間】通年　【配送方法】冷蔵　【発送
時期】入金確認後、約2週間

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。
※パッケージが変更になることがございます。
【提供元】㈲菓心まるいち



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

7,000
Ｂ－０６４．「さがびより」１００％シ
フォンケーキ

【内容量】
　18cm
【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

連続特A受賞の佐賀県産「さがびより」を１００％使用
したお米のシフォンケーキ。小麦粉を使用せず、米
粉でケーキを作りました。
【提供元】ケーキのハルツ

7,000
Ｂ－０６５．徳永飴バラエティセッ
ト

【内容量】
　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
【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

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。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。
【提供元】㈲元祖徳永飴総本舗

7,000
Ｂ－０６６．米っ子ロール、くろ有
田焼スプーン付き

【内容量】
　ロールケーキ（Ｌ=１６．５ｃｍ）1本
【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

無農薬、無化学肥料栽培の黒米使用　　　　　米
処、佐賀の米粉でしっとり、モチモチ黒米のアントシア
ニンで美肌効果も
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館

7,000
Ｂ－０６７．大和酒造吟醸生チョ
コタルト（７個）

【内容量】
　約40g×7個入
【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

日本酒が大好きな人のために、佐賀県佐賀市大和
町の大和酒造の日本酒をチョコレートにも入れてみま
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
酒のおともにどうぞ。季節によりに日本酒の種類が変
わります。
【提供元】㈲創菓苑　アンナの贈り物

7,000 Ｂ－０６８．川原食品味粕ロール

【内容量】
　１個入　14cm
【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

川原食品の銘さけ粕を生クリームにまぜて仕上げた
逸品ロール
【提供元】㈲創菓苑　アンナの贈り物

7,000 Ｂ－０６９．さがんポテト（１０個）

【内容量】
　約40g  10個入
【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

モンドセレクション2017銀賞受賞 ！佐賀市の松梅
産のさつま芋と九州産のさつまいもで芋のうまみを最
大限に引き出したスイートポテトです。
【提供元】㈲創菓苑　アンナの贈り物

7,000
Ｂ－０７０．東一バターサンド１０
個入り

【内容量】
　10個入り
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約2週間

佐賀を代表する銘酒「東一大吟醸」の酒粕を再熟成
させレーズンと最高級の発酵バターで作ったバター
サンドです。東一の豊かな吟醸香をお楽しみくださ
い。
【提供元】シェ・ヤマモト

7,000
Ｂ－０７２．三瀬バウム　Ｍサイズ
２個入

【内容量】
　内容量：４３２g、数量：Mサイズ２ヶ
　マロン・ハード（10月～12月）、
　玉露・ハード（1月～9月）
【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

佐賀市にある自社養鶏場の自然豊かな三瀬の地に
て、飼育環境と飼料にこだわった鶏の卵を使用した、
しっとりコクのあるバウムクーヘンです。
【提供元】ムーランルージュ

7,000
Ｂ－０７３．天然醸造醤油と淡口
醤油の詰め合わせ

【内容量】
　もろみ醤油1000ｍｌ×1
　こむらさき醤油1000ｍｌ×1
　淡口醤油1000ｍｌ×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

天然醸造醤油と淡口醤油の詰め合わせです。
【提供元】丸秀醤油（株）

7,000
Ｂ－０７４．はねにんにくオイル桐
箱１本入り

【内容量】
　１９０ｍｌ×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

健康成分アホエンを抽出した風味香るガーリック。健
康に良いだけでなく美味しさも追求した健康オイルで
す。
【提供元】えがちゃん農園

7,000
Ｂ－０７５．シェフのステーキソー
ス＆ドレッシングＡ

【内容量】
　ステーキソース３１４ｍｌ×1本
　和風ドレッシング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

レストランのシェフ手づくり
佐賀の甘い玉葱ベースのステーキソースは焼き肉の
たれにも最適
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館
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7,000
Ｂ－０７６．シェフのステーキソー
ス＆ドレッシングＢ

【内容量】
　ステーキソース３１４ｍｌ×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

レストランのシェフ手づくり
佐賀の甘い玉葱ベースのステーキソースは焼き肉の
たれにも最適
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館

7,000
Ｂ－０７７．シャトー文雅シェフ手
作りドレッシング

【内容量】各300ml
　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
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約2週間

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。
【提供元】シャトー文雅

7,000
Ｂ－０７８．佐星の人気かつおだ
し醤油２本セット

【内容量】
　かつおだし醤油濃口（1000ml）×1
　かつおだし醤油淡口（1000ml）×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

創業1897年、佐賀の街中醤油蔵『佐星醤油』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。
【提供元】佐星醤油㈱

7,000 Ｂ－０８０．くるりんかー

【内容量】
　寸法：約W110、D65、H100
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】
入金確認後、約1か月で発送　※一つ一つ手
作りのため、お申し込みが集中した場合、お時
間をいただくことがございます。ご了承くださ
い。

坂を転げてくるりんぱ。まん丸かわいいミニ玩具です。
【提供元】社会福祉法人　楠の木会

7,000 Ｂ－０８１．空き家見守りサービス

【内容量】
空き家周辺の現在の状況をお客様に代わっ
て写真撮影し、お客様へご送付致します。
【受付期間】通年
【実施時期】入金確認後、希望を伺います

佐賀市シルバー人材センターでは、お客様に代わ
り、空き家になった家のお庭周辺の現在の状況をお
客様に代わって写真撮影し、お客様へご送付致しま
す。
【提供元】(公社)シルバー人材センター

7,000
Ｂ－０８３．開運さが七福恵比須
セット

【内容量】
・ジグレ版画「河豚（福）釣恵比須」
　１枚　（縦21.5cm×横15.5cm）
・拭くと福が来る「めがね拭き」
　縦20cm×横20cm
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約3週間

佐賀の恵比須さんはその数日本一！
福の神として親しまれる恵比須さんが河豚（福）を釣
る版画は縁起物としてご自宅に飾ってはいかがです
か？また、佐賀の恵比須さんの中でも特に人気のイ
ラスト付きメガネ拭きで毎日メガネを拭くと、更に福が
訪れるかもしれません。
【提供元】恵比須ＤＥまちづくりネットワーク

7,000 Ｂ－０８６．シラ　ハンドクリーム

【内容量】50ｍｌ　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。
高い保湿効果でウォータープルーフタイプなので、水
仕事の前にもお使いいただけます。
【提供元】㈱アルビータ

7,000
Ｂ－０８７．自然農法JAS認定コ
シヒカリ　２ｋｇ

【内容量】精米２ｋｇ
産地：佐賀市大和町
※申込後に精米
【配送方法】常温
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約２週間

農薬、化学肥料は当然ながら、有機質肥料や有機
JASで使用が認められている生理活性剤や 農薬等
も一切使用しない。粘りがあり、噛むほどに甘みを増
していき、その甘みの余韻でまたご飯が食べたくな
る。そんなお米を消費者に届け続けるため、手間ひ
ま惜しまず米作りを行っています。
【提供元】㈱サインズ

7,000
Ｂ－０８８．池田屋カレー（３～４
人前）

【内容量】
1箱650ｇ（3～4人前）
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約２週間

佐賀県産の玉ねぎ、人参を使用した野菜の甘みとカ
レーのスパイスが融合した池田屋カレー。池田屋オリ
ジナルボックスでお届けします。
【提供元】池田屋

7,000
Ｂ－０９２．佐賀県産米　特Ａ評
価夢しずく【無洗米】

【内容量】
佐賀県産夢しずく【無洗米】５ｋｇ×１袋
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約３週間

日本穀物検定協会が実施する2020年産『米の食味
ランキング』で4年連続の“特Ａ評価”を獲得。
佐賀の豊かな土地で育ち大地の恵みを吸収した美
味しいお米『夢しずく』
とがずに炊ける【無洗米】
【提供元】(株)大坪米屋

7,000
Ｂ－０９３．佐賀黒毛和牛カレー
とアスパラパスタ

【内容量】
佐賀黒毛和牛ビーフカレー(１８０ｇ)２箱
アスパラパスタ(４０g×４束)３袋
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約３週間

佐賀黒毛和牛の肉を使った濃くのある旨味カレーと
佐賀県産小麦粉に佐賀県産アスパラガスを練りこん
だ、無添加・無着色の安心・安全で栄養価の高い佐
賀の彩健食の平麺です。
【提供元】有限会社　佐嘉の絲
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7,000 Ｂ－０９４．冷凍甘酒

【内容量】
冷凍甘酒150ｇ入×10個
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約2～３週間

「飲む点滴」とも呼ばれる甘酒は、食物繊維が豊富
で鉄や亜鉛などミネラル類も豊富に含んでいます。
【提供元】（有）アサヒ・アグリ佐賀

7,000 Ｂ－０９６．木のはがため

【内容量】　木製はがため　１個
直径７ｃｍ厚み１ｃｍ
【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

歯が生えはじめた赤ちゃん用の木製のはがためで
す。
【提供元】㈱飛鳥工房

7,000 Ｂ－０９７．さがみかん100％搾り

【内容量】
３３０ml×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

佐賀県産高品質温州みかん果汁のみを使用し、濃
縮還元等を行っていないストレートジュースです。
 果汁１００％なので、お子様のおやつや、毎朝のお
供にいかがですか？
 香り溢れる爽やかな味を是非、ご堪能ください！！
【提供元】さが風土館季楽

7,000 Ｂ－０９８．やさしいいちごみるく

【内容量】
３３０ml×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

「佐賀県産牛乳（さが生まれ）」と「いちご果汁（佐賀
県産）」を使用しており、いちごの香りとヨーグルト風味
のすっきりとしたやさしい味わいで、おなかにもやさし
い乳酸菌入り飲料です！！
【提供元】さが風土館季楽

7,000 Ｂ－０９９．フルーツMIXネクター

【内容量】
３３０ml×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

女性に嬉しいセラミド入りフルーツミックスネクター。５
種類の果実を飲みごたえのあるネクター風に仕上げ
ています。
パイナップルから抽出した植物性セラミドを配合して
います。２５％の果実ピューレ・果汁を使用し濃厚で
もすっきりとした後味に仕上げています。
【提供元】さが風土館季楽

7,000
Ｂ－１００．季楽オリジナルドレッシ
ング詰合せ（４本）

【内容量】
２００ml×４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

「さが風土館季楽  直販本店」オリジナルドレッシング
の詰合せになります。
「オニオンドレッシング」は、佐賀県産玉ねぎをたっぷ
り使用した和風ドレッシングです。野菜サラダやハン
バーグ・カルパッチョによく合います。
「トマトドレッシング」は、佐賀県産フレッシュトマトをたっ
ぷりと使用したドレッシングです。野菜サラダや冷しゃ
ぶ、パスタによく合います。
「グリーンアスパラソース」は、佐賀県産グリーンアス
パラガスをたっぷり使用した、さっぱりレモン風味の
ソースです。さっぱり焼肉のタレや野菜サラダ・カル
パッチョによく合います。
【提供元】さが風土館季楽

7,000
Ｂ－１０１．飲む果実酢 特選 3
本セット

【内容量】
ぶどう・みかん・桃 各120ml入り3本セット
【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

創業180年を越える佐賀市の老舗酢蔵右近酢謹
製。
3種の国産くだものの果汁を飲みやすくおいしい飲む
果実酢ドリンクに仕上げました。
5倍に薄めてお召し上がりください。
ラッピングなし。風呂敷は同梱します。
【提供元】株式会社佐賀美装

7,000
Ｂ－１０２．佐賀のりおかずのり５
個詰　１ケース

【内容量】
味のり８切６枚×５袋×１０個
【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

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。板のり３７．５枚分の大
容量！
【提供元】㈱サン海苔

7,000
Ｂ－１０３．佐賀県産　豚ももスラ
イス　1kg

【内容量】
豚ももスライス　500g　×2個
【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

佐賀の豊かな大地で育った安心安全の佐賀県産豚
100％をたっぷり1kｇおとどけ。
厳しい飼育管理による生産者様の思いがこもった一
品をふるさと佐賀からお届け致します。
精肉のプロにより丁寧に美しくスライスされたもも肉の
ジューシーな旨みをお楽しみください。
【提供元】三重津みやげホスムスカモス
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7,000 Ｂ－１０５．さが錦

【内容量】
１４個入
【発送期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１０日

今から200年前より、鍋島藩主夫人により受け継が
れてきた「佐賀錦」。その伝統ある織物のイメージを
取り入れた村岡屋を代表する創作銘菓です。
【提供元】株式会社　村岡屋

7,000 Ｂ－１０６．丸ぼうろ

【内容量】
２６枚入
【発送期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１０日

南蛮渡来のカステラと同じ原料が佐賀では丸ぼうろ
として伝えられました。
【提供元】株式会社　村岡屋

7,000
Ｂ－１１１．佐賀県温州みかん使
用【みかん＆パイン】

【内容量】
みかん＆パイン（紙パック 200ml × 18pk）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１ヶ月

佐賀県産高品質温州みかん果汁を使用し、みかん
ジュース とはまた違った美味しさを楽しめます。甘く
てさわやかな香りが特徴の飲料です。お子様のおや
つや、毎朝のお供にいかがでしょうか。地元佐賀では
昔から親しまれているジュースです。香り溢れる爽や
かな味を是非、ご堪能ください！！
【提供元】アースグロー株式会社

7,000
Ｂ－１１５．北島のあめゆ、水飴、
しょうが飴玉Ｂ

【内容量】セット商品
あめゆ（20ｇ×20袋）　水飴（1000ｇ×1）
しょうが飴玉（２５粒）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１０日

明治３８年創業
ピリッときいた生姜の香り（国産生姜）
【提供元】北島商店

7,000
Ｂ－１１６．季楽オリジナルドレッシ
ング2本とべジスープセット

【内容量】
トマトドレッシング×1本
グリーンアスパラソース×1本
5種の野菜スープ×3個
トマト入りたまごスープ×3個
【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

「さが風土館季楽  直販本店」オリジナルドレッシング
とフリーズドライスープの詰合せになります。
「トマトドレッシング」は、佐賀県産フレッシュトマトをたっ
ぷりと使用したドレッシングです。野菜サラダや冷しゃ
ぶ、パスタによく合います。
「グリーンアスパラソース」は、佐賀県産グリーンアス
パラガスをたっぷり使用した、さっぱりレモン風味の
ソースです。さっぱり焼肉のタレや野菜サラダ・カル
パッチョによく合います。
「佐賀県産アスパラガス」を使用したフリーズドライ
スープ「５種の野菜スープ」と「佐賀県産トマト」を使用
したフリーズドライスープ「トマト入りたまごスープ」の２
種詰合せです。お湯を注ぐだけで簡単に召し上がっ
ていただけます。
【提供元】さが風土館季楽

7,000
Ｂ－１１８．おやじのトマトドレッシン
グ＆調味料セット

【内容量】
減塩 滋味　おやじのトマトドレッシング（250ｇ）
２本
無添加　友幸素tomoto調味料（350ｇ）１本
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約１０日

「じゅんかん育ちin佐賀」ブランド
サステナブル農業の６次産業化を目指す友幸素舎
が提供するじゅんかん育ちのトマトを使ったドレッシン
グと調味料のセット。
太陽の恵みと微生物の力を活かして栽培した「じゅん
かん農法育ち」の「友幸素トマト」。
その旨味と味わいをギュッと詰め込みました。滋味の
ある減塩ドレッシングとトマト100％調味料のセットで
す。
トマト調味料は勿論、ドレッシングも麺やライス、お肉
料理に良く合います。
【提供元】合同会社　友幸素舎

7,000
Ｂ－１１９．おやじのトマトドレッシン
グ

【内容量】
おやじのトマトドレッシング（250ｇ）３本セット
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約１０日

「じゅんかん育ちin佐賀」ブランド
サステナブル農業の６次産業化を目指す友幸素舎
が提供するじゅんかん育ちのトマトドレッシング。
太陽の恵みと微生物の力を活かして栽培した「じゅん
かん農法育ち」の「友幸素トマト」。
その旨味と味わいをギュッと詰め込みました。滋味の
ある減塩ドレッシングです。
【提供元】合同会社　友幸素舎

7,000 Ｂ－１２０．佐賀牛コロッケ

【内容量】
佐賀牛コロッケ（生）　10個入り
【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｣をたっぷりと入れました。
味付けはシンプルで上品に、塩胡椒のみ。
佐賀牛の味を堪能できるよう仕上げました。
どんなソースとも相性が良い自慢の味です。
※調理して、お召しあがりください。
※画像はイメージです
【提供元】㈲福岡精肉・デリカ

7,000
Ｂ－１２１．つぼ漬けカルビとピョン
さんのキムチＢコース

【内容量】
つぼ漬けカルビ　２枚（２００ｇ）
※米国又は豪州産牛肉使用
キムチ　１個（３００ｇ）
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約１０日

地元名水を利用した自家製タレに漬け込んだつぼ漬
けカルビ。自家製タレは毎日新しく作っています。
つぼ漬けカルビ・キムチ共その品質と味は、地元で
10年以上ご愛顧いただいています。
【提供元】百済
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7,000
Ｂ－１２５．佐賀牛を使った贅沢
ハンバーグ5個

【内容量】
１５０g×5
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1カ月
　※年末年始のお申込みは2~3カ月かかる場
合がございます。

大好評頂いております、佐賀牛と佐賀産の豚肉を使
用したハンバーグ。牧場直営店の焼肉屋さんより伝
統の味を受け継ぎ、絶妙な配合比でふわふわと柔ら
かいハンバーグに仕上げております。お子様からお年
寄りの方まで幅広くご支持頂いております。世界でも
高評価のブランド牛、「佐賀牛」の旨みとジューシー
な肉汁をお楽しみ頂けます。贅沢なハンバーグをぜ
ひご堪能下さい。
【提供元】やまとフーズ

7,000 Ｂ－１２６．佐賀の米ブレンド

【内容量】
佐賀県産複数原料米　5ｋｇ×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

ミネラル豊富で、肥沃な佐賀の大地で育った、特Ａ
米・さがびよりを主体にその他美味しい佐賀県産米を
ブレンドした一品

※令和元年産の佐賀米は気候障害等により、粒が
透き通ってない白いお米が混じっていますが、食味
について大きな影響はありませんので、安心してお召
し上がり下さい。
【提供元】佐賀県食糧㈱

7,000
Ｂ－１２９．国産 桑の葉青汁（2
個セット)

【内容量】
 100g×2個セット
【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
【賞味期限】製造日から2年

自然の桑の葉の香りに、少し苦みを感じられる青汁
です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純国
産のお茶です。がばい農園では、100％にこだわり製
造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

7,000
Ｂ－１３０．有機栽培 大麦若葉
青汁（2個セット)

【内容量】 100g×2個セット
【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
【賞味期限】製造日から2年

さっぱりとして、飲みやすくなっています。
有機JASの認定を受けた日本国内で栽培された原
材料を100％使用した純国産の有機栽培茶。化学
肥料は使用せず、有機肥料のみで育て上げ、遺伝
子組み換えは一切行われていません。安全安心で
体と自然に優しい素材を厳選しております。
【提供元】がばい農園株式会社

7,000
Ｂ－１３１．柚子スパークリング
300ml×2

【内容量】 300ml×2
【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
【賞味期限】製造日から60日

ノンアルコールの柚子スパークリング「Yuzu Awa」
は、佐賀県産の「柚子」と佐賀天山の「天然水」を贅
沢に使用。柚子の香りと白ワイン風の酸味が口の中
に広がり、微炭酸の喉越しと上品な甘さがすっきりと
した味わいを醸します。

※化粧箱はデザインを変更する場合があります。

【提供元】川原食品（株）

7,000 Ｂ－１３２．やさしいみかん

【内容量】330ｍｌ×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

佐賀産みかんと佐賀県産牛乳を使用したやさしい味
わいの佐賀生まれ飲料です。
おなかにおいしい乳酸菌ＬＪ88を使用したヨーグルト
風味の飲料になっています。
【提供元】さが風土館季楽

7,000
Ｂ－１３４．お正月用杵つき丸餅
8P

【内容量】
丸餅40個（45g×5個入り×8ﾊﾟｯｸ）
【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

◆もち米収穫量国内第2位の佐賀県。脊振山(せふ
りさん)系の清らかな水と肥沃な土壌に育まれた佐賀
産餅米は、柔らかく「ひき」や「ねばり」、「ふくらみ」
等、高い評価を受けています。
◆つきたてを瞬間冷凍保存するため、保存料等は使
用していません。
◆急速冷凍したお餅をクール便でお届けいたしま
す。ご家庭のの冷凍庫で保存できます。11月、12月
はお届けにお時間を要しますので、お正月用には早
めのお申込みをおすすめいたします。
【提供元】旬菜舎さと山

7,000
Ｂ－１３５．よもぎ餅（粒あん入り）
8P

【内容量】
よもぎ餅32個（45g×4個入り×8ﾊﾟｯｸ）
【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

◆国産よもぎと、佐賀県産もち米を杵でつきあげまし
た。どこか懐かしいほのかなよもぎの香りがするお餅
と、程よい甘さの餡とのコラボをお楽しみください。
◆つきたてを瞬間冷凍保存するため、保存料等は使
用していません。
◆急速冷凍したお餅をクール便でお届けいたしま
す。ご家庭の冷凍庫で保存ができます。11月、12月
はお届けにお時間を要しますので、お正月用には早
めのお申込みをおすすめいたします。
【提供元】旬菜舎さと山
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7,000
Ｂ－１３６．杵つき丸餅4P＆粒あ
ん入りよもぎ餅4Pセット

【内容量】
丸餅20個（45g×5個入り×4ﾊﾟｯｸ）
よもぎ餅16個（45g×4個入り×4ﾊﾟｯｸ）
【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

◆もち米収穫量国内第2位の佐賀県。脊振山(せふ
りさん)系の清らかな水と肥沃な土壌に育まれた佐賀
産餅米は、柔らかく「ひき」や「ねばり」、「ふくらみ」
等、全国で高い評価を受けています。この白餅と、国
産よもぎ使用の粒あん入りよもぎ餅をセットにしまし
た。
◆つきたてを瞬間冷凍保存するため、保存料等は使
用していません。
◆急速冷凍したお餅をクール便でお届けいたしま
す。ご家庭の冷凍庫で保存ができます。11月、12月
はお届けにお時間を要しますので、お正月用には早
めのお申込みをおすすめいたします。
【提供元】旬菜舎さと山

7,000 Ｂ－１３９．国産牛すじ串２４本

【内容量】
牛すじ串８本×３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

『国産牛すじ串』は安心安全な国産牛のアキレスや
スジ肉を自社工場にて職人が1本1本丁寧に手刺し
しております。
佐賀県内のスーパーを中心に販売しておりますが、
ふるさと納税返礼品だけの限定品です。
【提供元】　藤園食品

7,000
Ｂ－１４２．旨唐有明のり３本入り
ギフトセット（瓶）

【内容量】
・旨唐有明のり(100g)×３本
　（数量限定）
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約2週間

有明産の生海苔とコガヤオリジナルの辛味調味料を
ブレンドしたピリ辛の「海苔の佃煮」の３本セット。生海
苔の旨味と程良い辛味がご飯にもお酒にもよく合う逸
品です。
【提供元】㈱コガヤ

7,000
Ｂ－１４３．自宅で作る！みそ作り
セット２キロ

【内容量】
蒸し大豆（佐賀県産）：１ｋｇ
米麹（佐賀県産）：８００ｇ
食塩（長崎県産）：２００ｇ
作り方の説明書：１枚
大豆を潰すための丈夫な袋：２枚
作ったみそがピッタリ入る専用容器：１個
【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

めんどうな下処理や道具も不要！初めての方でも簡
単に作れる、『みそ作りセット』です。
みそを手作りしてみたいけど、材料の準備も大変そう
だし、必要な道具もわからない。そんな不安をすべて
解消した、初めての方でも簡単におみそが作れる便
利なセットです。
原料は佐賀県産の大豆と米を使用。佐賀で食べら
れている塩分控えめ、甘口のおみそができます。佐
賀の食材の魅力を、ぜひ手作りで体感してみてくださ
い。
【提供元】丸秀醤油株式会社

7,000
Ｂ－１４４．佐賀県産　米みそ２ｋ
ｇ

【内容量】２ｋｇ
【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

佐賀県産の大豆を米を使用。米麹をたっぷり配合し
た甘口の白みそ。
佐賀県産の米で麹を作り、佐賀県産の大豆をととも
に発酵させた、無添加・天然醸造のおみそ。米麹の
甘みが特徴の、とても使いやすい白みそです。塩分
は約１０．５％と控えめ。
米麹の割合をたっぷり配合して、甘口に仕上げまし
た。丸秀のみそは、大豆に比べて麹を焼く２倍の量
使っている、とても旨みの強い贅沢なおみそです。じ
んわりと旨みと甘みが口の中に広がる、やさしい味わ
いに仕上げています。
【提供元】丸秀醤油株式会社

7,000
Ｂ－１４５．佐賀県産　麦みそ２ｋ
ｇ

【内容量】２ｋｇ
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約2週間

佐賀県産の大豆と大麦を使用。しっかりとしたコクと
旨みが特徴の麦麹みそ。
佐賀県産の大麦で丁寧に麹を作り、佐賀県産の大
豆とともに発酵させた、無添加・天然醸造のおみそ。
麦麹たっぷり配合の、コクや旨みがおいしいおみそで
す。塩分は約１０．５％と控えめ。
大豆に対して麦麹の割合を大目に配合して、やや甘
口に仕上げました。
丸秀の味噌は、大豆に比べて麹を約２倍の量使って
いる、とても旨みの強い贅沢なおみそです。じんわりと
旨みと甘みが口の中に広がる、優しい味わいに仕上
げています。
【提供元】丸秀醤油株式会社

7,000
Ｂ－１４６．飲むバラ　セイントロー
ズ１本

【内容量】
セイントローズ500ml×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

最高級ダマスクローズの花びらから抽出したローズエ
キスを使用した華やかでさわやかなローズスパークリ
ング飲料です。農薬不使用ダマスクローズエキス、ヒ
アルロン酸（美容サポート成分）配合、佐賀天山水系
伏流水使用。特別な日に乾杯。
【提供元】株式会社ローズテラス

7,000
Ｂ－１４９．佐賀産豚　細挽き　ハ
ンバーグ　8個

【内容量】
細挽きハンバーグ　150ｇ×8個
【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

安心安全の佐賀県産豚肉を使用したハンバーグで
す。精肉販売のプロがつくる本気の細挽きハンバー
グをお楽しみください。
【提供元】三重津みやげホスムスカモス
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7,000
Ｂ－１５０．佐賀産豚　粗挽き　ハ
ンバーグ　8個

【内容量】
粗挽き　ハンバーグ　150ｇ×8個
【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

安心安全の佐賀県産豚肉を使用したハンバーグで
す。精肉販売のプロがつくる本気の粗挽きハンバー
グをお楽しみください。
【提供元】三重津みやげホスムスカモス

7,000 Ｂ－１５２．天使の希水 2L×8本

【内容量】
天使の希水 2L×8本
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１か月

「天使の希水」は,九州脊振山系雷山の麓、佐賀市
富士町（旧北山）の森林に囲まれた深井戸から汲み
上げた非加熱天然水です。
水源の山側には地下水を汚染する施設が無く、赤
ちゃんに危険な亜硝酸態窒素は０．００４ｍｇ/ℓ未満
（基準値０．０４ｍｇ/ℓ以下）である他、国の厳しい基
準をパスした、加熱殺菌や除菌の必要がない長期
保存可能な弱アルカリ性の軟水です。
産科医でもある当社久保田の、赤ちゃんへ安心安全
に使用できる水を届けたいとの想いが詰まった「天使
の希水」は、飲料用としては勿論、幅広い年代の方
のお肌のケア、目や皮膚をプール等の塩素被害から
守り予防のために、ペットボトルのまま冷凍可能なの
で、熱中症対策にもお奨めです。
【提供元】アースグロー株式会社

7,000
Ｂ－１５３．菊芋酢　サンフラワー
ビネガー

【内容量】
500ml×1本　数量限定
【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

佐賀市北部の中山間産地、富士町や三瀬町で古く
から栽培されている菊芋は、消化吸収されにくい多
糖類のイヌリンを多く含み、健康食材として注目され
ています。
生命力が強く、春先になれば発芽しますが、保存が
難しく、旬の時期にしか摂取ができないため、日本で
初めての菊芋酢を開発しました。
10倍程度に和水で薄め飲用したり、醤油と混ぜたポ
ン酢、油を使用する料理の隠し味としても最適です。
【提供元】井樋商店

7,000 Ｂ－１５４．菊芋茶１００ｇ×２袋

【内容量】
100g×2袋　数量限定
【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

佐賀市北部の中山間産地、富士町や三瀬町で古く
から栽培されている菊芋は、消化吸収されにくい多
糖類のイヌリンを多く含み、健康食材として注目され
ています。
生命力が強く、春先になれば発芽しますが、保存が
難しく、旬の時期にしか摂取ができないため、15%強
に乾燥させ菊芋をパウダーにしました。
１５０ｃｃのお湯に菊芋茶小さじ１杯を目安にお召し上
がりください。
【提供元】井樋商店

7,000
Ｂ－１５５．超ロング粗挽きウイン
ナー（催事用）１パック

【内容量】
ガスボー1本100g×10本入
【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

2013年、佐賀市のガス屋がイベント出店用として開
発した棒のように長い「超ロング粗挽きウインナー“ガ
スボ－”」ソーセージの本場・ドイツ「食肉加工品コン
テストSUFFA(ズーファ)」2006年の金賞受賞者がつく
る渾身のソーセージです。
毎年、70～80万人を動員する「佐賀インターナショ
ナルバルーンフェスタ」や県内外のイベントでも大人
気でファンの多いガスボーが、今年はコロナ禍の影響
で行き場を失っています。
【提供元】旬菜舎さと山

7,000
Ｂ－１５６．ばってん特製ハンバー
グ　佐賀産豚　150ｇ×8個

【内容量】
ハンバーグ　150ｇ×8個
 (牛肉：オーストラリア産、　豚肉：佐賀県)
【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

安心安全の佐賀県産豚肉と、オーストラリア産牛肉
をあわせ、肉屋と居酒屋が本気で作ったハンバーグ
をどうぞお楽しみください
【提供元】バッテン

7,000 Ｂ－１５８．国産十六穀米800g

【内容量】
800g×1ｐ
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間
Q　食べ方、炊き方
A　白米１合に大さじ１杯目安に入れて炊飯し
て下さい。洗わなくても大丈夫ですが、気にな
るようでしたら茶こしなど目が細かいものを使っ
て洗って下さい。※一般的な雑穀の炊き方で
す。お客様のお好みで加減されてください。
Q　袋がぴったりしていない
A　脱酸素剤を封入していますが真空（脱気）
処理は行っていないため、ものにより袋の状態
が異なります。
保存及び品質には影響ありません。開封後は
白米と同じように保管・ご使用下さい。

原料は全て国産。
佐賀県産のもち麦をベースに発芽玄米、押し麦、か
たきび、もち粟、もちきび、小豆、丸麦、大豆、黒米、
そば米、アマランサス、はと麦、ひえ、緑米、赤米をバ
ランス良くブレンドしたむぎわらやオリジナルの雑穀米
です。
白米１合に対して大さじ１程度を目安にお好みで増
減させて炊飯して下さい。
大さじ１以上加える場合はその分だけ水を足すことを
おすすめします。

【提供元】旬菜舎さと山

7,000
Ｂ－１５９．吟醸　肥前杜氏・大和
純米　本みりん　セット

【内容量】
吟醸　肥前杜氏・大和　720ｍｌ　1本
純米　本みりん　　720ｍｌ　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

吟醸　肥前杜氏・大和：飲み飽きないスッキリとした
お酒です。
本みりん：米麹と本格焼酎だけを用いる伝統製法で
丹精込めて造りました。甘味と旨味が凝縮された純
米本みりんです。
【提供元】大和酒造株式会社



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

7,000
Ｂ－１６０．佐賀牛入りうる寅ハン
バーグ４個

【内容量】
150ｇ*4個
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1ヶ月

佐賀で唯一の鉄板串焼き専門店が企画製造した佐
賀牛をふんだんに使ったｼﾞｭｰｼｰなﾊﾝﾊﾞｰｸﾞです。地
元の食材佐賀牛の特徴である甘みと深みのある
ｼﾞｭｰｼｰな肉汁たっぷりの挽肉と、赤身や豚肉・鶏肉
や玉ねぎ等を絶妙なﾊﾞﾗﾝｽで混ぜ合わせ、丁寧に
手ごねで形成致しています。保存しやすい真空ﾊﾟｯｸ
でおひとつずつ梱包となっており、湯せんしてご自宅
でお召し上がりください。
【提供元】株式会社　クーイング

7,000
Ｂ－１６１．みつせ鶏焼き (３種)
600g

【内容量】
塩焼き 200g × 1袋
柚子胡椒焼き 200g × 1袋
彩り七味焼き 200g × 1袋
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1カ月

解凍して焼くだけの、手軽で美味しいみつせ鶏焼き３
種です。
【塩焼き】食べ良いサイズの切り身を、オリジナルの塩
だれに漬け込みました。美味しい魚介類の宝庫であ
る玄界灘に浮かぶ加唐島で採れる海水塩「一の塩」
を使用した塩角のないすっきりとした味。
【柚子胡椒焼き】食べ良いサイズの切り身をオリジナ
ルのピリリとアクセントのある柚子胡椒だれにつけこみ
ました。柚子胡椒の爽やかに加え、柚子感の感じら
れる柚子チップを入れ、香り豊かに仕上げています。
【彩り七味焼き】もも肉とむね肉を一口大にカットし、
七味をベースに黒ごま、あおさを加え調味した味付
け肉で、七味だけよりも香り高く、そして彩り良く、風味
豊かに仕上げています。
【提供元】株式会社　クーイング

7,000
Ｂ－１６２．米一筋頑固親父が作
るヒノヒカリ５ｋｇ

【内容量】
白米５キロ
佐賀県産、ヒノヒカリ、単一原料米
【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

九州を代表する品種。九州で生まれた「ヒノヒカリ」
は、色つや、うま味、粘りの三拍子そろったお米です。
噛めば噛むほどに味わいが増します。炊き上がりはも
ちろん、冷めてからも美味しさが損なわれにくいのが
特徴で、幅広い年代も方々に親しまれております。米
を作り始めて約100年近く地元で愛されている四代
続く米農家が田んぼ一つ一つ自分達の目でこまめに
見て回り、収穫後は自家乾燥で丁寧に玄米にしてい
ます。丹精込めて作ったお米を是非一度ご賞味くだ
さい。
【提供元】コメＬＩＦＥ

7,000
Ｂ－１６３．米一筋頑固親父が作
る夢しずく５ｋｇ

【内容量】
白米5キロ
佐賀県産、ゆめしずく、単一原料米
【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

新世紀の佐賀米作りへの「夢」と、朝露濡れる稲の
新鮮なイメージを「しずく」という言葉で表現された夢
しずくは、「キヌヒカリ」と「ひとめぼれ」の配合によって
生まれた品種です。ほどよい粘りと優れた味わい、食
欲をそそるふっくらでつやのある光沢が高い評価を受
けています。柔らかめに炊き上がるお米で、小さな子
供からお年寄りまで誰からも愛される甘みのあるお米
です。米を作り始めて約100年近く地元で愛されてい
る四代続く米農家田んぼ一つ一つ自分達の目でこま
めに見て回り、収穫後は自家乾燥で丁寧に玄米にし
ています。丹精込めて作ったお米を是非一度ご賞味
ください。
【提供元】コメＬＩＦＥ



寄附金額 内容量等 説明

8,000

Ｂ２－００１．佐賀の昔菓子詰合
せＡ

【内容量】
逸口香１０個、逸口香柚子５個
丸ぼうろ１２個、黒棒６個
【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

肥前地方の郷土菓子、逸口香・丸ぼうろ・黒棒の詰
合せです。原料にも拘り、佐賀産小麦粉に沖縄産
黒砂糖・麦芽水飴を使用し一枚一枚手焼きで焼き
上げました。
【提供元】（有）源八屋

8,000
Ｂ２－００３．佐賀牛入りハンバー
グ（180g×8個）

【内容量】
佐賀牛入りハンバーグ 8個 （180g×
8個）
【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

艶サシと言われるきめ細やかな霜降りが特徴の佐
賀県ブランド黒毛和牛【佐賀牛】をふんだんに使った
ハンバーグ。佐賀牛最大の特徴である上品で甘み
と深みのあるジューシーな肉汁たっぷりの挽肉に焼
き上げる際、溶け出して形が崩れないように牛肉の
赤身や豚肉・鶏肉や玉ねぎ等を絶妙なバランスで
混ぜ合わせ丁寧に手ごねで成形致しております。焼
き上げた際の肉々しい芳香は、よだれもの。。。こち
らのハンバーグは、保存しやすい真空パックでおひと
つずつ梱包となっており、食べ応えのある180gサイ
ズとなっております。
【提供元】アースグロー株式会社

8,000
Ｂ２－００４．佐賀牛入りハンバー
グ（120g×10個）

【内容量】
佐賀牛入りハンバーグ 10個 （120g
×10個）
【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

艶サシと言われるきめ細やかな霜降りが特徴の佐
賀県ブランド黒毛和牛【佐賀牛】をふんだんに使った
ハンバーグ。佐賀牛最大の特徴である上品で甘み
と深みのあるジューシーな肉汁たっぷりの挽肉に焼
き上げる際、溶け出して形が崩れないように牛肉の
赤身や豚肉・鶏肉や玉ねぎ等を絶妙なバランスで
混ぜ合わせ丁寧に手ごねで成形致しております。焼
き上げた際の肉々しい芳香は、よだれもの。。。こち
らのハンバーグは、保存しやすい真空パックでおひと
つずつ梱包となっており、お弁当等にも使い勝手の
良い120gサイズとなっております。
【提供元】アースグロー株式会社

8,000
Ｂ２－００５．とろけるうす皮♪佐
賀ん餃子ﾊﾞﾗｴﾃｨｰｾｯﾄ

【内容量】
佐賀ん餃子10個（にんにくなし・生姜
入り）
佐賀ん餃子10個（にんにく入り・生姜
入り）
ﾌﾟﾚﾐｱﾑ佐賀牛餃子10個【佐賀牛】
ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾁｰｽﾞおから餃子10個【国産
搾りたて生おから】
タレ1個
【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6年で販売個数500万個以上！加熱処理をし
ていないので野菜の新鮮な風味が違います！とろけ
るうす皮♪に感動！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。また、国産高級黒毛和牛の“佐賀牛”100%使
用した特別な餃子は佐賀牛の上品な甘みと旨みが
感じられます。チーズおから餃子はチーズの風味が
鼻に香り、しっとりもっちりの新次元食感です。
【提供元】佐賀ん餃子やしき

8,000 Ｂ２－００７．薬膳鍋スープセット

【内容量】
濃縮ダシ　300ｍｌ×2
（ダシ１本(300ｍｌ）で３～４人前）
薬膳の素　　80ｇ×1（１回分）
【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

佐賀市内の料亭「和元」で提供しているお出汁をご
自宅等でも手軽に味わっていただきたいとの思いで
しっかりとした甘みと濃厚な味わいのダシを濃縮ダシ
に仕上げ、手軽なスープセットをご準備しました。
薬膳鍋は佐賀では珍しく、薬膳特有の苦み、くさみ
などがほとんどない、とてもクセになるようなしっかりと
した味わいになっています。薬膳マイスターを中心と
した薬膳の専門家が何度も試行錯誤を重ね完成さ
せた自慢のスープは、薬膳鍋が苦手だった方にも大
好評、身体も喜ぶ人気メニュー。厳選食材の旨味
が凝縮されたスープを是非ご賞味ください。
※濃縮ダシの使用割合（ダシ１：水３）
【提供元】なべ家きぶん

8,000
Ｂ２－００８．一人用　　和牛しゃ
ぶ鍋セット

【内容量】
和牛　100ｇ
野菜盛り(白菜、人参、ネギ、えのき、
キノコ等)
しゃぶだし　350ｍｌ
〆の麺(100ｇ)
つけだれ(ピーナツ、ポン酢)各30ｍｌ
【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

佐賀市内の料亭「和元」の出汁と地元の農家さんの
新鮮野菜、佐賀牛や佐賀産和牛を使用し、厳選し
た食材を選んで皆様に提供いたします。
つけだれは和元オープン当初から変わらない製法。
和元の鍋をぜひご家庭でお召し上がりください。
【提供元】なべ家きぶん

8,000
Ｂ２－００９．一人用　　和牛すき
やき鍋セット

【内容量】
和牛　100ｇ
野菜盛り(白菜、人参、ネギ、えのき、
キノコ等)
割り下　300ｍｌ
〆の麺(100ｇ)
【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

佐賀市内の料亭「和元」の出汁と地元の農家さんの
新鮮野菜、佐賀牛や佐賀産和牛を使用し、厳選し
た食材を選んで皆様に提供いたします。
割り下は和元オープン当初から変わらない、しっかり
とした味わいと風味で甘めの割り下になっています。
和元の和牛すきやき鍋をぜひご家庭でお召し上がり
ください。
【提供元】なべ家きぶん

お礼の品



8,000
Ｂ２－０１０．特別栽培米夢しずく
玄米5kg

【内容量】
夢しずく玄米5ｋｇ×1袋
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

日本穀物検定協会が実施する2020年産『米の食
味ランキング』で4年連続の“特Ａ評価”を獲得した
『夢しずく』。
ラムサール条約湿地登録された「東よか干潟」に隣
接する東与賀町の肥沃な大地で佐賀県認証の減
農薬減化学肥料栽培（慣例栽培の半分以下使用）
された東与賀夢しずく部会のみなさんの力作です。
自然乾燥仕上げの常温定湿米は良食味が自慢で
す。
【提供元】菅米穀店

8,000
Ｂ２－０１１．生ウインナー人気3
種類セット

【内容量】
パセリ味（1本40g×5本入り）
サラミ味（1本40g×5本入り）
しゅうゆ味（1本40g×5本入り）
【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

ドイツの家庭で作る製法で、新鮮な豚肉に天然香辛
料を加えて充分に練り上げ、歯切れの良い天然羊
腸に詰めた生ウインナーです。肉汁がジュワ～ッとあ
ふれ出てきます。
※要加熱
・パセリ味生ウインナー/パセリの色と香りを用いてタ
イム・セイジなどの香辛料を新鮮な豚肉に練りこみ
天然の羊腸に詰めマイルドな味に仕上げています。
・サラミ味生ウインナー/ガーリック・ホールドライペッ
パーなどの香辛料を使い、ドイツ風に作りました。
フランク・フルトは、ガーリックなどを多く使っています
が、控えめの味で豚肉本来の味を引き出していま
す。
・しょうゆ味生ウインナー/ピリッと唐辛子のきいたウイ
ンナーで、ねぎや玉葱など、野菜も使ってパセリ味・
サラミ味とはまた少し違った肉汁が味わえます。
【提供元】旬菜舎さと山

8,000
Ｂ２－０１２．農家直送れんげ米
【極米】５ｋｇ

【内容量】
白米５キロ１袋　佐賀県産ヒノヒカリ
（れんげ米）、単一原料米
【受付期間】１０月下旬～９月末
【配送方法】常温
【発送時期】
入金確認後、約2～3週間

れんげ米とは、（れんげ農法）という昔から伝わる栽
培方法で作ったお米です。１０月下旬にれんげ草の
種を田にまき、翌年の春に田一面に咲いたれんげの
花や根をふきこみ有機肥料として活用する【れんげ
農法】。この昔ながらの方法で実らせた永尾産ちの
れんげ米は、味も格別の自身作です。

※発送には万全を期しておりますが、万が一、外装
破損、異物、汚れ等があった場合は、お早めに（一
社）佐賀市観光協会（TEL：0952-20-1107　Mail：
furusato@sagabai.com）までご連絡ください。尚、お
受け取りから２週間過ぎてからの対応は致しかねま
す。
【提供元】永尾産ち

8,000
Ｂ２－０１６．佐賀ぜりぃ（佐賀マン
ダリン） 9個入

【内容量】
9個
1個当たり80g
【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

全国でも有数のみかんの産地 佐賀で育った濃厚
100％果汁を使ったゼリーです。
『佐賀マンダリン』は佐賀のみかんの中でも「みかん
の貴婦人」と称されます。その『佐賀マンダリン』本来
の味をギュッと閉じ込め、果肉のプリっとした食感と、
濃厚で、甘酸っぱい果汁をお楽しみいただけるゼ
リーです。

【提供元】㈲菓心まるいち



寄附金額 内容量等 説明

9,000
Ｂ３－００１．こだわりみそ３種類
食べ比べ

【内容量】
佐賀県産　米みそ：１ｋｇ
佐賀県産　麦みそ：１ｋｇ
佐賀県産　合わせみそ：１ｋｇ
【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

佐賀県産の原料で作ったこだわりのみそ３種類の食
べ比べセット。
甘口の米みそ、旨味が強い麦みそ、バランスのいい
合わせみその３種類を各１キロずつのセットです。
原料の大豆、米、大麦はすべて佐賀県産のものを
使用し、無添加・天然醸造で仕上げました。
料理によって使い分けてもいいですし、日替わりで
みそ汁の味を楽しむのもオススメ。また２種類をブレ
ンドしてみても、違った味わいが楽しめます。いろい
ろ試して、好みの一杯を見つけてみてください。
【提供元】丸秀醤油株式会社

9,000 Ｂ３－００２．みかんのきもち24本

【内容量】
280ｍｌ×24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

佐賀県産高品質温州みかん果汁を使用。自然でコ
クのある味に仕上げた天然果汁100%ジュースで
す。280mlでちょうどイイ飲みきりサイズです。
【提供元】季楽

9,000
Ｂ３－００５．漁協推奨佐賀海苔
６本セット

【内容量】
焼のり８切５６枚×２個、味のり８切５６
枚×２個、塩のり８切５６枚×２個
【受付期間】
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

生産量日本一を記録する佐賀県有明海産の中で
も上質な海苔のみを使用し３種類の味が楽しめる
詰合せギフト。食卓に置きやすく食べやすい卓上ボ
トルタイプ
【提供元】㈱サン海苔

9,000 Ｂ３－００７．山本海苔店　おつま
み海苔 4缶詰合せ

【内容量】
おつまみ海苔　各20ｇ
うめ味、明太子味、わさびごま味、お
かか味
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間で
発送

おつまみ海苔は一般的な味付け海苔よりも細いた
め、女性の方でも食べやすい形になっています。
有明海産の上質な海苔にわさびごまや明太子顆粒
をはさみ、風味豊かに仕上げました。
味がしっかりと付いているので、ビールや日本酒など
のお酒との相性も抜群。ざく切りにしてサラダやパス
タ、お茶漬けや和え物などにもお使いいただけま
す。

創業以来の「海苔ひとすじ」のバックボーンには、徹
底した“品質主義”があります。それを支えているの
が「山本海苔店佐賀工場」です。
日本最大の海苔生産地である九州有明海。平成
26年（2014年）9月山本海苔店はこの有明海をの
ぞむ佐賀市の久保泉第2工業団地に工場を建設。
日本最大の海苔生産地である佐賀に製造拠点を
設置することにより、生産者と消費者との距離を縮
め、上質の海苔を鮮度感のある品に作り上げます。
【提供元】山本海苔店

9,000
Ｂ３－００８．「梅の蕾」焼海苔・味
附海苔 小缶詰合せ

【内容量】
各10袋詰（8切5枚）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間で
発送

味、艶、香りのバランスのとれた風味をお楽しみいた
だけます。
日本橋本店の「のれん」に使われている紺色をその
まま用い、老舗の高級感を表現。
のれんをくぐって店内に入る情景をイメージしており
ます。

創業以来の「海苔ひとすじ」のバックボーンには、徹
底した“品質主義”があります。それを支えているの
が「山本海苔店佐賀工場」です。
日本最大の海苔生産地である九州有明海。平成
26年（2014年）9月山本海苔店はこの有明海をの
ぞむ佐賀市の久保泉第2工業団地に工場を建設。
日本最大の海苔生産地である佐賀に製造拠点を
設置することにより、生産者と消費者との距離を縮
め、上質の海苔を鮮度感のある品に作り上げます。
【提供元】山本海苔店

9,000
Ｂ３－００９．特別栽培米夢しずく
精米5kg

【内容量】
夢しずく精米5ｋｇ×1袋
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

日本穀物検定協会が実施する2020年産『米の食
味ランキング』で4年連続の“特Ａ評価”を獲得。し
た『夢しずく』。
ラムサール条約湿地登録された「東よか干潟」に隣
接する東与賀町の肥沃な大地で佐賀県認証の減
農薬減化学肥料栽培（慣例栽培の半分以下使用）
された東与賀夢しずく部会のみなさんの力作です。
自然乾燥仕上げの常温定湿米は良食味が自慢で
す。
【提供元】菅米穀店

9,000 Ｂ３－０１０．和栗かのこ（9個入）

【内容量】
9個（大納言3個・とら豆3個・青えんど
う3個）
1個あたり90g
【受付期間】10月～2月14日
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

羊羹の町 佐賀で生まれたオリジナル羊羹です。
旬の和栗が丸々1個入ったモッチリ羊羹なので、和
栗の香り・味と羊羹の甘みがお楽いただけます。
また、大納言やとら豆、青えんどう等の豆を蜜で煮
た「かのこ豆」が入っているため、お豆の食感も特長
的です。
旬の味覚を楽しんでいただける逸品です。
この機会に佐賀に触れてみてください。
【提供元】㈲菓心まるいち

お礼の品



寄附金額 内容量等 説明

10,000
Ｃ－００１．佐賀のり個包装詰合
せＣ

【内容量】
　焼のり８切６枚×１２袋
　味のり８切６枚×１２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

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。
【提供元】（株）サン海苔

10,000 Ｃ－００２．新撰佐賀のり焼５０枚

【内容量】
　焼のり１０枚×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

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
【提供元】（株）サン海苔

10,000 Ｃ－００３．新撰佐賀のり味８０束

【内容量】
　味のり１０切５枚×８０束
【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

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。
【提供元】（株）サン海苔

10,000
Ｃ－００４．有明海産のり天１ケー
ス

【内容量】
　のり天１３０ｇ×１０個
【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

九州有明海産の海苔を使用したのり天。サクッとした
食感とおつまみとして食べやすいスティック状に仕上
げました。
【提供元】（株）サン海苔

10,000
Ｃ－００６．有明海産のり天レモン
味１ケース

【内容量】
　のり天レモン味１３０ｇ×１０個
【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

九州有明海産の海苔を使用したのり天。爽やかなレ
モン味。サクッとした食感とおつまみとして食べやすい
スティック状に仕上げました。
【提供元】（株）サン海苔

10,000
Ｃ－００７．旨い！「佐賀のり」６袋
セット

【内容量】
　佐賀丸（8切80枚）塩×2、味×2、
　焼×2
【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

人気の佐賀丸が２０２０年秋リニューアルしました！
１７年連続生産量、販売額ともに日本一の佐賀のり。
口どけの良い、柔らかい佐賀のりを使用した甘めの醤
油風味の味付、コーン油を使用したあっさりとした塩と
焼海苔の３種類の詰め合わせです。
【提供元】まえうみ（佐賀県有明海漁業協同組合）

10,000 Ｃ－００８．佐賀のり詰合せＢ

【内容量】
　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
【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。
【提供元】三福海苔（株）

10,000 Ｃ－００９．しおのり、焼のりセット

【内容量】
しおのり8切64枚入り（全形8枚分）1缶
焼のり8切64枚入り（全形8枚分）1缶
【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

厳選した佐賀海苔を遠赤外線で香ばしく焼き上げた、
香り高く口溶けが良い美味しい焼きのりと、厳選した佐
賀海苔を店主の弟が作る「菜種油三吉」で風味を付
けて佐賀の海水塩「一の塩」で美味しく味付けしたし
お海苔です
【提供元】江頭一郎商店

10,000 Ｃ－０１０．初摘み　焼のりセットＢ

【内容量】
　焼のり（2切6枚）×4
　焼のり（8切32枚）×3
【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

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
た食感は生産者が直接お送りするからこそ味わえま
す。焼のりにも旨みたっぷりの初摘み海苔で贅沢な手
巻き寿司など是非お楽しみ下さい。
【提供元】有明の風

10,000
Ｃ－０１１．初摘みのり　バラエ
ティセットＣ

【内容量】
焼のり（2切6枚）・おにぎり塩のり（2切6枚
×6袋）・めんたい塩のり（8切24枚）・梅
塩のり（8切24枚）・風香海（バラ干し10
ｇ） ・塩のり小ボトル（8切48枚）
【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

口どけがよく香り高い初摘み海苔のを使用。色々な
味がバラエティにお楽しみいただけます。風香海（バ
ラ干しのり）は細かくし一度乾燥させ焼きあげた風味、
旨み、カリッと食感が良い海苔の旨みが凝縮した海苔
です。お吸い物、麺類、サラダ、パスタ、和え物などお
楽しみいただけます。
【提供元】有明の風

10,000
Ｃ－０１３．佐賀県産夢しずく１０ｋ
ｇ

【内容量】
　佐賀県産夢しずく（白米）5kg×2
【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

佐賀県産夢しずく、やわらかく、つやのあるお米です。
日本穀物検定協会が実施する2020年産『米の食味
ランキング』で4年連続の“特Ａ評価”を獲得。
【提供元】（株）イケマコ

お礼の品



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

10,000 Ｃ－０１８．旬の野菜と果物セット

【内容量】
　野菜8～10品目
　果物1～3品目
【受付期間】通年
【配送方法】夏季は冷蔵
　　　　　　　（およそ5～11月）
【発送時期】入金確認後、約2週間

地産地消のそよかぜ館より、佐賀市の農家の皆様が
育てた採れたて野菜と旬の果物をお届けします。
【提供元】道の駅「大和」そよかぜ館

10,000
Ｃ－０１９．旬の新鮮野菜の詰合
せ

【内容量】
　季節の野菜/佐賀県産
　(８～１５種類程度)
【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

JAさが直営直売所「JA産直　街かど畑」より、とれた
て新鮮野菜をお送りします。スタッフが厳選した佐賀
県産の旬の野菜詰合せです。
【提供元】さが風土館季楽

10,000

Ｃ－０２０．佐賀産季節の旬野菜
（１５種類）

【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～】

【内容量】
年間200種類の野菜の中から、無農
薬、露地栽培の季節の旬野菜15種類
※写真は一例です
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約2週間

無農薬で育てた露地栽培野菜の中から、季節の旬
野菜15種類をお届けします。「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。
【提供元】スローWORK大和

10,000
Ｃ－０２１．永尾産ちの１番人気フ
ルーツミニトマト

【内容量】
　佐賀県産フルーツミニトマト１箱【１キロ】
（青果物の為ワレ等がでる恐れがありま
すので多めに入れての発送）
【受付期間】10月半ば～４月
※11月中旬から発送開始
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約１か月

やさしい甘みとほどよい酸味がふわっと広がるひと口
サイズのミニトマト。人気ナンバー１です。野菜が育つ
力は逞しい。野菜は自然に育つのがいちばん美味し
い。僕らはそう信じて、トマトを育てるというよりも、トマト
の成長を手伝うという考えでやっています。
【提供元】永尾産ち

10,000
Ｃ－０２５．純米大吟醸和、吟醸
肥前杜氏セット

【内容量】
　720ｍｌ×2本
【受付期間】5月～3月
【配送方法】常温
発送時期】入金確認後、約2週間

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
【提供元】大和酒造（株）

10,000
Ｃ－０２６．純米大吟醸　和（和
み）

【内容量】
　1800ｍｌ
【受付期間】5月～3月
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

酒造好適米山田錦を50％精白し、背振山系の伏流
水で丹精込め仕込みました。気品の有る香りとやわら
かで丸みの有る味わいは、味の芸術品です。
【提供元】大和酒造（株）

10,000 Ｃ－０２７．純米吟醸　肥前杜氏

【内容量】
　1800ｍｌ
【受付期間】5月～12月
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

原産地呼称認定酒佐賀米100％使用のお酒
【提供元】大和酒造（株）

10,000
Ｃ－０２８．大吟醸　元禄　肥前
杜氏

【内容量】
　720ｍｌ
【受付期間】5～11月
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

佐賀県産山田錦を35％精白。お酒の芸術品で、お
酒の最高峰酒。
【提供元】大和酒造（株）

10,000
Ｃ－０３１．とまとリキュールドライ
＆スィートセット

【内容量】
　720ｍｌ×２
【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

「じゅんかん育ちin佐賀」ブランドは、太陽の恵みと微
生物の力を借りて栽培した「じゅんかん農法育ち」。そ
の旨味と味わいをギュッと詰め込みました。地元の窓
乃梅酒造とのコラボにより、本格麦焼酎とブレンドして
酸味があるドライと甘みがあるスィートのセットでお届
け。
【提供元】友幸素舎

10,000
Ｃ－０３２．とまとリキュールスィー
ト２本セット

【内容量】
　720ｍｌ×２
【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

「じゅんかん育ちin佐賀」ブランドは、太陽の恵みと微
生物の力を借りて栽培した「じゅんかん農法育ち」。そ
の旨味と味わいをギュッと詰め込みました。地元の窓
乃梅酒造とのコラボにより、本格麦焼酎とブレンドして
甘いものが好きな方が飲みやすいスィートリキュール
に仕上げました。
【提供元】友幸素舎

10,000
Ｃ－０３３．とまとリキュールドライ
２本セット

【内容量】
　720ｍｌ×２
【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

「じゅんかん育ちin佐賀」ブランドは、太陽の恵みと微
生物の力を借りて栽培した「じゅんかん農法育ち」。そ
の旨味と味わいをギュッと詰め込みました。地元の窓
乃梅酒造とのコラボにより、本格麦焼酎とブレンドして
甘いものはチョットという方が飲みやすいドライリキュー
ルに仕上げました。
【提供元】友幸素舎

10,000
Ｃ－０３４．濃厚飲む果実酢　さ
がきらめき

【内容量】
　１２０ｍＬ５本入り
　（蜜柑、甘夏、梅黒酢、かりん、生姜）
【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

原料果実が全て佐賀産です。冷水、お湯割り、ミルク
割、炭酸割で５倍に薄めてお召し上がり下さい。すっ
ぱさを抑えた果実酢のため、酢が苦手な方にも好評
です。
【提供元】（有）サガ・ビネガー



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

10,000
Ｃ－０３６．自社栽培原料のおい
しい麦茶

【内容量】
　佐賀県産麦茶(10g×18P)×20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

自社栽培の麦を原料にした香ばしくておいしいと大好
評いただいている麦茶です。
【提供元】（株）イケマコ

10,000
Ｃ－０３８．プリンセスローズ（シャ
ンパングラス付）

【内容量】
　セイントローズ500ｍｌ×１、
　シャンパングラス165ｍｌ×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

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

10,000
Ｃ－０４３．超粗挽きウインナー（５
パック）

【内容量】
　1パック2本入り×5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

10,000
Ｃ－０４４．超粗挽きウインナー（４
パック）

【内容量】
ガスボー/1パック2本入り×2パック、ハ
バネロ明太子入りガスボー/1パック2本
入り×2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

10,000
Ｃ－０４５．かまぼこ屋のおやつ
セット

【内容量】
　おさかなドーナツ（プレーン×10個、
　ココア味×5個、まっ茶味×5個）
　おさかなミンチコロッケ1枚入×5袋
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約2週間

魚のすり身を約30％配合した新食感のドーナツと昔
から愛されてきたミンチコロッケの詰め合わせです。
【提供元】野中蒲鉾（株）

10,000
Ｃ－０４８．プレミアム特吟貝柱、
海茸粕漬詰合せ

【内容量】
特吟貝柱粕漬、特吟海茸粕漬
　各200g
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約2週間

昭和7年創業以来80有余年、粕漬一筋で培ってき
た竹八の伝統の技術で佐賀の銘酒『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
ンドしつくりあげた味粕に、貝の王様「平らぎ貝貝柱」と
海の松茸と呼ばれる「海茸貝の水管」を合わせまし
た。
【提供元】（株）竹八

10,000
Ｃ－０４９．キューブ９種珍味詰
合せ

【内容量】
特吟貝柱粕漬、特吟海茸粕漬、肥前漬
(鯨蕪骨粕漬）、貝柱粕漬、海茸粕漬、
数の子粕漬、はがくれ漬（数の子入、わ
さび風味）、うにくらげ各50g
【受付期間】通年　【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約2週間

創業以来８０有余年培ってきた粕漬技術を集結させ
て作り上げた竹八漬の詰合せです。伝統の味をかわ
いらしいキューブに入れ、お酒の肴にもピッタシの商
品になりました。
【提供元】（株）竹八

10,000
Ｃ－０５０．佐賀銘菓白玉饅頭詰
合せＢセット

【内容量】
　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
【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ます。
【提供元】元祖吉野屋

10,000
Ｃ－０５１．脊振高原牧場手作り
アイスクリームセット

【内容量】
130mlカップアイス×10個セット
バニラ・ミルク・抹茶・ストロベリー各2個、
チョコ・ラムレーズン各1個
【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

自然の恵み豊かな佐賀、脊振山麓の高原牧場での
びのび暮らす牛たち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下さい！
【提供元】（有）ミルン牧場

10,000
Ｃ－０５３．完熟した光樹とまとを
使ったソース

【内容量】
ソース300g×２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

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、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。
【提供元】（株）サインズ

10,000
Ｃ－０５５．佐賀産和牛入ハン
バーグと佐賀牛コロッケ

【内容量】
佐賀産和牛入ハンバーグ 150ｇ×6個、
佐賀牛コロッケ　70ｇ×６個
【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

全国でも有数のブランド黒毛和牛として定評のある
『佐賀産和牛』を使用したハンバーグと佐賀牛コロッ
ケの詰合せです。
【提供元】さが風土館季楽



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

10,000
Ｃ－０５６．佐賀牛入りハンバーグ
とソーセージセット

【内容量】
【冷凍】ハンバーク（佐賀牛、佐賀産豚）
2個 x2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
【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。成長に合わせて専用銘柄飼料
を給与し、豚自体が持つ消化吸収や抗病性を高め
健康な発育を促します。
【提供元】（株）葉隠

10,000
Ｃ－０６２．肥前旨唐えりすぐり三
撰セットＣ

【内容量】
　旨唐佐賀牛プレミアム(90g)
　旨唐佐賀牛(80g)
　旨唐有明のり(100g)
【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。
【提供元】（株）コガヤ

10,000
Ｃ－０６３．昔ながらの手作りにん
にく卵黄２袋セット

【内容量】
　熟成発酵黒ひげにんにく玉
　12ｇ（約６０粒）約一ヶ月分×１袋、
　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

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気になりません。
【提供元】日本にんにく

10,000
Ｃ－０６５．佐賀商業　極星カレー
４箱

【内容量】
　200g×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

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

10,000
Ｃ－０６７．シャトー文雅国産牛
ビーフカレー

【内容量】
　国産牛ビーフカレー４缶（200g×4）
【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

「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
愛され続ける名物国産牛ビーフカレーをお楽しみくだ
さい。
【提供元】シャトー文雅

10,000
Ｃ－０６９．佐賀牛カレー＆ゆず
ポン酢ギフト

【内容量】
　佐賀牛カレー（200g）×2
　ゆずぽん酢(200ml）×2
【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

創業1897年、佐賀の街中醤油蔵『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』、
たっぷりと佐賀市富士町のゆずを使用したゆずぽん
酢を2本セットにしたギフトセットです。
【提供元】佐星醤油㈱

10,000
Ｃ－０７０．佐賀牛カレー＆かつ
おだし醤油ギフト

【内容量】
　佐賀牛カレー（200g）×2
　かつおだし醤油淡口（1000ml）×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

創業1897年、佐賀の街中醤油蔵『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』、
佐星醤油の一番人気のかつおだし醤油をセットにした
ギフトセットです。
【提供元】佐星醤油㈱

10,000
Ｃ－０７１．希少部位使用　佐賀
牛カレー４個セット

【内容量】
　佐賀牛カレー（200g）×4
【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

佐賀牛でもカレーに相性のよい希少部位の「すね肉」
をふんだんに使用し、食感と旨味を活かした中辛のカ
レーです。JAグループ佐賀管内肥育農家で飼育され
た黒毛和牛種の牛肉を使用してます。
【提供元】佐星醤油㈱

10,000
Ｃ－０７２．ありたどり使用　鶏めし
の素６個セット

【内容量】
　鶏めしの素（１７０ｇ）×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

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簡単に頂けます！
【提供元】佐星醤油㈱

10,000
Ｃ－０７３．佐賀牛カレー＆鶏めし
の素セット

【内容量】
　佐賀牛カレー（200g）×3
　鶏めしの素（１７０ｇ）×2
【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

創業1897年、佐賀の街中醤油蔵『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』、
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』のよくば
りセットです。
【提供元】佐星醤油㈱



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

10,000

Ｃ－０７５．手作り無添加ジャム、
ソース６本セット

【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～】

【内容量】
各200～220g入り　計6本セット
佐賀県産果実100％使用　苺ジャム、
梨のデザートソース、温州みかんのマー
マレード、オレンジソース、季節のジャム
orソース　など
【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

佐賀県産の果物だけを100％使用したこだわりの手
作り無添加ジャムとソースの詰合せセットです。採れ
たて果実の鮮度と素材の良さを活かした独自のレシピ
で丁寧に手作りしています。
【提供元】ステップさが　まる工房

10,000
Ｃ－０７６．甘みが詰まった焼きい
もセット

【内容量】
　３kg（約12本：4本×３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

さつま芋の甘味を最大限に引き出すために、収穫
後、専用の貯蔵庫にて温度と湿度管理を徹底してお
ります。その後熟成させ独自の製法で焼き上げた天
然のスイーツをご自宅でお楽しみ頂けます。
【提供元】R's company



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

10,000
Ｃ－０７８．佐賀牛ハンバーグセッ
ト

【内容量】
　100ｇ×5
【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

佐賀県産牛、白石産玉ねぎのうまみをぎゅっとつめこ
んだ手ゴネによるハンバーグをお召し上がり下さい。
【提供元】佐賀冷凍食品

10,000 Ｃ－０７９．九州おにぎり倶楽部

【内容量】
　みつせ鶏おにぎり（90ｇ×４ヶ）
　鯛めしおにぎり（90ｇ×４ヶ）
　きやきおにぎり（90ｇ×4ヶ）
【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

ﾚﾝｼﾞ対応おにぎり。こだわり素材と県産米でつくったお
にぎりをお楽しみ下さい。
【提供元】佐賀冷凍食品

10,000
Ｃ－０８０．佐賀牛すきやき丼セッ
ト

【内容量】
　150ｇ×４食
【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

ﾚﾝｼﾞ対応丼物。佐賀牛にかねすえオリジナルタレで
煮込んだ丼をセットにしました。
【提供元】佐賀冷凍食品

10,000
Ｃ－０８２．プレミアム冷凍米粉
ロールケーキ（２箱）

【内容量】
　1箱4個入り×2箱
【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

佐賀県産の米粉、卵を100％使用し、小麦アレル
ギーの方も安心してお召し上がりいただけるグルテン
フリースイーツです。卵白のみを用いて作り上げた
真っ白で軽やかなホワイトロールケーキは、常温解凍
10分程で、しっとりなめらかな食感のスポンジ生地に
なります。
【提供元】旬菜舎さと山

10,000
Ｃ－０８３．北島の丸芳露（３４個
入り）

【内容量】
　３４個入
【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

南蛮船とともに伝えられた異国生まれの洋菓子は、
佐賀の地で生まれ、誰からも愛される故郷の代表的
なお菓子となりました。素朴な姿からは思いもつかな
い　自然と広がる豊かな味わいをどうぞお楽しみくださ
い。
【提供元】（株）北島

10,000 Ｃ－０８４．北島の花ぼうろ

【内容量】
　１７個入
【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

北島の洋菓子職人のあらゆる知識と技術をつぎこん
で、開発に八年もの歳月を要した北島の自信作で
す。アーモンドとバターが香る生地に、あんずのジャム
をサンドした、口の中でゆっくり広がるおいしさをお楽し
みください。
【提供元】（株）北島

10,000
Ｃ－０８５．北島の丸芳露、花ぼう
ろ詰合せＣ

【内容量】
　丸芳露１３個
　花ぼうろ１0個
【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

おもに佐賀産の小麦粉、上質の砂糖、新鮮な鶏卵で
作られる北島の丸芳露。口溶けよく、程よい柔らかさ
の生地にあんずジャムをサンドした花ぼうろ。丸芳露、
花ぼうろ、北島を代表する二つの味を詰め合わせまし
た。
【提供元】（株）北島

10,000
Ｃ－０８６．丸芳露、花ぼうろ、ご
まぼうろ　詰合せ

【内容量】
　丸芳露10個
　花ぼうろ8個
　ごまぼうろ１８個
【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

丸芳露、花ぼうろ、ごまぼうろ、三つの美味しさを詰め
合わせました。北島を代表する三つの味が楽しめると
好評の詰め合わせです。
【提供元】（株）北島

10,000 Ｃ－０８７．佐賀銘菓詰合せＣ

【内容量】6～７種類を25個前後
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
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約2週間

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。
※パッケージが変更になることがございます。
【提供元】㈲菓心まるいち

10,000
Ｃ－０８８．佐賀県産焼き菓子詰
め合わせ（１５個）

【内容量】
　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）
【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

佐賀県産の材料を使った焼き菓子詰め合わせセット
です。県産の米粉を使い焼き上げたバウムクーヘン。
嬉野産の抹茶を使い焼き上げた焼き菓子。九州産の
生クリームと県産の卵を使ったスィートポテト。県産の
はがくれ栗のペーストを使った焼き菓子。「フィナン
シェ」は黒糖でコクをだし、クッキーは松梅の干し柿を
使用しました。
【提供元】㈲創菓苑　アンナの贈り物

10,000 Ｃ－０８９．バルーンスフレ

【内容量】
　15個入
【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

まるでバルーンのようなふわふわのソフトチーズの
ケーキです。　内容器は変わることがあります。内容
量は変わります。
【提供元】㈲創菓苑　アンナの贈り物



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

10,000
Ｃ－０９０．東一バターサンド１５
個入り

【内容量】
　15個入り
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約2週間

佐賀を代表する銘酒「東一大吟醸」の酒粕を再熟成
させレーズンと最高級の発酵バターで作ったバターサ
ンドです。東一の豊かな吟醸香をお楽しみください。
【提供元】シェ・ヤマモト

10,000
Ｃ－０９３．三瀬バウム　詰め合わ
せ

【内容量】
　Lサイズ１ヶ（プレーン）
　Sサイズ５ヶ（玉露３、ハード）
【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

佐賀市にある自社養鶏場の自然豊かな三瀬の地に
て、飼育環境と飼料にこだわった鶏の卵を使用した、
しっとりコクのあるバウムクーヘンです。
【提供元】ムーランルージュ

10,000
Ｃ－０９４．天然醸造醤油いろい
ろセット

【内容量】
　自然一醤油300ｍｌ×2
　ぽん酢醤油300ｍｌ×1
　だし醤油300ｍｌ×2
　熟つゆ300ｍｌ×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と天然
原料で丁寧に作ったぽん酢、国産鰹節、昆布のだし
を加えたつゆ、国産野菜のスープ入りだし醤油の詰め
合わせです。
【提供元】丸秀醤油（株）

10,000
Ｃ－０９５．はねにんにくオイルと
秘伝のたれセット

【内容量】
　にんにくオイル１９０ｍｌ×１本
　秘伝のたれ２００ｍｌ×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

健康成分アホエンを抽出した風味香るガーリック。健
康に良いだけでなく美味しさも追求した健康オイルと
独自配合のにんにく風味醤油たれのセットです。桐箱
入りで贈り物に喜ばれる商品。
【提供元】えがちゃん農園

10,000
Ｃ－０９６．柚子こしょう＆ゆず果
汁パウダーセット

【内容量】
　柚子こしょう（青）POWDER10g×1
　柚子こしょう（赤）POWDER10g×1
　ゆず果汁パウダー20g×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

柚子こしょうは、自家柚子園で育てた香りの最盛期に
収穫した柚子を。唐辛子は、佐賀県内の契約農家で
太陽いっぱいに浴びいた旬のものを。パウダータイプ
で、ふりかけるだけの粉末柚子こしょうです。天ぷらや
野菜スティック、鉄板焼きなどにも塩の代わりにご利
用下さい。
【提供元】川原食品（株）

10,000
Ｃ－０９７．佐賀の美味しい醬油
セットＡ

【内容量】
　こいくち(寿)　1Ｌ×1本
　かつおだし醤油　1Ｌ×2本
　佐賀のえびす醤油　1Ｌ×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

九州の人に愛され、好まれている甘口の寿醤油。薄
塩で卵かけご飯にぴったりのかつおだし醤油。すき焼
きや煮物などには、そのまま使え便利なえびす醤油。
【提供元】（有）池田醤油醸造店

10,000
Ｃ－０９９．ステーキソースセット
＆飲む果実酢Ａ

【内容量】
　ステーキソース　３１４ｍｌ×1本
　和風ドレッシング２１５ｍｌ×1本
　生姜バーモント　３００ｍｌ×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

レストランのシェフ手づくり
佐賀の甘い玉葱ベースのステーキソースは焼き肉の
たれにも最適
飲む酢はヨーグルトやアイスクリームのソースでも美
味。
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館

10,000
Ｃ－１００．ステーキソースセット
＆飲む果実酢Ｂ

【内容量】
　ステーキソース３１４ｍｌ×1本
　フレンチドレッシング２１５ｍｌ×1本
　ゆずバーモント３００ｍｌ×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

レストランのシェフ手づくり
佐賀の甘い玉葱ベースのステーキソースは焼き肉の
たれにも最適
飲む酢は牛乳に加え混ぜればヨーグルト風味が楽し
めます。
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館

10,000
Ｃ－１０１．富士町産　ゆずポン酢
６本セット

【内容量】
　ゆずぽん酢(200ml）×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

自然豊かな佐賀市富士町の柚子をピューレ状にして
使っています。果実の存在感たっぷり！あごだしの旨
味で素材本来の味を際立たせる、贅沢な一品です。
【提供元】佐星醤油㈱

10,000
Ｃ－１０２．友幸素濃縮トマト調味
料５個セット

【内容量】
　600ｇ×５個
【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

「じゅんかん育ちin佐賀」ブランドは、太陽の恵みと微
生物の力を借りて栽培した「じゅんかん農法育ち」の
「友幸素トマト」。採れたてのトマトを低温スチーム加熱
して旨味を熟成し、濃縮しました。
【提供元】友幸素舎

10,000
Ｃ－１０３．成人の紙　ｍｉｌｅｐａｐｅｒ
ｂｏｏｋ

【内容量】
　ポストカード3枚（活版印刷入り）
　記憶の記録
　両親への手紙
　○年後の目標（各1枚）
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約2週間

300年の歴史と今だかつて原料の「梶の木」の栽培か
ら紙すきまで、一貫して製造しております。残す紙をコ
ンセプトに、人生の節目の思いや記憶を思い出の品と
ともに、本棚にしまっておける本。思いをつなぐ本とし
て…。【佐賀県重要無形文化財】
【提供元】名尾手すき和紙



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

10,000
Ｃ－１０４．結婚の紙　ｍｉｌｅｐａｐｅｒ
ｂｏｏｋ

【内容量】
　ポストカード3枚（活版印刷入り）
　未来への手紙（1枚）
　記憶の記録（2枚）
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約2週間

300年の歴史と今だかつて原料の「梶の木」の栽培か
ら紙すきまで、一貫して製造しております。残す紙をコ
ンセプトに、人生の節目の思いや記憶を思い出の品と
ともに、本棚にしまっておける本。思いをつなぐ本とし
て残しておきたい…【佐賀県重要無形文化財】
【提供元】名尾手すき和紙

10,000
Ｃ－１０５．出産の紙　ｍｉｌｅｐａｐｅｒ
ｂｏｏｋ

【内容量】
　ポストカード3枚（活版印刷入り）
　命名の紙、
　初めての手紙、
　足形の紙（各1枚）
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約2週間

300年の歴史と今だかつて原料の「梶の木」の栽培か
ら紙すきまで、一貫して製造しております。残す紙をコ
ンセプトに、人生の節目の思いや記憶を思い出の品と
ともに、本棚にしまっておける本。思いをつなぐ本とし
て残しておきたい…【佐賀県重要無形文化財】
【提供元】名尾手すき和紙

10,000
Ｃ－１０６．還暦の紙　ｍｉｌｅｐａｐｅｒ
ｂｏｏｋ

【内容量】
　ポストカード3枚（活版印刷入り）
　人生の教訓
　大切な人への手紙
　これまでの人生（各1枚）
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約2週間

300年の歴史と今だかつて原料の「梶の木」の栽培か
ら紙すきまで、一貫して製造しております。残す紙をコ
ンセプトに、人生の節目の思いや記憶を思い出の品と
ともに、本棚にしまっておける本。思いをつなぐ本とし
て残しておきたい…【佐賀県重要無形文化財】
【提供元】名尾手すき和紙

10,000
Ｃ－１１６．お墓の供養代行サー
ビス

【内容量】
年１回、生花のお供え物と共にご供養致
します。作業前と後の写真をお送りいたし
ます。
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、希望を伺いま
す

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。
お盆やお彼岸、年末の時期に年１回、生花のお供え
物と共にご供養致します。作業前と後の写真をお送り
いたします。
【提供元】(公社)シルバー人材センター

10,000
Ｃ－１２５．佐賀牛切り落とし（３２
０ｇ）

【内容量】
３２０ｇ
【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

日本を代表するブランド、“佐賀牛”。
切り落とし肉は色々なお料理に大活躍！！
【提供元】やまとフーズ

10,000
Ｃ－１２６．佐賀牛切り落とし　４０
０ｇ

【内容量】
佐賀牛切り落とし　400ｇ
【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

厳選された佐賀牛をたっぷり400ｇ。
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

10,000 Ｃ－１２８．大幸のすりごま　８袋

【内容量】
すりごま　白ごま85ｇ×4袋
すりごま　黒ごま85ｇ×4袋
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

お手軽、美味しい、香ばしい、鉄人シェフ御用達のす
りごまセットです。栄養価が高い胡麻をサラダや冷
奴、お味噌汁、ヨーグルトなどなんにでもさっとトッピン
グできます。
【提供元】三重津みやげホスムスカモス

10,000
Ｃ－１３２．池田屋カレー（３～４
人前）＆ソース２本

【内容量】
カレー：1箱650ｇ（3～4人前）
ソース：2本（300ml×2）
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約２週間

佐賀県産の玉ねぎ、人参を使用した野菜の甘みとカ
レーのスパイスが融合した池田屋カレーと佐賀県産
玉ねぎのうまみ薫る特性ジャポネソースのセット。ハン
バーグにはもちろん、揚げ物やサラダにもおすすめの
ソースです。カレーは池田屋オリジナルボックスでお
届けします。
【提供元】池田屋

10,000 Ｃ－１３３．佐賀牛切り落とし

【内容量】
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

日本を代表するブランド、”佐賀牛”。
切り落とし肉は色々なお料理に大活躍です！
【提供元】やまとフーズ

10,000
Ｃ－１３４．佐賀県産米 特Ａラン
ク食べ比べセット

【内容量】
佐賀県産さがびより２ｋｇ×２袋
佐賀県産夢しずく２ｋｇ×２袋
【受付期間】
2020年産米
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

２ｋｇ小分けした食べ比べセットです！

【提供元】（株）大坪米屋



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

10,000
Ｃ－１３６．佐賀県産さがびより無
洗米(2ｋｇ×4)

【内容量】２ｋｇ×４袋
無洗米２ｋｇをそのまま保存可能な密封
できるチャック付き袋で小分けしていま
す。
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約３週間

「さがびより」は平成２２年にデビューして日本穀物検
定協会が実施する2020年産『米の食味ランキング』
で11年連続の“特Ａ評価”を獲得。
１粒１粒がしっかりして、口にした瞬間甘み・香りが広
がります。こだわり農家から無洗米で出荷いたします。
【提供元】株式会社　五十鈴

10,000
Ｃ－１４１．芳醇な海苔麺２種と
もっちアスパラパスタ

【内容量】
海苔うどん(４０g×４束)２袋
海苔そうめん(４０g×４束)２袋
アスパラパスタ(４０g×４束)４袋
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約３週間

佐賀県産小麦粉に有明海産高級海苔を練り込み、
アスパラパスタは同小麦粉に佐賀県産アスパラガス
を練りこんだ、無添加・無着色で安心、安全、美味、
健康をモットーに、小さい子供さんからお年寄りまで美
味しく頂ける佐賀の彩健食です。
【提供元】有限会社　佐嘉の絲

10,000
Ｃ－１４２．佐賀黒毛和牛ビーフ
カレーと海苔うどん

【内容量】
佐賀黒毛和牛ビーフカレー(１８０ｇ)４箱
海苔うどん(４０g×４束)３袋
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約３週間

佐賀黒毛和牛の肉を使った濃くのある旨味たっぷり
のカレーと佐賀県産小麦粉に有明海産高級海苔を
練りこんだ、無添加・無着色の安心・安全・美味・健
康で栄養価の高い佐賀の彩健食です。
【提供元】有限会社　佐嘉の絲

10,000
Ｃ－１４３．サングリエ　ユイール
(ぼたん油)

【内容量】
1個　24ｇ
【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

本品は、佐賀県産の猪脂を中心に国産の猪油
100％を使用し、無添加の猪油100％の保湿クリー
ムです。
この製品は全国で唯一佐賀市の工場だけで製造さ
れているジビエの化粧品です。
ぼたん油(猪油)は人の肌に近い油とされているため、
お肌への浸透性が高く皮膚に潤いを与えます。皮膚
を保護し、乾燥　日焼けによるシミそばかすを防ぎま
す。
洗顔後や入浴後　全身にお使いいただけます。全て
優しい成分だけで作りました.。赤ちゃん、敏感肌の方
も安心してお使いいただけます。
合成保存料・着色料・香料不使用　　無添加
【提供元】ｃosmetic in　Aimi

10,000
Ｃ－１５０．ベジスープ　5種の野
菜スープ　30食入

【内容量】
８．４ｇ×３０食
【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

「佐賀県産アスパラガス」を使用したフリーズドライ
スープです。
具材には「国産」のタマネギ・ニンジン・キャベツ・ホウ
レン草を使用し、ポタージュ風のまろやかな風味に仕
上げました。
野菜たっぷりなので、“野菜不足が気になる方”や、
“手軽に野菜を摂りたい方”におすすめです。
お湯を注ぐだけで簡単に召し上がっていただけます。
【提供元】さが風土館季楽

10,000
Ｃ－１５１．季楽オリジナルドレッシ
ング詰合せ（６本）

【内容量】
２００ml×６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

「さが風土館季楽  直販本店」オリジナルドレッシング
の詰合せになります。
「オニオンドレッシング」は、佐賀県産玉ねぎをたっぷ
り使用した和風ドレッシングです。野菜サラダやハン
バーグ・カルパッチョによく合います。
「トマトドレッシング」は、佐賀県産フレッシュトマトをたっ
ぷりと使用したドレッシングです。野菜サラダや冷しゃ
ぶ、パスタによく合います。
「グリーンアスパラソース」は、佐賀県産グリーンアス
パラガスをたっぷり使用した、さっぱりレモン風味の
ソースです。さっぱり焼肉のタレや野菜サラダ・カル
パッチョによく合います。
【提供元】さが風土館季楽

10,000
Ｃ－１５６．ドリップカフェ  詰合せ
50ｐ入り

【内容量】
レギュラーコーヒー8.5ｇ×50ｐ
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１０日

佐賀でコーヒーの自家焙煎を始めて６０有余年。長く
培われた焙煎技術で焼き上げたコーヒー豆を新鮮な
味わい・風味のままドリップカフェに作り上げました。こ
の商品は熱湯はもちろん保温ポットなどの８０℃台の
お湯でもおいしく抽出できるドリップコーヒーです。冷め
ても最後まで美味しく頂けます。　すうぃーとねすブレ
ンドは、豊かな香りとまろやかさとほんのりとした甘味が
特徴。りっちねすブレンドはしっかりとしたコクと味のキ
レが特徴。
【提供元】いづみやコーヒーロースターズ㈱

10,000
Ｃ－１５８．カフェインレスドリップカ
フェ詰合せ　30ｐ入り

【内容量】
レギュラーコーヒー10ｇ×30ｐ
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１０日

佐賀でコーヒーの自家焙煎を始めて６０有余年。長く
培われた焙煎技術で焼き上げたカフェインレスコー
ヒー（＝デカフェ）豆を新鮮な味わい・風味のままドリッ
プカフェに作り上げました。カフェインレスなのにしっか
りとコーヒーの香り・味わいが楽しめます。この商品は
熱湯はもちろん保温ポットなどの８０℃台のお湯でもお
いしく抽出できるドリップコーヒーです。冷めても最後ま
で美味しく頂けます。
【提供元】いづみやコーヒーロースターズ㈱



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

10,000
Ｃ－１５９．飲む果実酢 特選 5本
セット

【内容量】
ぶどう・みかん・生姜・かりん・ゆず 各
120ml入り5本セット
【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

創業180年を越える佐賀市の老舗酢蔵右近酢謹
製。
5種の国産くだものの果汁を飲みやすくおいしい飲む
果実酢ドリンクに仕上げました。
5倍に薄めてお召し上がりください。
ラッピングなし。風呂敷は同梱します。
【提供元】株式会社佐賀美装

10,000
Ｃ－１６０．佐賀県産　豚ももスラ
イス　2kg

【内容量】
豚ももスライス　500g　×4個
【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

佐賀の豊かな大地で育った安心安全の佐賀県産豚
100％をたっぷり2kｇおとどけ。
厳しい飼育管理による生産者様の思いがこもった一
品をふるさと佐賀からお届け致します。
精肉のプロにより丁寧に美しくスライスされたもも肉の
ジューシーな旨みをお楽しみください。
【提供元】三重津みやげホスムスカモス

10,000
Ｃ－１６２．佐賀県産「さがびより」
白米（２Kg×４）

【内容量】
精米してすぐの白米２ｋｇをそのまま保存
できる密封されたチャック付き袋で小分
けしてます。（２ｋｇ×４）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約２～３週間

「さがびより」は平成２２年にデビューして日本穀物検
定協会が実施する2020年産『米の食味ランキング』
で11年連続の“特Ａ評価”を獲得。１粒１粒がしっかり
して、口にした瞬間、甘み・香りが広がります。こだわり
農家１軒から出荷いたします。
【提供元】株式会社　五十鈴

10,000
Ｃ－１６６．佐賀県産「さがびより」
玄米　１０ｋｇ（５ｋｇ×２）

【内容量】
「さがびより」玄米　１０ｋｇ（５ｋｇ×２）
【発送期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約２～３週間

「さがびより」は平成２２年にデビューして日本穀物検
定協会が実施する2020年産『米の食味ランキング』
で11年連続の“特Ａ評価”を獲得。１粒１粒がしっかり
して、口にした瞬間甘み・香りが広がります。こだわり
農家が「玄米」で食べていただきたく育てた自信作で
す。
【提供元】株式会社　五十鈴

10,000
Ｃ－１６８．佐賀県産「ひのひか
り」玄米　１０ｋｇ（５ｋｇ×２）

【内容量】
「ひのひかり」玄米　１０ｋｇ（５ｋｇ×２）
【発送期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約２～３週間

「色つや・うま味・粘り」三拍子そろった、佐賀を代表
するお米です。食の安全にこだわった農家の逸品！
自信を持って「玄米」で出荷いたします。
【提供元】株式会社　五十鈴

10,000
Ｃ－１６９．さが錦・昔風味の小城
羊羹詰合せ

【内容量】
４本入
【発送期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１０日

伝統のお菓子「さが錦」と昔風味の小城羊羹の詰合
せです。
【提供元】株式会社　村岡屋

10,000
Ｃ－１７７．和紅茶ブレンダー厳
選　ブレンド和紅茶セット

【内容量】
くれは特選和紅茶
　「天香」40ｇ缶入り
　「隼人」40ｇ缶入り
　「草薙」50ｇ缶入り
【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
※お申し込みが集中したため、順次発送
しておりますが、お届けまでに１～２カ月
ほどかかる場合がございます。ご了承くだ
さい。

和紅茶ブレンダー岡本が手がけた、ブレンド和紅茶の
セレクトセット。和紅茶専門店のオーナーによる渾身
のブレンドをお楽しみ下さい。
【提供元】和紅茶専門店　紅葉

10,000

東京にある佐賀産『ふもと赤鶏』のみを使用した焼き
鳥店。佐賀産野菜なども取り扱い、佐賀の銘酒も多
数楽しめます。東京で佐賀市を楽しめるお店となって
おります。
ふもと赤鶏をメインに佐賀のとれたて野菜も味わえる
ボリュームたっぶりのセットメニューをご堪能下さい。
【ご利用可能佐賀県三瀬村ふもと赤鶏５店舗】
【田町本店】
東京都港区芝浦3-11-10　エタニビルB1　TEL03-
5419-4101
【丸の内店】
東京都千代田区丸の内2-2-1　岸本ビルヂングB1
TEL　03-3211-1150
【八重洲店】
東京都中央区八重洲1-3-17
TEL　03-5542-1088
【西新宿店】
東京都新宿区西新宿1-14-6　新宿西勢ビル4F
TEL　03-6279-4132
【馬喰町店】
東京都中央区日本橋馬喰町1-4-3　共栄ビル1F
TEL　03-6661-1756
【提供元】
株式会社fun function

【内容量】
食事券（2名様）
【セット内容】
・有明海苔の紅しょうがキャベツ
・佐賀産ふもと赤鶏の「ハツテキ」
・佐賀直送！本日の焼野菜
・佐賀産ふもと赤鶏の「チキン南蛮」
・佐賀産ふもと赤鶏の「串焼き7本盛り」
【有効期限】
食事券に印字された日から３か月以内
【受付期間】通年
【配送方法】　チケット配送
【発送時期】入金確認後、約2週間
【注意事項】
※季節によりメニューの変更がございま
す。ご了承ください。
※セットメニュー以外のご注文は別料金
となります。
※混み合う時間帯や下記以外の休業
（年末年始、臨時休業等）もございます
ので、前日までのご予約をお願いしま
す。
※ディナータイムのみのご利用で、ランチ
タイムでのご利用はできません。
※画像はイメージです。実際の内容と異
なる場合があります。

Ｃ－１７４．佐賀県三瀬村ふもと
赤鶏食事券 佐賀市ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

10,000
Ｃ－１７９．ベジスープ　30食セッ
ト

【内容量】
8.4ｇ×15食
8.3ｇ×15食
【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

「佐賀県産アスパラガス」を使用したフリーズドライ
スープ「５種の野菜スープ」と「佐賀県産トマト」を使用
したフリーズドライスープ「トマト入りたまごスープ」の２
種詰合せです。
お湯を注ぐだけで簡単に召し上がっていただけます。
【提供元】さが風土館季楽

10,000
Ｃ－１８０．トマト酢を使って育てた
夢しずく特A　玄米５kg

【内容量】
玄米５kg
産地：佐賀市川副町
【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

佐賀市南部に広がる佐賀平野の肥沃な土壌で、減
農薬栽培の認証を受けて栽培したお米に、光樹とま
と生産者「古賀とまと農園」の国内で一番旨味が強い
と言われるサンロードトマトを原料に使ったトマト酢を散
布して育てました。
トマト酢を散布した古賀とまと農園の「トマト」が果実の
旨味・甘味を増すことからヒントを得て、お米の栽培に
も活用しています。
『味』にこだわり続けて栽培してきたプロのトマト農家が
本気でお米と向き合って作り上げた古賀とまと農園の
一味違ったお米です
【提供元】（株）サインズ

10,000
Ｃ－１８１．トマト酢を使って育てた
夢しずく特A　白米4.5kg

【内容量】
精米4.5kg
産地：佐賀市川副町
【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

佐賀市南部に広がる佐賀平野の肥沃な土壌で、減
農薬栽培の認証を受けて栽培したお米に、光樹とま
と生産者「古賀とまと農園」の国内で一番旨味が強い
と言われるサンロードトマトを原料に使ったトマト酢を散
布して育てました。
トマト酢を散布した古賀とまと農園の「トマト」が果実の
旨味・甘味を増すことからヒントを得て、お米の栽培に
も活用しています。
『味』にこだわり続けて栽培してきたプロのトマト農家が
本気でお米と向き合って作り上げた古賀とまと農園の
一味違ったお米です
【提供元】（株）サインズ

10,000
Ｃ－１９７．KUREHAの【無添加ド
レッシング】３本

【内容量】 200ｍｌ、3本
※ドレッシングの種類は、人参、玉葱、
葱、蕃茄（とまと）、橙、檸檬の中からこち
らでお選び致します。
※季節や天候により内容が変更になりま
す。
【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

佐賀県佐賀市の風情溢れる川上峡で絶大な人気を
誇る「山カフェレストランKUREHA」。鍋島家の旧別荘
地を利用して造られ、１万５０００坪もの広大な敷地を
もつ日本庭園「十可苑」に隣接されたKUREHAは、四
季折々の絶景を眺めながらゆっくりとお食事がお楽し
みいただけるレストランです。
人参、玉葱、葱、蕃茄（とまと）、橙、檸檬のオリジナ
ルドレッシングをお作りしております。通常のドレッシン
グの約３倍近くの野菜を凝縮しているため、野菜本来
の美味しさと栄養を十分に活かしたドレッシングです。
その優しく自然な味わいは、大人の方にはもちろんお
子様にも大人気です。サラダに使用するだけではなく
お肉や魚のグリル、カルパッチョやパスタ、炒め物や
鍋料理など様々なシーンでお使い頂ける、まさに万能
な魔法のドレッシングです。
【提供元】㈱Saga story

10,000
Ｃ－１９８．佐賀産熟成お酢使用
【佐賀野菜のピクルス】３本

【内容量】　220ｇ、固形量100ｇ、３本
・ミニトマトのピクルス・大豆のピクルス・ア
スパラガスのピクルス・蓮根のピクルス・
女山大根のピクルス・緑のミックスピクル
ス（じゃがいも、胡瓜、ブロッコリー、蓮
根、かぼちゃ、黄パプリカなど）・赤のミッ
クスピクルス（じゃがいも、さつまいも、人
参、大根、赤パプリカなど）
※上記よりおまかせでご用意致します。
※季節や天候により内容が変更になりま
す。
【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

佐賀県佐賀市の風情溢れる川上峡で絶大な人気を
誇る「山カフェレストランKUREHA」。鍋島家の旧別荘
地を利用して造られ、１万５０００坪もの広大な敷地を
もつ日本庭園「十可苑」に隣接されたKUREHAは四季
折々の絶景を眺めながらゆっくりとお食事がお楽しみ
いただけるレストランです。
佐賀県の恵まれた豊かな風土で愛情たっぷりに育て
られた野菜を、旬の時期に収穫し新鮮なうちにピクル
スに仕上げました。お酢は１８３２年に佐賀で創業さ
れ、歴史ある酒造酢メーカーの右近酢の熟成させた
お酢と、塩は佐賀一の塩を使用。まさに佐賀ブランド
のピクルスです。野菜の個性を活かし野菜と健康を
楽しんで頂けるように、心を込めて一瓶々丁寧に漬け
込みました。
【提供元】㈱Saga story

大阪府豊中市にある肉の専門店が経営する、佐賀
牛の焼肉店。直接、せりで買い付けた佐賀牛とリピー
ターの多いお米「さがびより」のランチセット（２名様）を
是非ご堪能下さい。
【セット内容】
佐賀牛（赤身）100ｇ、白ごはん（さがびより）、サラ
ダ、一品、スープ×２名様
※お肉は、ご自身で焼いていただきます。
【焼肉たか橋】
大阪府豊中市夕日丘２－１７－１
ホワイトボックス１階
ＴＥＬ　０６－６８５６－１２００
【ご利用いただける時間帯】
11時半～14時（13時半オーダーストップ）
【注意事項】
※ドリンクは別料金となります。
※画像はイメージです。実際の内容と異なる場合が
あります。
※混み合う時間帯や年末年始、臨時休業等もござい
ますので、事前のご予約をお奨めします。
【提供元】高橋ミート株式会社

Ｃ－１８２．佐賀牛ふるさとランチ
食事券（２名様）【佐賀市物産販
売協力店】

【内容量】
食事券（2名様）
【セット内容】
内容：佐賀牛（赤身）100ｇ、白ごはん（さ
がびより）、サラダ、一品、スープ×２名
様
※お肉は、お客様ご自身で焼いていただ
きます。
【有効期限】
食事券に印字された日から6か月以内
のご利用
【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

10,000



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

10,000
Ｃ－１９９．KUREHAの【人に優し
いスープ】５袋

【内容量】　180ｇ、5袋
【スープの種類】
・人参・玉葱・かぼちゃ・トマト・ブロッコ
リー・キャベツと有田鶏・ナップエンドウ・さ
つまいも・じゃがいも・キャベツとベーコン
※上記よりおまかせでご用意致します。
※季節や天候により内容が変更になりま
す。
【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

佐賀県佐賀市の風情溢れる川上峡で絶大な人気を
誇る「山カフェレストランKUREHA」。鍋島家の旧別荘
地を利用して造られ、１万５０００坪もの広大な敷地を
もつ日本庭園「十可苑」に隣接されたKUREHAは四季
折々の絶景を眺めながらゆっくりとお食事がお楽しみ
いただけるレストランです。
佐賀県産野菜だけでお作りする「佐賀野菜のスープ」
は、一番美味しい旬の魅力をそのまま袋に詰め込み
ました。素材も佐賀の「一の塩」を使用する等、県産
品にこだわってお作りしました。炊いたご飯とチーズを
煮込んでリゾットにしたり、パスタソースなどにアレンジ
するのもおすすめです。
【提供元】㈱Saga story

10,000
Ｃ－２００．最高級佐賀牛合挽
【空翔ぶハンバーグ】３個

【内容量】180ｇ、数量３個
専用ジャポネソース付き
【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

佐賀県佐賀市の風情溢れる川上峡で絶大な人気を
誇る「山カフェレストランKUREHA」。鍋島家の旧別荘
地を利用して造られ、１万５０００坪もの広大な敷地を
もつ日本庭園「十可苑」に隣接されたKUREHAは、四
季折々の絶景を眺めながらゆっくりとお食事がお楽し
みいただけるレストランです。
そのＫＵＲＥＨＡで人気もさることながら№1のリピート率
を誇るのが空翔ぶハンバーグ。レストランのシェフが一
つ一つ丁寧に真心を込めて手作りし、名前の通りまる
で空を翔んでしまうようなふわふわの柔らかさが魅力
のハンバーグです。箸をいれた瞬間から伝わってくる
極上の柔らかさと佐賀牛合挽肉から溢れ出す肉汁
が、口にいれた瞬間からあなたを虜にします。ハン
バーグおひとつずつにお付けしている専用和風ジャポ
ネソースは無添加でお作りしており、肉の旨みを最大
限に引き出すKUREHAこだわりのソースです。
全国にファンをもつKUREHAのハンバーグを是非一度
ご賞味ください。
【提供元】㈱Saga story

10,000
Ｃ－２０１．佐賀産季節の旬野菜
10種類とドレッシング

【内容量】
年間200種類超の野菜の中から、無農
薬・露地栽培の季節の旬野菜10種類と
無農薬玉葱・ローズマリー等原材料にこ
だわった無添加ドレッシング(1本、
200ml)のセット
※写真は野菜の一例です。
受付期間：通年（数量限定）
【配送方法】
冷蔵
【発送時期】
入金確認後、約2週間

【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種類以上の露地栽
培野菜の中から、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、野菜一つ一つを丁寧に
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。
これらの野菜の中の玉葱とローズマリーを原材料に使
用し、食品添加物無添加のからだにやさしいこだわり
ドレッシングです。佐賀の有名レストラン・醤油屋さんと
のコラボ返礼品です。
【提供元】スローＷＯＲＫ大和

10,000
Ｃ－２０４．SM1a 有明鶏もも2
㎏！使い道いろいろ大満足♪

【内容量】
有明鶏もも2㎏
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約１ヶ月
※11月～1月お申込み分は2～3ヶ月程
度お時間をいただく場合がございます

・目利きの老舗精肉店が厳選　・美肌効果の高いコ
ラーゲンたっぷり　・カルシウム豊富な有明鶏　・疲労
回復にも効果的！
老舗精肉店が厳選したジューシーで柔らかな佐賀県
産「有明鶏」を2,000gをお届けします。体をつくる良
質なたんぱく質はもちろん、美肌効果の高いコラーゲ
ン、各種ビタミンやミネラルなど体がよろこぶ豊富な栄
養素がたっぷり。家族みんなが喜ぶ逸品です！モモ
肉だから、しっとりジューシー♪いろんなお料理で大
活躍間違いなしです。
【こだわりポイント！】
有明鶏は、全飼育期間、抗菌性物質を含まないカル
シウムを豊富に含んだ有明海産中心のカキガラを入
れた独自の飼料で飼育された高品質の若鶏です。徹
底した管理のもと、美味しさ、新鮮さにこだわってお届
けします。
【提供元】（株）スチームシップサガ

10,000
Ｃ－２０５．ST1aお米マイスター
厳選！さがびより　白米5kg

【内容量】
さがびより白米5kg
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１ヶ月

さがびよりは近年変動しやすくなった高温な夏場に対
応するため、佐賀県農業試験研究センターが10年も
の歳月をかけて作り上げました。口に入れた瞬間口
いっぱいに甘みが広がります！冷めてもおいしいた
め、お弁当にもピッタリです。まずはシンプルに白米だ
けで食べてみてください。本当においしいお米だと実
感できます！さがんもんが作り上げた努力の賜物を
是非ご賞味下さい！
当店では、お米マイスターでもある店主自らお米を厳
選しています！
ご注文をいただいてから精米し即日発送しています。
お米が届いてすぐ、精米したての絶品のお米をご堪
能いただけます！
【提供元】（株）スチームシップサガ



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

10,000
Ｃ－２１２．季楽オリジナルドレッシ
ング4本とベジスープセット

【内容量】
オニオンドレッシング×2本
トマトドレッシング×1本
グリーンアスパラソース×1本
5種の野菜スープ×3個
トマト入りたまごスープ×3個
【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

「さが風土館季楽  直販本店」オリジナルドレッシング
とフリーズドライスープの詰合せになります。
「トマトドレッシング」は、佐賀県産フレッシュトマトをたっ
ぷりと使用したドレッシングです。野菜サラダや冷しゃ
ぶ、パスタによく合います。「オニオンドレッシング」は、
佐賀県産玉ねぎをたっぷり使用した和風ドレッシング
です。野菜サラダやハンバーグ・カルパッチョによく合
います。「グリーンアスパラソース」は、佐賀県産グリー
ンアスパラガスをたっぷり使用した、さっぱりレモン風
味のソースです。さっぱり焼肉のタレや野菜サラダ・カ
ルパッチョによく合います。
「佐賀県産アスパラガス」を使用したフリーズドライ
スープ「５種の野菜スープ」と「佐賀県産トマト」を使用
したフリーズドライスープ「トマト入りたまごスープ」の２
種詰合せです。お湯を注ぐだけで簡単に召し上がって
いただけます。
【提供元】さが風土館季楽

10,000
Ｃ－２１４．佐賀牛ハンバーグ　３
枚

【内容量】
佐賀牛ハンバーグ（生）
180ｇ×3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
※ご依頼を受けてから製造します

佐賀牛を100％使用した手作りハンバーグ（生）。焼
き上げたハンバーグを割った時に出てくる肉汁を見る
と、食欲が止まりません。
※解凍せずに調理して、お召しあがりください。
【提供元】㈲福岡精肉・デリカ

10,000 Ｃ－２１５．ＧＲＡＮ　ＢＯＸ　Ｓ

【内容量】ＧＲＡＮ自家製グラノーラ
ストロベリー190ｇ
抹茶190ｇ
ピスタチオココナツ50ｇ
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約３週間

ＧＲＡＮの自家製グラノーラは、有機と無添加にこだ
わり厳選した食材を使用しています。食物繊維やカル
シウム、鉄分などを豊富に含み栄養価の高い食品の
グラノーラ。気分に合わせてお楽しみください。
【提供元】株式会社パロン

10,000
Ｃ－２１６．つぼ漬けカルビとピョン
さんのキムチＣコース

【内容量】
つぼ漬けカルビ　３枚（３００ｇ）
※米国又は豪州産牛肉使用
キムチ　２個（６００ｇ）
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約１０日

地元名水を利用した自家製タレに漬け込んだつぼ漬
けカルビ。自家製タレは毎日新しく作っています。
つぼ漬けカルビ・キムチ共その品質と味は、地元で10
年以上ご愛顧いただいています。
【提供元】百済

10,000 Ｃ－２１９．ありたどりむね（４kg）

【内容量】
４kg　(２０００g×２)
【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

〈ありたどり〉は佐賀のブランド鶏です。厳選した指定農
場で飼育しており安心品質を実現しており、飼料には
９０％以上植物原料飼料とケルプ混合発酵飼料（ケ
ルプとはハーブの一種として認められた昆布の事）を
与え、臭みがなく柔らかいのが特徴です。
【提供元】R's　company

10,000 Ｃ－２２０．ありたどりもも（２kg）

【内容量】
２kg　(２０００g×１)
【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

〈ありたどり〉は佐賀のブランド鶏です。厳選した指定農
場で飼育しており安心品質を実現しており、飼料には
９０％以上植物原料飼料とケルプ混合発酵飼料（ケ
ルプとはハーブの一種として認められた昆布の事）を
与え、臭みがなく柔らかいのが特徴です。
【提供元】R's　company

10,000 Ｃ－２２５．もち米甘酒

【内容量】
もち米甘酒(500ml×4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

佐賀県産ヒヨクモチを原料に使用したもち米甘酒で
す。
【提供元】㈱イケマコ

10,000
Ｃ－２２６．和紅茶ティーバッグ飲
み比べセット

【内容量】
和紅茶ティーバッグ　１０包入り×5種類
【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
※お申し込みが集中したため、順次発送
しておりますが、お届けまでに１～２カ月
ほどかかる場合がございます。ご了承くだ
さい。

便利な和紅茶のティーバッグがよりどり５種類楽しめ
るセットです。。
【提供元】和紅茶専門店　紅葉

10,000
Ｃ－２２７．簡単割るだけ！和の
チャイシロップ2本セット

【内容量】
和シロップ300ｍｌ×2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
※お申し込みが集中したため、順次発送
しておりますが、お届けまでに１～２カ月
ほどかかる場合がございます。ご了承くだ
さい。

人気の和のチャイが、簡単に割るだけで作れるシロッ
プ。店長岡本が納得できる素材のみを文字通り「厳
選」して作り上げました。紅茶、スパイスは無農薬もの
のみを仕様。 白砂糖、人工甘味料等を一切使用し
ておりません。
【提供元】和紅茶専門店　紅葉



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

10,000
Ｃ－２２８．佐賀牛を使った贅沢
ハンバーグ7個

【内容量】
１５０g×7
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1カ月
※年末年始のお申込みは2~3カ月かか
る場合がございます。

佐賀牛と佐賀産の豚肉を使用したハンバーグ。牧場
直営店の焼肉屋さんより伝統の味を受け継ぎ、絶妙
な配合比でふわふわと柔らかいハンバーグに仕上げ
ております。お子様からお年寄りの方まで幅広くご支
持頂いております。世界でも高評価のブランド牛、「佐
賀牛」の旨みとジューシーな肉汁をお楽しみ頂けま
す。贅沢なハンバーグをぜひご堪能下さい。
【提供元】やまとフーズ

10,000
Ｃ－２２９．平日薄暮ゴルフプレー
券　カート無

【内容量】
プレー券１枚（1名のみ利用可）
平日薄暮限定、9H
セルフ、カート無
【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
※プレー券到着後、事前予約をお願い
いたします。ご予約の際、プレー券のご
使用をお伝えください。
※その他当返礼品の詳しい内容やご不
明な点等は、提供元へお尋ねください。

佐賀市三瀬村、背振・北山県立自然公園の中央、
人造湖では九州屈指の北山ダムのほとりにある１８
ホール。１００万㎡の広大な自然の中に、贅沢とも思
われるレイアウト、九州では有数の７,０６１ヤードのロン
グコースです。標高４００ｍの位置でありながら、広く
てフラットなコースは、ビギナーから上級者でも楽しめ
る本格派のコースです。各ホールに亘り多彩な攻め
のルートが秘められ、豪快さの中にも繊細な頭脳的プ
レーが要求されるとともに、２ベントグリーンを採用した
コースにきっと挑戦意欲をかき立てられることでしょ
う。夏は特に涼しく、最高の環境でプレーを楽しめま
す。
【プレー券】※返金・換金・釣銭・転売不可
※プレー券は当日受付時にご提出いただきますの
で、大切に保管ください。ご提出がない場合は実費負
担となります。なお、紛失、破損等による再発行はい
たしません。
【提供元】北山カントリー倶楽部

10,000
Ｃ－２３３．有機栽培 桑の葉青
汁（2個セット)

【内容量】 100g×2個セット
【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
【賞味期限】製造日から2年

クセも少なく、桑の葉を活かした青汁です。
有機JASの認定を受けた日本国内で栽培された原
材料を100％使用した純国産の有機栽培茶。化学
肥料は使用せず、有機肥料のみで育て上げ、遺伝子
組み換えは一切行われていません。安全安心で体と
自然に優しい素材を厳選しております。
【提供元】がばい農園株式会社

10,000
Ｃ－２３７．お正月用杵つき丸餅
12P

【内容量】丸餅60個（45g×5個入り×
12ﾊﾟｯｸ）
【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

◆もち米収穫量国内第2位の佐賀県。脊振山(せふり
さん)系の清らかな水と肥沃な土壌に育まれた佐賀
産餅米は、柔らかく「ひき」や「ねばり」、「ふくらみ」等、
高い評価を受けています。
◆つきたてを瞬間冷凍保存するため、保存料等は使
用していません。
◆急速冷凍したお餅をクール便でお届けいたします。
ご家庭のの冷凍庫で保存できます。11月、12月はお
届けにお時間を要しますので、お正月用には早めの
お申込みをおすすめいたします。
【提供元】旬菜舎さと山

10,000
Ｃ－２３８．よもぎ餅（粒あん入り）
12P

【内容量】
よもぎ餅48個（45g×4個入り×12ﾊﾟｯ
ｸ）
【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

◆国産よもぎと、佐賀県産もち米を杵でつきあげまし
た。どこか懐かしいほのかなよもぎの香りがするお餅
と、程よい甘さの餡とのコラボをお楽しみください。
◆つきたてを瞬間冷凍保存するため、保存料等は使
用していません。
◆急速冷凍したお餅をクール便でお届けいたします。
ご家庭の冷凍庫で保存ができます。11月、12月はお
届けにお時間を要しますので、お正月用には早めの
お申込みをおすすめいたします。
【提供元】旬菜舎さと山

10000
Ｃ－２３９．杵つき丸餅6P＆粒あ
ん入りよもぎ餅6Pセット

【内容量】
丸餅30個（45g×5個入り×6ﾊﾟｯｸ）
よもぎ餅24個（45g×4個入り×6ﾊﾟｯｸ）
【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

◆もち米収穫量国内第2位の佐賀県。脊振山(せふり
さん)系の清らかな水と肥沃な土壌に育まれた佐賀
産餅米は、柔らかく「ひき」や「ねばり」、「ふくらみ」等、
全国で高い評価を受けています。この白餅と、国産よ
もぎ使用の粒あん入りよもぎ餅をセットにしました。
◆つきたてを瞬間冷凍保存するため、保存料等は使
用していません。
◆急速冷凍したお餅をクール便でお届けいたします。
ご家庭の冷凍庫で保存ができます。11月、12月はお
届けにお時間を要しますので、お正月用には早めの
お申込みをおすすめいたします。
【提供元】旬菜舎さと山

10,000
Ｃ－２４１．三瀬村産「コシヒカリ」
５ｋｇ

【内容量】
「コシヒカリ」白米5K　×1袋
【産年】2020年産
【発送期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約２週間

「希少！！三瀬村産コシヒカリ」　山のお米は美味しい
とよく言われますが、その美味しい訳はお米が育つ自
然環境にあります。標高400m、寒暖の差が大きい気
温、清らかな清流、澄み切った空気の中で育ったの
三瀬高原のお米は、佐賀の有名鰻店が使用するほ
ど。また、冷めても美味しく、お弁当やおにぎりにも最
適です。一度お召し上がりください。
【提供元】旬菜舎さと山



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

10,000 Ｃ－２４２．薪の王様「樫」

【内容量】
【大割】
●長さ：約33cm
●重量：約12kg
●樹種：樫
【発送期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約３週間
＊到着日の指定は出来ません。

佐賀市三瀬村の大自然で育った「薪の王様」と言わ
れる樫の木を1年掛けて乾燥させた、厳選薪をお届
けいたします。（到着後すぐに使用できます。）
重さは水分量等によって違ってきますが、約12キロ
前後です。
１年じっくり乾燥させた軽さのある良い薪です。
カシは比重が高いため、火持ちが良く長時間火を楽し
めます。
火力もありススもあまり出ませんが、着火はよくありま
せん。焚き付け用の薪で火をおこし、良く燃えている
火の中へ入れることをお勧めします。
焚き木は自然の商品です。小さな虫が潜り込んでい
る場合やゴミ、カビ、汚れが付着している場合がありま
す。ご了承ください。
【提供元】旬菜舎さと山

10,000 Ｃ－２４３．国産牛すじ串３２本

【内容量】
牛すじ串８本×４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

『国産牛すじ串』は安心安全な国産牛のアキレスや
スジ肉を自社工場にて職人が1本1本丁寧に手刺し
しております。
佐賀県内のスーパーを中心に販売しておりますが、
ふるさと納税返礼品だけの限定品です。
【提供元】　藤園食品

10,000
Ｃ－２５２．自家焙煎カフェインレ
スコーヒー（粉）

【内容量】
レギュラーコーヒーカフェインレス　200ｇ
×3袋入り（中挽き）
【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

佐賀でコーヒーの自家焙煎を始めて６０有余年。長く
培われた焙煎技術でカフェインレスコーヒー（＝デカ
フェ）を新鮮な味わい・風味のまま焼き上げました。カ
フェインレスなのにしっかりとしたコーヒーの香り・味わ
いが楽しめます。※粉（中挽き）でお届けします。
【提供元】いづみやコーヒーロースターズ㈱

10,000
Ｃ－２５３．自家焙煎カフェインレ
スコーヒー（豆）

【内容量】
レギュラーコーヒーカフェインレス　200ｇ
×3袋入り（豆）
【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

佐賀でコーヒーの自家焙煎を始めて６０有余年。長く
培われた焙煎技術でカフェインレスコーヒー（＝デカ
フェ）を新鮮な味わい・風味のまま焼き上げました。カ
フェインレスなのにしっかりとしたコーヒーの香り・味わ
いが楽しめます。※豆の状態でお届けします。
【提供元】いづみやコーヒーロースターズ㈱

10,000
Ｃ－２５４．佐賀牛ハンバーグ　8
個

【内容量】
佐賀牛ハンバーグ　150ｇ×8個
【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

最高級黒毛和牛「佐賀牛」を使用したハンバーグで
す。精肉販売のプロがつくる本物のハンバーグをお楽
しみください。
【提供元】三重津みやげホスムスカモス

10,000
Ｃ－２５５．米粉グルテンフリーパ
ンケーキミックス５袋

【内容量】
２００ｇ×５袋
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

国産の米粉に有機ココナッツ粉を加えた無漂白グル
テンフリーのパンケーキミックスです。
【提供元】㈱佐賀美装

10,000
Ｃ－２５６．晩酌ｾｯﾄ　ｷｭｰﾌﾞ9種
TC-9

【内容量】
特吟貝柱粕漬・貝柱粕漬・海茸粕漬・数
の子粕漬・はがくれ漬（数の子入）・いか
ぶっかけ・たこ明太・たこ塩辛・いかゆず
こしょう　各50g　（数量限定）
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約2週間

創業以来８０有余年培ってきた粕漬技術を集結させ
て作り上げた竹八漬の詰合せです。伝統の味をかわ
いらしいキューブに入れ、お酒の肴にもピッタシの商
品になりました。
【提供元】㈱竹八

10,000
Ｃ－２５７．晩酌ｾｯﾄ　ｷｭｰﾌﾞ9種
FC-9

【内容量】
貝柱粕漬・海茸粕漬・数の子粕漬・はが
くれ漬（数の子入）・はがくれわさび(山海
漬）、うにくらげ(うにあえもの）・いかぶっ
かけ・たこ塩辛・いかゆずこしょう　各50g
（数量限定）
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約2週間

創業以来８０有余年培ってきた粕漬技術を集結させ
て作り上げた竹八漬の詰合せです。伝統の味をかわ
いらしいキューブに入れ、お酒の肴にもピッタシの商
品になりました。
【提供元】㈱竹八

10,000 Ｃ－２５８．佐賀牛入りすき焼き天

【内容量】
佐賀牛入りすき焼き天×12枚
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約2週間

すき焼きの割り下で佐賀牛とこんにゃく、ごぼう、玉ね
ぎを味付けし、魚肉すり身で揚げ蒲鉾に仕上げまし
た。
【提供元】野中蒲鉾（株）
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10,000
Ｃ－２５９．野中のうまいもの詰合
せ

【内容量】
おさしみ蒲鉾（赤1本、白1本）・肥前揚げ
（玉ねぎ１袋、れんこん１袋）・あべ川
ハーフ１個・チーズちくわ１本・新鮮練た
い１個
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約2週間

佐賀産の玉ねぎ、れんこんを使った肥前揚げや佐賀
のみで食べられているあべ川やでん粉を使っていな
いおさしみ蒲鉾など野中蒲鉾の人気のお品の詰合せ
です。賞味期限は製造日からおさしみ蒲鉾は１０日、
他のお品は30日となります。
【提供元】野中蒲鉾（株）

10,000
Ｃ－２６３．天使の希水 500ml×
24本

【内容量】
天使の希水 500ml×24本
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１か月

「天使の希水」は,九州脊振山系雷山の麓、佐賀市富
士町（旧北山）の森林に囲まれた深井戸から汲み上
げた非加熱天然水です。「天使の希水」は、飲料用と
しては勿論、幅広い年代の方のお肌のケア、目や皮
膚をプール等の塩素被害から守り予防のために、
ペットボトルのまま冷凍可能なので、熱中症対策にも
お奨めです。
【提供元】アースグロー株式会社

10,000
Ｃ－２６５．えつサブレ・佐賀菓子
詰め合わせB

【内容量】
えつサブレ10ケ、きんか糖（2匹入)3ケ、
丸ボーロ10ケ
【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

日本ではここ筑後川下流域だけに生息するまぼろし
の魚「えつ」。「えつ」には伝説もありその伝説にでてく
る不老不死の霊薬「フロフキ」の粉末の入ったかわい
い「えつ」の形をしたサブレです。
【提供元】佐賀市もろどみin食の会

10,000 Ｃ－２６６．菊芋茶１００ｇ×３袋

【内容量】
100g×3袋　数量限定
【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

☆食用の方法
○カレーライス・ハンバーグ・汁・煮物・サ
ラダ等には大さじ1杯
○納豆・ヨーグルトには、小さじ1杯程度
混ぜて料理にお使いください。

佐賀市北部の中山間産地、富士町や三瀬町で古く
から栽培されている菊芋は、消化吸収されにくい多糖
類のイヌリンを多く含み、血糖値の上昇抑制など健康
食材として注目されています。
生命力が強く、春先になれば発芽しますが、保存が
難しく、旬の時期にしか摂取ができないため、15%強
に乾燥させ菊芋をパウダーにしました。
１５０ｃｃのお湯に菊芋茶小さじ１杯を目安にお召し上
がりください。
【提供元】井樋商店

10,000 Ｃ－２６８．おかずプレート（クリ）

【内容量】
１枚
幅390ｘ奥行130ｘ厚み12ｍｍ
・寸法表示には多少の誤差があります。
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1ヶ月

家族での食卓や昼下がりのティータイム、お友達との
パーティーでお料理やおやつを引き立てるくれる長め
のトレイです。
薄く、そして浮いているような印象のある加工を施して
あります。
塗装はオイルフィニッシュです。

□ご購入の際の注意点
・天然無垢材ですので色合いや木目表情、節などの
個体差があります。
・熱や水分により割れが入ったり歪んだり反ったりする
ことがあります。
・写真と現物の木目は違います。
・電子レンジ、食器洗い乾燥機のご使用は、お避けく
ださい。
【提供元】栗秋木工

10,000
Ｃ－２６９．おかずプレート（チェ
リー）

【内容量】
１枚
幅390ｘ奥行130ｘ厚み12ｍｍ
・寸法表示には多少の誤差があります。
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1ヶ月

家族での食卓や昼下がりのティータイム、お友達との
パーティーでお料理やおやつを引き立てるくれる長め
のトレイです。
薄く、そして浮いているような印象のある加工を施して
あります。
塗装はオイルフィニッシュです。

□ご購入の際の注意点
・天然無垢材ですので色合いや木目表情、節などの
個体差があります。
・熱や水分により割れが入ったり歪んだり反ったりする
ことがあります。
・写真と現物の木目は違います。
・電子レンジ、食器洗い乾燥機のご使用は、お避けく
ださい。
【提供元】栗秋木工

10,000
Ｃ－２７０．おかずプレート（ｳｫｰﾙ
ﾅｯﾄ）

【内容量】
１枚
幅390ｘ奥行130ｘ厚み12ｍｍ
・寸法表示には多少の誤差があります。
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1ヶ月

家族での食卓や昼下がりのティータイム、お友達との
パーティーでお料理やおやつを引き立てるくれる長め
のトレイです。
薄く、そして浮いているような印象のある加工を施して
あります。
塗装はオイルフィニッシュです。

□ご購入の際の注意点
・天然無垢材ですので色合いや木目表情、節などの
個体差があります。
・熱や水分により割れが入ったり歪んだり反ったりする
ことがあります。
・写真と現物の木目は違います。
・電子レンジ、食器洗い乾燥機のご使用は、お避けく
ださい。
【提供元】栗秋木工
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10,000
Ｃ－２７５．山本海苔店　おつま
み海苔 5缶詰合せ

【内容量】
おつまみ海苔　各20ｇ
うめ味、明太子味、わさびごま味、おか
か味
【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

おつまみ海苔は一般的な味付け海苔よりも細いた
め、女性の方でも食べやすい形になっています。
有明海産の上質な海苔にわさびごまや明太子顆粒
をはさみ、風味豊かに仕上げました。
味がしっかりと付いているので、ビールや日本酒など
のお酒との相性も抜群。ざく切りにしてサラダやパス
タ、お茶漬けや和え物などにもお使いいただけます。

日本最大の海苔生産地である九州有明海。平成26
年（2014年）9月山本海苔店はこの有明海をのぞむ
佐賀市の久保泉第２工業団地に工場を建設。
日本最大の海苔生産地である佐賀に製造拠点を設
置することにより、生産者と消費者との距離を縮め、
上質の海苔を鮮度感のある品に作り上げます。
【提供元】山本海苔店

10,000
Ｃ－２７６．「梅の花」焼海苔・味
附海苔 袋入詰合せ

【内容量】
各6袋入（8切7枚）
【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

半世紀におよぶ山本海苔店のロングセラー「梅の
花」。
とろけるような口どけと香り高い風味が特徴の極上海
苔が気軽に味わえる、お手軽な、個食タイプのセット
です。

日本最大の海苔生産地である九州有明海。平成26
年（2014年）9月山本海苔店はこの有明海をのぞむ
佐賀市の久保泉第2工業団地に工場を建設。
日本最大の海苔生産地である佐賀に製造拠点を設
置することにより、生産者と消費者との距離を縮め、
上質の海苔を鮮度感のある品に作り上げます。
【提供元】山本海苔店

10,000
Ｃ－２７７．「紅梅」焼海苔・味附
海苔 小缶詰合せ

【内容量】
各10袋詰（8切5枚）
【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

味わい深い焼海苔と弊社創製による味附海苔を一
人前ずつパックした特製銘々海苔「紅梅」。味、艶、
香りのバランスのとれた風味をお楽しみいただけま
す。

日本最大の海苔生産地である九州有明海。平成26
年（2014年）9月山本海苔店はこの有明海をのぞむ
佐賀市の久保泉第2工業団地に工場を建設。
日本最大の海苔生産地である佐賀に製造拠点を設
置することにより、生産者と消費者との距離を縮め、
上質の海苔を鮮度感のある品に作り上げます。
【提供元】山本海苔店

10,000
Ｃ－２７８．「紅梅」焼海苔詰合せ
30号

【内容量】
焼海苔　各10袋詰（8切5枚）
手巻き用焼海苔　3袋詰（2切5枚）
【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

味わい深い焼海苔と弊社創製による味附海苔を一
人前ずつパックした特製銘々海苔「紅梅」。味、艶、
香りのバランスのとれた風味をお楽しみいただけま
す。

日本最大の海苔生産地である九州有明海。平成26
年（2014年）9月山本海苔店はこの有明海をのぞむ
佐賀市の久保泉第2工業団地に工場を建設。
日本最大の海苔生産地である佐賀に製造拠点を設
置することにより、生産者と消費者との距離を縮め、
上質の海苔を鮮度感のある品に作り上げます。
【提供元】山本海苔店

10,000
Ｃ－２７９．「梅の蕾」バラエティ詰
合せ 30号

【内容量】
焼海苔　10袋詰（8切5枚）
おつまみ海苔　うめ味・おかか味各20ｇ
海苔茶漬　66ｇ（5.5ｇ入12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

味、艶、香りのバランスのとれた風味をお楽しみいた
だけます。
日本橋本店の「のれん」に使われている紺色をそのま
ま用い、老舗の高級感を表現。
のれんをくぐって店内に入る情景をイメージしておりま
す。

日本最大の海苔生産地である九州有明海。平成26
年（2014年）9月山本海苔店はこの有明海をのぞむ
佐賀市の久保泉第2工業団地に工場を建設。
日本最大の海苔生産地である佐賀に製造拠点を設
置することにより、生産者と消費者との距離を縮め、
上質の海苔を鮮度感のある品に作り上げます。
【提供元】山本海苔店

10,000
Ｃ－２８０．手軽にサッと！おにぎ
り海苔フィルム

【内容量】
25枚（2切）×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週間で発
送

有明海産の焼海苔を２切サイズにカット、おにぎり用
フィルムに入った品です。
 自宅で簡単にコンビニ風のおにぎりが作れます。 中
の具材が書けるシール付き！

日本最大の海苔生産地である九州有明海。平成26
年（2014年）9月山本海苔店はこの有明海をのぞむ
佐賀市の久保泉第2工業団地に工場を建設。
日本最大の海苔生産地である佐賀に製造拠点を設
置することにより、生産者と消費者との距離を縮め、
上質の海苔を鮮度感のある品に作り上げます。
【提供元】山本海苔店



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

10,000
Ｃ－２８１．有明海産 一番摘み
焼海苔 アルミパック入

【内容量】
板のり　15枚×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週間で発
送

有明海で採れた海苔を風味そのままにアルミパックに
とじこめた板のりです。
 山本海苔品質の口どけの良い海苔を厳選いたしまし
た。
ご飯はもちろんおもちに巻いていただくと、風味が一層
引き立ちます。

日本最大の海苔生産地である九州有明海。平成26
年（2014年）9月山本海苔店はこの有明海をのぞむ
佐賀市の久保泉第2工業団地に工場を建設。
日本最大の海苔生産地である佐賀に製造拠点を設
置することにより、生産者と消費者との距離を縮め、
上質の海苔を鮮度感のある品に作り上げます。
【提供元】山本海苔店

10000
Ｃ－２８２．佐賀県産玉ねぎのお
好み焼き３枚セット

【内容量】
430ｇ X　３枚
ソース・削り粉・青のり付
【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

佐賀県産の玉ねぎをたっぷりと使ったお好み焼き。鉄
板でじっくりと焼き上げるので、トロトロになった玉ねぎ
の甘味がソースと絡まって絶妙なハーモニーを味わ
えます。焼きあがってすぐに急速冷凍しているので、６
００Ｗのレンジで約９分温めるだけで、ご自宅でも焼き
立ての味が楽しめます。
【提供元】かばち

10000
Ｃ－２８４．ローストビーフブロック
250ｇ×2　 自家製ソース付

【内容量】
ローストビーフ(アメリカ産又はオーストラリ
ア産)５００ｇ（２５０ｇ×２）　　250ｇ×2
（自家製ソースは３００ｍｌ）
【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

ばってん酒蔵　などでの人気メニューを真空パックの
冷蔵便で届け致します。オリジナルレシピで作られる
ローストビーフは牛肉のうまみを凝縮したメニューで
す。
素材本来の品質や火の通しかた、味付けによって
ローストビーフの個性は異なりますが、当店では柔ら
かい素材を見極め、弱めでじっくり熱を加えます。
同梱の自家製ソースはオリジナルの和風ベースのた
れです。
【提供元】バッテン

10000
Ｃ－２８５．佐賀牛ももブロック
200ｇ

【内容量】
佐賀牛ももブロック　200ｇ
【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』はＪＡグループ佐賀管内の肥育農家、農場
で飼育された「黒毛和種」の中から、最高品質“５等
級（５区分）および、４等級の脂肪交雑（ＢＭＳ・霜降
り）-No７以上”の厳しい品質をクリアした黒毛和牛で
す。
濃厚な【霜降り】で有名な【佐賀牛】ですが、赤身の部
位【もも】ももちろんのおいしさと柔らかさです。
牛丼やカレー、ビーフシチュー、ステーキなど、用途
に合わせてカットしてお使いください。
【提供元】バッテン

10000
Ｃ－２８６．刷毛目フリーカップ
（黒）

【内容量】
1個
直径：８ｃｍ　高さ：９～１０ｃｍ
サイズ表示は全ておおよそのものです。
径･高さは最大部分で計測しています。
電子レンジ　可、食洗器　可
【受付期間】通年　　【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1か月（お
申し込み状況により、3か月要す場合が
あります）

ロクロを使わず、同じ厚みに伸ばした板状の土を貼り
合わせたりして成形し、「暮らしの中で愛でられる器」
がコンセプトの独創性あふれる作品は多くの人を魅了
しています。
板状の土に刷毛目を施して作ったフリーカップです。
たっぷり目サイズがお好みの方に最適です。
手作りですので写真とは多少様子が異なる事がござ
います。
【提供元】梶原妙子

10000
Ｃ－２８７．刷毛目フリーカップ
（茶）

【内容量】
1個
直径：８ｃｍ　高さ：９～１０ｃｍ
サイズ表示は全ておおよそのものです。
径･高さは最大部分で計測しています。
電子レンジ　可、食洗器　可
【受付期間】通年　　【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1か月（お
申し込み状況により、3か月要す場合が

ロクロを使わず、同じ厚みに伸ばした板状の土を貼り
合わせたりして成形し、「暮らしの中で愛でられる器」
がコンセプトの独創性あふれる作品は多くの人を魅了
しています。
板状の土に刷毛目を施して作ったフリーカップです。
たっぷり目サイズがお好みの方に最適です。
手作りですので写真とは多少様子が異なる事がござ
います。
【提供元】梶原妙子

10000
Ｃ－２８８．炭焼き「まこっちゃん」
うまうま焼き鳥Bセット

【内容量】
にんにく辛味噌味100g×2パック
塩こしょう味100g×2パック
柚子こしょう（青）×小1瓶
柚子こしょう（激辛赤）×小1瓶
【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

“脱サラオヤジの第二の挑戦”
大手運送会社勤務時代、九州各県で勤務、その
時々趣味でグルメ周りをしている中で、本場宮崎の炭
焼き焼き鳥に出会い、あまりの美味しさに感動して脱
サラ！即、宮崎で修行して完成した一品です。佐賀
県産若鶏を使用しているので柔らかくジューシーな歯
ごたえですので小さなお子様でも大丈夫です。是非、
お召し上がりください。柚子こしょうをかけて食べるのも
美味しいです。
【提供元】炭焼き　まこっちゃん

10,000
Ｃ－２８９．飲んで味わえる赤酢
赤鶴久あけづく

【内容量】
赤鶴久300ml×2本ｾｯﾄ
【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

酒粕を原料とした赤酢はお酢の種類の中でも貴重な
お酢です。
赤鶴久は香りも華やかで味わい深く上品な赤酢に仕
上がりました。
炭酸割りなど飲んで味わうのはもちろん、体に優しい
成分が多く含まれており、糖分や塩分を控えたい料
理にもご使用いただけます。
江戸末期創業の酒蔵の酒粕を2年以上熟成発酵。
昔ながらの醸造酢法「静置発酵法」で長期熟成発酵
して造った希少な赤酢です。
飲んで味わえる上品な赤酢の「赤鶴久あけづ」くは1
日10mlを目安に約30日分。
【提供元】ホンザン



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

10,000
Ｃ－２９０．生酒セット（純米大吟
醸和生・大和吟醸生）

【内容量】
純米大吟醸 和 生　720ｍｌ×1本
吟醸 大和 生　　　 720ｍｌ×1本
【受付期間】10月～2月
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約2週間

お酒の中に含まれる酵素と酵母が生まれており、熟
成した時の味わいの変化が楽しめるお酒です。
【提供元】大和酒造株式会社

10,000
Ｃ－２９４．佐賀牛入りうる寅ハン
バーグ７個

【内容量】
150ｇ*7個
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1ヶ月

佐賀で唯一の鉄板串焼き専門店が企画製造した佐
賀牛をふんだんに使ったｼﾞｭｰｼｰなﾊﾝﾊﾞｰｸﾞです。地
元の食材佐賀牛の特徴である甘みと深みのあるｼﾞｭｰ
ｼｰな肉汁たっぷりの挽肉と、赤身や豚肉・鶏肉や玉
ねぎ等を絶妙なﾊﾞﾗﾝｽで混ぜ合わせ、丁寧に手ごね
で形成致しています。保存しやすい真空ﾊﾟｯｸでおひ
とつずつ梱包となっており、湯せんしてご自宅でお召し
上がりください。
【提供元】株式会社　クーイング

10,000
Ｃ－２９５．ダ・ジーノのマルゲリー
タ２枚

【内容量】
2枚
直径約２０ｃｍ
【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

本場ナポリのピッツァをはじめとしたイタリアン料理が
大人気のピッツェリア・ダ・ジーノ。
ミシュランガイド掲載店のピッツェリアが作るマルゲリー
タ。
小麦粉・トマトソース・モッツァレラチーズはイタリア製
にこだわり佐賀県産のバジルを使用しています。
日本冷凍食品協会認定工場で製造しています。
【ピザを美味しく焼くポイント！】
1.冷凍されているピザをしっかり解凍してください。
2.フライパンでピッツァの裏側を少し焦げがつくくらい焼
いてください。
3.フライパンで焼いたピッツァを温めた魚焼きグリルに
入れ、チーズがグツグツするまで３～４分焼いたら出
来上がり。
【提供元】ピッツェリア・ダ・ジーノ

10,000
Ｃ－２９６．佐賀牛モモステーキ2
枚

【内容量】
佐賀牛モモステーキ100g×2
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1カ月

全国の銘柄牛の中でもトップクラスの最高肉質である
『5』等級及び『4』等級のＢＭＳ（脂肪交雑）『No.7』以
上の品質を誇る最高級の国産黒毛和牛と称される
佐賀牛。サーロインに続く、牛の腰からお尻にかけて
の大きな赤身で、モモ肉の特に柔らかい旨みのある
部分です。肉のきめが細かく、やわらかな赤身肉とし
ては味に深みがあり貴重な部位です。
【提供元】株式会社INDIGO

10,000
Ｃ－２９８．みつせ鶏素材 (もも
肉・むね肉) 1.3kg

【内容量】
もも肉 700g (3P) × 1袋
むね肉 600g (3P) × 1袋
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1カ月

九州産みつせ鶏(赤鶏銘柄鶏)は、フランス系譜の赤
鶏を親鶏に持ち、約80日の飼育期間でゆっくりと育
ち、生米糠・大麦・飼料米などの穀物主体の飼料を
与え、ほどよい歯ごたえと豊かな風味が特徴です。も
も肉・むね肉は使い勝手の良い一枚ずつ真空パック
にしています。
【提供元】株式会社　クーイング

10,000 Ｃ－２９９．GRAN　チョコバー　S

【内容量】
グラノーラチョコバー(ストロベリー)×4本
グラノーラチョコバー(ピスタチオ）×2本
グラノーラチョコバー(ナッツ）×2本
【受付期間】11月～3月

サイト掲載期間
11月～3月中旬
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約3週間

佐賀市内にあるグラノーラ専門店「ＧＲＡＮ」。
ＧＲＡＮの自家製グラノーラは、無添加にこだわり厳選
した食材を使用しています。
食物繊維やカルシウム、鉄分などを豊富に含み栄養
価の高い食品のグラノーラ。
ＧＲＡＮの中でもNO.1の人気を誇るグラノーラチョコ
バーも素材にこだわり手作りでおつくりしてます。
気分に合わせてお楽しみください。
【提供元】株式会社パロン

10,000
Ｃ－３００．佐賀ぜりぃ（佐賀マン
ダリン） 12個入

【内容量】
12個
1個当たり80g
【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

全国でも有数のみかんの産地 佐賀で育った濃厚
100％果汁を使ったゼリーです。
『佐賀マンダリン』は佐賀のみかんの中でも「みかんの
貴婦人」と称されます。その『佐賀マンダリン』本来の
味をギュッと閉じ込め、果肉のプリっとした食感と、濃
厚で、甘酸っぱい果汁をお楽しみいただけるゼリーで
す。
【提供元】㈲菓心まるいち

10,000
Ｃ－３０１．夢千鳥べっぴん御膳
内湯ご利用券

【内容量】
べっぴん御膳（1名様）
内湯ご入浴（１名様）
【受付期間】通年
【配送方法】チケット配送
【発送時期】入金確認後、約2週間

佐賀県産大豆と北海道産の厳選した黒豆大豆を使
用した「ざる豆腐」、旬の食材を存分に味わえる料理
をご用意しております。ラドンを含むぬる湯でリラックス
していただけます。

※ご利用の２日前までに要予約。
※画像は一例です。料理の内容は季節により変わり
ます。

【提供元】お宿夢千鳥



寄附金額 内容量等 説明

12,000
Ｃ２－００１.最高級佐賀牛合挽
【空翔ぶハンバーグ】4個

【内容量】180ｇ×4個（生）
  専用ジャポネソース付き
【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

レストランＫＵＲＥＨＡで№1の人気・リピート率を誇
るのが空翔ぶハンバーグ。
レストランのシェフが一つ一つ丁寧に真心を込め
て手作りし、名前の通りまるで空を翔んでしまうよう
なふわふわの柔らかさが魅力のハンバーグです。
ハンバーグひとつずつにお付けしている専用和風
ジャポネソースは無添加で作っており、肉の旨み
を最大限に引き出すKUREHAこだわりのソースで
す。
KUREHAのハンバーグを是非一度ご賞味くださ
い。
【提供元】Saga story

12,000
Ｃ２－００２．KUREHAの【人に優
しいスープ】6袋

【内容量】180ｇ×６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

佐賀県佐賀市の風情溢れる川上峡で絶大な人
気を誇る「山カフェレストランKUREHA」。
佐賀県産野菜だけでお作りする「佐賀野菜のスー
プ」は、一番美味しい旬の魅力をそのまま袋に詰
め込みました。
素材も佐賀の「一の塩」を使用する等、県産品に
こだわってお作りしました。
炊いたご飯とチーズを煮込んでリゾットにしたり、パ
スタソースなどにアレンジするのもおすすめです。
【提供元】Saga story

12,000
Ｃ２－００３．佐賀の昔菓子詰め
合わせ

【内容量】
逸口香1２個、逸口香柚子６個
丸ぼうろ1８個、黒棒１０個
【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

肥前地方の郷土菓子、逸口香・丸ぼうろ・黒棒の
詰合せです。原料にも拘り、佐賀産小麦粉に沖縄
産黒砂糖・麦芽水飴を使用し一枚一枚手焼きで
焼き上げました。
【提供元】（有）源八屋

12,000
Ｃ２－００５．みつせ鶏おにぎり・鯛
めしおにぎりセット

【内容量】
みつせ鶏おにぎり90ｇ×10個
鯛めしおにぎり90ｇ×10個
【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

みつせ鶏ガラでとったコクのあるダシで炊き込ん
だ、やさしく張りのある歯ごたえの鶏肉の甘味と風
味等豊かな味わいをお楽しみいただける「おにぎ
り」です。
真鯛の骨から出汁をとったコクのあるダシで炊き
上げ、鯛の豊かな味わいをお楽しみいただけるお
にぎりにしました。
【提供元】佐賀冷凍食品㈱

12,000
Ｃ２－００６．佐賀牛ハンバーグ
セット

【内容量】
佐賀牛ハンバーグ100ｇ×5個
【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

佐賀牛のミンチ肉を100％使用した佐賀牛ハン
バーグ。手ごねによるふんわり感とジューシーな
佐賀牛の旨味は贅沢そのもの。たしかな佐賀牛
ハンバーグが満喫頂けます。
【提供元】佐賀冷凍食品㈱

12,000
Ｃ２－００９．佐賀牛 カタロース
500g

【内容量】
佐賀牛 カタロース 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

肉質が5等級および4等級、霜降りの割り合いであ
る「BMS」が7以上のものだけが”佐賀牛”と名乗れ
ます。佐賀の肥沃な大地で育った和牛は艶サシ
と言われるきめ細やかな霜降りが全体に行き渡っ
ており、口に入れた瞬間からとろけるような柔らか
さと甘く深みのある上品な旨味と香りが自慢のお
肉です。やわらかい赤身に脂肪のサシが入ったカ
タロースをご満喫下さい。
【提供元】アースグロー株式会社

12,000
Ｃ２－０１２．飲むバラ　クイーン
ローズ

【内容量】
セイントローズ500ml×2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

最高級ダマスクローズの花びらから抽出したロー
ズエキスを使用した華やかでさわやかなローズス
パークリング飲料です。農薬不使用ダマスクロー
ズエキス、ヒアルロン酸（美容サポート成分）配
合、佐賀天山水系伏流水使用。特別な日に乾
杯。
【提供元】株式会社ローズテラス

12,000
Ｃ２－０１３．カッティングボード
ウイスキー（チェリー）

【内容量】
１枚
幅260ｘ奥行150ｘ厚み18ｍｍ
・寸法表示には多少の誤差があります。
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1ヶ月

パンやケーキなどを切りそのまま食卓へ。
ウイスキーボトルを模した形は使わない時、そっと
立てかけるだけでキッチンを華やかに楽しくしま
す。
塗装はオイルフィニッシュです。

□ご購入の際の注意点
・天然無垢材ですので色合いや木目表情、節な
どの個体差があります。
・熱や水分により割れが入ったり歪んだり反ったり
することがあります。
・写真と現物の木目は異なります。
・電子レンジ、食器洗い乾燥機のご使用は、お避
けください。
【提供元】栗秋木工

お礼の品



12,000
Ｃ２－０１４．カッティングボード
ウイスキー（ｳｫｰﾙﾅｯﾄ）

【内容量】
１枚
幅260ｘ奥行150ｘ厚み18ｍｍ
・寸法表示には多少の誤差があります。
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1ヶ月

パンやケーキなどを切りそのまま食卓へ。
ウイスキーボトルを模した形は使わない時、そっと
立てかけるだけでキッチンを華やかに楽しくしま
す。
塗装はオイルフィニッシュです。

□ご購入の際の注意点
・天然無垢材ですので色合いや木目表情、節な
どの個体差があります。
・熱や水分により割れが入ったり歪んだり反ったり
することがあります。
・写真と現物の木目は異なります。
・電子レンジ、食器洗い乾燥機のご使用は、お避
けください。
【提供元】栗秋木工

12,000
Ｃ２－０１５．佐賀牛ローストビーフ
250g　タレ付き

【内容量】
佐賀牛ローストビーフ250g　タレ付き
【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

柔らかい赤みの中にきめ細やかに風味ただよう脂
肪が入った見事な霜降り牛肉。
お届けは２５０ｇブロックを真空パックしております
ので、お好みの厚さにスライスしてお楽しみくださ
い。
【提供元】三重津みやげホスムスカモス

12,000
Ｃ２－０１６．はろうきてぃ海苔ちっ
ぷす6缶セット

【内容量】
各20ｇ
うめの味・ごまの味・ゆずはちみつの味・玄
米の味・ツナマヨの味・カレーの味
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間で発送

かわいくて、おいしい！HelloKittyとコラボレーショ
ン。香り豊かな上質の海苔にうめ、玄米、ごまなど
をまぶして、2枚合わせの短冊形に仕上げた「新
感覚のりおやつ」です。
ご家族みんなでお楽しみください。

創業以来の「海苔ひとすじ」のバックボーンには、
徹底した“品質主義”があります。それを支えてい
るのが「山本海苔店佐賀工場」です。
日本最大の海苔生産地である九州有明海。平成
26年（2014年）9月山本海苔店はこの有明海を
のぞむ佐賀市の久保泉第2工業団地に工場を建
設。
日本最大の海苔生産地である佐賀に製造拠点を
設置することにより、生産者と消費者との距離を
縮め、上質の海苔を鮮度感のある品に作り上げま
す。
【提供元】山本海苔店

12,000 Ｃ２－０１７．粉打四方鉢

【内容量】
1個
縦×横：１５．５ｃｍ×１５．５ｃｍ　高さ：５．
５ｃｍ
サイズ表示は全ておおよそのものです。
径･高さは最大部分で計測しています。
電子レンジ　可、食洗器　可
【受付期間】通年　　【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1か月（お申
し込み状況により、3か月要す場合があり
ます）

ロクロを使わず、同じ厚みに伸ばした板状の土を
貼り合わせたりして成形し、「暮らしの中で愛でら
れる器」がコンセプトの独創性あふれる作品は多く
の人を魅了しています。

表面に化粧土を打付けた　和食にも洋食にも使
いやすい四方鉢です。
手作りですので写真とは多少様子が異なる事がご
ざいます。
【提供元】梶原妙子

12,000
Ｃ２－０１８．柄違い姫四方鉢3点
セット

【内容量】
3個
縦×横：８．５ｃｍ×８．５ｃｍ　高さ：３．５ｃ
ｍ
サイズ表示は全ておおよそのものです。
径･高さは最大部分で計測しています。
電子レンジ　可、食洗器　可
【受付期間】通年　　【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1か月（お申
し込み状況により、3か月要す場合があり
ます）

ロクロを使わず、同じ厚みに伸ばした板状の土を
貼り合わせたりして成形し、「暮らしの中で愛でら
れる器」がコンセプトの独創性あふれる作品は多く
の人を魅了しています。

柄違いの小さめ四方鉢です。薬味を入れたり、お
手塩皿にしたり使い方はいろいろ３つ並べるとなん
となく楽しい姫鉢です。
手作りですので写真とは多少様子が異なる事がご
ざいます。
【提供元】梶原妙子

12,000
Ｃ２－０１９．佐賀産和牛うる寅ホ
ルモン入ハンバーグ５個

【内容量】
150ｇ*5個
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1ヶ月

松尾勝馬牧場で一頭一頭、愛情を込めて育てら
れた「佐賀産和牛」。その佐賀産和牛を使用した
ｵﾘｼﾞﾅﾙﾊﾝﾊﾞｰｸﾞに、佐賀産和牛ﾎﾙﾓﾝを加える
ことにより、さらにｼﾞｭｰｼｰ、ﾎﾙﾓﾝの旨み・食感を
存分に味わえるﾊﾝﾊﾞｰｸﾞに仕上げました。
【提供元】株式会社　クーイング

12,000
Ｃ２－０２１．シラ　シルキーボディ
ソープ　シラ　フェイシャルソープ

【内容量】
シラ　シルキーボディソープ　300ml　1個
シラ　フェイシャルソープ　200ml　1個
【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

シルキーボディソープは、一日かいた汗や皮脂汚
れを洗い落とします。
フェイシャルソープは、押すだけで濃密泡が出て
肌に負担をかけずに洗うことが出来ます。
【提供元】株式会社アルビータ



12,000
Ｃ２－０２２．みつせ鶏焼き (3種)
1,200g

【内容量】
塩焼き 200g × 2袋
柚子胡椒焼き 200g × 2袋
彩り七味焼き 200g × 2袋
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1カ月

解凍して焼くだけの、手軽で美味しいみつせ鶏焼
き３種です。
【塩焼き】食べ良いサイズの切り身を、オリジナル
の塩だれに漬け込みました。美味しい魚介類の宝
庫である玄界灘に浮かぶ加唐島で採れる海水塩
「一の塩」を使用した塩角のないすっきりとした味。
【柚子胡椒焼き】食べ良いサイズの切り身をオリジ
ナルのピリリとアクセントのある柚子胡椒だれにつ
けこみました。柚子胡椒に加え、柚子感の感じら
れる柚子チップを入れ、香り豊かに仕上げていま
す。
【彩り七味焼き】もも肉とむね肉を一口大にカット
し、七味をベースに黒ごま、あおさを加え調味した
味付け肉で、七味だけよりも香り高く、そして彩り良
く、風味豊かに仕上げています。
【提供元】株式会社　クーイング

12,000
Ｃ２－０２３．和栗かのこ（12個
入）

【内容量】
12個（大納言4個・とら豆4個・青えんどう4
個）
1個あたり90g
【受付期間】10月～2月14日
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

羊羹の町 佐賀で生まれたオリジナル羊羹です。
旬の和栗が丸々1個入ったモッチリ羊羹なので、
和栗の香り・味と羊羹の甘みがお楽いただけま
す。
また、大納言やとら豆、青えんどう等の豆を蜜で
煮た「かのこ豆」が入っているため、お豆の食感も
特長的です。
旬の味覚を楽しんでいただける逸品です。
この機会に佐賀に触れてみてください。
【提供元】㈲菓心まるいち



寄附金額 内容量等 説明

14,000
Ｃ３－００２．自宅で作る！みそ
作りセット２キロ×２個

【内容量】
蒸し大豆（佐賀県産）：１ｋｇ×２
米麹（佐賀県産）：８００ｇ×２
食塩（長崎県産）：２００ｇ×２
作り方の説明書：２枚
大豆を潰すための丈夫な袋：４枚
作ったみそがピッタリ入る専用容器：２個
【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

めんどうな下処理や道具も不要！初めての方で
も簡単に作れる、『みそ作りセット』です。
みそを手作りしてみたいけど、材料の準備も大変
そうだし、必要な道具もわからない。そんな不安
をすべて解消した、初めての方でも簡単におみそ
が作れる便利なセットです。
原料は佐賀県産の大豆と米を使用。佐賀で食べ
られている塩分控えめ、甘口のおみそができま
す。佐賀の食材の魅力を、ぜひ手作りで体感して
みてください。
【提供元】丸秀醤油株式会社

14,000
Ｃ３－００３．佐賀醤油の詰め合
わせ（３種）

【内容量】
自然一醤油７００ｍｌ：１本
だし醤油７００ｍｌ：１本
熟つゆ７００ｍｌ：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

佐賀で１００年以上愛されているこだわりの調味
料をセットにしてお届けします。
佐賀県内にしょうゆ蔵は何社もありますが、昔な
がらの天然醸造で作っている蔵は当社１社だけ。
こだわりの伝統製法で、２年間という時間をかけて
無添加で作る、薫り高い醤油のセットです。
煮物や炒め物、刺身などにオススメの２年熟成の
『自然一醤油』と、冷ややっこや卵かけごはんにオ
ススメのこだわりの『だし醤油』、無添加・天然だし
で作る麺つゆ『熟つゆ』の３種類の調味料のセッ
ト。いろんな料理に使える便利な詰め合わせで
す。
【提供元】丸秀醤油株式会社

14,000 Ｃ３－００４．飲むバラ　うれしの
ローズ

【内容量】（化粧箱入り）
うれしのローズティー30g×1本（瓶入り）
うれしの薔薇茶50g×1本（瓶入り）
【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

うれしの薔薇茶は、内閣総理大臣賞受賞（2014
年）、農林水産大臣賞受賞9回（2013年時点）、
他多数の受賞歴がある「うれしの玉緑茶」に、香り
が良いと言われている無農薬のダマスクローズを
マリアージュ。うれしの玉緑茶の優しいうま味とダ
マスクローズの上品で優雅な香りで至福のティー
タイムを。
うれしのローズティーは、佐賀県嬉野市で丁寧に
育てた農薬不使用紅茶に、ダマスクローズをブレ
ンド。
国産紅茶の優しい甘みとダマスクローズの上品で
優雅な香りが飲んだ後に、ふわっとお口の中に広
がります。
【提供元】株式会社ローズテラス

14,000 Ｃ３－００５．飲むバラ　メリーマ
リー

【内容量】（化粧箱入り）
セイントローズ500ml×1本
特選開花プリザーブド×1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

最高級ダマスクローズの花びらから抽出したロー
ズエキスを使用した華やかでさわやかなローズス
パークリング飲料です。農薬不使用ダマスクロー
ズエキス、ヒアルロン酸（美容サポート成分）配
合、佐賀天山水系伏流水使用。特別な日に乾
杯。
特選開花プリザーブドは、独自の開花技術により
生まれた今までにない自然に美しく開花せれた花
姿。一輪でも抜群の存在感。
【提供元】株式会社ローズテラス

14,000
Ｃ３－００７．さがみかん100％搾
り24本

【内容量】
330ｍｌ×１２本×２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

佐賀県産高品質温州みかん果汁のみを使用し、
濃縮還元等を行っていないストレートジュースで
す。
 果汁１００％なので、お子様のおやつや、毎朝の
お供にいかがですか？
 香り溢れる爽やかな味を是非、ご堪能くださ
い！！

【提供元】季楽

14,000 Ｃ３－００８．佐賀牛ピラフ

【内容量】
180ｇ×4個
【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

佐賀牛の焼肉とひき肉を使用し洋食屋さんオリジ
ナルのソースで味付をした牛肉のうま味を感じら
れるピラフです。
【提供元】佐賀冷凍食品㈱

14,000
Ｃ３－０１３．アジサイフラワー
ボール　イエロー

【内容量】
ブリザーブドフラワー
直径約１３．５ｃｍ
【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

ブリザーブドフラワーを贅沢に使用したフラワー
ボールです。吊るして飾れるように１５ｃｍの
チェーンがついてありますので壁や天井からつるし
てご使用いただけます。花材にはアジサイのブリ
ザーブドフラワーを使用しておりますので色の変色
等はしないようになっております。
【提供元】No.１０７

14,000
Ｃ３－０１４．ロースト牛タンブロッ
ク250ｇ　自家製ソース付

【内容量】
ロースト牛タンブロック　２５０ｇ
アメリカ産又はオーストラリア産
自家製ソース　１５０ｍｌ
【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

【ロースト牛タン】のブロックを、冷凍便としてお届
けいたします。冷蔵庫でゆっくりと解凍後、お好み
の厚さにスライスしてお召し上がりください。
【ロースト牛タン】は、牛タンをローストビーフと同様
に調理することで、牛タンのもつ旨味、食感を引き
出し、焼肉で食べる牛タンとは異なるおいしさが楽
しめます。
同梱の自家製ソースはオリジナルの和風ベース
のたれです。
【提供元】バッテン

お礼の品



14,000
Ｃ３－０１５．ばってん特製　佐賀
牛ハンバーグ　150ｇ×8個

【内容量】
ハンバーグ　150ｇ×8個
 (佐賀牛、　豚肉：佐賀県)
【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』はＪＡグループ佐賀管内の肥育農家、
農場で飼育された「黒毛和種」の中から、品質“５
等級（５区分）および、４等級の脂肪交雑（ＢＭＳ・
霜降り）-No７以上”の厳しい品質をクリアした黒毛
和牛です。
この黒毛和牛「佐賀牛」を使用し、肉屋と居酒屋
が本気で作ったハンバーグをどうぞお楽しみくださ
い。
【提供元】バッテン

14,000
Ｃ３－０１６．炭焼き「まこっちゃ
ん」うまうま焼き鳥Cセット

【内容量】
にんにく辛味噌味200g×2パック
塩こしょう味200g×2パック
柚子こしょう（青）×大1瓶

【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

“脱サラオヤジの第二の挑戦”
大手運送会社勤務時代、九州各県で勤務、その
時々趣味でグルメ周りをしている中で、本場宮崎
の炭焼き焼き鳥に出会い、あまりの美味しさに感
動して脱サラ！即、宮崎で修行して完成した一
品です。佐賀県産若鶏を使用しているので柔らか
くジューシーな歯ごたえですので小さなお子様で
も大丈夫です。是非、お召し上がりください。柚子
こしょうをかけて食べるのも美味しいです。
【提供元】炭焼き　まこっちゃん

14,000
Ｃ３－０１７．佐賀県産もち麦
2.4kg

【内容量】
800g×3ｐ
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

Q　食べ方、炊き方
A　白米１合に大さじ１杯目安に入れて
炊飯して下さい。洗わなくても大丈夫で
すが、気になる場合は茶こしなど目が細
かいものを使って洗って下さい。
※一般的な雑穀の炊き方です。お客様
のお好みで加減されて下さい。
Q　袋がぴったりしていない
A　脱酸素剤を封入していますが真空
（脱気）処理は行っていないため、ものに
より袋の状態が異なります。
保存及び品質には影響ありません。開封
後は白米と同じように保管・ご使用下さ
い。

人気のもち麦です。
アントシアニンを含むダイシモチという品種を佐賀
県内で栽培、脱穀、加工しています。
ご飯と一緒に炊いて頂くとぷちぷちとした食感とほ
んのり香り・甘味がプラスされます。
白米１合に対して大さじ１程度を目安にお好みで
増減させて炊飯して下さい。
大さじ１以上加える場合はその分だけ水を足すこ
とをおすすめします。
　
【提供元】旬菜舎さと山

14,000
Ｃ３－０１９．よなよなのあんこ5本
ポストカード3枚セット

【内容量】
よなよなのあんこ（粒あん200g）×5本
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約1カ月

佐賀市で夜中にしか営業しないあんこスイーツ専
門の飲食店「よなよなあん工房」で実際にパフェ
やあんトーストを作る際に使用しているあんこを瓶
詰めにしました。
当店オリジナルのポストカードとセットでお届けいた
します。
【提供元】株式会社INDIGO

14,000
Ｃ３－０２０．農家直送れんげ米
【極米】５ｋｇ×２

【内容量】
白米５キロ１袋×2袋（れんげ米）。佐賀
県産ヒノヒカリ、単一原料米
【受付期間】１０月下旬～９月中旬
【配送方法】常温
【発送時期】１０月稲刈りご予約順次発
送
入金確認後、約2～3週間

れんげ米とは、（れんげ農法）という昔から伝わる
栽培方法で作ったお米です。１０月下旬にれんげ
草の種を田にまき、翌年の春に田一面に咲いた
れんげの花や根をふきこみ有機肥料として活用
する【れんげ農法】。この昔ながらの方法で実らせ
た永尾産ちのれんげ米は、味も格別の自身作で
す。

※発送には万全を期しておりますが、万が一、外
装破損、異物、汚れ等があった場合は、お早めに
（一社）佐賀市観光協会（TEL：0952-20-1107
Mail：furusato@sagabai.com）までご連絡くださ
い。尚、お受け取りから２週間過ぎてからの対応
は致しかねます。
【提供元】永尾産ち

14,000
Ｃ３－０２２．佐賀ぜりぃ（佐賀マン
ダリン） 15個入

【内容量】
15個
1個当たり80g
【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

全国でも有数のみかんの産地 佐賀で育った濃
厚100％果汁を使ったゼリーです。
『佐賀マンダリン』は佐賀のみかんの中でも「みか
んの貴婦人」と称されます。その『佐賀マンダリン』
本来の味をギュッと閉じ込め、果肉のプリっとした
食感と、濃厚で、甘酸っぱい果汁をお楽しみいた
だけるゼリーです。
【提供元】㈲菓心まるいち
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15,000 Ｄ－００２．佐賀のり紫香燦燦（４袋）

【内容量】
　焼のり５枚×４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

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
【提供元】（株）サン海苔

15,000 Ｄ－００４．しおのり（２缶）、焼のり

【内容量】
しおのり8切64枚入り（全形8枚分）×2缶、
焼のり8切64枚入り（全形8枚分）×1缶
【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

厳選した佐賀海苔を遠赤外線で香ばしく焼き上げ
た、香り高く口溶けが良い美味しい焼きのりと、厳
選した佐賀海苔を店主の弟が作る「菜種油三吉」
で風味を付けて佐賀の海水塩「一の塩」で美味しく
味付けしたしお海苔です、お子様からお年寄りまで
安心してお召し上がり頂けます。
【提供元】江頭一郎商店

15,000 Ｄ－００５．しおのり、焼のりと【菜種油】

【内容量】
しおのり8切64枚入り（全形8枚分）×1缶、
焼のり8切64枚入り（全形8枚分）×1缶、菜
種油（460g入）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

特選【極】しおのり、焼のり江頭一郎と店主の弟が
営む下村ファームで作付した菜種を搾油した【菜
種油三吉】をセットにした兄弟コラボギフトです。佐
賀の海と山の恵をお楽しみください。
【提供元】江頭一郎商店

15,000 Ｄ－００７．佐賀県産ひのひかり　９ｋｇ

【内容量】
佐賀県産ひのひかり約９ｋｇ
【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

「ひのひかり」は、佐賀のお米を代表する品種で、
「色つや、うま味、粘り」の三拍子が揃ったお米で
す。
【提供元】さが風土館季楽

15,000 Ｄ－００８．佐賀県産ゆめしずく　９ｋｇ

【内容量】
佐賀県産ゆめしずく約９ｋｇ
【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

日本穀物検定協会が実施する2020年産『米の食
味ランキング』で4年連続の“特Ａ評価”を獲得。
夢しずくは、ほどよい粘りと食欲をそそるふっくらで
ツヤのある光沢が特徴です。
【提供元】さが風土館季楽

15,000 Ｄ－００９．佐賀県産さがびより　９ｋｇ

【内容量】
佐賀県産さがびより約９ｋｇ
【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

日本穀物検定協会が実施する2020年産『米の食
味ランキング』で11年連続の“特Ａ評価”を獲得。
さがびよりは、粒が大きくしっかりしていて食感は
もっちりしています。時間がたってもおいしいのでお
にぎりやお弁当にぴったりです。
【提供元】さが風土館季楽

15,000
Ｄ－０１４．飲む酢濃厚フルーツバー
モント

【内容量】　各300ｍｌ×５本甘夏バーモント
（梅バーモント・ゆずバーモント・かりんバーモ
ント・生姜バーモント）
【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

ゆず（宮崎産）以外はすべて佐賀産原料を使用。
飲み方は原液を5倍にうすめて飲用。冷水、お湯
割り、炭酸割。または牛乳、豆乳などにも少々加え
てお飲みください。ヨーグルト風味が楽しめます。
【提供元】（有）サガ・ビネガー

15,000
Ｄ－０１７．超粗挽きウインナー（７パッ
ク）

【内容量】
1パック2本入り×7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
【提供元】旬菜舎さと山

15,000
Ｄ－０１８．おさかなミンチコロッケ＆い
かしゅうまい

【内容量】
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×1、明太
子しゅうまい8粒×1
【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

九州、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せです。
【提供元】野中蒲鉾（株）

15,000 Ｄ－０２０．調味料彩りセット

【内容量】柚子こしょう（青）POWDER10g×
1、柚子こしょう（赤）POWDER10g×1、柚子
こしょう（青）PASTE45g×1、柚子こしょう
（黄）PASTE45g×1、ゆず果汁パウダー20g
×1、山椒こしょう40g×1
【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

柚子こしょうは、自家柚子園で育てた香りの最盛期
に収穫した柚子を。唐辛子は、佐賀県内の契約農
家で太陽いっぱいに浴びいた旬のものを使用。
ペーストタイプはお味噌汁､お肉、お魚料理などに。
パウダータイプは天ぷらや野菜スティック、鉄板焼
きなどに。
【提供元】川原食品（株）

15,000
Ｄ－０２１．柚子こしょう＆完熟ゆず果
汁セット

【内容量】
柚子こしょう(青)PASTE100g×1
柚子こしょう(赤)PASTE100g×1
柚子こしょう(黄)PASTE100g×1
完熟ゆず果汁100g×2
【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

柚子こしょうは、自家柚子園で育てた香りの最盛期
に収穫した柚子を。唐辛子は、佐賀県内の契約農
家で太陽いっぱいに浴びいた旬のものを。柚子こ
しょうはお味噌汁､お肉、お魚料理に。完熟ゆず果
汁は、料理にもジュースやカクテルにも最適です。
【提供元】川原食品（株）

15,000
Ｄ－０２３．肥前旨唐おもてなし五彩
セットＢ

【内容量】
旨唐佐賀牛プレミアム(90g)、旨唐佐賀牛
(80g)×２箱、旨唐有明のり(100g)、旨唐薬
味ゆず(100g)
【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、佐賀産ゆずの果皮と
果汁を使ったオリジナルの薬味の４点セットです。
ごはんのお供、酒の肴に、お鍋添えて、手軽に佐
賀の美味しさを愉しめるセットです。
【提供元】（株）コガヤ

お礼の品
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15,000
Ｄ－０２４．希少なひげにんにくの伝統
製法３袋セット

【内容量】
①熟成、発酵黒ひげにんにく玉　12ｇ（約６０
粒）約一ヶ月分×２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

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気になりませ
ん。
【提供元】日本にんにく

15,000 Ｄ－０２５．佐賀商業　極星カレー６箱

【内容量】
200g×6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

15,000
Ｄ－０２６．ありたどり使用　鶏めしの素
満腹セット

【内容量】
鶏めしの素（１７０ｇ）×10
【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

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簡単に頂け
ます！
【提供元】佐星醤油㈱

15,000
Ｄ－０３３．プレミアム冷凍米粉ロール
ケーキ（３箱）

【内容量】
1箱4個入り×3箱
【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

佐賀県産の米粉、卵を100％使用し、小麦アレル
ギーの方も安心してお召し上がりいただけるグルテ
ンフリースイーツです。卵白のみを用いて作り上げ
た真っ白で軽やかなホワイトロールケーキは、常温
解凍10分程で、しっとりなめらかな食感のスポンジ
生地になります。
【提供元】旬菜舎さと山

15,000 Ｄ－０３５．ようかんまかろん

【内容量】
20個入り
【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

和と洋の融合スイーツ「ようかんまかろん」。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
と開発した羊羹サンドのマカロンです。
【提供元】ケーキのハルツ

15,000
Ｄ－０３６．鍋島小紋のごま～地ごまギ
フト～

【内容量】
鍋島小紋すりごま100g×1袋、鍋島小紋い
りごま100g×1袋、鍋島小紋ごまさぶれ(6枚
入)×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

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。佐賀藩の武士の正装である裃(かみし
も)の柄がごま模様の「鍋島小紋」。佐賀の歴史が
垣間見える価値ある一品です。
【提供元】（株）まんてん

15,000
Ｄ－０３７．大和酒造吟醸生チョコタル
ト（１５個）

【内容量】
約40g×15個入
【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

日本酒が大好きな人のために、佐賀県佐賀市大
和町の大和酒造の日本酒をチョコレートにも入れ
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。ぜひ日本酒のおともにどうぞ。季節により日本
酒の種類が変わります。
【提供元】㈲創菓苑　アンナの贈り物

15,000 Ｄ－０３８．三瀬バウム　２段ＢＯＸ

【内容量】
Ｌサイズ１ヶ（プレーン）
Ｓサイズ１０ヶ（ハード5、玉露5）
【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

佐賀市にある自社養鶏場の自然豊かな三瀬の地
にて、飼育環境と飼料にこだわった鶏の卵を使用
した、しっとりコクのあるバウムクーヘンです。
【提供元】ムーランルージュ

15,000
Ｄ－０３９．天然醸造醤油と国産原料
十穀味噌

【内容量】
地醤油720ｍｌ、ぽん酢醤油300ｍｌ、熟つゆ
300ｍｌ、だし醤油300ｍｌ、米粒味噌300ｇ、
十穀味噌500ｇ、自然一醤油100ml×
【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と天
然原料で丁寧に作ったぽん酢、つゆ、だし醤油、十
種類の国産雑穀を仕込んだ味噌等の詰め合わせ
です。
【提供元】丸秀醤油（株）

15,000
Ｄ－０４０．はねにんにくオイル２本＆
秘伝のたれ

【内容量】
にんにくオイル190ml×２本
秘伝のたれ200ml×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

健康成分アホエンを抽出した風味香るガーリック。
健康に良いだけでなく美味しさも追求した健康オイ
ルと独自配合のにんにく風味醤油たれのセットで
す。桐箱入りで贈り物に喜ばれる商品。
【提供元】えがちゃん農園

15,000
Ｄ－０４６．お宿　夢千鳥　日帰り入浴
券６枚綴り

【内容量】
大人1回750円の内湯ご入浴を6回ご利用
いただけます。ラドン豊富なぬる湯でリラック
スしてください。
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約2週間。予約不
要。利用期限なし。

熊の川温泉は、源泉が38度ほどのぬる湯で知られ
ています。ラドンを豊富に含むことから療養泉として
親しまれています。長湯ができるので、体の芯から
ほっこりとあたたまってください。
【提供元】お宿夢千鳥



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

15,000 Ｄ－０４８．初摘み　焼のり堪能セットＣ

【内容量】
　焼のり（板のり10枚）×5
【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

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
とした食感は生産者が直接お送りするからこそ味
わえます。焼のりにも旨みたっぷりの初摘み海苔で
贅沢な手巻き寿司など是非お楽しみ下さい。
【提供元】有明の風

15,000
Ｄ－０５０．佐賀藩丸ぼうろセット（８０
個入）

【内容量】
プレーン味80個（1ケース／個包装10個入り
×8箱）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約３週間

老舗丸ぼうろ製造メーカーだからできる！８０個入
セット。多くの人が集まるシーンでのお茶菓子やお
土産景品としてご利用ください。きっとみなさん“ま
〜るい笑顔”になれます。
【提供元】本村製菓㈱

15,000
Ｄ－０５１．がばい佐賀丸ぼうろセット
（８０個入）

【内容量】
プレーン味80個（1ケース／個包装10個入り
×8箱）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約３週間

老舗丸ぼうろ製造メーカーだからできる！８０個入
セット。多くの人が集まるシーンでのお茶菓子やお
土産景品としてご利用ください。きっとみなさん“ま
〜るい笑顔”になれます。
【提供元】本村製菓㈱

15,000
Ｄ－０５２．佐賀藩＆佐賀藩抹茶丸ぼ
うろ（計８０個入）

【内容量】
プレーン味40個＋抹茶味40個（1ケース／
個包装10個入り×8箱）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約３週間

老舗丸ぼうろ製造メーカーだからできる！計８０個
入セット。多くの人が集まるシーンでのお茶菓子や
お土産景品としてご利用ください。きっとみなさん
“ま〜るい笑顔”になれます。
【提供元】本村製菓㈱

15,000
Ｄ－０５３．がばい佐賀＆佐賀藩抹茶
丸ぼうろ（計８０個入）

【内容量】
プレーン味40個+抹茶味40個（1ケース／個
包装10個入り×8箱）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約３週間

老舗丸ぼうろ製造メーカーだからできる！計８０個
入セット。多くの人が集まるシーンでのお茶菓子や
お土産景品としてご利用ください。きっとみなさん
“ま〜るい笑顔”になれます。
【提供元】本村製菓㈱

15,000
Ｄ－０５５．自然農法JAS認定コシヒカ
リ　５ｋｇ

【内容量】精米５ｋｇ
産地：佐賀市大和町
※注文後に精米
【配送方法】常温
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約２週間

農薬、化学肥料は当然ながら、有機質肥料や有
機JASで使用が認められている生理活性剤や 農
薬等も一切使用しない。粘りがあり、噛むほどに甘
みを増していき、その甘みの余韻でまたご飯が食
べたくなる。そんなお米を消費者に届け続けるた
め、手間ひま惜しまず米作りを行っています。
【提供元】㈱サインズ

15,000 Ｄ－０５６．シラ　ボディクリームセット

【内容量】
シラ　ボディクリーム
（ノーマル）110ｍｌ　１個
（ドライ）110ｍｌ　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。ノーマル肌
用、ドライ肌用の2種類をご用意しました。季節や
体調により微妙に変化するお肌の状態に合わせ
て、一年を通じてお使い分けいただくことが出来ま
す。
【提供元】㈱アルビータ

15,000
Ｄ－０５７．池田屋カレー＆ソース　２
セット

【内容量】
カレー：2箱（650ｇ（3～4人前）×2）
ソース：2本（300ml×2）
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約２週間

佐賀県産の玉ねぎ、人参を使用した野菜の甘みと
カレーのスパイスが融合した池田屋カレーと佐賀
県産玉ねぎのうまみ薫る特性ジャポネソースの
セット。ハンバーグにはもちろん、揚げ物やサラダに
もおすすめのソースです。カレーは池田屋オリジナ
ルボックスでお届けします。
【提供元】池田屋

15,000
Ｄ－０５８．佐賀牛切り落とし
と白菜キムチのセット

【内容量】
佐賀牛切り落とし４００ｇ
白菜キムチ２００g×２
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約１か月

日本を代表するブランド、”佐賀牛”。
切り落とし肉は色々なお料理に大活躍です。
また老舗焼肉店も納得のいちおしキムチもセットで
お届けします。辛さと甘さの絶妙なバランスがくせ
になる一品でご飯がすすみます！ぜひこの機会に
ご賞味下さい。
【提供元】やまとフーズ

15,000
Ｄ－０６２．佐賀県産　豚ももスライス
３ｋｇ

【内容量】
５００g×６
【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

佐賀の豊かな大地で育った安心安全の佐賀県産
豚１００％をたっぷり３ｋｇおとどけ。
厳しい飼育管理による、生産者様の思いがこもっ
た一品をふるさと佐賀からお届け致します。
精肉のプロにより丁寧に美しくスライスされたお肉
の、ジューシーな旨みをお楽しみください。
【提供元】三重津みやげホスムスカモス

15,000
Ｄ－０６４．【お名入れ可能】離乳食用
「ファーストスプーン」

【内容量】　木製スプーン　１個
長さ１８×幅２.．４×厚み０．９ｃｍ
【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

離乳食用の木製スプーンです。赤ちゃんが初めて
口にする食器はやっぱり木製がいいです。
お名入れをご希望の方は、備考欄に「名入れ希
望」とご記入ください。後日、入れる文字、場所等
のご希望を伺います。
【提供元】㈱飛鳥工房
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15,000
Ｄ－０６５．シラ　スカルプシャンプー
シラ　スカルプコンディショナー

【内容量】　３００ｍｌ
各１個
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、１０日

シャンプーは泡立ちが良く、頭皮の皮脂汚れなどを
落とします。
コンディショナーは絡みにくく毛先までサラサラなツ
ヤのある仕上がりになります。
ベルガモット・マンダリン・サンダルウッドの香りでバ
スタイムを優雅にしてくれます。
【提供元】株式会社　アルビータ

15,000 Ｄ－０６９．木のおもちゃ3点セット

【内容量】
犬のパズル：Ｗ９０・Ｄ３０・Ｈ９０(mm)
ウッディクーペ：Ｗ９０・Ｄ６０・Ｈ５０(mm)
オフロードダンプ：Ｗ１１０・Ｄ８０・Ｈ９０(mm)
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１カ月で発送
※一つ一つ手作りのため、お申し込みが集
中した場合、お時間をいただくことがございま
す。ご了承ください。

安心して使うことができる玩具セットです。
※画像と犬種が変わる場合がございます。ご了承
ください
【提供元】社会福祉法人　楠の木会

15,000
Ｄ－０７０．佐賀県大和産　清流米「さ
がびより」５㎏×２

【内容量】
５㎏×２
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約２～３週間

日本穀物検定協会が実施する2020年産『米の食
味ランキング』で11年連続の“特Ａ評価”を獲得し
た「さがびより」。
佐賀県の山麓に位置する大和町で栽培された農
家直送のおいしいお米です。ぜひご賞味下さい。
【提供元】さくら農産

15,000
Ｄ－０７１．佐賀県産　さがびより【無洗
米】

【内容量】
佐賀県産新米さがびより【無洗米】
５㎏×２袋
【受付期間】９月～翌年１０月
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約３週間で発送
※生育状況等により発送に時間をいただく場
合があります

日本穀物検定協会が実施する2020年産『米の食
味ランキング』で11年連続の“特Ａ評価”を獲得。
佐賀を代表するブランド米「さがびより」は、粒が大
きく、ツヤがあり、もっちりとした食感で甘みや香り、
旨味があるのが特徴です。
生産者の思いが込められた「さがびより」を、大坪
米屋こだわりの精米を行い水で洗う必要のない”無
洗米”でご用意させて頂きます。
【提供元】㈱大坪米屋

15,000
Ｄ－０８３．KUREHAの【無添加ドレッシ
ング】５本

【内容量】 200ｍｌ、3本
※ドレッシングの種類は、人参、玉葱、葱、蕃
茄（とまと）、橙、檸檬の中からこちらでお選び
致します。
※季節や天候により内容が変更になります。
【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

佐賀県佐賀市の風情溢れる川上峡で絶大な人気
を誇る「山カフェレストランKUREHA」。鍋島家の旧
別荘地を利用して造られ、１万５０００坪もの広大
な敷地をもつ日本庭園「十可苑」に隣接された
KUREHAは、四季折々の絶景を眺めながらゆっくり
とお食事がお楽しみいただけるレストランです。
人参、玉葱、葱、蕃茄（とまと）、橙、檸檬のオリジ
ナルドレッシングをお作りしております。通常のドレッ
シングの約３倍近くの野菜を凝縮しているため、野
菜本来の美味しさと栄養を十分に活かしたドレッシ
ングです。その優しく自然な味わいは、大人の方に
はもちろんお子様にも大人気です。サラダに使用
するだけではなくお肉や魚のグリル、カルパッチョや
パスタ、炒め物や鍋料理など様々なシーンでお使
い頂ける、まさに万能な魔法のドレッシングです。
【提供元】㈱Saga story

15,000
Ｄ－０８４．佐賀産熟成お酢使用【佐
賀野菜のピクルス】５本

【内容量】　内容量220ｇ、固形量100ｇ、5
本
・ミニトマトのピクルス・大豆のピクルス・アスパ
ラガスのピクルス・蓮根のピクルス・女山大根
のピクルス・緑のミックスピクルス（じゃがい
も、胡瓜、ブロッコリー、蓮根、かぼちゃ、黄パ
プリカなど）・赤のミックスピクルス（じゃがい
も、さつまいも、人参、大根、赤パプリカなど）
※上記よりおまかせでご用意致します。
※季節や天候により内容が変更になります。
【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

佐賀県佐賀市の風情溢れる川上峡で絶大な人気
を誇る「山カフェレストランKUREHA」。鍋島家の旧
別荘地を利用して造られ、１万５０００坪もの広大
な敷地をもつ日本庭園「十可苑」に隣接された
KUREHAは四季折々の絶景を眺めながらゆっくりと
お食事がお楽しみいただけるレストランです。
佐賀県の恵まれた豊かな風土で愛情たっぷりに育
てられた野菜を、旬の時期に収穫し新鮮なうちにピ
クルスに仕上げました。お酢は１８３２年に佐賀で
創業され、歴史ある酒造酢メーカーの右近酢の熟
成させたお酢と、塩は佐賀一の塩を使用。まさに
佐賀ブランドのピクルスです。野菜の個性を活かし
野菜と健康を楽しんで頂けるように、心を込めて一
瓶々丁寧に漬け込みました。
【提供元】㈱Saga story

15,000
Ｄ－０８５．KUREHAの【人に優しい
スープ】８袋

【内容量】　180ｇ、8袋
【スープの種類】
・人参・玉葱・かぼちゃ・トマト・ブロッコリー・
キャベツと有田鶏・ナップエンドウ・さつまい
も・じゃがいも・キャベツとベーコン
※上記よりおまかせでご用意致します。
※季節や天候により内容が変更になります。
【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

佐賀県佐賀市の風情溢れる川上峡で絶大な人気
を誇る「山カフェレストランKUREHA」。鍋島家の旧
別荘地を利用して造られ、１万５０００坪もの広大
な敷地をもつ日本庭園「十可苑」に隣接された
KUREHAは四季折々の絶景を眺めながらゆっくりと
お食事がお楽しみいただけるレストランです。
佐賀県産野菜だけでお作りする「佐賀野菜のスー
プ」は、一番美味しい旬の魅力をそのまま袋に詰め
込みました。素材も佐賀の「一の塩」を使用する
等、県産品にこだわってお作りしました。炊いたご
飯とチーズを煮込んでリゾットにしたり、パスタソース
などにアレンジするのもおすすめです。
【提供元】㈱Saga story

15,000
Ｄ－０８６．最高級佐賀牛合挽【空翔
ぶハンバーグ】5個

【内容量】180ｇ、数量5個
専用ジャポネソース付き
【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

佐賀県佐賀市の風情溢れる川上峡で絶大な人気
を誇る「山カフェレストランKUREHA」で人気の空翔
ぶハンバーグ。まるで空を翔んでしまうようなふわ
ふわの柔らかさが魅力のハンバーグです。
箸をいれた瞬間から伝わってくる極上の柔らかさと
佐賀牛合挽肉から溢れ出す肉汁が、口にいれた
瞬間からあなたを虜にします。お付けしている専用
和風ジャポネソースは無添加でお作りしており、肉
の旨みを最大限に引き出すKUREHAこだわりの
ソースです。
【提供元】㈱Saga story



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

15,000
Ｄ－０８７．佐賀海苔、【推旬】卓上ボト
ル海苔３本セット

【内容量】
焼き海苔　　全形１０枚８切８０枚
味付き海苔　全形１０枚８切８０枚
炙り海苔　　全形１０枚８切８０枚
【受付期間】
通年
【配送方法】常温
【発送時期】
１２月中頃以降順次発送

佐賀一番摘み海苔をご家庭で使いやすいボトル海
苔にしました。
有明海の恵みをふんだんに受け止めた、とろけるく
ちどけ
優しい旨みをご賞味下さい。
【提供元】㈱ＡＫＡＴＳＵＫＩ

15,000
Ｄ－０９１．佐賀県産和牛ミックスホル
モン　200ｇ×６袋セット

【内容量】
200ｇ×6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

もつ鍋に、焼肉に！！
佐賀県産和牛のミックスホルモンをお届けいたしま
す！！
小腸、大腸、胃袋３種の詰合せです。
200ｇと小分けサイズですので使いたい分だけご使
用いただけます。
一度食べるとやみつきになること間違いなし！！
是非、一度お楽しみください。
【提供元】さが風土館季楽

15,000 Ｄ－０９３．佐賀牛カレーパン

【内容量】
佐賀牛カレーパン　１０個
【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
※ご依頼を受けてから製造します

佐賀牛を惜しみなく使ったカレーパン専用のカレー
ルー、中の具材を包み込むパンも勿論手作り。決
して他では味わえない至高の一品です。
【提供元】㈲福岡精肉・デリカ

15,000 Ｄ－０９５．ＧＲＡＮ　ＢＯＸ　Ｍ

【内容量】ＧＲＡＮ自家製グラノーラ
ストロベリー360ｇ
抹茶190ｇ
キューブプレーン140ｇ
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約３週間

ＧＲＡＮの自家製グラノーラは、有機と無添加にこ
だわり厳選した食材を使用しています。食物繊維
やカルシウム、鉄分などを豊富に含み栄養価の高
い食品のグラノーラ。気分に合わせてお楽しみくだ
さい。
【提供元】株式会社パロン

15,000
Ｄ－０９７．SM1c 佐賀産和牛赤身す
じ1.2ｋｇ

【内容量】
佐賀産和牛赤身すじ1200g(600g×2P)
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約１ヶ月
※11月～1月お申込み分は2～3ヶ月程度
お時間をいただく場合がございます

◎佐賀産和牛でちょっと贅沢な食卓に
佐賀牛に次ぐおいしさを誇る「佐賀産和牛」。肉質
等級「４」「３」「２」で、脂肪交雑「№６」～「№２」を
満たしたお肉を佐賀産黒毛和牛と呼び、濃い甘味
とコクを特徴としています。すじは牛肉の中でも旨
みがぎゅぎゅっと詰まった部位。カレーやシチュー
と一緒に煮込めば深いコクをお楽しみいただけま
す！佐賀が育てたおいしいお肉を是非ご家庭でお
楽しみください。
お肉を解凍したときにでる赤い汁。あれはドリップと
呼ばれ、旨味成分や栄養素が出てしまうのです。ド
リップを少しでも減らすために冷凍前の生肉の状態
でカットし、旨味を逃がしません。「本当においしい
お肉をお届けしたい」という店主の思いです。
※画像はイメージです。　実際のお届けは内容に
記載の通りです。
【提供元】（株）スチームシップサガ

15,000
Ｄ－１０２．季節の生花のフラワーボッ
クス

【内容量】
数量：1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
【発送時期】入金確認後、電話で受取日を
確認します
※画像はイメージです

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。
・新鮮な状態でお届けするため、必ず日中にご連
絡の取れる電話番号と時間帯を備考欄にご入力く
ださい。
・事前に電話で配送希望日を確認してから出荷し
ます。ご連絡が取れない場合は期日内に出荷をい
たしますのでご了承ください。
店舗電話番号【0952-37-5712（花音：かのん）】
からご連絡いたします。
【提供元】花音

15,000 Ｄ－１０３．ありたどりもも（４kg）

【内容量】
４kg　(２０００g×２)
【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

〈ありたどり〉は佐賀のブランド鶏です。厳選した指
定農場で飼育しており安心品質を実現しており、飼
料には９０％以上植物原料飼料とケルプ混合発酵
飼料（ケルプとはハーブの一種として認められた昆
布の事）を与え、臭みがなく柔らかいのが特徴で
す。
【提供元】R's　company

15,000
Ｄ－１０５．佐賀県産夢しずく＆自社栽
培原料の麦茶

【内容量】
・佐賀県産夢しずく　白米5kg×2
・佐賀県産麦茶(10g×18P)×2袋
【受付期間】通年（7.8.9月出荷不可）
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約２週間

佐賀県産夢しずく、やわらかく、つやのあるお米と、
自社栽培の麦を原料にした香ばしくておいしいと大
好評の麦茶です。夢しずくは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。
※品質保持の為なるべく涼しい所で保管して頂
き、精米日後1ヶ月程でお早めにお召し上がり下さ
い。
【提供元】㈱イケマコ

15,000
Ｄ－１０６．佐賀県産夢しずく＆自社栽
培原料の黒豆グラッセ

【内容量】
・佐賀県産夢しずく　白米5kg×2
・自社栽培原料の黒豆グラッセ1袋
【受付期間】通年（7.8.9月出荷不可）
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約２週間

佐賀県産夢しずく、やわらかく、つやのある夢しずく
は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。
※品質保持の為なるべく涼しい所で保管して頂
き、精米日後1ヶ月程でお早めにお召し上がり下さ
い。
自社栽培の黒大豆を原料としたほんのり甘い、黒
豆グラッセ。おやつにも、お酒のおつまみにもどう
ぞ。
【提供元】㈱イケマコ



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

15,000
Ｄ－１０７．佐賀県大和産ひのひかり5
キロ×２

【内容量】
ひのひかり5キロ×２
【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

ひのひかりは『色つや　うま味　粘り』の三拍子の
揃った佐賀県を代表するお米です！佐賀県の山
麓に位置する大和町で栽培された農家直送の安
心安全で美味しいお米ですので是非ご賞味くださ
い！
●お米の保管の注意点●
 1.風通しがよい冷暗所に保管してください。
2.密閉容器（ペットボトルなども可）に入れ替えて保
管してください。
3.米びつ容器をこまめに掃除してください。
4.2～3週間以内で食べきれる量をお選びくださ
い。（特に夏場）
【提供元】さくら農産

15,000
Ｄ－１０８．佐賀牛を使った贅沢ハン
バーグ13個

【内容量】
１５０g×13
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1カ月
※年末年始のお申込みは2~3カ月かかる場
合がございます。

大好評頂いております、佐賀牛と佐賀産の豚肉を
使用したハンバーグ。牧場直営店の焼肉屋さんよ
り伝統の味を受け継ぎ、絶妙な配合比でふわふわ
と柔らかいハンバーグに仕上げております。お子様
からお年寄りの方まで幅広くご支持頂いておりま
す。世界でも高評価のブランド牛、「佐賀牛」の旨
みとジューシーな肉汁をお楽しみ頂けます。贅沢
なハンバーグをぜひご堪能下さい。
【提供元】やまとフーズ

15,000
Ｄ－１０９．土日祝薄暮ゴルフプレー券
カート無

【内容量】
プレー券１枚（1名のみ利用可）
土・日・祝日薄暮限定、9H
セルフ、カート無
【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
※プレー券到着後、事前予約をお願いいた
します。ご予約の際、プレー券のご使用をお
伝えください。
※その他当返礼品の詳しい内容やご不明な
点等は、提供元へお尋ねください。

佐賀市三瀬村、背振・北山県立自然公園の中
央、人造湖では九州屈指の北山ダムのほとりにあ
る１８ホール。１００万㎡の広大な自然の中に、贅
沢とも思われるレイアウト、九州では有数の７,０６１
ヤードのロングコースです。標高４００ｍの位置であ
りながら、広くてフラットなコースは、ビギナーから上
級者でも楽しめる本格派のコースです。各ホール
に亘り多彩な攻めのルートが秘められ、豪快さの中
にも繊細な頭脳的プレーが要求されるとともに、２
ベントグリーンを採用したコースにきっと挑戦意欲を
かき立てられることでしょう。夏は特に涼しく、最高
の環境でプレーを楽しめます。
【プレー券】※返金・換金・釣銭・転売不可
※プレー券は当日受付時にご提出いただきますの
で、大切に保管ください。ご提出がない場合は実費
負担となります。なお、紛失、破損等による再発行
はいたしません。
【提供元】北山カントリー倶楽部

15,000
Ｄ－１１０．とろけるうす皮♪佐賀ん餃
子大満足セット

【内容量】
佐賀ん餃子20個（にんにくなし・生姜入り）
佐賀ん餃子20個（にんにく入り・生姜入り）
ﾌﾟﾚﾐｱﾑ佐賀牛餃子20個【佐賀牛】
ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾁｰｽﾞおから餃子20個【国産搾りたて
生おから】
タレ1個
【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6年で販売個数500万個以上！加熱処理を
していないので野菜の新鮮な風味が違います！と
ろけるうす皮♪に感動！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。また、国産高級黒毛和牛の“佐賀
牛”100%使用した特別な餃子は佐賀牛の上品な
甘みと旨みが感じられます。チーズおから餃子は
チーズの風味が鼻に香り、しっとりもっちりの新次元
食感です。
【提供元】佐賀ん餃子やしき

15,000 Ｄ－１１３．菊芋　生　５ｋｇ

【内容量】
５Kg　　　　　数量限定
【受付期間】１０月中旬～３月10日
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約２週間

【調理例】
１　生のまま千切りにしてサラダに。
２　細めの拍子切りにしてきんぴらごぼうに。
３　スライスして素揚げや天ぷらに。

佐賀市北部の中山間産地、富士町や三瀬町で古
くから栽培されている菊芋は、消化吸収されにくい
多糖類のイヌリンを含んでいます。
生命力が強く、春先になれば発芽しますが、保存
が難しく、旬の時期にしか摂取ができない貴重な菊
芋です。
皮をむかずに簡単調理で召し上がれます。
癖のない味でシャキシャキとした食感。
生のままでも、煮物、炒め物などにもお使いいただ
けます。
【提供元】井樋商店

15,000
Ｄ－１１４．オーガニック認証ゆめしずく
４．５ｋｇ

【内容量】　4.5ｋｇ×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

オーガニツク認証を受けた夢しずく！！
11年間、栽培期間中、無農薬、無除草剤で、肥
料は、有機資材を使用し有機栽培をしています!!
【提供元】弥富農園

15,000
Ｄ－１１５．オーガニック認証ゆめしずく
玄米５ｋｇ

【内容量】　5ｋｇ×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

オーガニツク認証を受けた夢しずく！！
11年間、栽培期間中、無農薬、無除草剤で、肥
料は、有機資材を使用し有機栽培をしています!!
【提供元】弥富農園



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

15,000
Ｄ－１１７．国産牛すじ串４０本・アキレ
ス小間切れ・豚足２本

【内容量】
牛すじ串８本×５袋
国産アキレス小間切れ２００ｇ×１袋
豚足２本×１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

『国産牛すじ串』は安心安全な国産牛のアキレス
やスジ肉を自社工場にて職人が1本1本丁寧に手
刺ししております。
佐賀県内のスーパーを中心に販売しております
が、ふるさと納税返礼品だけの限定品です。
さらに、煮物や炒め物の引き立て役となる牛アキレ
スの小間切れ、国産アキレスを湯がいた後の【コ
ラーゲン煮汁】でじっくり湯がいた国産の豚足。
ビックリするほど美味しいですよ。
【提供元】　藤園食品

15,000 Ｄ－１２０．佐賀県産　米みそ５ｋｇ

【内容量】５ｋｇ
【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

佐賀県産の大豆を米を使用。米麹をたっぷり配合
した甘口の白みそ。
佐賀県産の米で麹を作り、佐賀県産の大豆をとと
もに発酵させた、無添加・天然醸造のおみそ。米
麹の甘みが特徴の、とても使いやすい白みそで
す。塩分は約１０．５％と控えめ。
米麹の割合をたっぷり配合して、甘口に仕上げまし
た。丸秀のみそは、大豆に比べて麹を焼く２倍の量
使っている、とても旨みの強い贅沢なおみそです。
じんわりと旨みと甘みが口の中に広がる、やさしい
味わいに仕上げています。
【提供元】丸秀醤油株式会社

15,000 Ｄ－１２１．佐賀県産　麦みそ５ｋｇ

【内容量】５ｋｇ
【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

佐賀県産の大豆と大麦を使用。しっかりとしたコク
と旨みが特徴の麦麹みそ。
佐賀県産の大麦で丁寧に麹を作り、佐賀県産の
大豆とともに発酵させた、無添加・天然醸造のおみ
そ。麦麹たっぷり配合の、コクや旨みがおいしいお
みそです。塩分は約１０．５％と控えめ。
大豆に対して麦麹の割合を大目に配合して、やや
甘口に仕上げました。
丸秀の味噌は、大豆に比べて麹を約２倍の量使っ
ている、とても旨みの強い贅沢なおみそです。じん
わりと旨みと甘みが口の中に広がる、優しい味わい
に仕上げています。
【提供元】丸秀醤油株式会社

15,000
Ｄ－１２３．佐賀県産　豚・鶏肉でステ
イホームセット（1週間・約2人分）

【内容量】
佐賀牛肩バラ切り落とし　250g
豚ローススライス　250g
豚ももスライス　250g
ありたどり　もも　250g
ありたどり　ムネ　250g
佐賀県産豚ハンバーグ　150g×2
【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

佐賀県産の牛豚鶏肉を、2人で約1週間で使い切
る量を目安にお得なセットに致しました。
JA認定　最高級ブランド牛【佐賀牛】を含む、安心
安全の佐賀県産ブランドである豚肉「肥前さくら
ポーク」さらに鶏肉「ありたどり」を冷凍便で一括で
お送り致します。

佐賀県内の【佐賀牛取扱指店】認定の老舗精肉
店から冷凍便にて毎月発送をいたします。
500g以下でトレイに盛り付けパックをいたしますの
で、用途に合わせて解凍しお召し上がりください。
【提供元】三重津みやげホスムスカモス

15,000 Ｄ－１２４．まんてんバラエティセット

【内容量】
すりごま(白)80g✕4袋
すりごま(金)80g✕4袋
ごまさぶれ90g✕2個
ごまドレッシング200ml×1本
ごま油・琥珀110g✕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

佐賀市森田工場にて、
弊社「ごまマイスター」が、
ほうろく仕立てでじっくり煎りあげ、
杵つき製法で粒感を残しつつ丹精込めて
仕上げたごまです。
是非ご賞味くださいませ。
【提供元】株式会社まんてん

15,000 Ｄ－１２５．一口てまり寿司

【内容量】
1袋10個入り（180ｇ）×3袋セット
【受付期間】通年
楽天のみ掲載
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約2週間

見た目もかわいらしい一口サイズのてまり寿司。お
子様からご年配まで幅広い年齢層の方に大人気
の商品です。最新の冷凍技術を使用しております
ので作り立てのような美味しさをご自宅で味わえま
す。
【提供元】有限会社嬉乃すし

15,000
Ｄ－１３０．菊芋酢　サンフラワービネ
ガー２本

【内容量】
500ml×2本　数量限定
【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

佐賀市北部の中山間産地、富士町や三瀬町で古
くから栽培されている菊芋は、消化吸収されにくい
多糖類のイヌリンを多く含み、健康食材として注目
されています。
生命力が強く、春先になれば発芽しますが、保存
が難しく、旬の時期にしか摂取ができないため、日
本で初めての菊芋酢を開発しました。
10倍程度に和水で薄め飲用したり、醤油と混ぜた
ポン酢、油を使用する料理の隠し味としても最適で
す。
【提供元】井樋商店



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

15,000 Ｄ－１３１.コースター（クリ）

【内容量】
５枚
幅100ｘ奥行100ｘ厚み10ｍｍ(１枚サイズ）
・寸法表示には多少の誤差があります。
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1ヶ月

お菓子のプレートとしてもお使いいただけるコース
ターです。薄く、そして浮いているような印象のある
加工を施してあります。
塗装はオイルフィニッシュです。

□ご購入の際の注意点
・天然無垢材ですので色合いや木目表情、節など
の個体差があります。
・熱や水分により割れが入ったり歪んだり反ったりす
ることがあります。
・写真と現物の木目は異なります。
・電子レンジ、食器洗い乾燥機のご使用は、お避け
ください。
【提供元】栗秋木工

15,000 Ｄ－１３２.コースター（チェリー）

【内容量】
５枚
幅100ｘ奥行100ｘ厚み10ｍｍ(１枚サイズ）
・寸法表示には多少の誤差があります。
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1ヶ月

お菓子のプレートとしてもお使いいただけるコース
ターです。薄く、そして浮いているような印象のある
加工を施してあります。
塗装はオイルフィニッシュです。

□ご購入の際の注意点
・天然無垢材ですので色合いや木目表情、節など
の個体差があります。
・熱や水分により割れが入ったり歪んだり反ったりす
ることがあります。
・写真と現物の木目は異なります。
・電子レンジ、食器洗い乾燥機のご使用は、お避け
ください。
【提供元】栗秋木工

15,000 Ｄ－１３３.コースター（ｳｫｰﾙﾅｯﾄ）

【内容量】
５枚
幅100ｘ奥行100ｘ厚み10ｍｍ(１枚サイズ）
・寸法表示には多少の誤差があります。
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1ヶ月

お菓子のプレートとしてもお使いいただけるコース
ターです。薄く、そして浮いているような印象のある
加工を施してあります。
塗装はオイルフィニッシュです。

□ご購入の際の注意点
・天然無垢材ですので色合いや木目表情、節など
の個体差があります。
・熱や水分により割れが入ったり歪んだり反ったりす
ることがあります。
・写真と現物の木目は違います。
・電子レンジ、食器洗い乾燥機のご使用は、お避け
ください。
【提供元】栗秋木工

15,000
Ｄ－１３４．有機栽培 烏龍茶（3個セッ
ト)

【内容量】
 3g×40包 ×3個セット
【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

まろやかな味わいとなっていますので、烏龍茶の
独特な渋みが苦手な方にオススメです。
有機JASの認定を受けた日本国内で栽培された
原材料を100％使用した純国産の有機栽培茶。
化学肥料は使用せず、有機肥料のみで育て上
げ、遺伝子組み換えは行われていません。体と自
然に優しい素材を厳選しております。
【提供元】がばい農園株式会社

15,000
Ｄ－１３５．有機栽培 菊芋茶（3個セッ
ト)

【内容量】
2g×40包×3個セット
【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

有機栽培の菊芋は、菊芋独特の癖が少なく飲み
やすく、ホッコリとした味わいとなっています。
有機JASの認定を受けた日本国内で栽培された
原材料を100％使用した純国産の有機栽培茶。
化学肥料は使用せず、有機肥料のみで育て上
げ、遺伝子組み換えは行われていません。体と自
然に優しい素材を厳選しております。
【提供元】がばい農園株式会社

15,000
Ｄ－１３６．有機栽培 グァバ茶（3個
セット)

【内容量】
2g×40包×3個セット
【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

苦みも強くはなく、飲みやすくなっています。
有機JASの認定を受けた日本国内で栽培された
原材料を100％使用した純国産の有機栽培茶。
化学肥料は使用せず、有機肥料のみで育て上
げ、遺伝子組み換えは行われていません。体と自
然に優しい素材を厳選しております。
【提供元】がばい農園株式会社

15,000
Ｄ－１３７．有機栽培 桑の葉茶（3個
セット)

【内容量】
 3g×40包×3個セット
【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

有機栽培で癖もなく飲みやすくなっています。
有機JASの認定を受けた日本国内で栽培された
原材料を100％使用した有機栽培茶。化学肥料
は使用せず、有機肥料のみで育て上げ、遺伝子
組み換えは行われていません。体と自然に優しい
素材を厳選しております。
【提供元】がばい農園株式会社

15,000
Ｄ－１３８．有機栽培 コーン茶（3個
セット)

【内容量】
 4g×40包 ×3個セット
【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

コーンの香ばしさと程よい甘さがあり、お子様も飲み
やすいお茶です。
有機JASの認定を受けた日本国内で栽培された
原材料を100％使用した有機栽培茶。化学肥料
は使用せず、有機肥料のみで育て上げ、遺伝子
組み換えは行われていません。体と自然に優しい
素材を厳選しております。
【提供元】がばい農園株式会社

15,000
Ｄ－１３９．有機栽培 ごぼう茶（3個
セット)

【内容量】
2g×40包×3個セット
【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

独特な香りも少なく、上品な味わいで、ご家族で飲
みやすいお茶です。
有機JASの認定を受けた日本国内で栽培された
原材料を100％使用した有機栽培茶。化学肥料
は使用せず、有機肥料のみで育て上げ、遺伝子
組み換えは行われていません。体と自然に優しい
素材を厳選しております。
【提供元】がばい農園株式会社
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15,000
Ｄ－１４０．有機栽培 三年番茶（3個
セット)

【内容量】
 5g×30包×3個セット
【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

香ばしさがお好きな方にオススメです。
有機JASの認定を受けた日本国内で栽培された
原材料を100％使用した有機栽培茶。化学肥料
は使用せず、有機肥料のみで育て上げ、遺伝子
組み換えは行われていません。体と自然に優しい
素材を厳選しております。
【提供元】がばい農園株式会社

15,000
Ｄ－１４１．有機栽培 発芽はと麦茶（3
個セット)

【内容量】
 5g×40包 ×3個セット
【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

スッキリとした味わいの中に香ばしさを感じられるお
茶です。
有機JASの認定を受けた日本国内で栽培された
原材料を100％使用した有機栽培茶。化学肥料
は使用せず、有機肥料のみで育て上げ、遺伝子
組み換えは行われていません。体と自然に優しい
素材を厳選しております。
【提供元】がばい農園株式会社

15,000
Ｄ－１４４．国産 赤なた豆茶（3個セッ
ト)

【内容量】
3ｇ×30包×3個セット
【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

豆の香ばしさのあるお茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純
国産のお茶です。がばい農園では、100％にこだ
わり製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

15,000 Ｄ－１４５．国産 あずき茶（3個セット)

【内容量】
5g×40包×3個セット
【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

小豆のクセもなく、優しい味わいのお茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純
国産のお茶です。がばい農園では、100％にこだ
わり製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

15,000 Ｄ－１４６．国産 黒豆茶（3個セット)

【内容量】
 5g×40包×3個セット
【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

しっかりした味わいで、香ばしい豆感を感じられるお
茶です。少しきな粉の香りがします。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純
国産のお茶です。がばい農園では、100％にこだ
わり製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

15,000
Ｄ－１４７．国産 イチョウ葉茶（3個セッ
ト)

【内容量】
3g×40包×3個セット
【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

少し渋みがありますが、温かくして飲むと飲みやす
いです。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純
国産のお茶です。がばい農園では、100％にこだ
わり製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

15,000
Ｄ－１４８．国産 カキドオシ茶（3個セッ
ト)

【内容量】
3g×40包×3個セット
【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

やや苦めな漢方のような味が特徴のお茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純
国産のお茶です。がばい農園では、100％にこだ
わり製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

15,000 Ｄ－１４９．国産 柿の葉茶（3個セット)

【内容量】
3g×40包×3個セット
【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

まろやかな口当たりで優しい味のお茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純
国産のお茶です。がばい農園では、100％にこだ
わり製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

15,000
Ｄ－１５０．国産 クマザサ茶（3個セッ
ト)

【内容量】
2g×40包×3個セット
【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

透き通った薄い黄金色のスッキリとした味わいのお
茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純
国産のお茶です。がばい農園では、100％にこだ
わり製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

15,000 Ｄ－１５１．国産  桑の葉茶（3個セット)

【内容量】
3g×40包×3個セット
【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

少し苦みはありますが、クセになる味わいのお茶で
す。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純
国産のお茶です。がばい農園では、100％にこだ
わり製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

15,000 Ｄ－１５２．国産 ゴーヤ茶（3個セット)

【内容量】
 2g×30包×3個セット
【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

ゴーヤ特有の苦みは少なく、飲みやすいお茶で
す。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純
国産のお茶です。がばい農園では、100％にこだ
わり製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

15,000 Ｄ－１５３．国産 ごぼう茶（3個セット)

【内容量】
2g×50包 ×3個セット
【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

ごぼうの香りの中に、ほんのりと甘さを感じられるお
茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純
国産のお茶です。がばい農園では、100％にこだ
わり製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社
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15,000
Ｄ－１５４．国産 しその葉茶（3個セッ
ト)

【内容量】
2g×40包×3個セット
【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

さっぱりとしたしその風味を味わえるお茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純
国産のお茶です。がばい農園では、100％にこだ
わり製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

15,000 Ｄ－１５６．国産 生姜紅茶（3個セット)

【内容量】
3g×40包×3個セット
【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

生姜感が強すぎることなく、生姜のピリッとした口当
たり良い味となっております。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純
国産のお茶です。がばい農園では、100％にこだ
わり製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

15,000
Ｄ－１５７．国産 白なた豆茶（3個セッ
ト)

【内容量】
3g×30包×3個セット
【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

スッキリとした中に、豆の香ばしさがあるお茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純
国産のお茶です。がばい農園では、100％にこだ
わり製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

15,000 Ｄ－１５８．国産 すぎな茶（3個セット)

【内容量】
2g×40包×3個セット
【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

少しクセのある味ですが、すっきりとした味わいも感
じられるお茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純
国産のお茶です。がばい農園では、100％にこだ
わり製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

15,000 Ｄ－１５９．国産 玉葱皮茶（3個セット)

【内容量】
 2g×40包×3個セット
【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

玉葱の甘さを感じられるお茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純
国産のお茶です。がばい農園では、100％にこだ
わり製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

15,000 Ｄ－１６０．国産 どくだみ茶（3個セット)

【内容量】
3g×40包×3個セット
【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

どくだみ特有の香りや酸味も少なく、すっきりとした
味わいです。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純
国産のお茶です。がばい農園では、100％にこだ
わり製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

15,000
Ｄ－１６２．国産 日本山人参茶（3個
セット)

【内容量】
2g×30包×3個セット
【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

とても希少な素材ですので、原料を大切に製造し
ております。くせになる苦みのあるお茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純
国産のお茶です。がばい農園では、100％にこだ
わり製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

15,000
Ｄ－１６３．国産 ハスの葉茶（3個セッ
ト)

【内容量】
 2g×30包×3個セット
【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

香り良くすっきりとした風味のお茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純
国産のお茶です。がばい農園では、100％にこだ
わり製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

15,000
Ｄ－１６４．国産 びわの葉茶（3個セッ
ト)

【内容量】
3g×40包×3個セット
【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

香ばしさや甘みもありフルーティーな味わいのお茶
です。またお茶の色も鮮やです。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純
国産のお茶です。がばい農園では、100％にこだ
わり製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

15,000
Ｄ－１６５．国産 めぐすりの木茶（3個
セット)

【内容量】
3g×40包×3個セット
【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

爽やかな木の香りが特徴のお茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純
国産のお茶です。がばい農園では、100％にこだ
わり製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

15,000
Ｄ－１６６．国産 ヤーコン茶（3個セッ
ト)

【内容量】
  3g×40包×3個セット
【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

独特な香りと苦みがありクセになるお茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純
国産のお茶です。がばい農園では、100％にこだ
わり製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

15,000
Ｄ－１６７．国産 れんこん茶（3個セッ
ト)

【内容量】
2g×40包×3個セット
【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

れんこん独特の臭いも少なく飲みやすいお茶と
なっています。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純
国産のお茶です。がばい農園では、100％にこだ
わり製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

15,000
Ｄ－１６８．たんぽぽコーヒー（3個セッ
ト)

【内容量】
2g×40包×3個セット
【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

コーヒー豆の入手が困難な時代に、代用として飲
まれていたため、コーヒーと名前が付いています。
通常のコーヒーとは違い、麦のような香ばしさが感
じられるノンカフェインのお茶です。
たんぽぽコーヒーの本場ポーランドで栽培された、
タンポポの根を100％使用しております。
【提供元】がばい農園株式会社



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

15,000 Ｄ－１６９．国産 明日葉茶（3個セット)

【内容量】
2g×40包×3個セット
【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

明日葉独特の苦みの中に、ほんのりと甘さを感じら
れるお茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純
国産のお茶です。がばい農園では、100％にこだ
わり製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

15,000
Ｄ－１７１．国産 発芽はと麦茶（3個
セット)

【内容量】
 5g×40包×3個セット
【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

お茶の色は薄いですが、やさしくまろやかな風味で
す。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純
国産のお茶です。がばい農園では、100％にこだ
わり製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

15,000
Ｄ－１７３．国産 玄米コーヒー（3個
セット)

【内容量】
5g×30包×3個セット
【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

香ばしく程よい苦みのあるお茶です。
日本国内で栽培された原料を100％使用した純
国産のお茶です。がばい農園では、100％にこだ
わり製造を行っております。
【提供元】がばい農園株式会社

15,000 Ｄ－１７４．「梅の蕾」詰合せ40号

【内容量】
焼海苔・味附海苔　各10袋詰（8切5枚）
手巻き用焼海苔　3袋詰（2切5枚）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間で発送

味、艶、香りのバランスのとれた風味をお楽しみい
ただけます。
日本橋本店の「のれん」に使われている紺色をそ
のまま用い、老舗の高級感を表現。
のれんをくぐって店内に入る情景をイメージしており
ます。

日本最大の海苔生産地である九州有明海。平成
26年（2014年）9月山本海苔店はこの有明海をの
ぞむ佐賀市の久保泉第2工業団地に工場を建
設。
日本最大の海苔生産地である佐賀に製造拠点を
設置することにより、生産者と消費者との距離を縮
め、上質の海苔を鮮度感のある品に作り上げま
す。
【提供元】山本海苔店

15,000
Ｄ－１７５．ドライフラワー＆ブリザーブド
フラワーボール

【内容量】
直径約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

ブリザーブドフラワーをベースにドライフラワーをミッ
クスさせたフラワーボールです。
淡く優しいカラーの配色に仕上げ和室から洋室ま
で様々なインテリアにマッチするように作成いたしま
した。チェーン金具がついておりますのでお気軽に
お飾りになれます。色の変色は起こりにくく加工を
施してありますので長くご使用いただけると思いま
す。
直射日光はお避け下さい。
【提供元】No.１０７

15,000
Ｄ－１７９．ドライフラワー＆ブリザーブド
フラワーボール

【内容量】
直径約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

ブリザーブドフラワーをベースにドライフラワーをミッ
クスさせたフラワーボールです。
淡く優しいカラーの配色で、和室から洋室まで様々
なインテリアにマッチするよう作成しました。
チェーン金具がついておりますのでお気軽にお飾り
になれます。色の変色は起こりにくく加工を施して
ありますので長くご使用いただけると思います。
直射日光はお避け下さい。
【提供元】No.１０７

15,000
Ｄ－１８０．佐賀牛入りうる寅ハンバー
グ１１個

【内容量】
150ｇ*11個
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1ヶ月

佐賀で唯一の鉄板串焼き専門店が企画製造した
佐賀牛をふんだんに使ったｼﾞｭｰｼｰなﾊﾝﾊﾞｰｸﾞで
す。地元の食材佐賀牛の特徴である甘みと深みの
あるｼﾞｭｰｼｰな肉汁たっぷりの挽肉と、赤身や豚
肉・鶏肉や玉ねぎ等を絶妙なﾊﾞﾗﾝｽで混ぜ合わ
せ、丁寧に手ごねで形成致しています。保存しや
すい真空ﾊﾟｯｸでおひとつずつ梱包となっており、湯
せんしてご自宅でお召し上がりください。
【提供元】株式会社　クーイング

15,000
Ｄ－１８１．ダ・ジーノのマルゲリータ３
枚

【内容量】
3枚
直径約２０ｃｍ
【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

本場ナポリのピッツァをはじめとしたイタリアン料理
が大人気のピッツェリア・ダ・ジーノ。
ミシュランガイド掲載店のピッツェリアが作るマルゲ
リータ。
小麦粉・トマトソース・モッツァレラチーズはイタリア
製にこだわり佐賀県産のバジルを使用しています。
日本冷凍食品協会認定工場で製造しています。
【ピザを美味しく焼くポイント！】
1.冷凍されているピザをしっかり解凍してください。
2.フライパンでピッツァの裏側を少し焦げがつくくら
い焼いてください。
3.フライパンで焼いたピッツァを温めた魚焼きグリル
に入れ、チーズがグツグツするまで３～４分焼いた
ら出来上がり。
【提供元】ピッツェリア・ダ・ジーノ

15,000
Ｄ－１８３．ドライフラワーボールブリ
ザーブドフラワー

【内容量】
直径約１３．５ｃｍ
【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

ドライフラワーとブリザーブドフラワーを贅沢に使用し
たフラワーボールです。吊るして飾れるように１５ｃ
ｍのチェーンがついてありますので壁や天井からつ
るしてご使用いただけます。花材にはアジサイのブ
リザーブドフラワーを使用しており、色の変色が起こ
りにくい加工を施してありますので、長くご使用いた
だけると思います。
直射日光はお避け下さい。

【原材料】植物、金具、真鍮
【提供元】No.１０７



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

15,000
Ｄ－１８４．トマト酢特別栽培米いのち
の壱　玄米５ｋｇ

【内容量】
いのちの壱（玄米）　５kg
【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

あなたが選ぶおいしい米コンテストで２年連続、日
本一に輝いた「いのちの壱」は、米・食味鑑定分析
コンクールでも４年連続金賞を受賞しているお米で
す。
甘くて香りが強く、通常のお米より大粒のいのちの
壱を広大で肥沃な佐賀平野で栽培しました。トマト
酢を使用して栽培されたいのちの壱を、玄米でお
届けいたします。
国内生産・流通量が極めて少ないいのちの壱。
KOGATOMATO独自の栽培方法で育てた特選米
を是非ご賞味ください。
【提供元】（株）サインズ

15,000
Ｄ－１８５．トマト酢特別栽培米いのち
の壱　特殊精米4.5ｋｇ

【内容量】
いのちの壱（精米7分づき）4.５kg
【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

あなたが選ぶおいしい米コンテストで２年連続、日
本一に輝いた「いのちの壱」は、米・食味鑑定分析
コンクールでも４年連続金賞を受賞しているお米で
す。
甘くて香りが強く、通常のお米より大粒のいのちの
壱を広大で肥沃な佐賀平野で栽培しました。トマト
酢を使用して栽培されたいのちの壱を、さらに深い
味わいとなるように7分づきで特殊精米した白米で
お届けいたします。
国内生産・流通量が極めて少ないいのちの壱。
KOGATOMATO独自の栽培方法で育てた特選米
を是非ご賞味ください。
【提供元】（株）サインズ



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

15,000 Ｄ－１８６．GRAN　チョコバー　M

【内容量】
グラノーラチョコバー(ストロベリー)×4本
グラノーラチョコバー(ピスタチオ）×4本
グラノーラチョコバー(ナッツ）×4本
【受付期間】11月～3月

サイト掲載期間
11月～3月中旬
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約3週間

佐賀市内にあるグラノーラ専門店「ＧＲＡＮ」。
ＧＲＡＮの自家製グラノーラは、無添加にこだわり厳
選した食材を使用しています。
食物繊維やカルシウム、鉄分などを豊富に含み栄
養価の高い食品のグラノーラ。
ＧＲＡＮの中でもNO.1の人気を誇るグラノーラチョコ
バーも素材にこだわり手作りでおつくりしてます。
気分に合わせてお楽しみください。
【提供元】株式会社パロン

15,000
Ｄ－１８７．米一筋頑固親父が作るヒノ
ヒカリ１０ｋｇ

【内容量】
白米１０キロ、令和2年産
佐賀県産、ヒノヒカリ、単一原料米
【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

九州で生まれた「ヒノヒカリ」は、色つや、うま味、粘
りの三拍子そろったお米です。噛めば噛むほどに味
わいが増します。炊き上がりはもちろん、冷めてか
らも美味しさが損なわれにくいのが特徴です。幅広
い年代も方々に親しまれております。米を作り始め
て約100年近く地元で愛されている四代続く米農
家が田んぼ一つ一つ自分達の目でこまめに見て回
り、収穫後は自家乾燥で丁寧に玄米にしていま
す。丹精込めて作ったお米を是非一度ご賞味くだ
さい。
【提供元】コメＬＩＦＥ

15,000
Ｄ－１８８．米一筋頑固親父が作る夢
しずく１０ｋｇ

【内容量】
白米10キロ
佐賀県産、ゆめしずく、単一原料米
【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

新世紀の佐賀米作りへの「夢」と、朝露濡れる稲の
新鮮なイメージを「しずく」という言葉で表現された
夢しずくは、「キヌヒカリ」と「ひとめぼれ」の配合に
よって生まれた品種です。ほどよい粘りと優れた味
わい、食欲をそそるふっくらでつやのある光沢が高
い評価を受けています。柔らかめに炊き上がるお
米で、小さな子供からお年寄りまで誰からも愛され
る甘みのあるお米です。米を作り始めて約100年
近く地元で愛されている四代続く米農家が田んぼ
一つ一つ自分達の目でこまめに見て回り、収穫後
は自家乾燥で丁寧に玄米にしています。丹精込め
て作ったお米を是非一度ご賞味ください。
【提供元】コメＬＩＦＥ



寄附金額 内容量等 説明

16,000 Ｄ２－００６．炭焼き 佐賀牛ロー
ストビーフ 400g

【内容量】
炭焼き 佐賀牛ローストビーフ 400g （100g
×4袋）
【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

『艶さし』と言えば 言わずもがなの『佐賀牛』。 肉
職人が 生の塊肉と対話する事、二時間。 肉の
目の流れを確認し 最良の形で切り出し その肉に
合う、５種類の天然塩から 選定し、炭火で丹念に
休ませながら 焼き上げた逸品。 香りだけでもよだ
れが出ること 間違いなし。。。 肉の塊を切った瞬
間の艶やかな 絶景をどうぞお楽しみください。
【提供元】アースグロー株式会社

16,000
Ｄ２－００８．カッティングボード
ワイン（チェリー）

【内容量】
１枚
幅430ｘ奥行120ｘ高さ18ｍｍ
・寸法表示には多少の誤差があります。
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1ヶ月

パンやケーキなどを切りそのまま食卓へ。
ワインボトルを模した形は使わない時、そっと立て
かけるだけでキッチンを華やかに楽しくします。
塗装はオイルフィニッシュです。

□ご購入の際の注意点
・天然無垢材ですので色合いや木目表情、節な
どの個体差があります。
・熱や水分により割れが入ったり歪んだり反ったり
することがあります。
・写真と現物の木目は違います。
・電子レンジ、食器洗い乾燥機のご使用は、お避
けください。
【提供元】栗秋木工

16,000 Ｄ２－００９．カッティングボード
ワイン（ｳｫｰﾙﾅｯﾄ）

【内容量】
１枚
幅430ｘ奥行120ｘ高さ18ｍｍ
・寸法表示には多少の誤差があります。
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1ヶ月

パンやケーキなどを切りそのまま食卓へ。
ワインボトルを模した形は使わない時、そっと立て
かけるだけでキッチンを華やかに楽しくします。
塗装はオイルフィニッシュです。

□ご購入の際の注意点
・天然無垢材ですので色合いや木目表情、節な
どの個体差があります。
・熱や水分により割れが入ったり歪んだり反ったり
することがあります。
・写真と現物の木目は違います。
・電子レンジ、食器洗い乾燥機のご使用は、お避
けください。
【提供元】栗秋木工

16,000
Ｄ２－０１３．佐賀牛サーロインス
テーキ200g

【内容量】
佐賀牛サーロインステーキ200g
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1カ月

全国の銘柄牛の中でもトップクラスの最高肉質で
ある『5』等級及び『4』等級のＢＭＳ（脂肪交雑）
『No.7』以上の品質を誇る最高級の国産黒毛和
牛と称される佐賀牛。サーロインはステーキの王
様ともいわれる人気の部位で、ほんのり甘くて、柔
らかい食感を楽しんでいただけます。
【提供元】株式会社INDIGO

16,000
Ｄ２－０１４．和栗かのこ（15個
入）

【内容量】
15個（大納言5個・とら豆5個・青えんどう5
個）
1個あたり90g
【受付期間】10月～2月14日
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

羊羹の町 佐賀で生まれたオリジナル羊羹です。
旬の和栗が丸々1個入ったモッチリ羊羹なので、
和栗の香り・味と羊羹の甘みがお楽いただけま
す。
また、大納言やとら豆、青えんどう等の豆を蜜で
煮た「かのこ豆」が入っているため、お豆の食感も
特長的です。
旬の味覚を楽しんでいただける逸品です。
この機会に佐賀に触れてみてください。
【提供元】㈲菓心まるいち

お礼の品



寄附金額 内容量等 説明

18,000
Ｄ３－００１．最高級佐賀牛合挽
【空翔ぶハンバーグ】6個

【内容量】180ｇ×6個（生）
  専用ジャポネソース付き
【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

レストランＫＵＲＥＨＡで№1の人気・リピート率
を誇るのが空翔ぶハンバーグ。
レストランのシェフが一つ一つ丁寧に真心を込
めて手作りし、名前の通りまるで空を翔んでし
まうようなふわふわの柔らかさが魅力のハン
バーグです。
ハンバーグおひとつずつにお付けしている専
用和風ジャポネソースは無添加で、こだわり
のソースです。
KUREHAのハンバーグを是非一度ご賞味くだ
さい。
【提供元】Saga story

18,000
Ｄ３－００２．みかんのきもち　48
本

【内容量】
280ｍｌ×24本×2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

佐賀県産高品質温州みかん果汁を使用。自
然でコクのある味に仕上げた天然果汁100%
ジュースです。280mlでちょうどイイ飲みきりサ
イズです。
【提供元】季楽

18,000
Ｄ３－００６．「梅の花」焼海苔 お
つまみ海苔詰合せ

【内容量】
焼海苔
各10袋詰（8切5枚）
おつまみ海苔　各20ｇ
うめ味、明太子味、わさびごま味、おかか
味、うに味
【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

焼海苔とおつまみ海苔のセットです。
おつまみ海苔は一般的な味付け海苔よりも
細いため、食べやすい形になっています。
有明海産の上質な海苔にわさびごまや明太
子顆粒をはさみ、風味豊かに仕上げました。
ビールや日本酒などのお酒との相性も抜群。
サラダやパスタ、お茶漬けや和え物などにも
お使いいただけます。
日本最大の海苔生産地である九州有明海。
平成26年9月、山本海苔店はこの有明海を
のぞむ佐賀市の久保泉第2工業団地に工場
を建設。
日本最大の海苔生産地である佐賀に製造拠
点を設置することにより、生産者と消費者との
距離を縮め、上質の海苔を鮮度感のある品
に作り上げます。
【提供元】山本海苔店

18,000
Ｄ３－００７．「梅の花」焼海苔・味
附海苔1号缶詰合せ

【内容量】
各12袋詰（8切5枚）
【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

とろけるような口どけと香り高い風味が特徴の
海苔が気軽に味わえる、手軽な個食タイプの
セットです。
日本最大の海苔生産地である九州有明海。
平成26年（2014年）9月山本海苔店はこの
有明海をのぞむ佐賀市の久保泉第2工業団
地に工場を建設。
日本最大の海苔生産地である佐賀に製造拠
点を設置することにより、生産者と消費者との
距離を縮め、上質の海苔を鮮度感のある品
に作り上げます。
【提供元】山本海苔店

18,000
Ｄ３－００８．「梅の蕾」詰合せ50
号

【内容量】
焼海苔・味附海苔　各10袋詰（8切5枚）
手巻き用焼海苔　5袋詰（2切5枚）
【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

味、艶、香りのバランスのとれた風味をお楽し
みいただけます。
日本橋本店の「のれん」に使われている紺色
をそのまま用い、老舗の高級感を表現。のれ
んをくぐって店内に入る情景をイメージしており
ます。
日本最大の海苔生産地である九州有明海。
平成26年（2014年）9月山本海苔店はこの
有明海をのぞむ佐賀市の久保泉第2工業団
地に工場を建設。
日本最大の海苔生産地である佐賀に製造拠
点を設置することにより、生産者と消費者との
距離を縮め、上質の海苔を鮮度感のある品
に作り上げます。
【提供元】山本海苔店

18,000
Ｄ３－００９．刷毛目三つ足つる付
き片口

【内容量】
1個
直径：８．５ｃｍ（片口込：１２ｃｍ）
高さ：３．５ｃｍ
サイズ表示は全ておおよそのものです。
径･高さは最大部分で計測しています。
【受付期間】通年　　【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1か月（お申
し込み状況により、3か月要す場合があり
ます）

ロクロを使わず、同じ厚みに伸ばした板状の土
を貼り合わせたりして成形し、「暮らしの中で
愛でられる器」がコンセプトの独創性あふれる
作品は多くの人を魅了しています。
板状の土に刷毛目を施して作った三つ足の
つる付き片口です。約一合入ります。酒器と
してのみでなく　小鉢としてもお使い頂けま
す。
手作りですので写真とは多少様子が異なる事
がございます。
【提供元】梶原妙子

お礼の品



18,000 Ｄ３－０１１．国産十六穀米2.4kg

【内容量】
800g×3ｐ
【受付期間】通年【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間
Q　食べ方、炊き方
A　白米１合に大さじ１杯目安に入れて炊
飯して下さい。洗わなくても大丈夫です
が、気になるようでしたら茶こしなど目が細
かいものを使って洗って下さい。
※一般的な雑穀の炊き方です。お客様の
お好みで加減されてください。
Q　袋がぴったりしていない
A　脱酸素剤を封入していますが真空（脱
気）処理は行っていないため、ものにより袋
の状態が異なります。
保存及び品質には影響ありません。開封
後は白米と同じように保管・ご使用下さ
い。

原料は全て国産。
佐賀県産のもち麦をベースに発芽玄米、押し
麦、かたきび、もち粟、もちきび、小豆、丸麦、
大豆、黒米、そば米、アマランサス、はと麦、
ひえ、緑米、赤米をバランス良くブレンドしたむ
ぎわらやオリジナルの雑穀米です。
白米１合に対して大さじ１程度を目安にお好
みで増減させて炊飯して下さい。
大さじ１以上加える場合はその分だけ水を足
すことをおすすめします。

【提供元】旬菜舎さと山

18,000
Ｄ３－０１２．【新米】特別栽培米
夢しずく精米10kg

【内容量】
夢しずく精米5ｋｇ×2袋
【受付期間】
通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

３年連続食味ランキングで最高評価の特Ａを
獲得した『夢しずく』。
ラムサール条約湿地登録された「東よか干
潟」に隣接する東与賀町の肥沃な大地で佐
賀県認証の減農薬減化学肥料栽培（慣例栽
培の半分以下使用）された東与賀夢しずく部
会のみなさんの力作です。
自然乾燥仕上げの常温定湿米は良食味が
自慢です。
【提供元】菅米穀店

18,000
Ｄ３－０１３．佐賀牛モモステーキ
4枚

【内容量】
佐賀牛モモステーキ100g×4
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1カ月

全国の銘柄牛の中でもトップクラスの最高肉
質である『5』等級及び『4』等級のＢＭＳ（脂肪
交雑）『No.7』以上の品質を誇る最高級の国
産黒毛和牛と称される佐賀牛。サーロインに
続く、牛の腰からお尻にかけての大きな赤身
で、モモ肉の特に柔らかい旨みのある部分で
す。肉のきめが細かく、やわらかな赤身肉とし
ては味に深みがあり貴重な部位です。
【提供元】株式会社INDIGO



寄附金額 内容量等 説明

20,000 Ｅ－００１．佐賀のり詰合せＣ

【内容量】美香舞焼のり（全型10枚）×1、
焼（2切6枚）×3、味（2切6枚）×2、塩の
り（2切7枚）×2、香味干し（5ｇ）×2、香
味のり佃煮（70ｇ）×1、のりしょうゆせんべ
い（130ｇ）×1、のりしおせんべい（130ｇ）
×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

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。
【提供元】三福海苔（株）

20,000
Ｅ－００２．初摘み美香舞と香
味干しの詰合せ

【内容量】
初摘み美香舞焼のり（全型10枚）×4袋、
佐賀のり香味干し（5ｇ）×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

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。
【提供元】三福海苔（株）

20,000
Ｅ－００３．しおのり、焼のり（各２
缶）

【内容量】
しおのり8切64枚入り（全形8枚分）2缶、
焼のり8切64枚入り（全形8枚分）2缶
【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

厳選した佐賀海苔を遠赤外線で香ばしく焼き上
げた、香り高く口溶けが良い美味しい焼きのり
と、厳選した佐賀海苔を店主の弟が作る「菜種
油三吉」で風味を付けて佐賀の海水塩「一の
塩」で美味しく味付けしたしお海苔です、お子様
からお年寄りまで安心してお召し上がり頂けま
す。
【提供元】江頭一郎商店

20,000
Ｅ－００４．初摘み　焼のり堪能
セットＤ

【内容量】
焼のり（板のり10枚）×4
焼のり　（2切6枚）×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

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生産者が直接お送りするから
こそ味わえます。焼のりにも旨みたっぷりの初摘
み海苔で贅沢な手巻き寿司など是非お楽しみ
下さい。
【提供元】有明の風

20,000
Ｅ－００５．初摘みのり　味わい
セット

【内容量】
焼のり（8切48枚）×３
塩のり（8切48枚）×２
めんたい塩のり（8切48枚）×３
【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

口どけがよく香り高い初摘み海苔のを使用。
色々な味がバラエティにお楽しみいただけます。
使用している塩も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。
【提供元】有明の風

20,000 Ｅ－００９．佐賀牛切り落とし

【内容量】
佐賀牛切り落とし1ｋｇ
【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。
【提供元】三重津みやげホスムスカモス

20,000
Ｅ－０１１．老舗肉屋厳選！佐
賀牛カルビ５００ｇ

【内容量】
佐賀牛カルビ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（11月
～1月お申込みの場合、2～3か月かかる
場合があります）

最高級ブランド“佐賀牛”を目利きの老舗精肉
店がお届け！“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】（株）スチームシップサガ

20,000
Ｅ－０１５．肥前さくらポークしゃ
ぶしゃぶ用２ｋｇ

【内容量】
佐賀県産肥前さくらポークしゃぶしゃぶ用
2,000g（500g×4P）
【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（11月
～1月お申込みの場合、2～3か月かかる
場合があります）

ブランド豚“肥前さくらポーク”を目利きの老舗精
肉店がお届け！佐賀県産肥前さくらポークは、
鮮やかなさくら色をしており、きめ細やかでやわ
らかな肉質が特徴です。こだわりの佐賀県産肥
前さくらポークをぜひお楽しみください。
【提供元】（株）スチームシップサガ

20,000
Ｅ－０１６．肥前さくらポーク衣
付とんかつ用８枚 準備中

【内容量】
佐賀県産肥前さくらポーク衣付とんかつ用
200g×8枚
【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（11月
～1月お申込みの場合、2～3か月かかる
場合があります）

ブランド豚“肥前さくらポーク”を目利きの老舗精
肉店がお届け！佐賀県産肥前さくらポークは、
鮮やかなさくら色をしており、きめ細やかでやわ
らかな肉質が特徴です。衣付きでお届けします
ので、「あとは揚げるだけ♪」の簡単調理です。
【提供元】（株）スチームシップサガ

お礼の品



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

20,000
Ｅ－０１７．高値で取引される
「光樹とまと」

【内容量】
4kg箱
【受付期間】３月～５月
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

東京市場で最高の値が付く農林水産大臣賞受
賞（平成27年度1月）のトマトです。有明海の豊
富なミネラルと潮風の干拓地で、さんさんと降り
そそぐ太陽の恵みをいっぱいに浴びた「光樹とま
と」の美味しさは、他に類を見ない程の甘味と酸
味と旨みのバランスの良さが特徴です。
【提供元】（株）サインズ

20,000
Ｅ－０２４．超粗挽きウインナー
（９パック）

【内容量】
ガスボー/1パック2本入り×5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

20,000
Ｅ－０２６．粕漬専門店　自慢
の無添加奈良漬

【内容量】
白瓜１６００g（瓜１０枚～１６枚）
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約2週間

信頼できる契約農家で育てられた佐賀県産の
白瓜を、粕漬専門店竹八が熟成酒粕、砂糖、
食塩のみで漬込んだ自慢の漬物。３度の漬けか
えから生まれた芳醇なお漬物をお楽しみ下さ
い。
【提供元】（株）竹八

20,000
Ｅ－０２７．肥前旨唐おもてなし
五彩セットＳ

【内容量】
旨唐佐賀牛プレミアム(90g)×３箱、旨唐
佐賀牛(80g)×２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

20,000
Ｅ－０２９．佐賀の手作りひげに
んにく卵黄３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×２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。ひげにんにく玉
は佐賀市だけで製造しています。
【提供元】日本にんにく

20,000
Ｅ－０３１．「佐賀牛づくし極み」
カレーセット

【内容量】
佐賀牛カレープレミアム220ｇ×3箱、佐
賀ん牛汁10.5ｇ×3袋、和風ドレッシング２
１５ｍｌ×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

佐賀が誇るブランド佐賀牛をふんだんに使った
極上カレー
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館

20,000
Ｅ－０３２．シャトー文雅手作りド
レ＆国産牛カレー

【内容量】
国産牛ビーフカレー6缶（200g×6）、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
（ドレッシング各300ml）
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約2週間

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国産牛ビーフカ
レーのセットをお楽しみください。
【提供元】シャトー文雅

20,000
Ｅ－０３３．シャトー文雅和牛シ
チュー＆ドレッシング

【内容量】
黒毛和牛ビーフシチュー4缶（200g×4）、
梅ドレッシング１本（300ml）、ステーキソー
ス1本（300ml）
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約2週間

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。
【提供元】シャトー文雅

20,000
Ｅ－０３４．希少部位使用　佐
賀牛カレー満腹セット

【内容量】
佐賀牛カレー（200g）×8
【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

佐賀牛でもカレーに相性のよい希少部位の「す
ね肉」をふんだんに使用し、食感と旨味を活かし
た中辛のカレーです。JAグループ佐賀管内肥
育農家で飼育された黒毛和牛種の牛肉を使用
してます。
【提供元】佐星醤油㈱

20,000
Ｅ－０３６．プレミアム冷凍米粉
ロールケーキ（４箱）

【内容量】1箱4個入り×4箱
【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

佐賀県産の米粉、卵を100％使用し、小麦アレ
ルギーの方も安心してお召し上がりいただけるグ
ルテンフリースイーツです。卵白のみを用いて作
り上げた真っ白で軽やかなホワイトロールケーキ
は、常温解凍10分程で、しっとりなめらかな食
感のスポンジ生地になります。
【提供元】旬菜舎さと山



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

20,000
Ｅ－０３７．佐賀銘菓白玉饅頭
詰合せＣセット

【内容量】
白玉饅頭3個入×10袋、玄米白玉饅頭3
個入×5袋、よもぎ白玉饅頭3個入×5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。玄米、よ
もぎをセットにした詰合せで色々な白玉饅頭を
楽しめます。
【提供元】元祖吉野屋

20,000
Ｅ－０３８．佐賀県産焼き菓子
詰め合わせ（３０個）

【内容量】30個入
(米バウム6個、お茶会6個、さがんポテト6
個、栗拾い4個、フィナンシェ4個、クッ
キー4個）
【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

佐賀県産の材料を使って作った焼き菓子詰め
合わせセットです。米粉を使って何層にも焼き
上げたクーベルチュールチョコがけバウムクーヘ
ン。しっとりとしたスィートポテト。はがくれ栗の
ペーストを使った焼き菓子。クッキーは松梅の
干し柿を使用しています。
【提供元】㈲創菓苑　アンナの贈り物

20,000 Ｅ－０３９．さがんポテト（３０個）

【内容量】
約40g×３０個入
【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

モンドセレクション2017銀賞受賞 ！佐賀市の
松梅産のさつま芋と九州産のさつまいもで芋の
うまみを最大限に引き出したスイートポテトで
す。
【提供元】㈲創菓苑　アンナの贈り物

20,000
Ｅ－０４０．三瀬バウム２段ＢＯ
Ｘと夢卵のセット

【内容量】
Lサイズ１ヶ、Sサイズ８ヶ、夢卵40個入り、
味プレーンのみ
【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

佐賀市にある自社養鶏場の自然豊かな三瀬の
地にて、飼育環境と飼料にこだわった鶏の卵を
使用した、しっとりコクのあるバウムクーヘンと卵
のセットです。
濃厚な卵は卵掛けご飯などにてお召し上がり頂
ければ卵の味がお判りいただけます。
【提供元】ムーランルージュ

20,000
Ｅ－０４１．こだわり味噌と醤油
の詰め合わせ

【内容量】
自然一醤油700ｍｌ×1、ぽん酢醤油700
ｍｌ×1、熟つゆ700ｍｌ×1、自然一麦みそ
700ｇ×1、十穀味噌500ｇ×2
【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と
天然原料で丁寧に作ったぽん酢、つゆ、だし醤
油、十種類の国産雑穀を仕込んだ味噌、有機
麦で作った味噌の詰め合わせです。
【提供元】丸秀醤油（株）

20,000
Ｅ－０４２．はねにんにくオイル３
本桐箱入り

【内容量】
190ml×３
【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

健康成分アホエンを抽出した風味香るガーリッ
ク。健康に良いだけでなく美味しさも追求した健
康オイルです。
【提供元】えがちゃん農園

20,000
Ｅ－０４３．佐賀の美味しい醬
油と味噌のセット

【内容量】こいくち(寿)　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、合わせ味噌　１ｋｇ
×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

 当店自慢の寿醤油、かつおだし醤油、えびす
醤油に加え、香り高い徳島産のすだちを使用し
た「すだちぽん酢」と料理がぐんと美味しく仕上が
る「白だし」にお勧めの「合わせ味噌」のセット。
【提供元】（有）池田醤油醸造店

20,000
Ｅ－０５５．空き家見守りサービ
スプラス

【内容量】
空き家周辺の状況を写真撮影し、ご送
付。また、簡単な除草作業や花の水やり
等（相応分）。
【受付期間】通年
【実施時期】入金確認後、希望を伺いま
す

お客様に代わり、空き家になった家のお庭周辺
の現在の状況を写真撮影し、お客様へご送付
致します。また、簡単な除草作業や花の水やり
など、内容・日程をお客様とご相談のうえ、作業
を行います。
【提供元】(公社)シルバー人材センター

20,000
Ｅ－０５８．開運さが恵比須張
子セット（小）

【内容量】　※サイズは目安です。
・えびす張子1個
　高さ9cm×幅10cm×奥行き7ｃｍ
・座布団 1枚　12ｃｍ×12ｃｍ
・ミニ張子 1個
　高さ6cm×幅5cm×奥行き3ｃｍ
・張子ストラップ 1個
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約3週間

佐賀の恵比須さん、その数日本一！恵比須さ
んの張子は、家の福の守り神として、宝くじなど
の縁起担ぎに、と大人気です。オリジナルデザイ
ンで、粘土からの型おこし、和紙の張り込み、絵
付けと工程のすべてが職人の手作業。一つ一
つ表情が微妙に異なり、同じものは２つとないの
も魅力です。
【提供元】恵比須ＤＥまちづくりネットワーク



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

20,000
Ｅ－０６４．自然米「神の力」１ｋ
ｇ

【内容量】　1,000ｇ×１袋
2020年産　※申込後に精米
【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

30年間、肥料・農薬を使用しないで栽培した自
然米(コシヒカリ）大粒米です。
種子消毒や除草剤も使用しておりません。
誕生日や記念日の贈り物に喜ばれております。
発送前に精米いたしますが、ご希望があれば玄
米でのお届けも承ります。
【提供元】自然栽培園北村

20,000
Ｅ－０６５．みつせ鶏（炊きたて
ご飯に混ぜるだけ）

【内容量】
みつせ鶏五目めしの具(１６０ｇ）×８袋
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

【炊きたてご飯に混ぜるだけ】
みつせ鶏・ごぼう・たけのこ・人参・椎茸をじっくり
煮込み、旨味たっぷりの具材です。
【提供元】有限会社　佐嘉の絲

20,000
Ｅ－０７１．玄米黒酢 玉ねぎ酢
トマト酢 セット

【内容量】
各300ml
【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

創業180年を越える佐賀市の老舗酢蔵右近酢
謹製。アルコール無添加混じりけが一切無い醸
造酢3種セット。原材料も地元産を使用しており
ます。
ラッピング・風呂敷付き。
【提供元】株式会社佐賀美装

20,000
Ｅ－０７２．柿酢 玉ねぎ酢 トマト
酢 セット

【内容量】
各300ml
【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

創業180年を越える佐賀市の老舗酢蔵右近酢
謹製。アルコール無添加混じりけが一切無い醸
造酢3種セット。原材料も地元産を使用しており
ます。
ラッピング用風呂敷付き。
【提供元】株式会社佐賀美装

20,000
Ｅ－０７３．佐賀県産　豚ロース
スライス　しゃぶしゃぶ用2kg

【内容量】
豚ローススライス　500g　×4個
【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

佐賀の豊かな大地で育った佐賀県産豚
100％。
厳しい飼育管理による生産者様の思いがこもっ
た一品をふるさと佐賀からお届け致します。
精肉のプロにより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。
【提供元】三重津みやげホスムスカモス

20,000
Ｅ－０７９．トマト酢を使って育て
た夢しずく特A　白米9kg

【内容量】
精米9kg
産地：佐賀市川副町
【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

佐賀市南部に広がる佐賀平野の肥沃な土壌
で、減農薬栽培の認証を受けて栽培したお米
に、光樹とまと生産者「古賀とまと農園」の国内
で一番旨味が強いと言われるサンロードトマトを
原料に使ったトマト酢を散布して育てました。
トマト酢を散布した古賀とまと農園の「トマト」が果
実の旨味・甘味を増すことからヒントを得て、お
米の栽培にも活用しています。
『味』にこだわり続けて栽培してきたプロのトマト農
家が本気でお米と向き合って作り上げた古賀と
まと農園の一味違ったお米です。
【提供元】（株）サインズ

20,000
Ｅ－０７９．【新米】トマト酢を
使って育てた夢しずく特A　白
米9kg

【内容量】
精米9kg
産地：佐賀市川副町
【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

佐賀市南部に広がる佐賀平野の肥沃な土壌
で、減農薬栽培の認証を受けて栽培したお米
に、光樹とまと生産者「古賀とまと農園」の国内
で一番旨味が強いと言われるサンロードトマトを
原料に使ったトマト酢を散布して育てました。
トマト酢を散布した古賀とまと農園の「トマト」が果
実の旨味・甘味を増すことからヒントを得て、お
米の栽培にも活用しています。
『味』にこだわり続けて栽培してきたプロのトマト農
家が本気でお米と向き合って作り上げた古賀と
まと農園の一味違ったお米です。
【提供元】（株）サインズ

20,000
Ｅ－０８８．KUREHAの【人に優
しいスープ】１０袋

【内容量】　180ｇ、10袋
【スープの種類】
・人参・玉葱・かぼちゃ・トマト・ブロッコリー・
キャベツと有田鶏・ナップエンドウ・さつまい
も・じゃがいも・キャベツとベーコン
※上記よりおまかせでご用意致します。
※季節や天候により内容が変更になりま
す。
【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

風情溢れる川上峡で人気の「山カフェレストラン
KUREHA」。
佐賀県産野菜だけでお作りする「佐賀野菜の
スープ」は、一番美味しい旬の魅力をそのまま
袋に詰め込みました。素材も佐賀の「一の塩」を
使用する等、県産品にこだわってお作りしまし
た。炊いたご飯とチーズを煮込んでリゾットにした
り、パスタソースなどにアレンジするのもおすすめ
です。
【提供元】㈱Saga story
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20,000
E－０８９．最高級佐賀牛合挽
【空翔ぶハンバーグ】7個

【内容量】180ｇ、数量7個
専用ジャポネソース付き
【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

風情溢れる川上峡で人気の「山カフェレストラン
KUREHA」。
レストランのシェフが一つ一つ丁寧に真心を込め
て手作りし、名前の通りまるで空を翔んでしまう
ようなふわふわの柔らかさが魅力のハンバーグ
です。
極上の柔らかさと佐賀牛合挽肉から溢れ出す
肉汁が、口にいれた瞬間からあなたを虜にしま
す。
ハンバーグおひとつずつにお付けしている専用
和風ジャポネソースは無添加のKUREHAこだわ
りのソースです。
【提供元】㈱Saga story

20,000
Ｅ－０９０．ST2aブランド米さが
びより＆夢しずく　無洗米計
8kg

【内容量】
さがびより無洗米2kg×2袋
夢しずく無洗米2kg×2袋
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１ヶ月

高温な夏場に対応するため佐賀県農業試験研
究センターが10年もの歳月をかけて作り上げた
さがびより。おいしいお水と肥沃な土壌で育った
夢しずく。同じ佐賀のブランド米でも甘みや粘り
気など、違ったおいしさをお楽しみいただけま
す。
当店の無洗米は水を使わず空気の力で表面を
磨き上げるため、旨味が凝縮されたまま！精米
後は2kgずつ真空パックでお届けします。
※計量は通常のカップをご使用ください。無洗
米専用のカップは必要ありません。　水量も通
常の炊飯と同じ水加減で炊飯いただけます。
※水を使わない精米法ですので、通常の無洗
米と比べて炊飯時に水が濁ることがございま
す。
【提供元】（株）スチームシップサガ

20,000
Ｅ－０９１．佐賀牛モモスライス
400ｇ

【内容量】
佐賀牛モモスライス　400ｇ
【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

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

20,000
Ｅ－０９２．季節の生花のフラ
ワーアレンジメント

【内容量】
数量：1個
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、配達可能日時
の確認をこちらから電話で行います。
※画像はイメージです

季節の生花をお届けします。どんなお花が届く
かはお楽しみです。
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

20,000
Ｅ－０９４．佐賀牛ハンバーグ
６枚

【内容量】
佐賀牛ハンバーグ（生）
180ｇ×6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
※ご依頼を受けてから製造します

佐賀牛を100％使用した手作りハンバーグ
（生）。焼き上げたハンバーグを割った時に出て
くる肉汁を見ると、食欲が止まりません。
※解凍せずに調理して、お召しあがりください。
【提供元】㈲福岡精肉・デリカ

20,000
Ｅ－０９５．SM2d 佐賀産有明
鶏もも身 4kg

【内容量】
佐賀産有明鶏もも身 4kg
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約１ヶ月
※11月～1月お申込み分は2～3ヶ月程
度お時間をいただく場合がございます

老舗精肉店が厳選したジューシーで柔らかな佐
賀県産「有明鶏」を4kgをお届けします。
良質なたんぱく質や、コラーゲン、各種ビタミン
やミネラルなどを含みます。
【この鶏肉が選ばれる理由】
有明鶏は、全飼育期間、抗菌性物質を含まな
いカルシウムを豊富に含んだ有明海産中心のカ
キガラを入れた独自の飼料で飼育された高品
質の若鶏です。徹底した管理のもと、美味しさ、
新鮮さにこだわってお届けします。
【提供元】（株）スチームシップサガ

20,000
E－０９６．つぼ漬けカルビとピョ
ンさんのキムチＤコース

【内容量】
つぼ漬けカルビ　６枚（６００ｇ）
※米国又は豪州産牛肉使用
キムチ　４個（１２００ｇ）
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約１０日

地元名水を利用した自家製タレに漬け込んだつ
ぼ漬けカルビ。自家製タレは毎日新しく作ってい
ます。
つぼ漬けカルビ・キムチ共その品質と味は、地
元で10年以上ご愛顧いただいています。
【提供元】百済

20,000
E－１０４．佐賀県産夢しずく＆
自社栽培原料の麦茶

【内容量】
・佐賀県産夢しずく　白米5kg×3
・佐賀県産麦茶(10g×18P)×2袋
【受付期間】通年（7.8.9月出荷不可）
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約２週間

佐賀県産夢しずく、やわらかく、つやのあるお米
と、自社栽培の麦を原料にした香ばしくておいし
いと大好評の麦茶です。夢しずくは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。
※品質保持の為なるべく涼しい所で保管して頂
き、精米日後1ヶ月程でお早めにお召し上がり
下さい。
【提供元】㈱イケマコ
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20,000
E－１０５．佐賀県産夢しずく＆
自社栽培原料の黒豆グラッセ

【内容量】
・佐賀県産夢しずく　白米5kg×3
・自社栽培原料の黒豆グラッセ1袋
【受付期間】通年（7.8.9月出荷不可）
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約２週間

佐賀県産夢しずく、やわらかく、つやのある夢し
ずくは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。
※品質保持の為なるべく涼しい所で保管して頂
き、精米日後1ヶ月程でお早めにお召し上がり
下さい。
自社栽培の黒大豆を原料としたほんのり甘い、
黒豆グラッセ。おやつにも、お酒のおつまみにも
どうぞ。
【提供元】㈱イケマコ

20,000
E－１０６．佐賀牛切り落とし
800g

【内容量】
８００ｇ（４００ｇ×２）
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1カ月

日本を代表するブランド、”佐賀牛”。
切り落とし肉は多くのお料理に使用でき大活躍
です！
400ｇ入りの２パックでお届けします。
【提供元】やまとフーズ

20,000
E－１０７．佐賀牛を使った贅沢
ハンバーグ19個

【内容量】
１５０g×19
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1カ月
※年末年始のお申込みは2～3カ月かか
る場合がございます。

佐賀牛と佐賀産の豚肉を使用したハンバーグ。
牧場直営店の焼肉屋さんより伝統の味を受け
継ぎ、絶妙な配合比でふわふわと柔らかいハン
バーグに仕上げております。お子様からお年寄り
の方まで幅広くご支持頂いております。世界でも
高評価のブランド牛、「佐賀牛」の旨みとジュー
シーな肉汁をお楽しみ頂けます。贅沢なハン
バーグをぜひご堪能下さい。
【提供元】やまとフーズ

20,000
E－１０８．平日薄暮ゴルフプ
レー券　カート付

【内容量】
プレー券１枚（1名のみ利用可）
平日薄暮限定、9H
セルフ、カート付
【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
※プレー券到着後、事前予約をお願いい
たします。ご予約の際、プレー券のご使用
をお伝えください。
※その他当返礼品の詳しい内容やご不明
な点等は、提供元へお尋ねください。

佐賀市三瀬村、背振・北山県立自然公園の中
央、人造湖では九州屈指の北山ダムのほとりに
ある１８ホール。１００万㎡の広大な自然の中
に、九州では有数の７,０６１ヤードのロングコース
です。標高４００ｍの位置でありながら、広くてフ
ラットなコースは、ビギナーから上級者でも楽し
める本格派のコースです。各ホールに亘り多彩
な攻めのルートが秘められ、豪快さの中にも繊
細な頭脳的プレーが要求されるとともに、２ベン
トグリーンを採用したコースにきっと挑戦意欲を
かき立てられることでしょう。夏は特に涼しく、最
高の環境でプレーを楽しめます。
【プレー券】※返金・換金・釣銭・転売不可
※プレー券は当日受付時にご提出いただきます
ので、大切に保管ください。ご提出がない場合は
実費負担となります。なお、紛失、破損等による
再発行はいたしません。
【提供元】北山カントリー倶楽部

20,000
Ｅ－１１１．国産牛すじ串５６
本・アキレス小間切れ・豚足２
本

【内容量】
牛すじ串８本×７袋
国産アキレス小間切れ２００ｇ×１袋
豚足２本×１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

『国産牛すじ串』は安心安全な国産牛のアキレ
スやスジ肉を自社工場にて職人が1本1本丁寧
に手刺ししております。
煮物や炒め物の引き立て役となる牛アキレスの
小間切れ、国産アキレスを湯がいた後の【コ
ラーゲン煮汁】でじっくり湯がいた国産の豚足を
セットにしました。
【提供元】　藤園食品

20,000
Ｅ－１１４．ベジスープ６０食セッ
ト

【内容量】
8.4g×30食
8.3ｇ×30食
【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

「佐賀県産アスパラガス」を使用したフリーズドラ
イスープ「５種の野菜スープ」と「佐賀県産トマト」
を使用したフリーズドライスープ「トマト入りたまご
スープ」の２種詰合せです。
お湯を注ぐだけで簡単にお召し上がりいただけま
す。

【提供元】季楽

20,000
Ｅ－１１５．米粉グルテンフリー
パンケーキミックス１０袋

【内容量】
２００ｇ×１０袋
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

国産の米粉に有機ココナッツ粉を加えた無漂白
グルテンフリーのパンケーキミックスです。
【提供元】㈱佐賀美装

20,000
Ｅ－１１８．天使の希水 2L×8
本+500ml×24本

【内容量】
天使の希水 2L×8本+500ml×24本
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１か月

「天使の希水」は,九州脊振山系雷山の麓、佐
賀市富士町（旧北山）の森林に囲まれた深井
戸から汲み上げた非加熱天然水です。
亜硝酸態窒素は０．００４ｍｇ/ℓ未満（基準値
０．０４ｍｇ/ℓ以下）である他、国の厳しい基準を
パスした、加熱殺菌や除菌の必要がない長期
保存可能な弱アルカリ性の軟水です。

【提供元】アースグロー株式会社
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20,000
Ｅ－１１９．菊芋酢　サンフラ
ワービネガー３本

【内容量】
500ml×3本　数量限定
【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

佐賀市北部の中山間産地、富士町や三瀬町で
古くから栽培されている菊芋は、消化吸収され
にくい多糖類のイヌリンを多く含み、健康食材と
して注目されています。
生命力が強く、春先になれば発芽しますが、保
存が難しく、旬の時期にしか摂取ができないた
め、日本で初めての菊芋酢を開発しました。
10倍程度に和水で薄め飲用したり、醤油と混ぜ
たポン酢、油を使用する料理の隠し味としても
最適です。
【提供元】井樋商店

20,000
Ｅ－１２０．菊芋酢サンフラワー
ビネガーと菊芋茶

【内容量】
サンフラワービネガー：500ml×1本
菊芋茶：100g×4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

☆食用の方法
○カレーライス・ハンバーグ・汁・煮物・サ
ラダ等には大さじ1杯
○納豆・ヨーグルトには、小さじ1杯程度混
ぜて料理にお使いください。

佐賀市北部の中山間産地、富士町や三瀬町で
古くから栽培されている菊芋は、消化吸収され
にくい多糖類のイヌリンを含んでいます。
生命力が強く、春先になれば発芽しますが、保
存が難しく、旬の時期にしか摂取ができないた
め、菊芋酢と菊芋茶を開発しました。
菊芋酢は10倍程度に和水で薄め飲用したり、
醤油と混ぜたポン酢、油を使用する料理の隠し
味としても最適です。
菊芋茶は１５０ｃｃのお湯に小さじ１杯を目安にお
召し上がりください。
【提供元】井樋商店

20,000 Ｅ－１２１．菊芋茶１００ｇ×６袋

【内容量】
100g×6袋　数量限定
【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

☆食用の方法
○カレーライス・ハンバーグ・汁・煮物・サ
ラダ等には大さじ1杯
○納豆・ヨーグルトには、小さじ1杯程度混
ぜて料理にお使いください。

佐賀市北部の中山間産地、富士町や三瀬町で
古くから栽培されている菊芋は、消化吸収され
にくい多糖類のイヌリンを含んでいます。
生命力が強く、春先になれば発芽しますが、保
存が難しく、旬の時期にしか摂取ができないた
め、15%強に乾燥させ菊芋をパウダーにしまし
た。
１５０ｃｃのお湯に菊芋茶小さじ１杯を目安にお
召し上がりください。
【提供元】井樋商店

20,000
Ｅ－１２２．佐賀牛サーロインス
テーキ140ｇ×2枚

【内容量】
１４０ｇ×２
【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

佐賀牛のとろけるような舌さわりと、熟成された
艶さし霜降りのコク、甘みをご堪能下さい。
【提供元】やまとフーズ

20,000
Ｅ－１２４．佐賀牛ももブロック
400g　（200ｇ×2）

【内容量】
佐賀牛ももブロック　400g　200ｇ×2
【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』はＪＡグループ佐賀管内の肥育農
家、農場で飼育された「黒毛和種」の中から、最
高品質“５等級（５区分）および、４等級の脂肪
交雑（ＢＭＳ・霜降り）-No７以上”の厳しい品質
をクリアした黒毛和牛です。
濃厚な【霜降り】で有名な【佐賀牛】ですが、赤
身の部位【もも】ももちろんのおいしさと柔らかさ
です。
牛丼やカレー、ビーフシチュー、ステーキなど、
用途に合わせてカットしてお使いください。
【提供元】バッテン

20,000
Ｅ－１２５．刷毛目三つ足カップ
＆ソーサー（黒）

【内容量】
カップ1個
直径：７ｃｍ（取っ手込：１０ｃｍ）　高さ：７ｃ
ｍ
ソーサー1枚
縦×横：１５．５ｃｍ×１５．５ｃｍ
サイズ表示は全ておおよそのものです。
径･高さは最大部分で計測しています。
【受付期間】通年　　【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1か月（お申
し込み状況により、3か月要す場合があり
ます）

ロクロを使わず、同じ厚みに伸ばした板状の土を
貼り合わせたりして成形し、「暮らしの中で愛でら
れる器」がコンセプトの独創性あふれる作品は
多くの人を魅了しています。
板状の土に刷毛目を施して作った三つ足カップ
と四方皿です。合わせて使うだけでなく　別々で
使うと用途も広がります。
手作りですので写真とは多少様子が異なる事が
ございます。
【提供元】梶原妙子

20,000
Ｅ－１２６．刷毛目三つ足カップ
＆ソーサー（茶）

【内容量】
カップ1個
直径：７ｃｍ（取っ手込：１０ｃｍ）　高さ：７ｃ
ｍ
ソーサー1枚
縦×横：１５．５ｃｍ×１５．５ｃｍ
サイズ表示は全ておおよそのものです。
径･高さは最大部分で計測しています。
【受付期間】通年　　【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1か月（お申
し込み状況により、3か月要す場合があり
ます）

ロクロを使わず、同じ厚みに伸ばした板状の土を
貼り合わせたりして成形し、「暮らしの中で愛でら
れる器」がコンセプトの独創性あふれる作品は
多くの人を魅了しています。
板状の土に刷毛目を施して作った三つ足カップ
と四方皿です。合わせて使うだけでなく　別々で
使うと用途も広がります。
手作りですので写真とは多少様子が異なる事が
ございます。
【提供元】梶原妙子
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20,000 Ｅ－１２８．佐賀県産もち麦4kg

【内容量】
800g×5ｐ
【受付期間】通年【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間
Q　食べ方、炊き方
A　白米１合に大さじ１杯目安に入れて炊
飯して下さい。洗わなくても大丈夫です
が、気になる場合は茶こしなど目が細かい
ものを使って洗って下さい。
※一般的な雑穀の炊き方です。お客様の
お好みで加減されてください。
Q　袋がぴったりしていない
A　脱酸素剤を封入していますが真空（脱
気）処理は行っていないため、ものにより袋
の状態が異なります。
保存及び品質には影響ありません。開封
後は白米と同じように保管・ご使用下さ
い。

昨今、機能性食品として話題になっている人気
のもち麦です。
アントシアニン豊富なダイシモチという品種を佐
賀県内で栽培、脱穀、加工しています。
ご飯と一緒に炊いて頂くとぷちぷちとした食感と
ほんのり香り・甘味がプラスされます。
白米１合に対して大さじ１程度を目安にお好み
で増減させて炊飯して下さい。
大さじ１以上加える場合はその分だけ水を足す
ことをおすすめします。

【提供元】旬菜舎さと山

20,000
Ｅ－１２９．ダ・ジーノのマルゲ
リータ４枚

【内容量】
4枚
直径約２０ｃｍ
【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

本場ナポリのピッツァをはじめとしたイタリアン料
理が大人気のピッツェリア・ダ・ジーノ。
ミシュランガイド掲載店のピッツェリアが作るマル
ゲリータ。
小麦粉・トマトソース・モッツァレラチーズはイタリ
ア製にこだわり佐賀県産のバジルを使用してい
ます。
日本冷凍食品協会認定工場で製造していま
す。
【ピザを美味しく焼くポイント！】
1.冷凍されているピザをしっかり解凍してくださ
い。
2.フライパンでピッツァの裏側を少し焦げがつくく
らい焼いてください。
3.フライパンで焼いたピッツァを温めた魚焼きグ
リルに入れ、チーズがグツグツするまで３～４分
焼いたら出来上がり。
【提供元】ピッツェリア・ダ・ジーノ

20,000
Ｅ－１３２．佐賀牛ももスライス
しゃぶ

【内容量】
500ｇ
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1カ月

自然豊かな大地で育ったとろけるような柔らか
さ。甘くコク深いうまみの佐賀牛切り落とし。様々
な料理にご利用いただけます。銘柄牛の中でも
トップクラスの肉質を誇る佐賀牛を是非食卓で
ご堪能ください。
【提供元】株式会社　クーイング

20,000
Ｅ－１３３．夢千鳥べっぴん御
膳内湯ペア券

【内容量】
べっぴん御膳（2名様）
内湯ご入浴（2名様）
【受付期間】通年
【配送方法】チケット配送
【発送時期】入金確認後、約2週間

佐賀県産大豆と北海道産の厳選した黒豆大豆
を使用した「ざる豆腐」、旬の食材を存分に味わ
える料理をご用意しております。ラドンを含むぬ
る湯でリラックスしていただけます。

※ご利用の２日前までに要予約。
※画像は一例です。料理の内容は季節により
変わります。

【提供元】お宿夢千鳥



寄附金額 内容量等 説明

22,000
Ｅ２－００３．ハンドメイド木工体験
Ｂ

【内容】
木工体験
お皿（小）　直径１２ｃｍ×１枚
スプーン＆フォーク　各1本　長さ１７ｃ
ｍ
体験対象人数：１名様
【受付期間】通年
【所要時間】４０分～９０分
※製作にかかる所要時間は目安とな
ります。
【発送時期】※入金確認後、２週間前
後で寄附者へメールまたは電話連絡

２０１６年に佐賀県知事が認める「佐賀さいこう企
業」として表彰されました。
赤ちゃんにやさしい木のおもちゃを手がけている工
房でオリジナルのカトラリーとお皿づくりを体験して
みませんか。

【注意事項】
※入金確認後、２週間前後でメールまたはお電
話にて連絡差し上げますので、お申し込みの際の
連絡先は確実に連絡が取れる番号・メールアドレ
スでご入力をお願い致します。
※交通費等は個人負担となります。
※製作にかかる所要時間は目安となります。
【提供元】飛鳥工房

22,000
Ｅ２－００４．佐賀牛ローストビーフ
500g　タレ付き

【内容量】
佐賀牛ローストビーフ500g　(250g×
2) 　タレ付き
【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

柔らかい赤みの中にきめ細やかに風味ただよう脂
肪が入った見事な霜降り牛肉。
お届けは真空パックで２５０ｇ×２本に分けておりま
すので、お好みの厚さにスライスしてお楽しみくだ
さい。
【提供元】三重津みやげホスムスカモス

お礼の品



寄附金額 内容量等 説明

24,000
Ｅ３－００１．最高級佐賀牛合挽
【空翔ぶハンバーグ】8個

【内容量】180ｇ×8個（生）
  専用ジャポネソース付き
【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

レストランＫＵＲＥＨＡで№1の人気・リピート率を誇
るのが空翔ぶハンバーグ。
名前の通りまるで空を翔んでしまうようなふわふわ
の柔らかさが魅力のハンバーグです。
極上の柔らかさと佐賀牛合挽肉から溢れ出す肉
汁が、口にいれた瞬間からあなたを虜にします。
和風ジャポネソースは無添加でお作りしており、肉
の旨みを最大限に引き出すこだわりのソースで
す。
KUREHAのハンバーグを是非一度ご賞味くださ
い。
【提供元】Saga story

24,000
Ｅ３－００３．炭焼き 佐賀牛ロー
ストビーフ 600g

【内容量】
炭焼き 佐賀牛ローストビーフ 600g
（100g×6袋）
【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

『艶さし』と言えば 言わずもがなの『佐賀牛』。 肉
職人が 生の塊肉と対話する事、二時間。 肉の目
の流れを確認し 最良の形で切り出し その肉に合
う、５種類の天然塩から 選定し、炭火で丹念に休
ませながら 焼き上げた逸品。 香りだけでもよだれ
が出ること 間違いなし。。。 肉の塊を切った瞬間
の艶やかな 絶景をどうぞお楽しみください。
【提供元】アースグロー株式会社

24,000
Ｅ３－００４．霜降り 佐賀牛ロース
トビーフ 400g

【内容量】
霜降り 炭焼き 佐賀牛ローストビーフ
400g （100g×4袋）
【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

『艶さし』と言えば 言わずもがなの『佐賀牛』。 そ
の佐賀牛の中でも 肉の登龍門をくぐりし 肉のみを
厳選。 肉職人が 生の塊肉と対話する事、二時
間。 肉の目の流れを確認し 最良の形で切り出し
その肉に合う、５種類の天然塩から 選定し、炭火
で丹念に休ませながら 焼き上げた逸品。 香りだ
けでもよだれが出ること 間違いなし。。。 肉の塊を
切った瞬間の艶やかな 絶景をどうぞお楽しみくだ
さい。
【提供元】アースグロー株式会社

24,000
Ｅ３－００６．飲むバラ＜プレミア
ムローズ＞

【内容量】
うれしのローズティー30g×1本（瓶入
り）
うれしの薔薇茶50g×1本（瓶入り）
ローズジャム220g×1個
ブルガリアン生はちみつ190ｍｌ×1個
※ブルガリアン生はちみつは、リンデ
ン、アカシア、ラベンダーのいずれかの
セットになりますが、種類はお選びいた
だけません。
【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

うれしの薔薇茶は、「うれしの玉緑茶」に、ダマスク
ローズをマリアージュ。うれしの玉緑茶の優しいう
ま味とダマスクローズの上品で優雅な香りで至福
のティータイムを。
うれしのローズティーは、佐賀県嬉野市で丁寧に
育てた紅茶にダマスクローズをブレンド。国産紅茶
の優しい甘みとダマスクローズの上品で優雅な香
りがふわっとお口の中に広がります。
ローズジャムは、ダマスクローズの花びらをジャム
にしました。1度も冷凍していませんので、バラの風
味と花びらの食感がやみつきに。
ブルガリアン生はちみつは、3000年の歴史を持
ち、多種の密原によるユニークな味と各種ビタミ
ン、ミネラル等を含んでいるブルガリアンハニー。
※ブルガリアン生はちみつは３種類（リンデン、アカ
シア、ラベンダー）のうちいずれかのセットになりま
すが、種類はご指定いただけません。
【提供元】（株）ローズテラス

お礼の品



寄附金額 内容量等 説明

26,000
Ｅ４－００２．飲むバラ　スパーク
ロゼファイブ

【内容量】
スパークロゼ200ml×3本（箱入り）×
5セット
【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

2016年フーデックスジャパン美食女子グランプリ
銀賞受賞商品。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使用した華やかでさわ
やかなローズスパークリング飲料です。農薬不使
用ダマスクローズエキス、ヒアルロン酸（美容サ
ポート成分）配合、佐賀天山水系伏流水使用。が
んばった自分にご褒美を
【提供元】株式会社ローズテラス

26,000 Ｅ４－００３．佐賀牛 サーロイン
ステーキ 200g ×2

【内容量】
佐賀牛 サーロインステーキ （200g
× 2枚）
【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

世界でも高い評価を得ているブランド銘柄”佐賀
牛”。肉質が5等級および4等級、霜降りの割り合
いである「BMS」が7以上のものだけが”佐賀牛”と
呼ばれています。佐賀の肥沃な大地で育った黒
毛和牛は、艶サシと言われるきめ細やかな霜降り
が全体に行き渡っており、肉質は口に入れた瞬間
からとろけるような柔らかさと甘く深みのある上品
な旨味と香りが自慢のお肉です。今回は”王道”の
サーロインステーキでご用意しました。こちらは”冷
凍”での発送。ぜひご家庭でお楽しみ下さい。
【提供元】アースグロー株式会社

お礼の品



寄附金額 内容量等 説明

28,000 Ｅ５－００１．お盆（ｳｫｰﾙﾅﾄ）

【内容量】
１枚
幅420ｘ奥行280ｘ厚み16ｍｍ
・寸法表示には多少の誤差があります。
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1ヶ月

シンプルなデザインのお盆です。
持ち手の欠き取っているので持ちやすく、また出来
るだけ軽くなるように製作しました。
塗装はオイルフィニッシュです。

□ご購入の際の注意点
・天然無垢材ですので色合いや木目表情、節など
の個体差があります。
・熱や水分により割れが入ったり歪んだり反ったりす
ることがあります。
・写真と現物の木目は異なります。
・電子レンジ、食器洗い乾燥機のご使用は、お避
けください。

【提供元】栗秋木工

28,000
Ｅ５－００２．ロースト牛タンブロッ
ク500ｇ　自家製ソース付

【内容量】
ロースト牛タンブロック　５００ｇ（２５０ｇ×
２）
アメリカ産又はオーストラリア産
自家製ソース　３００ｍｌ
【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

当店でお客様からご注文を多数いただく【ロースト
牛タン】のブロックを、冷凍便としてお届けいたしま
す。冷蔵庫でゆっくりと解凍後、お好みの厚さにス
ライスしてお召し上がりください。
【ロースト牛タン】は、牛タンをローストビーフと同様
に調理することで、牛タンのもつ旨味、食感を引き
出し、焼肉で食べる牛タンとは異なるおいしさが楽
しめます。
同梱の自家製ソースはオリジナルの和風ベースの
たれです。
【提供元】バッテン

28,000
Ｅ５－００３．合わせ刷毛目八寸
皿

【内容量】
1個
縦×横：２５ｃｍ×２５ｃｍ　高さ：１ｃｍ
サイズ表示は全ておおよそのものです。
径･高さは最大部分で計測しています。
【受付期間】通年　　【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1か月（お申
し込み状況により、3か月要す場合があり
ます）

ロクロを使わず、同じ厚みに伸ばした板状の土を貼
り合わせたりして成形し、「暮らしの中で愛でられる
器」がコンセプトの独創性あふれる作品は多くの人
を魅了しています。

二色の土を合わせ両側をちぎり刷毛目を施した約
２５㎝の角皿です。
手作りですので写真とは多少様子が異なる事がご
ざいます。
【提供元】梶原妙子

28,000 Ｅ５－００４．国産十六穀米4kg

【内容量】
800g×5ｐ
【受付期間】通年【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間
Q　食べ方、炊き方
A　白米１合に大さじ１杯目安に入れて炊
飯して下さい。洗わなくても大丈夫です
が、気になるようでしたら茶こしなど目が
細かいものを使って洗って下さい。
※一般的な雑穀の炊き方です。お客様
のお好みで加減されてください。
Q　袋がぴったりしていない
A　脱酸素剤を封入していますが真空
（脱気）処理は行っていないため、ものに
より袋の状態が異なります。
保存及び品質には影響ありません。開封
後は白米と同じように保管・ご使用下さ
い。

原料は全て国産。
佐賀県産のもち麦をベースに発芽玄米、押し麦、
かたきび、もち粟、もちきび、小豆、丸麦、大豆、黒
米、そば米、アマランサス、はと麦、ひえ、緑米、赤
米をバランス良くブレンドしたむぎわらやオリジナル
の雑穀米です。
白米１合に対して大さじ１程度を目安にお好みで
増減させて炊飯して下さい。
大さじ１以上加える場合はその分だけ水を足すこと
をおすすめします。
【提供元】旬菜舎さと山

お礼の品



寄附金額 内容量等 説明

30,000 Ｆ－００３．初摘み　焼のりセット

【内容量】
焼のり（板のり10枚）×10
【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

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
た食感は生産者が直接お送りするからこそ味わえま
す。焼のりにも旨みたっぷりの初摘み海苔で贅沢な
手巻き寿司など是非お楽しみ下さい。
【提供元】有明の風

30,000
Ｆ－００４．初摘み　焼のり贅沢プ
レミアムセットＢ

【内容量】
プレミアム焼のり（板のり10枚）×7
【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

30,000
Ｆ－００７．佐賀県産ゆめしずく　１
８ｋｇ

【内容量】
約4.5ｋｇ×４
【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

日本穀物検定協会が実施する2020年産『米の食
味ランキング』で4年連続の“特Ａ評価”を獲得。 夢
しずくは、ほどよい粘りと食欲をそそるふっくらでツヤ
のある光沢が特徴です。
【提供元】さが風土館季楽

30,000
Ｆ－００８．佐賀県産さがびより　１
８ｋｇ

【内容量】約4.5ｋｇ×４
【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

日本穀物検定協会が実施する2020年産『米の食
味ランキング』で11年連続の“特Ａ評価”を獲得。さ
がびよりは、粒が大きくしっかりしていて食感はもっち
りしています。時間がたってもおいしいのでおにぎりや
お弁当にぴったりです。
【提供元】さが風土館季楽

30,000
Ｆ－０１１．佐賀牛切り落とし７５０
ｇ

【内容量】
佐賀牛切り落とし750g
【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（11月
～1月お申込みの場合、2～3か月かかる場
合があります）

最高級ブランド“佐賀牛”目利きの老舗精肉店がお
届け！佐賀牛の切り落としをたっぷり750gお届けし
ます。
【提供元】（株）スチームシップサガ

30,000
Ｆ－０１２．佐賀牛特選　切り落と
し１ｋｇ

【内容量】
佐賀牛切落し１ｋｇ
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約１～２か月

厳しい基準を満たした特選Ａ-５ランクの佐賀牛切
落し、（カタ、バラ、モモの混載品）１キロのボリューム
でお届けします。甘味のある』特選佐賀牛ですので
安心してお召し上がり下さい。
【提供元】丸福精肉店

30,000
Ｆ－０１３．佐賀牛ロースステーキ
６００ｇ

【内容量】
佐賀牛ロースステーキ６００ｇ（2～3枚）
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約１～２か月

佐賀県の恵まれた大自然の中で大切に育てられた
佐賀牛。閉じ込められた旨味と柔らかな肉質はまさ
に最高峰。６００ｇ（２～３）というﾎﾞﾘｭｰﾑで喜ばれる
こと間違いなしの一品です。
【提供元】丸福精肉店

30,000
Ｆ－０２０．飲むバラ　スパークロ
ゼ

【内容量】
200ｍｌ×24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

【FOODEXJAPAN「美食女子グランプリ」銀賞受賞】
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、華やかで爽
やかな（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＋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

30,000
Ｆ－０２１．超粗挽きウインナー（１
２パック）

【内容量】
ガスボー/1パック2本入り×8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

30,000
Ｆ－０２３．肥前旨唐８箱入りギフ
トセットＳＳ

【内容量】
旨唐佐賀牛プレミアム(90g)×４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

お礼の品



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

30,000
Ｆ－０２４．佐賀の手作りひげにん
にく卵黄５袋セット

【内容量】①すっぽん黒ひげにんにく玉　12
ｇ（約６０粒）約一ヶ月分×２袋、②熟成、発
酵黒ひげにんにく玉　12ｇ（約６０粒）約一ヶ
月分×２袋、③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。ひげにんにく玉は佐賀市だけで製造し
ています。
【提供元】日本にんにく

30,000
Ｆ－０２６．佐賀牛づくし＆笑顔の
食卓セット

【内容量】
佐賀牛カレープレミアム220ｇ×3箱、佐賀
ん牛汁10.5ｇ×5袋、和風ドレッシング２１５
ｍｌ×1本、特製はねにんにくオイル190ｍｌ×
1本、秘伝のたれ200ｍｌ×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

朝は旨唐しぐれ煮と佐賀ん牛汁、夜は佐賀牛を贅
沢にカレーで！はねにんにくオイルは匂いが少ない
万能オイルです。
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館

30,000
Ｆ－０３１．佐賀の美味しい醬油
セットＢ

【内容量】
こいくち(寿)　1L×5本、かつおだし醤油　1L
×5本、佐賀のえびす醤油　1L×3本、すだ
ちぽん酢300ml×1本、白だし360ml×1
本、刺身醬油　360ml×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

当店自慢の寿醤油、かつおだし醤油、えびす醤油に
加え、香り高い徳島産のすだちを使用した「すだちぽ
ん酢」と料理がぐんと美味しく仕上がる「白だし」、甘
口の「刺身醤油」のセット。
【提供元】（有）池田醤油醸造店

30,000
Ｆ－０４０．お墓の供養代行サー
ビスプラス

【内容量】
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、簡単な
除草作業や花の水やり等（相応分）いたしま
す。
【受付期間】通年
【実施時期】入金確認後、希望を伺います

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。また、周辺の除草やお
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。
【提供元】(公社)シルバー人材センター

30,000
Ｆ－０４３．佐賀牛ももカルビ焼肉
用５００ｇ

【内容量】
焼肉用カットで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。その佐賀牛
のもも部位を焼肉用にスライスいたしました。ジュー
ジュー焼きますと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

30,000
Ｆ－０４４．佐賀牛ももバラスライ
ス５００ｇ

【内容量】
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

30,000
Ｆ－０４５．佐賀牛肩ローススライ
ス５００ｇ

【内容量】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。その佐賀牛
の肩ロース部位をスライスいたしました。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

30,000
Ｆ－０４６．有明海一番　焼海苔
（桐箱入）

【内容量】
有明海一番 焼海苔（全形7枚）×4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

有明海一番は、佐賀県産の海苔の中でもトップブラ
ンド「佐賀海苔®有明海一番」の冠を持つ海苔を焼
き上げた焼海苔です。
【提供元】三福海苔（株）

30,000
Ｆ－０４７．初摘み　焼のり贅沢プ
レミアムセットＡ

【内容量】
プレミアム焼のり（板のり10枚）×5
焼のり（2切6枚）×5
【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

30,000
Ｆ－０４８．７．５ｍｍ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　【配送方法】常温　【発送
時期】入金確認後、約１か月
※年末年始・お盆、ＧＷなどの長期休暇前
後のお申し込みの場合は遅くなることがあり
ます。特に年末年始は２～３カ月程遅くなる
場合がございます為、お届け時期のお約束
は致しかねます。 ご準備でき次第のお届け
になります。

【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7.5ｍｍ
形：ラウンド系　照り艶：良好
金具素材：K14WG
その他素材:金具入りシリコンキャッチ
※画像はシリコンキャッチですが、金具入りシリコン
キャッチをお付けしております。
附属品：ケース、保証書
【提供元】㈱美穂野



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

30,000 Ｆ－０５１．シラ　サプリメント
【内容量】60粒（2カ月分）　1個
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約２週間

純国産アスタキサンチンが12㎎配合されています。
一日一粒の飲用で十分な有用成分を摂取いただけ
ます。
【提供元】㈱アルビータ

30,000
Ｆ－０５３．自然農法JAS認定コシ
ヒカリ　１０ｋｇ

【内容量】精米10ｋｇ
産地：佐賀市大和町
※申込後に精米
【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

農薬、化学肥料は当然ながら、有機質肥料や有機
JASで使用が認められている生理活性剤や 農薬等
も一切使用しない。粘りがあり、噛むほどに甘みを増
していき、その甘みの余韻でまたご飯が食べたくな
る。そんなお米を消費者に届け続けるため、手間ひ
ま惜しまず米作りを行っています。
【提供元】㈱サインズ

30,000
Ｆ－０５８．自然米「神の力」桐箱
風呂敷包み１ｋｇ

【内容量】　1,000ｇ×１箱
※申込後に精米
【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

30年間、肥料・農薬を使用しないで栽培した自然米
(コシヒカリ）大粒米です。
種子消毒や除草剤も使用しておりません。
誕生日や記念日の贈り物に喜ばれております。
発送前に精米いたしますが、ご希望があれば玄米で
のお届けも承ります。
【提供元】自然栽培園北村

30,000
Ｆ－０５９．自然米「天の華」１ｋｇ
×６袋

【内容量】　1,000ｇ×6袋
※注文後に精米
【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

30年間、肥料・農薬を使用しないで栽培した自然米
(コシヒカリ）中粒米です。
種子消毒や除草剤も使用しておりません。
毎日食べるご飯だから、安全で美味しい自然米を選
ばれております。
発送前に精米いたしますが、ご希望があれば玄米で
のお届けも承ります。
【提供元】自然栽培園北村

30,000

Ｆ－０６０．大和屋
日帰り（入浴・昼食付）プラン

・換金・払戻・再発行は出来ません。
・キャンセルにあたって寄附の取り消
しはお引き受けいたしかねますので、
ご了承ください。
・キャンセルは、ご利用予定日の4日
前までにお願いします。
・予約のキャンセルは、旅館へご連絡
をお願いいたします。
・入湯税は、別途、現地にてお支払い
ください。

【内容量】
2名様日帰り入浴・昼食付プラン　地場産品
付
※利用券が届いてから、利用日の10日前
までに要予約（有効期限：発行日から１年）
【受付期間通年
【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。
喫茶カレー（ケーキ付）セットとバラ風呂or胡蝶蘭風
呂貸し切りペアプランをご提供いたします。直径
180cmの酒樽を使用したバラor胡蝶蘭風呂で癒し
の時間をゆっくりとお楽しみください。
 地場産のプレゼントと一緒にご利用券をお届けしま
す。

・貸切風呂での「バラ風呂」「胡蝶蘭風呂」は通常開
催日は指定
  できません。
・季節によっては花の生産のない時期があります。ご
了承ください。
【提供元】（一社）古湯・熊の川温泉観光コンベンショ
ン連盟

30,000

Ｆ－０６２．お宿夢千鳥
入浴券8枚綴り

・換金・払戻・再発行は出来ません。
・キャンセルにあたって寄附の取り消
しはお引き受けいたしかねますので、
ご了承ください。
・ご来館時に、受付にて券を提示して
ください。

【内容量】
お宿夢千鳥　入浴券8枚(1枚で1名様利用
可)+地場産品
※チケットが届いてからご利用ください。
【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。この入浴券
で内湯にご入浴いただけます。
地場産品と一緒にご利用券をお届けします。
・ご来館時に、受付にて券を提示してください。
【提供元】（一社）古湯・熊の川温泉観光コンベンショ
ン連盟

30,000

Ｆ－０６３．熊の川温泉ちどりの湯
内湯回数券１２枚

・換金・払戻・再発行は出来ません。
・キャンセルにあたって寄附の取り消
しはお引き受けいたしかねますので、
ご了承ください。
・予約のキャンセルは、旅館へご連絡
をお願いいたします。
・入湯税は、別途、現地にてお支払い
ください。

【内容量】
ちどりの湯内湯回数券+地場産品
【受付期間】通年
※但し、毎月第３木曜日は休館日
【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。
熊の川温泉は、ラドンを豊富に含んだ単純弱放射能
泉で、温泉だけでなく、空気中に溶け込んだラドンを
いっぱい吸い込んで、ご入浴をお楽しみいただけま
す。このプランは、館内の大浴場をご利用いただける
回数券となっております。大浴場にはサウナや露天
風呂完備でのんびりとおくつろぎいただけます。
 地場産品と一緒に回数券をお届けします。
・回数券が届いてからご利用ください。
・ご来館時に、受付にて券を提示してください。
【提供元】（一社）古湯・熊の川温泉観光コンベンショ
ン連盟



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

30,000
Ｆ－０６４．佐賀市内観光タクシー
２時間コース/小型

【内容量】自然とおいしいものがいっぱいの
佐賀♪ベテランドライバーが市内をご案内い
たします。コースはお客様とご相談。コース
例　①初めての佐賀コース/佐賀市内→佐
賀城本丸歴史館→柳町界隈(佐賀市歴史
民俗館・肥前通仙亭など)②佐賀の歴史
コース/佐賀市内→佐賀城本丸歴史館→
佐賀神社→徴古館③シュガーロード佐賀の
お菓子をめぐるコース/羊羹→丸芳露→松
露饅頭→白玉饅頭の各店舗

※利用券が届いてから、ご利用日の１週間
前までに要予約（有効期限：発行日から１
年）
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約２週間

創業８０年の老舗のタクシー会社です。安全第一、
きれいな車で丁寧な運転をモットーにしております。
あったかいおもてなしの心でベテランドライバーが佐
賀市の魅力をご案内いたします。
尚、コースの代金は貸切タクシー代のみの対応と
なっております。入園料・駐車場代・入場料・飲食代
は含まれておりませんのでご了承下さい。
【提供元】株式会社佐賀タクシー

30,000
Ｆ－０６６．【お名入れ可能】離乳
食用「ファーストスプーンセット」

【内容量】　木製離乳食用スプーン１個、木
製器１個
スプーン：長さ１８×幅２.．４×厚み０．９ｃｍ
器：長さ１６×幅８.．３×厚み２．５ｃｍ
【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

離乳食用の木製スプーンと器のセットです。赤ちゃん
が初めて口にする食器はやっぱり木製がいいです。
お名入れをご希望の方は、備考欄に「名入れ希望」
とご記入ください。後日、入れる文字、場所等のご希
望を伺います。
【提供元】㈱飛鳥工房

30,000

Ｆ－０７０．ラジオに生出演１回（１
０分以内）

注意事項
公共放送として相応しくないと判
断した場合は、放送できません。
(寄付の返金はできません。)

【内容量】
ラジオに生出演１回（１０分以内）
【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

えびすＦＭのスタジオと電話でつないで生放送に声
でご出演。えびすＦＭで生放送します。
ふるさと佐賀とラジオ生放送でつながることができま
す。また、出身者でなくても佐賀市の魅力をラジオ
出演を通して感じることができます。
政治宗教を除く内容であれば、個人や企業のＰＲ、
イベントの告知などができます。
入金確認後、２週間前後でメールまたはお電話にて
連絡差し上げます。番組制作に約２ヶ月、放送後、
収録したＣＤを送付いたします。
【提供元】㈱コミュニティジャーナル

30,000
Ｆ－０７２．艶々ベビー！5mmアコ
ヤ真珠直付けピアス

【内容量】
アコヤ真珠直付けピアス
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１ヶ月
※年末年始・お盆、ＧＷなどの長期休暇前
後のお申し込みの場合は遅くなることがあり
ます。特に年末年始は２～３カ月程遅くなる
場合がございます為、お届け時期のお約束
は致しかねます。 ご準備でき次第のお届け
になります。

【詳細】
真珠の種類：アコヤ真珠（佐賀県産　美穂野加工）
色：ホワイト系　大きさ：約4.0ｍｍ　形：ラウンド系　照
り艶：良好　その他素材：K14WG　シリコンキャッチ
※画像はシリコンキャッチですが、金具入りシリコン
キャッチをお付けしております。
附属品：ケース　保証書
【提供元】㈱美穂野

30,000
Ｆ－０７３．佐賀牛 ロース焼肉
カット 200g/3P

【内容量】
200グラム／3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

最高級A5ランクのみの佐賀牛(R)。
日本を代表する銘柄牛をギフト箱でお届け。
ラッピング・風呂敷付き。
※画像はイメージです。佐賀牛の性質上、霜降り具
合や脂の割合などが画像と異なる場合がございま
す。あらかじめご了承ください。
【提供元】株式会社佐賀美装

30,000
Ｆ－０７４．佐賀牛 カルビ焼肉
カット 200g/3P

【内容量】
200グラム／3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

最高級A5ランクのみの佐賀牛(R)。
日本を代表する銘柄牛をギフト箱でお届け。
ラッピング・風呂敷付き。
※画像はイメージです。佐賀牛の性質上、霜降り具
合や脂の割合などが画像と異なる場合がございま
す。あらかじめご了承ください。
【提供元】株式会社佐賀美装

30,000
Ｆ－０７７．最高級佐賀牛合挽
【空翔ぶハンバーグ】10個

【内容量】180ｇ、数量10個
専用ジャポネソース付き
【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

風情溢れる川上峡の「山カフェレストランKUREHA」。
レストランのシェフが一つ一つ丁寧に真心を込めて
手作りし、名前の通りまるで空を翔んでしまうような
ふわふわの柔らかさが魅力のハンバーグです。
極上の柔らかさと佐賀牛合挽肉から肉汁。
ハンバーグひとつずつにお付けしている専用和風
ジャポネソースは無添加でお作りしており、肉の旨み
を最大限に引き出すKUREHAこだわりのソースです。
KUREHAのハンバーグを是非一度ご賞味ください。
【提供元】㈱Saga story



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

30,000
Ｆ－０８０．SM3c 佐賀牛サイコロ
ステーキ500g

【内容量】
佐賀牛サイコロステーキ500g
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約１ヶ月
※11月～1月お申込み分は2～3ヶ月程度
お時間をいただく場合がございます

きめ細やかな艶サシの佐賀牛。
ロース、ウデ、モモなどいろんな部位をお楽しみいた
だけます。
※赤身と脂身の割合、形や大きさ、サシの入り方な
ど１つ１つ個体差がございますのでご了承下さい。
☆お肉を冷凍する前に生肉の状態でカットしていま
す。冷凍してからカットすると、細胞が壊れ、ドリップ
の原因となってしまうからです。こうすることで解凍時
のドリップを減らし、旨みを逃がさないようにしていま
す。
【提供元】（株）スチームシップサガ

30,000 Ｆ－０８１．佐賀牛ももスライス

【内容量】
佐賀牛ももスライス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

佐賀牛専門店です。佐賀牛の一番美味しいA5のみ
を取り扱います。店主が自信をもってお届けするもも
スライスです。
【提供元】㈲福岡精肉・デリカ

30,000
Ｆ－０８２．佐賀牛ハンバーグ　９
枚

【内容量】
佐賀牛ハンバーグ(生）
180ｇ×9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
※ご依頼を受けてから製造します

佐賀牛を100％使用した手作りハンバーグ（生）。焼
き上げたハンバーグを割った時に出てくる肉汁を見
ると、食欲が止まりません。
※解凍せずに調理して、お召しあがりください。
【提供元】㈲福岡精肉・デリカ

30,000 Ｆ－０８３．ＧＲＡＮ　ＢＯＸ　Ｌ

【内容量】ＧＲＡＮ自家製グラノーラ
ストロベリー360ｇ
抹茶360ｇ
ピスタチオココナツ360ｇ
フルーツ360ｇ
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約３週間

ＧＲＡＮの自家製グラノーラは、有機と無添加にこだ
わり厳選した食材を使用しています。食物繊維やカ
ルシウム、鉄分などを豊富に含み栄養価の高い食
品のグラノーラ。気分に合わせてお楽しみください。
【提供元】株式会社パロン

30,000
Ｆ－０９０．総桐着物収納ケース
１段

【内容量】
幅910　奥行415　高さ190　単位ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
内寸サイズ
下段　幅884　奥行389　高さ137　単位ｍ
ｍ
【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

桐の特性により大切な着物を湿気から保護します。
たとう紙も折らずに入るワイドサイズ。
着物だけでなく、シーズンオフの衣類の収納にも最
適です。
【提供元】株式会社マーゼルン

30,000
Ｆ－０９１．平日ゴルフプレー券
セルフ

【内容量】
プレー券１枚（1名のみ利用可）
3月～12月の平日限定、18H
セルフ、カート付
【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
※プレー券到着後、事前予約をお願いいた
します。ご予約の際、プレー券のご使用をお
伝えください。
※その他当返礼品の詳しい内容やご不明
な点等は、提供元へお尋ねください。

佐賀市三瀬村、背振・北山県立自然公園の中央、
人造湖では九州屈指の北山ダムのほとりにある１８
ホール。１００万㎡の広大な自然の中に、贅沢とも
思われるレイアウト、九州では有数の７,０６１ヤードの
ロングコースです。標高４００ｍの位置でありながら、
広くてフラットなコースは、ビギナーから上級者でも楽
しめる本格派のコースです。各ホールに亘り多彩な
攻めのルートが秘められ、豪快さの中にも繊細な頭
脳的プレーが要求されるとともに、２ベントグリーンを
採用したコースにきっと挑戦意欲をかき立てられるこ
とでしょう。夏は特に涼しく、最高の環境でプレーを楽
しめます。
【プレー券】※返金・換金・釣銭・転売不可
※プレー券は当日受付時にご提出いただきますの
で、大切に保管ください。ご提出がない場合は実費
負担となります。なお、紛失、破損等による再発行
はいたしません。
【提供元】北山カントリー倶楽部

30,000
Ｆ－０９６． オーガニック認証ゆめ
しずく９ｋｇ

【内容量】　9ｋｇ×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

オーガニツク認証を受けた夢しずく！！
11年間、栽培期間中、無農薬、無除草剤で、肥料
は、有機資材を使用し有機栽培をしています!!
【提供元】弥富農園

30000
Ｆ－０９７． オーガニック認証ゆめ
しずく玄米10ｋｇ

【内容量】　10ｋｇ×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

オーガニツク認証を受けた夢しずく！！
11年間、栽培期間中、無農薬、無除草剤で、肥料
は、有機資材を使用し有機栽培をしています!!
【提供元】弥富農園



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

30,000 Ｆ－０９９．佐賀牛ステーキ小丼

【内容量】
150ｇ(ステーキ肉：4切・ごはん：120g）×7
個
【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

全国でも有数の人気を誇る佐賀牛を使用し、オリジ
ナルソースとの相性ぴったりなステーキ小丼です。
電子レンジ温めるだけで手軽に美味しい丼をお召し
上がりいただけます。
【提供元】佐賀冷凍食品

30,000
Ｆ－１００．国産牛すじ串８０本・
アキレス小間切れ・豚足２本

【内容量】
牛すじ串８本×１０袋
国産アキレス小間切れ２００ｇ×１袋
豚足２本×１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

『国産牛すじ串』は安心安全な国産牛のアキレスや
スジ肉を自社工場にて職人が1本1本丁寧に手刺し
しております。煮物や炒め物の引き立て役となる牛
アキレスの小間切れ、国産アキレスを湯がいた後の
【コラーゲン煮汁】でじっくり湯がいた国産の豚足を
セットにしました。

【提供元】　藤園食品

30,000
Ｆ－１０１．佐賀の香りkusuしのぎ
セット

【内容量】
佐賀の香りkusu（しのぎ専用７０ｍｌ）1本
セラミック製ディフューザー「しのぎ」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

佐賀の県木であるクスノキ（楠）の精油をブレンドして
作った「佐賀の香りkusu」。森林浴をしている中に爽
やかな柑橘の風が吹いてくる感じです。この「佐賀の
香りkusu」をこれまた佐賀の肥前吉田焼のセラミック
製ディフューザ―「しのぎ」で香らせてみてください。
和室にも洋室にもしっくりきます。
【提供元】aroma aroma

30,000
Ｆ－１０３．佐賀県産　豚・鶏肉で
ステイホームセット（1週間・約4
人分）

【内容量】
佐賀牛肩バラ切り落とし　500g
豚ローススライス　500g
豚ももスライス　500g
ありたどり　もも　500g
ありたどり　ムネ　500g
佐賀県産豚ハンバーグ　150g×4
【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

JA認定　高級ブランド牛【佐賀牛】、佐賀県産ブラン
ドである豚肉「肥前さくらポーク」さらに鶏肉「ありたど
り」を冷凍便で一括お送り致します。

佐賀県内の【佐賀牛取扱指店】認定の老舗精肉店
から冷凍便にて発送をいたします。
500g以下でトレイに盛り付けパックをいたしますの
で、用途に合わせて解凍しお召し上がりください。
【提供元】三重津みやげホスムスカモス

30,000
Ｆ－１０５．佐賀牛サーロインス
テーキ140ｇ×3枚

【内容量】
１４０ｇ×３枚
【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

世界中から注目を集める高級ブランド“佐賀牛”。霜
降りのきめ細かさと口の中でとろける感動の美味を、
この機会にご賞味下さい。
【提供元】やまとフーズ

30,000
Ｆ－１０７．特別栽培米コシヒカリ
（玄米）10kg

【内容量】
特別栽培米１０ｋｇ（コシヒカリ玄米）
5㎏×２袋でお届けいたします。
【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

佐賀県特別栽培農産物認証を受けた特別栽培米
（玄米）です。
佐賀県特別栽培農産物認証制度とは、品目ごとに
化学合成農薬の使用回数と化学肥料の使用量を、
県内の一般的な栽培方法（いわゆる慣行栽培）に
比べて5割以上減らして栽培されていることを、その
栽培履歴（栽培日誌）の記載内容や圃場での生育
状況などについて現地審査を行うことにより確認し、
基準を満たしていると認められた農産物を「佐賀県
特別栽培農産物」として認証する制度です。
玄米食の方にお奨めいたします。
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館

30,000
Ｆ－１０８．特別栽培米コシヒカリ
（白米）10kg

【内容量】
特別栽培米１０ｋｇ（コシヒカリ白米）
5㎏×２袋でお届けいたします
【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

佐賀県特別栽培農産物認証を受けた特別栽培米
（白米）です。
佐賀県特別栽培農産物認証制度とは、品目ごとに
化学合成農薬の使用回数と化学肥料の使用量を、
県内の一般的な栽培方法（いわゆる慣行栽培）に
比べて5割以上減らして栽培されていることを、その
栽培履歴（栽培日誌）の記載内容や圃場での生育
状況などについて現地審査を行うことにより確認し、
基準を満たしていると認められた農産物を「佐賀県
特別栽培農産物」として認証する制度です。
健康を考えた食をお求めの方にお奨めいたします。
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館

30,000
Ｆ－１０９．特別栽培玄米とソース
＆ドレッシングセット

【内容量】
特別栽培米８ｋｇ（コシヒカリ玄米）
５ｋｇ袋×１個　３㎏袋×１個
ステーキソース　　　３１４ｍｌ　1本
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

地元のこだわり生産者の皆さんと連携し「体にいいも
のを、より美味しく」をモットーに「佐賀の食」を提供し
ているレストラン「さがレトロ館」。
「米どころ佐賀」で育てた特別栽培米（玄米）と佐賀
産にこだわり使用素材は熱処理をしない生タイプに
仕上げたさがレトロ館シェフオリジナルソースやドレッ
シングのセットです。
佐賀県特別栽培農産物認証制度とは、品目ごとに
化学合成農薬の使用回数と化学肥料の使用量を、
県内の一般的な栽培方法（いわゆる慣行栽培）に
比べて5割以上減らして栽培されていることを、その
栽培履歴（栽培日誌）の記載内容や圃場での生育
状況などについて現地審査を行うことにより確認し、
基準を満たしていると認められた農産物を「佐賀県
特別栽培農産物」として認証する制度です。
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

30,000
Ｆ－１１０．特別栽培白米とソース
＆ドレッシングセット

【内容量】
特別栽培米８ｋｇ（コシヒカリ白米）
５ｋｇ袋×１個　３㎏袋×１個
ステーキソース　　　３１４ｍｌ　1本
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

地元のこだわり生産者の皆さんと連携し「体にいいも
のを、より美味しく」をモットーに「佐賀の食」を提供し
ているレストラン「さがレトロ館」。
「米どころ佐賀」で育てた特別栽培米（白米）と佐賀
産にこだわり使用素材は熱処理をしない生タイプに
仕上げたさがレトロ館シェフオリジナルソースやドレッ
シングのセットです。
佐賀県特別栽培農産物認証制度とは、品目ごとに
化学合成農薬の使用回数と化学肥料の使用量を、
県内の一般的な栽培方法（いわゆる慣行栽培）に
比べて5割以上減らして栽培されていることを、その
栽培履歴（栽培日誌）の記載内容や圃場での生育
状況などについて現地審査を行うことにより確認し、
基準を満たしていると認められた農産物を「佐賀県
特別栽培農産物」として認証する制度です。
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館

30,000
Ｆ－１１３．佐賀牛サーロインス
テーキ　200g×2枚

【内容量】
佐賀牛サーロインステーキ200g×2
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1カ月

全国の銘柄牛の中でもトップクラスの最高肉質であ
る『5』等級及び『4』等級のＢＭＳ（脂肪交雑）『No.7』
以上の品質を誇る最高級の国産黒毛和牛と称され
る佐賀牛。サーロインはステーキの王様ともいわれる
人気の部位で、ほんのり甘くて、柔らかい食感を楽し
んでいただけます。
【提供元】株式会社INDIGO

30,000
Ｆ－１１５．トマト酢特別栽培米い
のちの壱　玄米１０ｋｇ

【内容量】
いのちの壱（玄米）１０kg
【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

あなたが選ぶおいしい米コンテストで２年連続、日本
一に輝いた「いのちの壱」は、米・食味鑑定分析コン
クールでも４年連続金賞を受賞しているお米です。
甘くて香りが強く、通常のお米より大粒のいのちの壱
を広大で肥沃な佐賀平野で栽培しました。トマト酢を
使用して栽培されたいのちの壱を玄米でお届けいた
します。
国内生産・流通量が極めて少ないいのちの壱。
KOGATOMATO独自の栽培方法で育てた特選米を
是非ご賞味ください。
【提供元】（株）サインズ

30,000
Ｆ－１１６．トマト酢特別栽培米い
のちの壱　特殊精米9ｋｇ

【内容量】
いのちの壱（精米7分づき）9kg
【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

あなたが選ぶおいしい米コンテストで２年連続、日本
一に輝いた「いのちの壱」は、米・食味鑑定分析コン
クールでも４年連続金賞を受賞しているお米です。
甘くて香りが強く、通常のお米より大粒のいのちの壱
を広大で肥沃な佐賀平野で栽培しました。トマト酢を
使用して栽培されたいのちの壱を、さらに深い味わ
いとなるように7分づきで特殊精米した白米でお届け
します。
国内生産・流通量が極めて少ないいのちの壱。
KOGATOMATO独自の栽培方法で育てた特選米を
是非ご賞味ください。
【提供元】（株）サインズ

30,000
Ｆ－１１７．【季節限定】一番摘み
佐賀海苔　「炙り海苔」

【内容量】
全形２５枚入り×２
【受付期間】１２月～８月
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間
海苔の収穫、加工後の２月から順次発送と
なります。
海苔の生育状況により発送が遅れる場合が
ございますので予めご了承下さい。

本年度に収穫したものだけを使用した佐賀海苔。
一番摘みの美味しさを生かしふわっとした柔らかい
口溶け。
磯の優しい風味と旨みを生かし、美味しく食べていた
だけるように、やさしく炙りました。
焼き海苔のような深い緑色や香ばしさはありません
が、海苔本来の味を感じて頂けます。

【提供元】（株）ＡＫＡＴＳＵＫＩ



寄附金額 内容量等 説明

35,000
Ｆ２－００１．最高級佐賀牛合挽
【空翔ぶハンバーグ】12個

【内容量】180ｇ×12個（生）
  専用ジャポネソース付き
【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

レストランＫＵＲＥＨＡで人気の空翔ぶハンバーグ。
レストランのシェフが一つ一つ丁寧に真心を込めて
手作りし、名前の通りまるで空を翔んでしまうような
ふわふわの柔らかさが魅力のハンバーグです。
ハンバーグひとつずつにお付けしている専用和風
ジャポネソースは無添加でお作りしており、肉の旨
みを最大限に引き出すKUREHAこだわりのソースで
す。
KUREHAのハンバーグを是非一度ご賞味ください。
【提供元】Saga story

35,000
Ｆ２－００２．佐賀牛 ロース焼肉
550g

【内容量】
佐賀牛 焼肉用ロース 550g
【受付期間】通年
【配送方法】冷 凍
【発送時期】入金確認後、約１か月

肉質が5等級および4等級、霜降りの割り合いであ
る「BMS」が7以上のものだけが”佐賀牛”と呼ばれ
ています。佐賀の肥沃な大地で育った黒毛和牛
は、艶サシと言われるきめ細やかな霜降りが全体に
行き渡っており、肉質は口に入れた瞬間からとろけ
るような柔らかさと甘く深みのある上品な旨味と香り
が自慢のお肉です。
【提供元】アースグロー株式会社

35,000
Ｆ２－００３．佐賀牛 ロースしゃぶ
用 550g

【内容量】
佐賀牛 しゃぶしゃぶ用ローススライス
550g
【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

肉質が5等級および4等級、霜降りの割り合いであ
る「BMS」が7以上のものだけが”佐賀牛”と呼ばれ
ています。佐賀の肥沃な大地で育った黒毛和牛
は、艶サシと言われるきめ細やかな霜降りが全体に
行き渡っており、肉質は口に入れた瞬間からとろけ
るような柔らかさと甘く深みのある上品な旨味と香り
が自慢のお肉です。
【提供元】アースグロー株式会社

35,000
Ｆ２－００５．佐賀牛 ロースすき焼
き 550g

【内容量】
佐賀牛 すき焼き用ローススライス
550g
【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

肉質が5等級および4等級、霜降りの割り合いであ
る「BMS」が7以上のものだけが”佐賀牛”と呼ばれ
ています。佐賀の肥沃な大地で育った黒毛和牛
は、艶サシと言われるきめ細やかな霜降りが全体に
行き渡っており、肉質は口に入れた瞬間からとろけ
るような柔らかさと甘く深みのある上品な旨味と香り
が自慢のお肉です。
【提供元】アースグロー株式会社

35,000
Ｆ２－００９．佐賀産和牛 ロース
しゃぶ 1kg

【内容量】
佐賀産和牛 ロースしゃぶしゃぶ用ス
ライス 1kg （500g × 2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１か月

肥育が盛んな佐賀県のブランド黒毛和牛「佐賀産
和牛」。
佐賀の温暖な気候と恵まれた自然のなか、丹念に
育て上げられた上質な黒毛和牛のロース部位を
しゃぶしゃぶ用に『1㎏』カット。
柔らかく甘みとコクのある肉質が特徴です。
【提供元】アースグロー株式会社

35,000
Ｆ２－０１０．霜降り 佐賀牛ロース
トビーフ 600g

【内容量】
霜降り 炭焼き 佐賀牛ローストビーフ
600g （100g×6袋）
【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

『艶さし』と言えば 言わずもがなの『佐賀牛』。 その
佐賀牛の中でも 肉の登龍門をくぐりし 肉のみを厳
選。 肉職人が 生の塊肉と対話する事、二時間。
肉の目の流れを確認し 最良の形で切り出し その
肉に合う、５種類の天然塩から 選定し、炭火で丹
念に休ませながら 焼き上げた逸品。 香りだけでも
よだれが出ること 間違いなし。。。 肉の塊を切った
瞬間の艶やかな 絶景をどうぞお楽しみください。
【提供元】アースグロー株式会社

35,000
Ｆ２－０１２．草木染シルクストー
ル　紫

【内容量】
50ｃｍ×150ｃｍ
原材料：絹 100％（日本製）
染料：藍・ラックダイ
【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

一つ一つが、自然の染料を使った職人の手染め。
自然な色はとても優しく、色合いの変化もまた草木
染の魅力。

【お取り扱いについて】
・藍染の特性上、色落ちまたは色移りが生じます。
・洗濯は漂白剤、蛍光洗剤は使わず、薄めた中性
洗剤でやさしく手洗いし、陰干し してください。
・酢、果汁などが付着すると変色することがありま
す。
・日光の当たらない場所で保管をして下さい。

※一つ一つ手作業で染めておりますので、写真と
実物の色味は若干異なる場合がございます。ご了
承ください。
【提供元】草木染工房よもぎ

お礼の品



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

35,000
Ｆ２－０１３．草木染シルクストー
ル　青

【内容量】
50ｃｍ×150ｃｍ
原材料：絹 100％（日本製）
染料：藍
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間で
発送

一つ一つが、自然の染料を使った職人の手染め。
自然な色はとても優しく、色合いの変化もまた草木
染の魅力。

【お取り扱いについて】
・藍染の特性上、色落ちまたは色移りが生じます。
・洗濯は漂白剤、蛍光洗剤は使わず、薄めた中性
洗剤でやさしく手洗いし、陰干し してください。
・酢、果汁などが付着すると変色することがありま
す。
・日光の当たらない場所で保管をして下さい。

※一つ一つ手作業で染めておりますので、写真と
実物の色味は若干異なる場合がございます。ご了
承ください。
【提供元】草木染工房よもぎ

35,000
Ｆ２－０１４．草木染シルクストー
ル　緑

【内容量】
50ｃｍ×150ｃｍ
原材料：絹 100％（日本製）
染料：藍・タマネギの皮
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間で
発送

一つ一つが、自然の染料を使った職人の手染め。
自然な色はとても優しく、色合いの変化もまた草木
染の魅力。

【お取り扱いについて】
・藍染の特性上、色落ちまたは色移りが生じます。
・洗濯は漂白剤、蛍光洗剤は使わず、薄めた中性
洗剤でやさしく手洗いし、陰干し してください。
・酢、果汁などが付着すると変色することがありま
す。
・日光の当たらない場所で保管をして下さい。

※一つ一つ手作業で染めておりますので、写真と
実物の色味は若干異なる場合がございます。ご了
承ください。
【提供元】草木染工房よもぎ

35,000
Ｆ２－０１５．草木染シルクストー
ル　茜

【内容量】
50ｃｍ×150ｃｍ
原材料：絹 100％（日本製）
染料：タマネギの皮・茜
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間で
発送

一つ一つが、自然の染料を使った職人の手染め。
自然な色はとても優しく、色合いの変化もまた草木
染の魅力。

【お取り扱いについて】
・藍染の特性上、色落ちまたは色移りが生じます。
・洗濯は漂白剤、蛍光洗剤は使わず、薄めた中性
洗剤でやさしく手洗いし、陰干し してください。
・酢、果汁などが付着すると変色することがありま
す。
・日光の当たらない場所で保管をして下さい。

※一つ一つ手作業で染めておりますので、写真と
実物の色味は若干異なる場合がございます。ご了
承ください。
【提供元】草木染工房よもぎ

35,000
Ｆ２－０１６．山本海苔店特撰極
上銘々焼海苔「旭の海」

【内容量】
42袋詰（8切5枚）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間で
発送

特撰極上銘々焼海苔「旭の海」は山本海苔店の長
年にわたる経験と培った技術により、山本海苔店独
自の格付けでさらに厳選吟味した特撰極上海苔の
みを、一枚ずつ丹念に焼き上げた自慢の海苔で
す。食卓サイズの焼海苔です。

日本最大の海苔生産地である九州有明海。平成
26年9月山本海苔店はこの有明海をのぞむ佐賀
市の久保泉第2工業団地に工場を建設。
日本最大の海苔生産地である佐賀に製造拠点を
設置することにより、生産者と消費者との距離を縮
め、上質の海苔を鮮度感のある品に作り上げます。
【提供元】山本海苔店

35,000
Ｆ２－０１７．佐賀牛サーロインス
テーキ　200g×3枚

【内容量】
佐賀牛サーロインステーキ　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2週間

JA認定ブランド牛【佐賀牛】のサーロインステーキで
す。
【佐賀牛】はJAグループ佐賀管内の肥育農家、農
場で飼育された「黒毛和種」の中から、最高品質
“５等級（５区分）および、４等級の脂肪交雑（BMS・
霜降り）-No.７以上”の厳しい品質をクリアした黒毛
和牛です。
1枚約200グラムをそれぞれ冷凍真空パックをいた
しますので、用途に合わせて解凍しお召し上がりくだ
さい。
【提供元】バッテン



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

35,000
Ｆ２－０２１．メモリアルボックス虹
S(2枚戸)

【内容量】
ペット用仏壇_W210×D220×
H295_1個
引出し：なし
表面材パイン材
その他プリント強化紙
色：ナチュラル、ピンク、ブルー、ホワイ
トからお選びいただけます。
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1カ月

ペット用の仏壇です。
家族の一員であるペットといつまでもそばに寄り添え
たら…という思いからメモリアルボックスを開発しま
した。リビングや寝室など、空間に溶け込むデザイン
で、置く場所を選ばない、コンパクトなメモリアルボッ
クスです。扉部分は天然木パイン材に木目が透け
る塗装を施しており、引出しには思い出の品を収納
できます。
色はナチュラル、ピンク、ブルー、ホワイトからお選
びいただけます。お申込み時の備考欄にご希望の
色をご記載ください。記載がない場合はナチュラル
をお届けします。
【ご注意】
・写真立てや仏具等は商品には含まれません。
・画像はイメージです。画像と実際のお届けする品
では、色の濃さや木目の雰囲気等異なる場合がご
ざいます。ご理解の上ご検討ください。
【提供元】株式会社　中村敬木工

35,000
Ｆ２－０２２．夢千鳥日帰りプラン
ペアご利用券

【内容量】
個室食（2名様）
内湯ご入浴（2名様）
お部屋ご利用：4時間
11時から15時まで
【受付期間】通年
【配送方法】チケット配送
【発送時期】入金確認後、約2週間

佐賀県産大豆と北海道産の厳選した黒豆大豆を
使用した「ざる豆腐」、旬の食材を存分に味わえる
料理をご用意しております。ラドン豊富なぬる湯でリ
ラックスしていただけます。

※ご利用の２日前までに要予約。
※画像は一例です。料理の内容は季節により変わ
ります。

【提供元】お宿夢千鳥



寄附金額 内容量等 説明

40,000 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
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
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
Ｇ－００５．佐賀牛ローススライス５００
ｇ

【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
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500ｇ、バラ600
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

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
Ｇ－０１０．超粗挽きウインナー（２０
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
Ｇ－０１１．超粗挽きウインナー（１９
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
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
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６
０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

40,000
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
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

お礼の品



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

40,000
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700
ｍｌ×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
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 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１カ月で発送
※一つ一つ手作りのため、お申し込みが集中した
場合、お時間をいただくことがございます。ご了承く
ださい。

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】社会福祉法人　楠の木会

40,000
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
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
※年末年始・お盆、ＧＷなどの長期休暇前後のお
申し込みの場合は遅くなることがあります。特に年
末年始は２～３カ月程遅くなる場合がございます
為、お届け時期のお約束は致しかねます。 ご準備
でき次第のお届けになります。

【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
その他素材:金具入りシリコンキャッチ
※画像はシリコンキャッチですが、金具入りシリコン
キャッチをお付けしております。
附属品：ケース、保証書
【提供元】㈱美穂野

40,000 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

Ｇ－０３３．扇屋
日帰り（入浴・昼食付）プラン

・換金・払戻・再発行は出来ません。
・キャンセルにあたって寄附の取り消しはお
引き受けいたしかねますので、ご了承くださ
い。
・キャンセルは、ご利用予定日の4日前ま
でにお願いします。
・予約のキャンセルは、旅館へご連絡をお
願いいたします。
・入湯税は、別途、現地にてお支払いくだ
さい。

【内容量】
2名様日帰り入浴・昼食付プラン　地場産品付
※利用券が届いてから、利用日の1週間前までに
要予約（有効期限：発行日から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。
 地場産品と一緒にご利用券をお届けします。
【提供元】（一社）古湯・熊の川温泉観光コンベンショ
ン連盟

40,000

Ｇ－０３４．お宿夢千鳥
日帰り（入浴・昼食付）プラン

・換金・払戻・再発行は出来ません。
・キャンセルにあたって寄附の取り消しはお
引き受けいたしかねますので、ご了承くださ
い。
・キャンセルは、ご利用予定日の3日前ま
でにお願いします。
・予約のキャンセルは、旅館へご連絡をお
願いいたします。

【内容量】
2名様日帰り入浴・昼食付プラン　地場産品付（日
帰り湯ったりパック）+地場産品
※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、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。このプランで
は、客室を4時間貸し切りにして、お食事と館内の内
湯、家族風呂をお付けしたサービスプランとなってお
ります。
 地場産品と一緒にご利用券をお届けします。
・ご利用時間帯　11:00～15:00
【提供元】（一社）古湯・熊の川温泉観光コンベンショ
ン連盟

40,000

Ｇ－０３６．熊の川温泉ちどりの湯入浴
券１０枚+家族風呂利用券４枚

・換金・払戻・再発行は出来ません。
・キャンセルにあたって寄附の取り消しはお
引き受けいたしかねますので、ご了承くださ
い。
・キャンセルは、ご利用予定日の4日前ま
でにお願いします。
・予約のキャンセルは、旅館へご連絡をお
願いいたします。
・入湯税は、別途、現地にてお支払いくだ
さい。

【内容量】
ちどりの湯　入浴券　10枚+家族風呂利用券　4枚
+地場産品
【受付期間】通年
※但し、毎月第３木曜日は休館日
【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。
熊の川温泉は、ラドンを豊富に含んだ単純弱放射能
泉で、温泉だけでなく、空気中に溶け込んだラドンを
いっぱい吸い込んで、ご入浴をお楽しみいただけま
す。このプランは、入浴券と家族風呂利用券を自由
に組み合わせていただけます。
地場産品と一緒に回数券・ご利用券をお届けしま
す。
・入浴券が届いてからご利用ください。
・ご来館時に、受付にて券を提示してください。
【提供元】（一社）古湯・熊の川温泉観光コンベンショ
ン連盟



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

40,000
Ｇ－０３７．佐賀牛ももスライス　しゃぶ
しゃぶ用１ｋｇ

【内容量】
５００g×２
【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
をこころ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
Ｇ－０３８．佐賀牛ロースすきやき・
しゃぶしゃぶ用　６００ｇ

【内容量】
３００g×２
【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600ｇ。
佐賀の豊かな大地で育ったとろけるやわらか佐賀牛
をこころ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
Ｇ－０３９．佐賀県産　豚ロース　しゃ
ぶしゃぶ用　３ｋｇ

【内容量】
５００g×６
【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

佐賀の豊かな大地で育った安心安全の佐賀県産豚
１００％をたっぷり３ｋｇおとどけ。
厳しい飼育管理による、生産者様の思いがこもった
一品をふるさと佐賀からお届け致します。
精肉のプロにより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。
【提供元】三重津みやげホスムスカモス

40,000 Ｇ－０４０．佐賀牛切り落とし　２ｋｇ

【内容量】
５００g×４
【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2ｋg。
佐賀の豊かな大地で育ったとろけるやわらか佐賀牛
をこころ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
Ｇ－０４１．佐賀市内観光タクシー２時
間コース/ジャンボタクシー

【内容量】自然とおいしいものがいっぱいの佐賀♪
ベテランドライバーが市内をご案内いたします。コー
スはお客様とご相談。
コース例　①初めての佐賀コース/佐賀市内→佐
賀城本丸歴史館→柳町界隈(佐賀市歴史民俗
館・肥前通仙亭など)②佐賀の歴史コース/佐賀市
内→佐賀城本丸歴史館→佐賀神社→徴古館③
シュガーロード佐賀のお菓子をめぐるコース/羊羹
→丸芳露→松露饅頭→白玉饅頭の各店舗

※利用券が届いてから、ご利用日の１週間前まで
に要予約（有効期限：発行日から１年）
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約２週間

創業８０年の老舗のタクシー会社です。安全第一、
きれいな車で丁寧な運転をモットーにしております。
あったかいおもてなしの心でベテランドライバーが佐
賀市の魅力をご案内いたします。
尚、コースの代金は貸切タクシー代のみの対応と
なっております。入園料・駐車場代・入場料・飲食代
は含まれておりませんのでご了承下さい。
【提供元】株式会社佐賀タクシー

40,000
Ｇ－０４５．佐賀牛 サーロインステー
キ 200g/3枚

【内容量】
200グラム／3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

最高級A5ランクのみの佐賀牛(R)。
日本を代表する銘柄牛をギフト箱でお届け。
ラッピング・風呂敷付き。
※画像はイメージです。佐賀牛の性質上、霜降り具
合や脂の割合などが画像と異なる場合がございま
す。あらかじめご了承ください。
【提供元】株式会社佐賀美装

40,000
Ｇ－０４７．ST4a　ブランド米夢しずく
白米＆無洗米計24kg

【内容量】
夢しずく白米5kg×4袋
夢しずく無洗米2kg×2袋
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１ヶ月

佐賀限定品種『夢しずく』。背振山からの恵みである
おいしいお水と肥沃な土壌で育ちました！未来への
佐賀米づくりの「夢」と、朝露で潤う稲のイメージに「し
ずく」と名付けられました。噛めば噛むほど口いっぱい
に広がる夢しずくの旨み。一度食べればリピートしたく
なること間違いなし！
当店の無洗米は水を使わず空気の力で表面を磨き
上げるため、旨味が凝縮されたまま！また、美味しさ
を保つために精米後は2kgずつ真空パックでお届し
ます！
※水を使わない精米法ですので、通常の無洗米と
比べて炊飯時に水が濁ることがございます。
【提供元】（株）スチームシップサガ

40,000 Ｇ－０５５．総桐着物収納ケース3段

【内容量】
幅910　奥行415　高さ350　単位ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
内寸サイズ
上段　幅884　奥行389　高さ67　単位ｍｍ
下段　幅884　奥行389　高さ137　単位ｍｍ
【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

桐の特性により大切な着物を湿気から保護します。
たとう紙も折らずに入るワイドサイズ。
着物だけでなく、シーズンオフの衣類の収納にも最
適です。
【提供元】株式会社マーゼルン

40,000
Ｇ－０５６．柿渋染め総桐着物収納
ケース１段

【内容量】
幅910　奥行415　高さ190　単位ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
内寸サイズ
下段　幅884　奥行389　高さ123　単位ｍｍ
【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

桐の特性により大切な着物を湿気から保護します。
たとう紙も折らずに入るワイドサイズ。
本体表面は時が経つにつれ、味わい深い色に変わ
る柿渋仕を1本1本丁寧に手塗りで仕上げました。
金具は柿渋染めになじむＧＢ色の取手です。
【提供元】株式会社マーゼルン



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

40,000
Ｇ－０５７．平日ゴルフプレー券　キャ
ディ付

【内容量】
プレー券１枚（1名のみ利用可）
4月～11月の平日限定、18H
キャディ、カート付
【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
※プレー券到着後、事前予約をお願いいたします。
ご予約の際、プレー券のご使用をお伝えください。
※その他当返礼品の詳しい内容やご不明な点等
は、提供元へお尋ねください。

佐賀市三瀬村、背振・北山県立自然公園の中央、
人造湖では九州屈指の北山ダムのほとりにある１８
ホール。１００万㎡の広大な自然の中に、九州では
有数の７,０６１ヤードのロングコースです。標高４００
ｍの位置でありながら、広くてフラットなコースは、ビギ
ナーから上級者でも楽しめる本格派のコースです。
各ホールに亘り多彩な攻めのルートが秘められ、豪
快さの中にも繊細な頭脳的プレーが要求されるととも
に、２ベントグリーンを採用したコースにきっと挑戦意
欲をかき立てられることでしょう。夏は特に涼しく、最
高の環境でプレーを楽しめます。
【プレー券】※返金・換金・釣銭・転売不可
※プレー券は当日受付時にご提出いただきますの
で、大切に保管ください。ご提出がない場合は実費
負担となります。なお、紛失、破損等による再発行は
いたしません。
【提供元】北山カントリー倶楽部

40,000
Ｇ－０５８．冬季土日祝ゴルフプレー
券　キャディ付

【内容量】
プレー券１枚（1名のみ利用可）
12月～3月の土・日・祝日限定、18H
キャディ、カート付
【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
※プレー券到着後、事前予約をお願いいたします。
ご予約の際、プレー券のご使用をお伝えください。
※その他当返礼品の詳しい内容やご不明な点等
は、提供元へお尋ねください。

佐賀市三瀬村、背振・北山県立自然公園の中央、
人造湖では九州屈指の北山ダムのほとりにある１８
ホール。１００万㎡の広大な自然の中に、九州では
有数の７,０６１ヤードのロングコースです。標高４００
ｍの位置でありながら、広くてフラットなコースは、ビギ
ナーから上級者でも楽しめる本格派のコースです。
各ホールに亘り多彩な攻めのルートが秘められ、豪
快さの中にも繊細な頭脳的プレーが要求されるととも
に、２ベントグリーンを採用したコースにきっと挑戦意
欲をかき立てられることでしょう。夏は特に涼しく、最
高の環境でプレーを楽しめます。
【プレー券】※返金・換金・釣銭・転売不可
※プレー券は当日受付時にご提出いただきますの
で、大切に保管ください。ご提出がない場合は実費
負担となります。なお、紛失、破損等による再発行は
いたしません。
【提供元】北山カントリー倶楽部

40,000 Ｇ－０５９．45-3LC翔天（DB)

【内容量】
商品サイズ　435×450×435
【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

前板材料～桐無垢集成材
・長引出しにはスライドレールが付いており、スムーズ
に開閉ができます。
・仏壇台や電話台等に使用でき、コンパクトなサイズ
になっておりますので、用途に応じた使い方が出来ま
す。
【提供元】㈱三友ファニチャー

40,000 Ｇ－０６０．45-3LC翔天（DR)

【内容量】
商品サイズ　435×450×435
【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

前板材料～桐無垢集成材
・長引出しにはスライドレールが付いており、スムーズ
に開閉ができます。
・仏壇台や電話台等に使用でき、コンパクトなサイズ
になっておりますので、用途に応じた使い方が出来ま
す。
【提供元】㈱三友ファニチャー

40,000 Ｇ－０６１．60上置き翔天（DB)

【内容量】
590×425×630（ｍｍ）
【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

前板材料～桐無垢集成材
・上置き仏壇としてご使用下さい。
・小物収納に最適な小引き出しが付いております。
【提供元】㈱三友ファニチャー

40,000 Ｇ－０６２．60上置き翔天（DR)

【内容量】
590×425×630（ｍｍ）
【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

前板材料～桐無垢集成材
・上置き仏壇としてご使用下さい。
・小物収納に最適な小引き出しが付いております。
【提供元】㈱三友ファニチャー

40,000
Ｇ－０６３．40フリーボード　クオーネ
（白）

【内容量】
返礼品サイズ　400×435×1225（ｍｍ）
〔諸富家具］
【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

前板材料～MDF（強化シート貼り）
・取り出しに便利な、スライドカウンター付き
・2口コンセント、コーダー穴付き
・光沢のあるホワイト色がとても綺麗です。
【提供元】㈱三友ファニチャー

40,000
Ｇ－０６４．40フリーボード　クオーネ
（NA）

【内容量】
返礼品サイズ　400×435×1225（ｍｍ）
〔諸富家具］
【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

前板材料～MDF（強化シート貼り）
・取り出しに便利な、スライドカウンター付き
・2口コンセント、コーダー穴付き
・木目のナチュラル色が色がとても綺麗です。
【提供元】㈱三友ファニチャー



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

40,000
Ｇ－０６５．40フリーボード　クオーネ
（DB）

【内容量】
返礼品サイズ　400×435×1225（ｍｍ）
〔諸富家具］
【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

前板材料～MDF（強化シート貼り）
・取り出しに便利な、スライドカウンター付き
・2口コンセント、コーダー穴付き
・高級感と落ち着きのあるダークブラウン色。
【提供元】㈱三友ファニチャー

40,000
Ｇ－０６７．桐たんす 着物収納 桐箱3
段（ｷｬｽﾀｰ付）【諸富家具】

【内容量】
●サイズ
幅910　奥行415　高さ405　単位ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
内寸サイズ
上段　幅884　奥行389　高さ67　単位ｍｍ
下段　幅884　奥行389　高さ135　単位ｍｍ
【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
（在庫切れの場合、約1ヶ月）

桐たんす専門工場で製造する桐箱。
桐の特性により大切な着物を湿気から保護します。
たとう紙も折らずに入るワイドサイズ。
キャスター付なので移動もラクラクです。
着物だけでなく、シーズンオフの衣類の収納にも最
適です。
【経年変化】
塗布（乾燥）直後の色はごく薄く、ほとんど色が付きま
せんが、時間の経過とともに空気に触れ、光に当た
るほど濃い茶色に発色していきます。
【提供元】株式会社マーゼルン

40,000 Ｇ－０６８．佐賀レンジDEステーキ

【内容量】
佐賀牛55ｇ×6枚
ソース25ｇ×6個
【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

全国でも有数の人気を誇る佐賀牛を使用し、電子レ
ンジで温めるだけで簡単便利に本格的なステーキを
お召し上がりいただけます。
【提供元】佐賀冷凍食品

40,000
Ｇ－０６９．国産牛すじ串１１２本・アキ
レス小間切れ・豚足４本

【内容量】
牛すじ串８本×１４袋
国産アキレス小間切れ２００ｇ×２袋
豚足２本×２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

『国産牛すじ串』は安心安全な国産牛のアキレスや
スジ肉を自社工場にて職人が1本1本丁寧に手刺し
しております。
佐賀県内のスーパーを中心に販売しておりますが、
ふるさと納税返礼品だけの限定品です。
さらに、煮物や炒め物の引き立て役となる牛アキレス
の小間切れ、国産アキレスを湯がいた後の【コラーゲ
ン煮汁】でじっくり湯がいた国産の豚足をセットにしま
した。
ビックリするほど美味しいですよ。
【提供元】　藤園食品

40,000
Ｇ－０７０．佐賀産和牛 サーロイン
しゃぶ 1kg

【内容量】
佐賀産和牛 サーロイン しゃぶしゃぶ用スライス
1kg （500g × 2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１か月

佐賀の温暖な気候と恵まれた自然のなか丹念に育
て上げられた黒毛和牛。
きめ細やかなサシと肉本来の旨みが自慢のサーロイ
ン部位だけをなんと！『１㎏』お届けします。
脂がのった、味に深みのあるお肉を是非、ご家族・ご
友人で至福の一時をお過ごし下さい。
【提供元】アースグロー株式会社

40,000
Ｇ－０７１．新鍋島緞通　対角雷文 花
紺地

【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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の
伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込み
ような優しい肌触りをお楽しみください。

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。
※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

40,000
Ｇ－０７２．新鍋島緞通　雪輪　灰白
Ⅱ

【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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の
伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込み
ような肌触りをお楽しみください。

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。
※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

40,000
Ｇ－０７３．注目の旬アイテム♬アコヤ
真珠イヤーカフ

【内容量】7mmアコヤ真珠片耳イヤーカフ
真珠の種類：アコヤ本真珠（佐賀県産・市内加工）
真珠の色：ホワイト系　真珠のサイズ：約7mm
真珠の形状：ラウンド系　真珠の品質：照り艶良好、
小傷凹凸少々　その他素材：K10またはK10WG
（ホワイトゴールド）、K10PG（ピンクゴールド）　　※
WGまたはPGをご希望の場合は備考欄に「WG」
「PG」とご記入下さい。記載がない場合、YGのお届
けとなります。　全体の大きさ：縦約17㎜　横約12
㎜
附属品：保証書　ケース
【受付期間】通年　【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、通常1か月前後。但し、
年末年始・お盆GWなどの長期休暇前後のお申し
込みの場合は遅くなることがあります。また、年末年
始は特に２、３か月程遅くなる場合がございます。お
届け時期のお約束が致しかねます。ご準備でき次
第のお届けになります。

個性ある真珠の中から、傷などが少なく、ラウンドで
同じ色合いや照り艶が比較的良い真珠を厳選し、イ
ヤーカフをお作りしました。
『片耳で目を引く大人エレガント♬艶々パールのイ
ヤーカフ　』
片耳に１つつけるだけで旬のお洒落顔になれるイ
ヤーカフ。ピアスとは異なり、ピアスホールは必要が
なく、耳の横辺りから中央に向けて、引っ掛け挟むも
ので、長時間つけていても比較的痛みもなくつけるこ
とができます。艶々のアコヤパールを使用し、上品さ
をプラス。身につける方の顔周りを明るく華やかにエ
レガントに、女性らしさとお洒落度をアップ。カジュア
ルからパーティーまで様々なシーンにお使いいただ
けるアイテムです。

※画像は参考です。
【提供元】株式会社美穂野



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

40,000
Ｇ－０７５．特選佐賀牛ロースしゃぶ
しゃぶ(3人前)

【内容量】
佐賀牛400ｇ
濃縮ダシ(300ｍｌ)
コラーゲン１個
ピーナッツタレ(150ｃｃ)
ポン酢　　　(150ｃｃ)
【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

Ａ-5ランクの厳選佐賀牛サーロインを使用。日本料
理きぶんオリジナル濃縮ダシとつけだれもセットで料
亭のしゃぶしゃぶ鍋がご自宅で味わえます。

また、美容や健康維持に欠かせないコラーゲンを入
れた鍋は、女性に大変人気となっています。

上品な折箱に詰めてお届けします。
【提供元】なべ家きぶん

40,000
Ｇ－０７６．特選佐賀牛ロースすきやき
(3人前)

【内容量】
佐賀牛400ｇ
割り下(３６０ｍｌ)
【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

Ａ-5ランクの厳選佐賀牛サーロインを使用。
日本料理きぶんが昔ながらの製法で作るすき焼きの
タレで、料亭のすきやきがご自宅で味わえます。

上品な折箱に詰めてお届けします。
【提供元】なべ家きぶん

40,000
Ｇ－０７９．スツール SPIRAL 42H（杉）
【諸富家具】

【内容量】
1台　/ 杉間伐材　/ 無塗装
W.355  D.355  H.420
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2カ月

2008年にグッドデザイン賞を受賞した、機能性と美し
さを兼ね備えたSPIRAL（スパイラル）スタッキングス
ツールです。
材質は無垢材の杉間伐材。国産の杉間伐材を使用
する事で環境保全や地域の活性化を図ります。木
材の色味は杉材の芯に近い赤褐色の部分（赤身）
や、皮に近い白色の部分（白太）など杉の使用部分
により変わります。 赤みがあったり、白みがあったり、
赤白混じっていたりと様々です。
持ち運んで好きな場所に座りたい時、狭いスペース
に座る場所が欲しい時、家にお友達が遊びに来た時
等にサッと出せるスツールとして。お気に入りの生活
雑貨や植物を置く台として。高い所にあるものを取る
踏み台として。組み合わせて並べれば簡単なテーブ
ルとして。様々な場面で活用出来ます。
※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】有限会社 志岐家具製作所



寄附金額 内容量等 説明

45,000
Ｇ２－００１．佐賀牛 ロース しゃ
ぶ 1kg

【内容量】
佐賀牛 ロース しゃぶしゃぶ用スライ
ス 1kg （500g × 2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１か月

世界でも名高いブランド牛「佐賀牛」のロース部位
（リブロース、サーロイン部位を使用）を1㎏！！肉
質が5等級および4等級、霜降りの割り合いである
「BMS」が7以上のものだけが”佐賀牛”と名乗れま
す。佐賀の肥沃な大地で育った最高級の和牛は
艶サシと言われるきめ細やかな霜降りが全体に行
き渡っており、口に入れると溶けるように柔らかく、
甘く深みのある上品な香りも自慢のお肉です。口
に入れた瞬間のとろけるような肉質は佐賀牛なら
では。やわらかい赤身に脂肪のサシが入ったロー
スをご満喫下さい。
【提供元】アースグロー株式会社

45,000
Ｇ２－００２．佐賀牛 サーロイン
しゃぶ 1kg

【内容量】
佐賀牛 サーロイン しゃぶしゃぶ用ス
ライス 1kg （500g × 2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１か月

世界でも名高いブランド牛「佐賀牛」のロース部位
（リブロース、サーロイン部位を使用）を1㎏！！肉
質が5等級および4等級、霜降りの割り合いである
「BMS」が7以上のものだけが”佐賀牛”と名乗れま
す。佐賀の肥沃な大地で育った和牛はきめ細や
かな艶サシと言われる霜降りが脂肪の微粒が全
体に行き渡っており、口に入れた瞬間から溶ける
ような柔らかさと甘く深みのある上品な旨味と香り
が自慢のお肉です。やわらかい赤身にサシが入っ
たなんとも美しい佐賀牛のサーロインをご堪能くだ
さい。また、しゃぶしゃぶ以外にもすき焼きや牛
丼、カレーなどにもお使い頂けます。
【提供元】アースグロー株式会社

45,000
Ｇ２－００６．メモリアルボックス虹
M(4枚戸)

【内容量】
ペット用仏壇_W320×D250×
H420_1個
引出し内部サイズ：幅24.5ｃｍ×奥
15.5ｃｍ×高4.5ｃｍ

表面材パイン材
その他プリント強化紙
引出：ファルカタ材

色：ナチュラル、ピンク、ブルー、ホワイ
トからお選びいただけます。
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1カ月

ペット用の仏壇です。
家族の一員であるペットといつまでもそばに寄り添
えたら…という思いからメモリアルボックスを開発し
ました。リビングや寝室など、空間に溶け込むデザ
インで、置く場所を選ばない、コンパクトなメモリア
ルボックスです。扉部分は天然木パイン材に木目
が透ける塗装を施しており、引出しには思い出の
品を収納できます。
色はナチュラル、ピンク、ブルー、ホワイトからお選
びいただけます。お申込み時の備考欄にご希望の
色をご記載ください。記載がない場合はナチュラ
ルをお届けします。

【ご注意】
・写真立てや仏具等は商品には含まれません。
・画像はイメージです。画像と実際のお届けする
品では、色の濃さや木目の雰囲気等異なる場合
がございます。ご理解の上ご検討ください。
【提供元】株式会社　中村敬木工

お礼の品



寄附金額 内容量等 説明

50,000
Ｈ－００１．佐賀牛ロースステーキ２００
ｇ×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
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（11月～1月お
申込みの場合、2～3か月かかる場合があります）

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】（株）スチームシップサガ

50,000
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（11月～1月お
申込みの場合、2～3か月かかる場合があります）

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】（株）スチームシップサガ

50,000
Ｈ－００６．超粗挽きウインナー（２５
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

50,000
Ｈ－００７．超粗挽きウインナー（２３
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
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６
０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
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

Ｈ－０２1．旅館つかさ
日帰り（入浴・昼食付）プラン

・換金・払戻・再発行は出来ません。
・キャンセルにあたって寄附の取り消しはお
引き受けいたしかねますので、ご了承くださ
い。
・キャンセルは、ご利用予定日の4日前ま
でにお願いします。
・予約のキャンセルは、旅館へご連絡をお
願いいたします。
・入湯税は、別途、現地にてお支払いくだ
さい。

【内容量】
2名様日帰り入浴・昼食付プラン　地場産品付
※利用券が届いてから、利用日の5日前までに要
予約（有効期限：発行日から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。
 地場産品と一緒にご利用券をお届けします。
【提供元】（一社）古湯・熊の川温泉観光コンベンショ
ン連盟

50,000

Ｈ－０２２．古湯温泉ONCRI 日帰り（入
浴・昼食付）プラン

・換金・払戻・再発行は出来ません。
・キャンセルにあたって寄附の取り消しはお
引き受けいたしかねますので、ご了承くださ
い。
・キャンセルは、ご利用予定日の4日前ま
でにお願いします。
・予約のキャンセルは、旅館へご連絡をお
願いいたします。
・入湯税は、別途、現地にてお支払いくだ
さい。

【内容量】
2名様日帰り入浴・昼食付プラン　地場産品付
※利用券が届いてから、ご予約ください。（有効期
限１年）
【受付期間】平日限定
【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。
玄海産の魚介類や地元契約農家から毎日届けられ
る、四季折々の新鮮な食材を最大限に活かしたナ
チュラルイタリアン「ＳＥＢＲＩ」のランチコース。
地場産品と一緒にご利用券をお届けします。
【提供元】（一社）古湯・熊の川温泉観光コンベンショ
ン連盟

50,000
Ｈ－０２３．佐賀牛ロースすきやき・しゃ
ぶしゃぶ用　８００ｇ

【内容量】
４００g×２
【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800ｇ。
佐賀の豊かな大地で育ったとろけるやわらか佐賀牛
をこころ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

お礼の品



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

50,000
Ｈ－０２４．佐賀市内観光タクシー３.５
時間コース/小型

【内容量】自然とおいしいものがいっぱいの佐賀♪
ベテランドライバーが市内をご案内いたします。コー
スはお客様とご相談。
コース例　①初めての佐賀コース/佐賀市内→佐
賀城本丸歴史館→柳町界隈(佐賀市歴史民俗
館・肥前通仙亭など)→大隈重信記念館②佐賀の
自然満喫コース/佐賀市内→昇開橋→東与賀干
潟公園→佐野常民記念館・三重津海軍所跡で
バーチャル体験③佐賀の歴史コース/佐賀市内→
佐賀城本丸歴史館→佐賀神社→徴古館→築地
反射炉→隔林亭④シュガーロード佐賀のお菓子を
めぐるコース/羊羹→丸芳露→松露饅頭→白玉饅
頭
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約２週間

創業８０年の老舗のタクシー会社です。安全第一、
きれいな車で丁寧な運転をモットーにしております。
あったかいおもてなしの心でベテランドライバーが佐
賀市の魅力をご案内いたします。
尚、コースの代金は貸切タクシー代のみの対応と
なっております。入園料・駐車場代・入場料・飲食代
は含まれておりませんのでご了承下さい。
※ご利用日の１週間前までに要予約
【提供元】株式会社佐賀タクシー

50,000
Ｈ－０３１．ST5a【6回定期便】マイス
ター厳選さがびより計30kg

【内容量】
さがびより白米5kg×６回
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、入金確認月もしくはその
翌月より1回目をお届けいたします。11月～1月お
申込みの場合、1回目のお届けを2~3ヶ月お待ち
いただく場合がございます。全6回の定期便でお届
けします。

さがびよりは近年変動しやすくなった高温な夏場に
対応するため、佐賀県農業試験研究センターが10
年もの歳月をかけて作り上げました。佐賀が自信を
もってオススメするさがびより。口に入れた瞬間口
いっぱいに甘みが広がります！冷めてもおいしいた
め、お弁当にもピッタリです。まずはシンプルに白米
だけで食べてみてください。本当においしいお米だと
実感できます！さがんもんが作り上げた努力の賜物
を是非ご賞味下さい！
当店では、お米マイスターでもある店主自らお米を
厳選しています！
ご注文をいただいてから精米し即日発送していま
す。お米が届いてすぐ、精米したての絶品のお米を
ご堪能いただけます！
【提供元】（株）スチームシップサガ

50,000
Ｈ－０３２．佐賀牛ももローストビーフス
ライス

【内容量】
佐賀牛ももローストビーフスライス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
※ご依頼を受けてから製造します

佐賀牛の脂の少ない「内もも肉・外もも・らんぷ・しん
たま」を使った一品。口の中で一枚一枚噛むたび
に、芳醇で濃厚な旨味が幸せなひと時へと誘ってく
れます。
【提供元】㈲福岡精肉・デリカ

50,000
Ｈ－０３７．【定期便4回】季節の生花
のフラワーボックス

【内容量】
フラワーボックスを年間4回お届け
数量：1個（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
【発送時期】入金確認後、電話で受取日を確認し
ます
※画像はイメージです

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。
・新鮮な状態でお届けするため、必ず日中にご連絡
の取れる電話番号と時間帯を備考欄にご入力くださ
い。
・事前に電話で配送希望日を確認してから出荷しま
す。ご連絡が取れない場合は期日内に出荷をいた
しますのでご了承ください。
店舗電話番号【0952-37-5712（花音：かのん）】
からご連絡いたします.
【提供元】花音

50,000
Ｈ－０３８．総桐ひな人形収納ケース
深型１段

【内容量】
幅820　奥行415　高さ460　単位ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
内寸サイズ
幅794　奥行389　高さ340　単位ｍｍ
【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

平飾り収納ﾀｲﾌﾟ
桐の特性により大切なひな人形を湿気から保護しま
す。
ひな人形と道具もまとめて収納できる総桐ケース
キャスター付で出し入れも簡単！！
ずっと気になっていたひな人形の整理に最適です。
※時代により大きさ・形が異なりますので内寸サイズ
をご確認ください。
※ひな人形は返礼品に含まれません。
【提供元】株式会社マーゼルン

50,000 Ｈ－０３９．総桐着物収納ケース4段

【内容量】
幅910　奥行415　高さ430　単位ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
内寸サイズ
上段　幅884　奥行389　高さ67　単位ｍｍ
下段　幅884　奥行389　高さ137　単位ｍｍ
【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

桐の特性により大切な着物を湿気から保護します。
たとう紙も折らずに入るワイドサイズ。
着物だけでなく、シーズンオフの衣類の収納にも最
適です。
【提供元】株式会社マーゼルン

50,000
Ｈ－０４０．柿渋染め総桐着物収納
ケース2段

【内容量】
幅910　奥行415　高さ250　単位ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
内寸サイズ
上段　幅884　奥行389　高さ67　単位ｍｍ
下段　幅884　奥行389　高さ98　単位ｍｍ
【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

桐の特性により大切な着物を湿気から保護します。
たとう紙も折らずに入るワイドサイズ。
本体表面は時が経つにつれ、味わい深い色に変わ
る柿渋仕を1本1本丁寧に手塗りで仕上げました。
金具は柿渋染めになじむＧＢ色の取手です。
【提供元】株式会社マーゼルン

50,000
Ｈ－０４１．郵便局のみまもり訪問サー
ビス（6カ月）

【内容量】
ふるさと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㈱佐賀松原郵便局



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

50,000
Ｈ－０４２．土日祝ゴルフプレー券　セ
ルフ

【内容量】
プレー券１枚（1名のみ利用可）
4月～11月の土・日・祝日限定、18H
セルフ、カート付
【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
※プレー券到着後、事前予約をお願いいたしま
す。ご予約の際、プレー券のご使用をお伝えくださ
い。
※その他当返礼品の詳しい内容やご不明な点等
は、提供元へお尋ねください。

佐賀市三瀬村、背振・北山県立自然公園の中央、
人造湖では九州屈指の北山ダムのほとりにある１８
ホール。１００万㎡の広大な自然の中に、贅沢とも思
われるレイアウト、九州では有数の７,０６１ヤードのロ
ングコースです。標高４００ｍの位置でありながら、広
くてフラットなコースは、ビギナーから上級者でも楽し
める本格派のコースです。各ホールに亘り多彩な攻
めのルートが秘められ、豪快さの中にも繊細な頭脳
的プレーが要求されるとともに、２ベントグリーンを採
用したコースにきっと挑戦意欲をかき立てられること
でしょう。夏は特に涼しく、最高の環境でプレーを楽し
めます。
【プレー券】※返金・換金・釣銭・転売不可
※プレー券は当日受付時にご提出いただきますの
で、大切に保管ください。ご提出がない場合は実費
負担となります。なお、紛失、破損等による再発行
はいたしません。
【提供元】北山カントリー倶楽部

50,000 Ｈ－０４３．45-4LC翔天（DB)

【内容量】
商品サイズ　435×450×570
【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

前板材料～桐無垢集成材
・長引出しにはスライドレールが付いており、スムーズ
に開閉ができます。
・仏壇台や電話台等に使用でき、コンパクトなサイズ
になっておりますので、用途に応じた使い方が出来
ます。
【提供元】㈱三友ファニチャー

50,000 Ｈ－０４４．45-4LC翔天（DR)

【内容量】
商品サイズ　435×450×570
【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

前板材料～桐無垢集成材
・長引出しにはスライドレールが付いており、スムーズ
に開閉ができます。
・仏壇台や電話台等に使用でき、コンパクトなサイズ
になっておりますので、用途に応じた使い方が出来
ます。
【提供元】㈱三友ファニチャー

50,000 Ｈ－０４５．60レンジ台　クオーネ（白）

【内容量】
返礼品サイズ 592×435×1225（ｍｍ）
【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

〔諸富家具］

前板材料～MDF（強化シート貼り）
・取り出しに便利な、スライドカウンター付き
・2口コンセント、コーダー穴付き
・扉内部には、棚板が付いておりますのでお好きな
高さで調整できます。
・光沢のあるホワイト色がとても綺麗です。
【提供元】㈱三友ファニチャー

50,000 Ｈ－０４６．60レンジ台　クオーネ（NA）

【内容量】
返礼品サイズ　592×435×1225（ｍｍ）
【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

〔諸富家具］

前板材料～MDF（強化シート貼り）
・取り出しに便利な、スライドカウンター付き
・2口コンセント、コーダー穴付き
・扉内部には、棚板が付いておりますのでお好きな
高さで調整できます。
・木目のナチュラル色がとても綺麗です。
【提供元】㈱三友ファニチャー

50,000 Ｈ－０４７．60レンジ台　クオーネ（DB）

【内容量】
返礼品サイズ　592×435×1225（ｍｍ）
【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

〔諸富家具］

前板材料～MDF（強化シート貼り）
・取り出しに便利な、スライドカウンター付き
・2口コンセント、コーダー穴付き
・高級感と落ち着きのあるダークブラウン色。
【提供元】㈱三友ファニチャー

50,000
Ｈ－０４９．桐たんす 着物収納 桐箱4
段（ｷｬｽﾀｰ付）【諸富家具】

【内容量】
●サイズ
幅910　奥行415　高さ485　単位ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
内寸サイズ
上段　幅884　奥行389　高さ67　単位ｍｍ
下段　幅884　奥行389　高さ135　単位ｍｍ
【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
（在庫切れの場合、約1ヶ月）

桐たんす専門工場で製造する桐箱。
桐の特性により大切な着物を湿気から保護します。
たとう紙も折らずに入るワイドサイズ。
キャスター付なので移動もラクラクです。
着物だけでなく、シーズンオフの衣類の収納にも最
適です。
【経年変化】
塗布（乾燥）直後の色はごく薄く、ほとんど色が付き
ませんが、時間の経過とともに空気に触れ、光に当
たるほど濃い茶色に発色していきます。
【提供元】株式会社マーゼルン

50,000
Ｈ－０５０．60書棚BR　無垢材を使用
した書棚【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　581×340×1601（ｍｍ）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

前板材料～アルダー無垢集成材
・前面はオイル塗装となっておりますので、健康と環
境に優しい品となっております。
・小引出し部、引出し落下防止ストッパー付　小さな
お子様にも安全です。
・この品には、転倒防止ベルトが付属しております。
・この品には、地板が入っておりますので丈夫なつくり
となっております。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫
でしっかりとした造りになっております。
【提供元】　㈱三友ファニチャー



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

50,000
Ｈ－０５１．60書棚ＮＡ　無垢材を使用
した書棚【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　581×340×1601（ｍｍ）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

前板材料～アルダー無垢集成材
・前面はオイル塗装となっておりますので、健康と環
境に優しい品となっております。
・小引出し部、引出し落下防止ストッパー付　小さな
お子様にも安全です。
・この品には、転倒防止ベルトが付属しております。
・この品には、地板が入っておりますので丈夫なつくり
となっております。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫
でしっかりとした造りになっております。
【提供元】　㈱三友ファニチャー

50,000
Ｈ－０５２．60書棚WH　無垢材を使用
した書棚【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　581×340×1601（ｍｍ）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

前板材料～メープル無垢集成材
・前面はオイル塗装となっておりますので、健康と環
境に優しい品となっております。
・小引出し部、引出し落下防止ストッパー付　小さな
お子様にも安全です。
・この品には、転倒防止ベルトが付属しております。
・この品には、地板が入っておりますので丈夫なつくり
となっております。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫
でしっかりとした造りになっております。
【提供元】　㈱三友ファニチャー

50,000
Ｈ－０５５．佐賀牛 ロースしゃぶ用
900g

【内容量】
佐賀牛 しゃぶしゃぶ用ローススライス 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

世界でも高い評価を得ているブランド銘柄”佐賀
牛”。肉質が5等級および4等級、霜降りの割り合い
である「BMS」が7以上のものだけが”佐賀牛”と呼ば
れています。佐賀の肥沃な大地で育った黒毛和牛
は、艶サシと言われるきめ細やかな霜降りが全体に
行き渡っており、肉質は口に入れた瞬間からとろける
ように柔らかさと甘く深みのある上品な旨味と香りが
自慢のお肉です。今回はみんなで楽しめるしゃぶ
しゃぶ用900gをご用意しました。こちらは”冷凍”で
の発送。ぜひご家庭でお楽しみ下さい。
【提供元】アースグロー株式会社

50,000
Ｈ－０５６．佐賀牛 ロースすき焼き
900g

【内容量】
佐賀牛 すき焼き用ローススライス 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

世界でも高い評価を得ているブランド銘柄”佐賀
牛”。肉質が5等級および4等級、霜降りの割り合い
である「BMS」が7以上のものだけが”佐賀牛”と呼ば
れています。佐賀の肥沃な大地で育った黒毛和牛
は、艶サシと言われるきめ細やかな霜降りが全体に
行き渡っており、肉質は口に入れた瞬間からとろける
ような柔らかさと甘く深みのある上品な旨味と香りが
自慢のお肉です。今回はみんなで楽しめるすき焼き
セット900gをご用意しました。こちらは”冷凍”での発
送。ぜひご家庭でお楽しみ下さい。
【提供元】アースグロー株式会社

50,000 Ｈ－０５７．ラダーラック（クリ）

【内容量】
１個
長さ1600ｘ幅530ｘ厚み24ｍｍ
・寸法表示には多少の誤差があります。
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1ヶ月から一ヶ月半

狭いスペースでも壁に立てかけ、エプロンやタオルを
掛けれる収納具です。塗装はオイルフィニッシュで
す。

□ご購入の際の注意点
・天然無垢材ですので色合いや木目表情、節などの
個体差があります。
・熱や水分により割れが入ったり歪んだり反ったりす
ることがあります。
・写真と現物の木目は異なります。
・電子レンジ、食器洗い乾燥機のご使用は、お避けく
ださい。

【提供元】栗秋木工

50,000 Ｈ－０５８．ラダーラック（チェリー）

【内容量】
１個
長さ1600ｘ幅530ｘ厚み24ｍｍ
・寸法表示には多少の誤差があります。
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1ヶ月から一ヶ月半

狭いスペースでも壁に立てかけ、エプロンやタオルを
掛けれる収納具です。塗装はオイルフィニッシュで
す。

□ご購入の際の注意点
・天然無垢材ですので色合いや木目表情、節などの
個体差があります。
・熱や水分により割れが入ったり歪んだり反ったりす
ることがあります。
・写真と現物の木目は異なります。
・電子レンジ、食器洗い乾燥機のご使用は、お避けく
ださい。

【提供元】栗秋木工

50,000 Ｈ－０５９．ラダーラック（ｳｫｰﾙﾅｯﾄ）

【内容量】
１個
長さ1600ｘ幅530ｘ厚み24ｍｍ
・寸法表示には多少の誤差があります。
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1ヶ月から一ヶ月半

狭いスペースでも壁に立てかけ、エプロンやタオルを
掛けれる収納具です。塗装はオイルフィニッシュで
す。

□ご購入の際の注意点
・天然無垢材ですので色合いや木目表情、節などの
個体差があります。
・熱や水分により割れが入ったり歪んだり反ったりす
ることがあります。
・写真と現物の木目は異なります。
・電子レンジ、食器洗い乾燥機のご使用は、お避けく
ださい。

【提供元】栗秋木工



寄附金額 内容量等 説明

60,000
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 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
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

60,000
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
Ｊ－０１２．佐賀牛ローストビーフ(ブロッ
ク)　１ｋｇ

【内容量】
約250g×4本
【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

柔らかい赤みの中にきめ細やかに風味ただよう脂
肪が入った見事な霜降り牛肉。
お届けは真空パックで２５０ｇ×４本に分けておりま
すので、お好みの厚さにスライスしてお楽しみくださ
い。
【提供元】三重津みやげホスムスカモス

60,000
Ｊ－０１３．佐賀市内観光タクシー３.５
時間コース/ジャンボタクシー

【内容量】自然とおいしいものがいっぱいの佐賀♪
ベテランドライバーが市内をご案内いたします。
コースはお客様とご相談。
コース例　①初めての佐賀コース/佐賀市内→佐
賀城本丸歴史館→柳町界隈(佐賀市歴史民俗
館・肥前通仙亭など)→大隈重信記念館②佐賀
の自然満喫コース/佐賀市内→昇開橋→東与賀
干潟公園→佐野常民記念館・三重津海軍所跡
でバーチャル体験③佐賀の歴史コース/佐賀市
内→佐賀城本丸歴史館→佐賀神社→徴古館→
築地反射炉→隔林亭④シュガーロード佐賀のお
菓子をめぐるコース/羊羹→丸芳露→松露饅頭
→白玉饅頭

※利用券が届いてから、ご利用日の１週間前まで
に要予約（有効期限：発行日から１年）
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約２週間

創業８０年の老舗のタクシー会社です。安全第一、
きれいな車で丁寧な運転をモットーにしております。
あったかいおもてなしの心でベテランドライバーが佐
賀市の魅力をご案内いたします。
尚、コースの代金は貸切タクシー代のみの対応と
なっております。入園料・駐車場代・入場料・飲食
代は含まれておりませんのでご了承下さい。
【提供元】株式会社佐賀タクシー

60,000
Ｊ－０１４．佐賀市内観光タクシー５時
間コース/小型

【内容量】自然とおいしいものがいっぱいの佐賀♪
ベテランドライバーが市内をご案内いたします。
コースはお客様とご相談。
コース例　①初めての佐賀コース/佐賀市内→佐
賀城本丸歴史館→柳町界隈(佐賀市歴史民俗
館・肥前通仙亭など)→大隈重信記念館→長崎
街道②佐賀の自然満喫コース/佐賀市内→昇開
橋→東与賀干潟公園→佐野常民記念館・三重
津海軍所跡でバーチャル体験③佐賀の歴史コー
ス/佐賀市内→佐賀城本丸歴史館→佐賀神社
→徴古館→築地反射炉→隔林亭④シュガーロー
ド佐賀のお菓子をめぐるコース/羊羹→丸芳露→
松露饅頭→白玉饅頭

※利用券が届いてから、ご利用日の１週間前まで
に要予約（有効期限：発行日から１年）
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約２週間

創業８０年の老舗のタクシー会社です。安全第一、
きれいな車で丁寧な運転をモットーにしております。
あったかいおもてなしの心でベテランドライバーが佐
賀市の魅力をご案内いたします。
尚、コースの代金は貸切タクシー代のみの対応と
なっております。入園料・駐車場代・入場料・飲食
代は含まれておりませんのでご了承下さい。
【提供元】株式会社佐賀タクシー

60,000
Ｊ－０１５．【期間限定】佐賀海苔一番
摘み【推旬】５０枚入り

【内容量】
全形５枚×１０袋入り
【受付期間】11月～7月上旬
令和3年2月下旬から発送開始
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約３週間

佐賀有明海の激しい潮流や干満を利用した伝統の
漁法で製造した希少な一番摘み海苔
とろける美味しさ、そして凝縮された旨味そして最
適な温度で焼き上げました。
おいしい佐賀海苔をご賞味下さい。
【提供元】㈱ＡＫＡＴＳＵＫＩ

60,000 Ｊ－０１６．佐賀牛リブローススライス

【内容量】
佐賀牛リブローススライス650ｇ
【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

佐賀牛専門店です。佐賀牛の一番美味しいA5の
みを取り扱います。店主が自信をもってお届けする
リブローススライスです。
【提供元】㈲福岡精肉・デリカ

お礼の品

【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

60,000
Ｊ－０１７．佐賀牛サーロインステーキ
３枚

【内容量】
佐賀牛サーロインステーキ
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

佐賀牛専門店です。佐賀牛の一番美味しいA5の
みを取り扱います。店主が自信をもってお届けする
サーロインステーキをご堪能ください。
【提供元】㈲福岡精肉・デリカ

60,000
Ｊ－０１８．【定期便６回】つぼ漬けカル
ビとピョンさんのキムチ

【内容量】
つぼ漬けカルビ２枚（２００ｇ）×６回
※米国又は豪州産牛肉使用
キムチ３個（９００ｇ）×６回
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約１０日

地元名水を利用した自家製タレに漬け込んだつぼ
漬けカルビ。自家製タレは毎日新しく作っています。
つぼ漬けカルビ・キムチ共その品質と味は、地元で
10年以上ご愛顧いただいています。
【提供元】百済

60,000
Ｊ－０２２．総桐ひな人形収納ケース２
段ＴＳ-2ＣＬ

【内容量】
幅820　奥行415　高さ530　単位ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
内寸サイズ
上段　幅794　奥行389　高さ160　単位ｍｍ
下段　幅794　奥行389　高さ235　単位ｍｍ
【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

３段・５段飾り収納ﾀｲﾌﾟ
桐の特性により大切なひな人形を湿気から保護し
ます。
ひな人形と道具もまとめて収納できる総桐ケース
キャスター付で出し入れも簡単！！
ずっと気になっていたひな人形の整理に最適です。
※時代により大きさ・形が異なりますので内寸サイ
ズをご確認ください。
※ひな人形は返礼品に含まれません。
【提供元】株式会社マーゼルン

60,000
Ｊ－０２３．柿渋染め総桐着物収納
ケース3段

【内容量】
幅910　奥行415　高さ325　単位ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
内寸サイズ
上段　幅884　奥行389　高さ67　単位ｍｍ
下段　幅884　奥行389　高さ98　単位ｍｍ
【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

桐の特性により大切な着物を湿気から保護しま
す。
たとう紙も折らずに入るワイドサイズ。
本体表面は時が経つにつれ、味わい深い色に変わ
る柿渋仕を1本1本丁寧に手塗りで仕上げました。
金具は柿渋染めになじむＧＢ色の取手です。
【提供元】株式会社マーゼルン

60,000
Ｊ－０２４．土日祝ゴルフプレー券
キャディ付

【内容量】
プレー券１枚（1名のみ利用可）
4月～11月の土・日・祝日限定、18H
キャディ、カート付
【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
※プレー券到着後、事前予約をお願いいたしま
す。ご予約の際、プレー券のご使用をお伝えくださ
い。
※その他当返礼品の詳しい内容やご不明な点等
は、提供元へお尋ねください。

佐賀市三瀬村、背振・北山県立自然公園の中央、
人造湖では九州屈指の北山ダムのほとりにある１８
ホール。１００万㎡の広大な自然の中に、贅沢とも
思われるレイアウト、九州では有数の７,０６１ヤード
のロングコースです。標高４００ｍの位置でありなが
ら、広くてフラットなコースは、ビギナーから上級者で
も楽しめる本格派のコースです。各ホールに亘り多
彩な攻めのルートが秘められ、豪快さの中にも繊細
な頭脳的プレーが要求されるとともに、２ベントグ
リーンを採用したコースにきっと挑戦意欲をかき立
てられることでしょう。夏は特に涼しく、最高の環境
でプレーを楽しめます。
【プレー券】※返金・換金・釣銭・転売不可
※プレー券は当日受付時にご提出いただきますの
で、大切に保管ください。ご提出がない場合は実費
負担となります。なお、紛失、破損等による再発行
はいたしません。
【提供元】北山カントリー倶楽部

60,000 Ｊ－０２５．45-5HC翔天（DB)

【内容量】
商品サイズ　435×450×755
【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

前板材料～桐無垢集成材
・長引出しにはスライドレールが付いており、スムー
ズに開閉ができます。
・仏壇台や電話台等に使用でき、コンパクトなサイ
ズになっておりますので、用途に応じた使い方が出
来ます。
【提供元】㈱三友ファニチャー

60,000 Ｊ－０２６．45-5HC翔天（DR)

【内容量】
商品サイズ　435×450×755
【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

前板材料～桐無垢集成材
・長引出しにはスライドレールが付いており、スムー
ズに開閉ができます。
・仏壇台や電話台等に使用でき、コンパクトなサイ
ズになっておりますので、用途に応じた使い方が出
来ます。
【提供元】㈱三友ファニチャー

60,000
Ｊ－０２７．60幅開きロータイプ翔天
（DB)

【内容量】
601×450×570（ｍｍ）
【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

前板材料～桐無垢集成材
・扉内部には、棚板が１枚付いており収納時に便利
です。
・仏壇台や電話台等に使用でき、コンパクトなサイ
ズになっておりますので、用途に応じた使い方が出
来ます。
【提供元】㈱三友ファニチャー

60,000
Ｊ－０２８．60幅開きロータイプ翔天
（DR)

【内容量】
601×450×570（ｍｍ）
【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

前板材料～桐無垢集成材
・扉内部には、棚板が１枚付いており収納時に便利
です。
・仏壇台や電話台等に使用でき、コンパクトなサイ
ズになっておりますので、用途に応じた使い方が出
来ます。
【提供元】㈱三友ファニチャー



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

60,000 Ｊ－０２９．90レンジ台　クオーネ（白）

【内容量】
返礼品サイズ 881×435×1225（ｍｍ）
【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

〔諸富家具］

前板材料～MDF（強化シート貼り）
・取り出しに便利な、スライドカウンター付き
・2口コンセント、コーダー穴付き
・扉内部には、棚板が付いておりますのでお好きな
高さで調整できます。
・下１段目の引出しには、フルオープンレールが付
いておりますので、出し入れするのに便利です
・光沢のあるホワイト色がとても綺麗です。
【提供元】㈱三友ファニチャー

60,000 Ｊ－０３０．90レンジ台　クオーネ（NA）

【内容量】
返礼品サイズ　881×435×1225　（ｍｍ）
【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

〔諸富家具］

前板材料～MDF（強化シート貼り）
・取り出しに便利な、スライドカウンター付き
・2口コンセント、コーダー穴付き
・扉内部には、棚板が付いておりますのでお好きな
高さで調整できます。
・下１段目の引出しには、フルオープンレールが付
いておりますので、出し入れするのに便利です
・木目のナチュラル色がとても綺麗です。
【提供元】㈱三友ファニチャー

60,000 Ｊ－０３１．90レンジ台　クオーネ（DB）

【内容量】
返礼品サイズ　881×435×1225（ｍｍ）
【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

〔諸富家具］

前板材料～MDF（強化シート貼り）
・取り出しに便利な、スライドカウンター付き
・2口コンセント、コーダー穴付き
・扉内部には、棚板が付いておりますのでお好きな
高さで調整できます。
・下１段目の引出しには、フルオープンレールが付
いておりますので、出し入れするのに便利です
・高級感と落ち着きのあるダークブラウン色。
【提供元】㈱三友ファニチャー

60,000
Ｊ－０３２．120テレビボード　シャープ
（BR)【諸富家具】

【内容量】
返礼品サイズ　120*39*31（cm）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約２～３週間

〔諸富家具］

前板材料～MDF（強化シート貼り）
・引出しには、フルオープンレールが付いております
ので、出し入れするのに便利です。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫
でしっかりとした造りになっております。
・コーダー穴付き
・ブラックガラス
・金属の脚が近未来的でシャープなイメージです。
また、木目も美しいTVボード。
【提供元】㈱三友ファニチャー

60,000
Ｊ－０３３．120テレビボード　シャープ
（DB)【諸富家具】

【内容量】
返礼品サイズ　120*39*31（cm）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約２～３週間

〔諸富家具］

前板材料～MDF（強化シート貼り）
・引出しには、フルオープンレールが付いております
ので、出し入れするのに便利です。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫
でしっかりとした造りになっております。
・コーダー穴付き
・ブラックガラス
・金属の脚が近未来的でシャープなイメージです。
又、木目も美しいTVボード。
【提供元】㈱三友ファニチャー

60,000
Ｊ－０３４．120テレビボード　シャープ
（ATW)【諸富家具】

【内容量】
返礼品サイズ　120*39*31（cm）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約２～３週間

前板材料～MDF（強化シート貼り）
・引出しには、フルオープンレールが付いております
ので、出し入れするのに便利です。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫
でしっかりとした造りになっております。
・コーダー穴付き
・ブラックガラス
・金属の脚が近未来的でシャープなイメージです。
また、木目も美しいTVボード。
【提供元】㈱三友ファニチャー

60,000
Ｊ－０３６．桐たんす 着物収納 桐箱5
段（ｷｬｽﾀｰ付）【諸富家具】

【内容量】
●サイズ
幅910　奥行415　高さ565　単位ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
内寸サイズ
上段　幅884　奥行389　高さ67　単位ｍｍ
下段　幅884　奥行389　高さ135　単位ｍｍ
【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
（在庫切れの場合、約1ヶ月）

桐たんす専門工場で製造する桐箱。
桐の特性により大切な着物を湿気から保護しま
す。
たとう紙も折らずに入るワイドサイズ。
キャスター付なので移動もラクラクです。
着物だけでなく、シーズンオフの衣類の収納にも最
適です。
【経年変化】
塗布（乾燥）直後の色はごく薄く、ほとんど色が付き
ませんが、時間の経過とともに空気に触れ、光に当
たるほど濃い茶色に発色していきます。
【提供元】株式会社マーゼルン

60,000
Ｊ－０３７．桐たんす 着物収納 桐箱
浅深4段（ｷｬｽﾀｰ付）【諸富家具】

【内容量】
●サイズ
幅910　奥行415　高さ555　単位ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
内寸サイズ
上段　幅884　奥行389　高さ67　単位ｍｍ
下段　幅884　奥行389　高さ135　単位ｍｍ
【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
（在庫切れの場合、約1ヶ月）

桐たんす専門工場で製造する桐箱。
桐の特性により大切な着物を湿気から保護しま
す。
たとう紙も折らずに入るワイドサイズ。
キャスター付なので移動もラクラクです。
着物だけでなく、シーズンオフの衣類の収納にも最
適です。
【経年変化】
塗布（乾燥）直後の色はごく薄く、ほとんど色が付き
ませんが、時間の経過とともに空気に触れ、光に当
たるほど濃い茶色に発色していきます。
【提供元】株式会社マーゼルン

60,000
Ｊ－０３８．80書棚BR　無垢材を使用
した書棚【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　791×340×1601（ｍｍ）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

前板材料～アルダー無垢集成材
・前面はオイル塗装となっておりますので、健康と環
境に優しい品となっております。
・小引出し部、引出し落下防止ストッパー付　小さ
なお子様にも安全です。
・この品には、転倒防止ベルトが付属しております。
・この品には、地板が入っておりますので丈夫なつく
りとなっております。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫
でしっかりとした造りになっております。
【提供元】　㈱三友ファニチャー



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

60,000
Ｊ－０３９．80書棚ＮＡ　無垢材を使用
した書棚【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　791×340×1601（ｍｍ）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

前板材料～アルダー無垢集成材
・前面はオイル塗装となっておりますので、健康と環
境に優しい商品となっております。
・小引出し部、引出し落下防止ストッパー付　小さ
なお子様にも安全です。
・この品には、転倒防止ベルトが付属しております。
・この品には、地板が入っておりますので丈夫なつく
りとなっております。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫
でしっかりとした造りになっております。
【提供元】　㈱三友ファニチャー

60,000
Ｊ－０４０．80書棚WH　無垢材を使用
した書棚【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　791×340×1601（ｍｍ）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

前板材料～メープル無垢集成材
・前面はオイル塗装となっておりますので、健康と環
境に優しい品となっております。
・小引出し部、引出し落下防止ストッパー付　小さ
なお子様にも安全です。
・この品には、転倒防止ベルトが付属しております。
・この品には、地板が入っておりますので丈夫なつく
りとなっております。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫
でしっかりとした造りになっております。
【提供元】　㈱三友ファニチャー

60,000
Ｊ－０４２．【定期便全4回】佐賀米 佐
賀牛贅沢コース

【内容量】
1回目 佐賀米 夢しずく 5㎏
2回目 佐賀牛ロースうすぎり すき焼き用 300g
3回目 佐賀米 夢しずく 5㎏
4回目 佐賀牛サーロインステーキ 200ｇ×2
【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

佐賀を代表する2ブランド　特A級米【夢しずく】と黒
毛和牛【佐賀牛】を4回にわたり、交互にお届けいた
します。
佐賀県産　特A級米【夢しずく】はやわらかく、つや
のあるお米です。
『佐賀牛』はＪＡグループ佐賀管内の肥育農家、農
場で飼育された「黒毛和種」の中から、最高品質
“５等級（５区分）および、４等級の脂肪交雑（ＢＭ
Ｓ・霜降り）-No７以上”の厳しい品質をクリアした黒
毛和牛です。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】バッテン

60,000
Ｊ－０４４．【定期便4回】ドライフラワー
リース

【内容量】
重さ２４０～３５０ｇ
直径２３ｃｍ～３０ｃｍ
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】1月・4月・9月・11月に出荷予定

１月：色鮮やかなリースピンクや赤などと緑を合わ
せたカラーリング
４月：緑をベースにピンクやイエローをミックスさせ
たリース
９月：パープルやオレンジをベースしたハロウィン仕
様
１１月：赤やゴールドに白などのカラーリングでクリ
スマス仕様

ドライフラワーとブリザーブドフラワーをミックスさせた
フラワーリースの年４回の定期便になります。
和室と洋室のどちらでも合うフラワーリースで、様々
な雰囲気のインテリアにさりげなく溶け込みやすく
なっております。
発送時期は1月、4月、8月、11月となり、季節やト
レンドに合わせ花材とサイズは変更いたします。（画
像はイメージとなります。）
【提供元】No.１０７

60,000 Ｊ－０４５．佐賀牛サーロインステーキ

【内容量】
200ｇ*5
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1カ月

トップクラスの品質を誇る佐賀牛は、佐賀管内肥育
農家で飼育された黒毛和種で、日本食肉格付協
会の定める牛取引規格の最高肉質である5等級及
び4等級のBMS（No.7)i以上のものと定められていま
す。自然豊かな大地で育った黒毛和牛は、艶さしと
呼ばれるきめ細かな霜降りが行き渡り、舌の上で柔
らかくとろけ、甘く深みのあるうまみを堪能いただけ
ます。
【提供元】株式会社　クーイング

60,000
Ｊ－０４６．スツール SPIRAL 42H（ヒノ
キ）【諸富家具】

【内容量】
1台　/ ヒノキ（桧）材　/ オイル塗装
W.355  D.355  H.420
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2カ月

□2008年にグッドデザイン賞を受賞した、機能性と
美しさを兼ね備えたSPIRAL（スパイラル）スタッキン
グスツールです。
□持ち運んで好きな場所に座りたい時、狭いス
ペースに座る場所が欲しい時、家にお友達が遊び
に来た時等にサッと出せるスツールとして。
お気に入りの生活雑貨や植物を置く台として。高い
所にあるものを取る踏み台として。組み合わせて並
べれば簡単なテーブルとして。様々な場面で活用
出来ます。
※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】有限会社 志岐家具製作所



寄附金額 内容量等 説明

70,000
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
Ｋ－００２．佐賀牛ロースステーキ２０
０ｇ×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
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】冷凍
【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
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

70,000
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
Ｋ－０１１．遊覧飛行　３名様分（約１
３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

Ｋ－０１３．古湯・熊の川温泉
民宿みみ　宿泊券

・換金・払戻・再発行は出来ません。
・キャンセルにあたって寄附の取り消しはお
引き受けいたしかねますので、ご了承くださ
い。
・キャンセルは、ご宿泊予定日の4日前ま
でにお願いします。
・予約のキャンセルは、旅館へご連絡をお
願いいたします。
・入湯税は、別途、現地にてお支払いくだ
さい。

【内容量】
温泉旅館ペア宿泊券（2名様　１泊２食付）地場産品
付
※宿泊券が届いてから、宿泊日の５日前までに要予
約（有効期限：発行日から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。
 地場産品と一緒に温泉旅館ペア宿泊券(2名様1
泊2食付)をお届けします。
【提供元】（一社）古湯・熊の川温泉観光コンベン
ション連盟

70,000
Ｋ－０１４．佐賀牛ヒレサイコロステー
キ(訳あり)　１ｋｇ

【内容量】　１ｋg（２５０g×４）
【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
牛をこころゆくまでご堪能ください。
ヒレステーキの切り落とし部分をサイコロステーキ
にしました。
【提供元】三重津みやげホスムスカモス

70,000
Ｋ－０１５．艶エレガント9ｍｍアコヤ真
珠直付けピアス

【内容量】
アコヤ真珠直付けピアス
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１ヶ月
※年末年始・お盆、ＧＷなどの長期休暇前後のお申
し込みの場合は遅くなることがあります。特に年末年
始は２～３カ月程遅くなる場合がございます為、お届
け時期のお約束は致しかねます。 ご準備でき次第
のお届けになります。

【詳細】
真珠の種類：アコヤ真珠（佐賀県産　美穂野加
工）　色：ホワイト系　大きさ：約9.0ｍｍ　形：ラウン
ド系（エクボや凹凸・変形等少々あり）　照り艶：良
好　その他素材：K14WG　金具入りシリコンキャッ
チ※画像はシリコンキャッチですが、金具入りシリコ
ンキャッチをお付けしております。
附属品：ケース　保証書
【提供元】㈱美穂野

70,000 Ｋ－０１６．和紅茶極みセット

【内容量】
店主厳選和紅茶１０種
宝瓶急須１
茶杯２
雛守２
和紅茶の本
【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
※お申し込みが集中したため、順次発送しております
が、お届けまでに１～２カ月ほどかかる場合がござい
ます。ご了承ください。

和紅茶の道具セットと美味しい淹れ方のガイド「和
紅茶の本」が入った嬉しいセット。和紅茶にご興味
をもたれた方、和紅茶の世界を深く知りたい方に
おすすめです。季節に応じておすすめの和紅茶を
１０種類詰合せします。
【提供元】和紅茶専門店　紅葉

お礼の品



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

70,000 Ｋ－０１７．デザイントートバック（白）

【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（㎜）（開
いた状態）150×120（㎜）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約３週間

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なっています。
【注意事項】
・1点1点手作りしておりますので商品ごとに柄の出
方やサイズ等が若干異なる場合がございます。
・摩擦や水濡れで色移りや色落ちすることがござい
ますのでご注意ください。
【提供元】株式会社とっぺん

70,000
Ｋ－０２１．佐賀牛コロッケと佐賀牛リ
ブローススライスのセット

【内容量】
佐賀牛コロッケ（生）10個
佐賀牛リブローススライス700ｇ
【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

佐賀牛をふんだんに使用したコロッケとA5ランク佐
賀牛ローススライスをセットにしてお届けします。
※調理して、お召しあがりください。
※画像はイメージです
【提供元】㈲福岡精肉・デリカ

70,000
Ｋ－０２２．総桐ひな人形収納ケース
３段ＴＳ-3ＤＬ

【内容量】
幅820　奥行415　高さ700　単位ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
内寸サイズ
上段　幅794　奥行389　高さ160　単位ｍｍ
下段　幅794　奥行389　高さ235　単位ｍｍ
【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

７段飾り収納ﾀｲﾌﾟ
桐の特性により大切なひな人形を湿気から保護し
ます。
ひな人形と道具もまとめて収納できる総桐ケース
キャスター付で出し入れも簡単！！
ずっと気になっていたひな人形の整理に最適で
す。
※時代により大きさ・形が異なりますので内寸サイ
ズをご確認ください。
※ひな人形は返礼品に含まれません。
【提供元】株式会社マーゼルン

70,000 Ｋ－０２３．45-6HC翔天（DB)

【内容量】
商品サイズ　435×450×890
【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

前板材料～桐無垢集成材
・長引出しにはスライドレールが付いており、スムー
ズに開閉ができます。
・仏壇台や電話台等に使用でき、コンパクトなサイ
ズになっておりますので、用途に応じた使い方が出
来ます。
【提供元】㈱三友ファニチャー

70,000 Ｋ－０２４．45-6HC翔天（DR)

【内容量】
商品サイズ　435×450×890
【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

前板材料～桐無垢集成材
・長引出しにはスライドレールが付いており、スムー
ズに開閉ができます。
・仏壇台や電話台等に使用でき、コンパクトなサイ
ズになっておりますので、用途に応じた使い方が出
来ます。
【提供元】㈱三友ファニチャー

70,000
Ｋ－０２５．60幅開きハイタイプ翔天
（DB)

【内容量】
601×450×755（ｍｍ）
【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

前板材料～桐無垢集成材
・扉内部には、棚板が１枚付いており収納時に便
利です。
・仏壇台や電話台等に使用でき、コンパクトなサイ
ズになっておりますので、用途に応じた使い方が出
来ます。
【提供元】㈱三友ファニチャー

70,000
Ｋ－０２６．60幅開きハイタイプ翔天
（DR)

【内容量】
601×450×755（ｍｍ）
【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

前板材料～桐無垢集成材
・扉内部には、棚板が１枚付いており収納時に便
利です。
・仏壇台や電話台等に使用でき、コンパクトなサイ
ズになっておりますので、用途に応じた使い方が出
来ます。
【提供元】㈱三友ファニチャー

70,000
Ｋ－０２７．160テレビボード　シャープ
（BR)【諸富家具】

【内容量】
返礼品サイズ　160*39*31（cm）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約２～３週間

前板材料～MDF（強化シート貼り）
・引出しには、フルオープンレールが付いておりま
すので、出し入れするのに便利です。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈
夫でしっかりとした造りになっております。
・向かって右が扉になっており、色々な収納スペー
スとして活用できます。
・コーダー穴付き
・ブラックガラス
・金属の脚が近未来的でシャープなイメージです。
また、木目も美しいTVボード。
【提供元】㈱三友ファニチャー



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

70,000
Ｋ－０２８．160テレビボード　シャープ
（DB)【諸富家具】

【内容量】
返礼品サイズ　160*39*31（cm）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約２～３週間

前板材料～MDF（強化シート貼り）
・引出しには、フルオープンレールが付いておりま
すので、出し入れするのに便利です。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈
夫でしっかりとした造りになっております。
・向かって右が扉になっており、色々な収納スペー
スとして活用できます。
・コーダー穴付き
・ブラックガラス
・金属の脚が近未来的でシャープなイメージです。
また、木目も美しいTVボード。
【提供元】㈱三友ファニチャー

70,000
Ｋ－０２９．160テレビボード　シャープ
（ATW)【諸富家具】

【内容量】
返礼品サイズ　160*39*31（cm）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約２～３週間

前板材料～MDF（強化シート貼り）
・引出しには、フルオープンレールが付いておりま
すので、出し入れするのに便利です。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈
夫でしっかりとした造りになっております。
・向かって右が扉になっており、色々な収納スペー
スとして活用できます。
・コーダー穴付き
・ブラックガラス
・金属の脚が近未来的でシャープなイメージです。
また、木目も美しいTVボード。
【提供元】㈱三友ファニチャー

70,000
Ｋ－０３０．桐たんす　総桐衣裳タンス
３段【諸富家具】

【内容量】
●サイズ
幅1000　奥行440　高さ390　単位ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
引出し内寸サイズ
幅930　奥行389　高さ９０　単位ｍｍ
【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
（在庫切れの場合、約1ヶ月）

桐たんす専門工場で製造する総桐着物タンス。
大切な着物を折らずに収納できるワイドサイズ（引
出し内寸幅93㎝）
引出し１杯に2枚～３枚収納できます。
総桐なので着物だけでなく衣類収納にも最適で
す。
菊の花デザインの和風取っ手をあしらった落ち着
きのある桐タンスです。
また、コンパクトなサイズなのでクローゼットの空い
たスペースなどにも収まります。
【経年変化】
塗布（乾燥）直後の色はごく薄く、ほとんど色が付
きませんが、時間の経過とともに空気に触れ、光
に当たるほど濃い茶色に発色していきます。
【提供元】株式会社マーゼルン

70,000
Ｋ－０３１．佐賀産和牛 サーロイン
しゃぶ 2kg

【内容量】
佐賀産和牛 サーロイン しゃぶしゃぶ用スライス 2kg
（500g × 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１か月

佐賀の温暖な気候と恵まれた自然のなか丹念に
育て上げられた黒毛和牛。
きめ細やかなサシと肉本来の旨みが自慢のサーロ
イン部位だけをなんと！『2㎏』お届けします。
脂がのった、味に深みのあるお肉を是非、ご家族・
ご友人で至福の一時をお過ごし下さい。
【提供元】アースグロー株式会社

70,000
Ｋ－０３２．佐賀産和牛 ロースしゃぶ
2kg

【内容量】
佐賀産和牛 ロースしゃぶしゃぶ用スライス 2kg
（500g × 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１か月

肥育が盛んな佐賀県のブランド黒毛和牛「佐賀産
和牛」。
佐賀の温暖な気候と恵まれた自然のなか、丹念
に育て上げられた上質な黒毛和牛のロース部位
をしゃぶしゃぶ用に『2㎏』カット。
柔らかく甘みとコクのある肉質が特徴です。
是非、ご家族・ご友人で至福の一時をお過ごし下
さい。
【提供元】アースグロー株式会社

70,000 Ｋ－０３３．タオルラック 小（クリ）

【内容量】
１個
高さ827ｘ幅770ｘ厚み48ｍｍ（閉じた状態）
・寸法表示には多少の誤差があります。
（閉じた状態）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1ヶ月から一ヶ月半

タオルを掛けたりバスマットを乾かすことができる収
納具です。
使わないときは閉じることで収納場所をとりませ
ん。塗装はオイルフィニッシュです。

□ご購入の際の注意点
・天然無垢材ですので色合いや木目表情、節など
の個体差があります。
・熱や水分により割れが入ったり歪んだり反ったり
することがあります。
・写真と現物の木目は異なります。
・電子レンジ、食器洗い乾燥機のご使用は、お避
けください。
【提供元】栗秋木工

70,000 Ｋ－０３４．タオルラック 小（チェリー）

【内容量】
１個
高さ827ｘ幅770ｘ厚み48ｍｍ（閉じた状態）
・寸法表示には多少の誤差があります。
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1ヶ月から一ヶ月半

タオルを掛けたりバスマットを乾かすことができる収
納具です。
使わないときは閉じることで収納場所をとりませ
ん。塗装はオイルフィニッシュです。

□ご購入の際の注意点
・天然無垢材ですので色合いや木目表情、節など
の個体差があります。
・熱や水分により割れが入ったり歪んだり反ったり
することがあります。
・写真と現物の木目は異なります。
・電子レンジ、食器洗い乾燥機のご使用は、お避
けください。
【提供元】栗秋木工



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

70,000
Ｋ－０３５．タオルラック 小（ｳｫｰﾙﾅｯ
ﾄ）

【内容量】
１個
高さ827ｘ幅770ｘ厚み48ｍｍ（閉じた状態）
・寸法表示には多少の誤差があります。
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1ヶ月から一ヶ月半

タオルを掛けたりバスマットを乾かすことができる収
納具です。
使わないときは閉じることで収納場所をとりませ
ん。塗装はオイルフィニッシュです。

□ご購入の際の注意点
・天然無垢材ですので色合いや木目表情、節など
の個体差があります。
・熱や水分により割れが入ったり歪んだり反ったり
することがあります。
・写真と現物の木目は異なります。
・電子レンジ、食器洗い乾燥機のご使用は、お避
けください。
【提供元】栗秋木工

70,000
Ｋ－０３６．新鍋島緞通　対角中心柄
丁字茶地

【内容量】
35×35㎝、毛足1,2㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通
の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込
みような優しい肌触りをお楽しみください。

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

70,000
Ｋ－０３７．新鍋島緞通　蟹牡丹中心
柄　灰地

【内容量】
35×35㎝、毛足1,2㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通
の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込
みような優しい肌触りをお楽しみください。

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しつらえた、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

70,000 Ｋ－０４０．佐賀牛サーロインブロック

【内容量】
1,000ｇ
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1カ月

トップクラスの品質を誇る佐賀牛は、佐賀管内肥
育農家で飼育された黒毛和種で、日本食肉格付
協会の定める牛取引規格の最高肉質である5等
級及び4等級のBMS（No.7)i以上のものと定められ
ています。自然豊かな大地で育った黒毛和牛は、
艶さしと呼ばれるきめ細かな霜降りが行き渡り、舌
の上で柔らかくとろけ、甘く深みのあるうまみを堪
能いただけます。
【提供元】株式会社　クーイング

70,000
Ｋ－０４１．メモリアルボックス虹L(4枚
戸)

【内容量】
ペット用仏壇_W440×D250×H420_1個
引出し内部サイズ：幅36.5ｃｍ×奥15.5ｃｍ×高4.5
ｃｍ

表面材パイン材
その他プリント強化紙
引出し：ファルカタ材

色：ナチュラル、ピンク、ブルー、ホワイトからお選びい
ただけます。
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1カ月

ペット用の仏壇です。
家族の一員であるペットといつまでもそばに寄り添
えたら…という思いからメモリアルボックスを開発し
ました。リビングや寝室など、空間に溶け込むデザ
インで、置く場所を選ばない、コンパクトなメモリア
ルボックスです。扉部分は天然木パイン材に木目
が透ける塗装を施しており、引出しには思い出の
品を収納できます。
色はナチュラル、ピンク、ブルー、ホワイトからお選
びいただけます。お申込み時の備考欄にご希望の
色をご記載ください。記載がない場合はナチュラ
ルをお届けします。
【ご注意】
・写真立てや仏具等は商品には含まれません。
・画像はイメージです。画像と実際のお届けする品
では、色の濃さや木目の雰囲気等異なる場合が
ございます。ご理解の上ご検討ください。
【提供元】株式会社　中村敬木工
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80,000
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
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
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
※年末年始・お盆、ＧＷなどの長期休暇前後のお申
し込みの場合は遅くなることがあります。特に年末年
始は２～３カ月程遅くなる場合がございます為、お届
け時期のお約束は致しかねます。 ご準備でき次第
のお届けになります。

【詳細】　真珠の酒類：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40ｃｍ
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】（株）美穂野

80,000
Ｌ－０１０．佐賀牛　特上カルビ　「三
角バラ」　焼肉用　１ｋｇ

【内容量】　１ｋg

【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

焼肉用カルビの中でも上質な「三角バラ」と呼ばれる
部位です。
佐賀の豊かな大地で育ったとろけるやわらか佐賀牛
をこころ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

80,000
Ｌ－０１１．佐賀牛サーロインブロック
１ｋｇ

【内容量】　１ｋg

【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
をこころ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

80,000 Ｌ－０１２．引き車の積み木２４Ｐ

【内容量】
引き車箱×１、積み木２４個
【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！
【提供元】㈱飛鳥工房

80,000 Ｌ－０１３．ケロチェアー

【内容量】　椅子１脚
座面３１×３１ｃｍ、座面の高さ１５ｃｍ、背もたれまで
の高さ２８ｃｍ
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【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。
【提供元】㈱飛鳥工房

80,000
Ｌ－０１４．【定期便】季節の生花のフ
ラワーアレンジメント

【内容量】
フラワーアレンジメントを年間4回お届け
数量：1個（全4個）
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、配達可能日時の確認をこ
ちらから電話で行います。
※画像はイメージです

四季を楽しむように年4回お送りするお花の定期便。
どんなお花が届くかはお楽しみです。
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

80,000
Ｌ－０２０．180テレビボード　シャープ
（BR)【諸富家具】

【内容量】
返礼品サイズ　180*39*31（cm）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約２～３週間

前板材料～MDF（強化シート貼り）
・引出しには、フルオープンレールが付いております
ので、出し入れするのに便利です。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫
でしっかりとした造りになっております。
・向かって右が扉になっており、色々な収納スペー
スとして活用できます。
・コーダー穴付き
・ブラックガラス
・金属の脚が近未来的でシャープなイメージです。ま
た、木目も美しいTVボード。
【提供元】㈱三友ファニチャー

80,000
Ｌ－０２１．180テレビボード　シャープ
（DB)【諸富家具】

【内容量】
返礼品サイズ　180*39*31（cm）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約２～３週間

前板材料～MDF（強化シート貼り）
・引出しには、フルオープンレールが付いております
ので、出し入れするのに便利です。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫
でしっかりとした造りになっております。
・向かって右が扉になっており、色々な収納スペー
スとして活用できます。
・コーダー穴付き
・ブラックガラス
・金属の脚が近未来的でシャープなイメージです。ま
た、木目も美しいTVボード。
【提供元】㈱三友ファニチャー

お礼の品
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80,000
Ｌ－０２２．180テレビボード　シャープ
（ATW)【諸富家具】

【内容量】
返礼品サイズ　180*39*31（cm）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約２～３週間

前板材料～MDF（強化シート貼り）
・引出しには、フルオープンレールが付いております
ので、出し入れするのに便利です。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫
でしっかりとした造りになっております。
・向かって右が扉になっており、色々な収納スペー
スとして活用できます。
・コーダー穴付き
・ブラックガラス
・金属の脚が近未来的でシャープなイメージです。ま
た、木目も美しいTVボード。
【提供元】㈱三友ファニチャー

80,000
Ｌ－０２３．60ＨＣBR　無垢材使用
チェスト【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　581×445×1251（ｍｍ）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

前板材料～アルダー無垢集成材
・前面はオイル塗装となっておりますので、健康と環
境に優しい品となっております。
・小引出し部、引出し落下防止ストッパー付　小さな
お子様にも安全です。
・この品には、地板が入っておりますので丈夫なつくり
となっております。
・引出しには、フルオープンレールが付いております
ので、出し入れするのに便利です。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫
でしっかりとした造りになっております。
【提供元】　㈱三友ファニチャー

80,000
Ｌ－０２４．80ＬＣBR　無垢材使用
チェスト【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　791×445×886（ｍｍ）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

前板材料～アルダー無垢集成材
・前面はオイル塗装となっておりますので、健康と環
境に優しい商品となっております。
・小引出し部、引出し落下防止ストッパー付　小さな
お子様にも安全です。
・この品には、地板が入っておりますので丈夫なつくり
となっております。
・引出しには、フルオープンレールが付いております
ので、出し入れするのに便利です。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫
でしっかりとした造りになっております。
【提供元】　㈱三友ファニチャー

80,000
Ｌ－０２５．60ＨＣＮＡ　無垢材使用
チェスト【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　581×445×1251（ｍｍ）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

前板材料～アルダー無垢集成材
・前面はオイル塗装となっておりますので、健康と環
境に優しい品となっております。
・小引出し部、引出し落下防止ストッパー付　小さな
お子様にも安全です。
・この品には、地板が入っておりますので丈夫なつくり
となっております。
・引出しには、フルオープンレールが付いております
ので、出し入れするのに便利です。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫
でしっかりとした造りになっております。
【提供元】　㈱三友ファニチャー

80,000
Ｌ－０２６．80ＬＣＮＡ　無垢材使用
チェスト【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　791×445×886（ｍｍ）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

前板材料～アルダー無垢集成材
・前面はオイル塗装となっておりますので、健康と環
境に優しい品となっております。
・小引出し部、引出し落下防止ストッパー付　小さな
お子様にも安全です。
・この品には、地板が入っておりますので丈夫なつくり
となっております。
・引出しには、フルオープンレールが付いております
ので、出し入れするのに便利です。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫
でしっかりとした造りになっております。
【提供元】　㈱三友ファニチャー

80,000
Ｌ－０２７．60ＨＣWH　無垢材使用
チェスト【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　581×445×1251（ｍｍ）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

前板材料～メープル無垢集成材
・前面はオイル塗装となっておりますので、健康と環
境に優しい品となっております。
・小引出し部、引出し落下防止ストッパー付　小さな
お子様にも安全です。
・この品には、地板が入っておりますので丈夫なつくり
となっております。
・引出しには、フルオープンレールが付いております
ので、出し入れするのに便利です。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫
でしっかりとした造りになっております。
【提供元】　㈱三友ファニチャー

80,000
Ｌ－０２８．80ＬＣWH　無垢材使用
チェスト【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　791×445×886（ｍｍ）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

前板材料～メープル無垢集成材
・前面はオイル塗装となっておりますので、健康と環
境に優しい品となっております。
・小引出し部、引出し落下防止ストッパー付　小さな
お子様にも安全です。
・この品には、地板が入っておりますので丈夫なつくり
となっております。
・引出しには、フルオープンレールが付いております
ので、出し入れするのに便利です。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫
でしっかりとした造りになっております。
【提供元】　㈱三友ファニチャー

80,000 Ｌ－０２９．佐賀牛 部位セット A

【内容量】
佐賀牛 しゃぶすき焼きロース 800g
佐賀牛 焼肉用カルビ 800g（400g × 2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１か月

ブランド銘柄”佐賀牛”。
やわらかい赤身に脂肪のサシが入った見事な霜降り
のしゃぶしゃぶ・すき焼き用とカルビ焼肉用のセットで
す。手塩にかけて育てられ磨き上げられた肉質、見
事な霜降りにその違いが実感できるはずです。こちら
は”冷凍”での発送。ぜひご家庭でお楽しみ下さい。
【提供元】アースグロー株式会社



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

80,000 Ｌ－０３０．佐賀牛 部位セット B

【内容量】
佐賀牛 しゃぶすき焼きロース 700g
佐賀牛 サーロインステーキ 600g（200g × 3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１か月

ブランド銘柄”佐賀牛”。やわらかい赤身に脂肪のサ
シが入った見事な霜降りのしゃぶしゃぶ・すき焼き用
とロースステーキ用のセットです。こちらは”冷凍”で
の発送。ぜひご家庭でお楽しみ下さい。
【提供元】アースグロー株式会社

80,000 Ｌ－０３１．タオルラック 大（クリ）

【内容量】
１個
高さ1200ｘ幅770ｘ厚み48ｍｍ（閉じた状態）
・寸法表示には多少の誤差があります。
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1ヶ月から一ヶ月半

タオルを掛けたりバスマットを乾かすことができる収
納具です。
使わないときは閉じることで収納場所をとりません。
塗装はオイルフィニッシュです。

□ご購入の際の注意点
・天然無垢材ですので色合いや木目表情、節などの
個体差があります。
・熱や水分により割れが入ったり歪んだり反ったりす
ることがあります。
・写真と現物の木目は違います。
・電子レンジ、食器洗い乾燥機のご使用は、お避けく
ださい。

【提供元】栗秋木工

80,000 Ｌ－０３２．タオルラック 大（チェリー）

【内容量】
１個
高さ1200ｘ幅770ｘ厚み48ｍｍ（閉じた状態）
・寸法表示には多少の誤差があります。
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約1ヶ月から一ヶ月半

タオルを掛けたりバスマットを乾かすことができる収
納具です。
使わないときは閉じることで収納場所をとりません。
塗装はオイルフィニッシュです。

□ご購入の際の注意点
・天然無垢材ですので色合いや木目表情、節などの
個体差があります。
・熱や水分により割れが入ったり歪んだり反ったりす
ることがあります。
・写真と現物の木目は違います。
・電子レンジ、食器洗い乾燥機のご使用は、お避けく
ださい。
【提供元】栗秋木工

80,000
Ｌ－０３３．タオルラック 大（ｳｫｰﾙﾅｯ
ﾄ）

【内容量】
１個
高さ1200ｘ幅770ｘ厚み48ｍｍ（閉じた状態）
・寸法表示には多少の誤差があります。
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1ヶ月から一ヶ月半

タオルを掛けたりバスマットを乾かすことができる収
納具です。
使わないときは閉じることで収納場所をとりません。
塗装はオイルフィニッシュです。

□ご購入の際の注意点
・天然無垢材ですので色合いや木目表情、節などの
個体差があります。
・熱や水分により割れが入ったり歪んだり反ったりす
ることがあります。
・写真と現物の木目は違います。
・電子レンジ、食器洗い乾燥機のご使用は、お避けく
ださい。
【提供元】栗秋木工

80,000
Ｌ－０３４．新鍋島緞通　対角中心柄
丁字茶地

【内容量】
40×40㎝、毛足1,2㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の
伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込み
ような優しい肌触りをお楽しみください。

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
Ｌ－０３５．新鍋島緞通　蟹牡丹中心
柄　灰地

【内容量】
40×40㎝、毛足1,2㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の
伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込み
ような優しい肌触りをお楽しみください。

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しつらえた、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
Ｌ－０３６．120LC無垢材使用チェスト
蓮BR【諸富家具】

【内容量】
1194×445×905（ｍｍ）
前板材料～桐無垢集成材
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約3週間

・桐材を使用した自然な仕上がりのチェストです。ボ
リューム感があり、長くご使用できるしっかりとした造り
となっております。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫
でしっかりとした造りになっております。
・大引出しには、奥まで引出せるフルオープンレール
が付いております。
【提供元】㈱三友ファニチャー

80,000
Ｌ－０３７．120LC無垢材使用チェスト
蓮NA【諸富家具】

【内容量】
1194×445×905（ｍｍ）
前板材料～桐無垢集成材
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約3週間

・桐材を使用した自然な仕上がりの商品です。ボ
リューム感があり、長くご使用できるしっかりとした造り
となっております。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫
でしっかりとした造りになっております。
・大引出しには、奥まで引出せるフルオープンレール
が付いております。
【提供元】㈱三友ファニチャー



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

80,000
Ｌ－０３９．佐賀牛サイコロひれステー
キ（250g×4）

【内容量】
佐賀牛サイコロひれステーキ1kg（250g×4）
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1カ月

全国の銘柄牛の中でもトップクラスの最高肉質であ
る『5』等級及び『4』等級のＢＭＳ（脂肪交雑）『No.7』
以上の品質を誇る最高級の国産黒毛和牛と称され
る佐賀牛。１頭の牛からほんのわずか（３％）しかと
れない牛肉の最高部位です。赤身できめが細かく、
とてもやわらかい脂肪が少ない上品な味が特徴で
す。食べやすいサイコロ状にカットしてお届けしますの
で、ご家族やご友人、みなさまでお楽しみいただけま
す。
【提供元】株式会社INDIGO

80,000
Ｌ－０４３．スツール SPIRAL 42H
（オーク）【諸富家具】

【内容量】
1台　/ オーク材　/ オイル塗装
W.355  D.355  H.420
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2カ月

□2008年にグッドデザイン賞を受賞した、機能性と
美しさを兼ね備えたSPIRAL（スパイラル）スタッキン
グスツールです。
□持ち運んで好きな場所に座りたい時、狭いスペー
スに座る場所が欲しい時、家にお友達が遊びに来た
時等にサッと出せるスツールとして。
お気に入りの生活雑貨や植物を置く台として。高い
所にあるものを取る踏み台として。組み合わせて並
べれば簡単なテーブルとして。様々な場面で活用出
来ます。
【提供元】有限会社 志岐家具製作所



寄附金額 内容量等 説明

90,000
Ｍ－００１．佐賀牛ロースステーキ２０
０ｇ×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
Ｍ－００２．佐賀牛ローススライス　１ｋ
ｇ

【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
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
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
※年末年始・お盆、ＧＷなどの長期休暇前後のお申
し込みの場合は遅くなることがあります。特に年末年
始は２～３カ月程遅くなる場合がございます為、お届
け時期のお約束は致しかねます。 ご準備でき次第
のお届けになります。

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

Ｍ－０１０．古湯・熊の川温泉
お宿夢千鳥　宿泊券

・換金・払戻・再発行は出来ません。
・キャンセルにあたって寄附の取り消しはお
引き受けいたしかねますので、ご了承くださ
い。
・キャンセルは、ご宿泊予定日の７日前ま
でにお願いします。
・予約のキャンセルは、旅館へご連絡をお
願いいたします。
・入湯税は、別途、現地にてお支払いくだ
さい。

【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、宿泊日の１０日前までに要
予約（有効期限：発行日から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。このプランで
は、1泊2食付きで旬の料理や豆腐料理をご堪能い
ただけます。
地場産品と一緒に温泉旅館ペア宿泊券(2名様1泊
2食付)をお届けします。
【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
Ｍ－０１１．佐賀市内観光タクシー５時
間コース/ジャンボタクシー

【内容量】自然とおいしいものがいっぱいの佐賀♪ベ
テランドライバーが市内をご案内いたします。コース
はお客様とご相談。
コース例　①初めての佐賀コース/佐賀市内→佐賀
城本丸歴史館→柳町界隈(佐賀市歴史民俗館・肥
前通仙亭など)→大隈重信記念館→長崎街道②佐
賀の自然満喫コース/佐賀市内→昇開橋→東与賀
干潟公園→佐野常民記念館・三重津海軍所跡で
バーチャル体験③佐賀の歴史コース/佐賀市内→
佐賀城本丸歴史館→佐賀神社→徴古館→築地反
射炉→隔林亭④シュガーロード佐賀のお菓子をめぐ
るコース/羊羹→丸芳露→松露饅頭→白玉饅頭
※利用券が届いてから、ご利用日の１週間前までに
要予約（有効期限：発行日から１年）
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約２週間

創業８０年の老舗のタクシー会社です。安全第一、
きれいな車で丁寧な運転をモットーにしております。
あったかいおもてなしの心でベテランドライバーが佐
賀市の魅力をご案内いたします。
尚、コースの代金は貸切タクシー代のみの対応と
なっております。入園料・駐車場代・入場料・飲食代
は含まれておりませんのでご了承下さい。
【提供元】株式会社佐賀タクシー

90,000
Ｍ－０１３．【定期便6回】特別栽培米
5kg（玄米）

【内容量】
特別栽培米5kg（夢しずく玄米）を6ヶ月間お届けい
たします
【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

佐賀県特別栽培農産物認証を受けた安全・安心の
特別栽培米玄米5ｋｇを6ヶ月間お届けいたします。
佐賀県特別栽培農産物認証制度とは、品目ごとに
化学合成農薬の使用回数と化学肥料の使用量を、
県内の一般的な栽培方法（いわゆる慣行栽培）に比
べて5割以上減らして栽培されていることを、その栽
培履歴（栽培日誌）の記載内容や圃場での生育状
況などについて現地審査を行うことにより確認し、基
準を満たしていると認められた農産物を「佐賀県特
別栽培農産物」として認証する制度です。

【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館

90,000
Ｍ－０１４．【定期便6回】特別栽培米
5kg（白米）

【内容量】
特別栽培米5kg（夢しずく白米）を6ヶ月間お届けい
たします
【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

佐賀県特別栽培農産物認証を受けた安全・安心の
特別栽培米（白米）5ｋｇを6ヶ月間お届けいたしま
す。
佐賀県特別栽培農産物認証制度とは、品目ごとに
化学合成農薬の使用回数と化学肥料の使用量を、
県内の一般的な栽培方法（いわゆる慣行栽培）に比
べて5割以上減らして栽培されていることを、その栽
培履歴（栽培日誌）の記載内容や圃場での生育状
況などについて現地審査を行うことにより確認し、基
準を満たしていると認められた農産物を「佐賀県特
別栽培農産物」として認証する制度です。
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館

お礼の品



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

90,000
Ｍ－０１５．桐たんす　総桐衣裳タンス
４段【諸富家具】

【内容量】
●サイズ
幅1000　奥行440　高さ５００　単位ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
引出し内寸サイズ
幅930　奥行389　高さ９０　単位ｍｍ
【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
（在庫切れの場合、約1ヶ月）

桐たんす専門工場で製造する総桐着物タンス。
大切な着物を折らずに収納できるワイドサイズ（引出
し内寸幅93㎝）
引出し１杯に2枚～３枚収納できます。
総桐なので着物だけでなく衣類収納にも最適です。
菊の花デザインの和風取っ手をあしらった落ち着き
のある桐タンスです。
また、コンパクトなサイズなのでクローゼットの空いた
スペースなどにも収まります。
【経年変化】
塗布（乾燥）直後の色はごく薄く、ほとんど色が付き
ませんが、時間の経過とともに空気に触れ、光に当
たるほど濃い茶色に発色していきます。
【提供元】株式会社マーゼルン

90,000
Ｍ－０１６．桐たんす　キャスター付３
段チェスト【諸富家具】

【内容量】
●サイズ
幅1000　奥行440　高さ615　単位ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
引出し内寸サイズ
幅930　奥行389　高さ160　単位ｍｍ
【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
（在庫切れの場合、約1ヶ月）

桐たんす専門工場で製造するキャスター付きの総
桐タンス。
大切な着物を折らずに収納できるワイドサイズ（引出
し内寸幅93㎝）
総桐なので着物だけでなく衣類収納にも最適です。
菊の花デザインの和風取っ手をあしらった落ち着き
のある桐タンス。
また、キャスター付なのでクローゼットや押入れに設
置しても移動がラクラクです。
【経年変化】
塗布（乾燥）直後の色はごく薄く、ほとんど色が付き
ませんが、時間の経過とともに空気に触れ、光に当
たるほど濃い茶色に発色していきます。
【提供元】株式会社マーゼルン

90,000
Ｍ－０１７．80ＨＣBR　無垢材使用
チェスト【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　791×445×1251（ｍｍ）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

前板材料～アルダー無垢集成材
・前面はオイル塗装となっておりますので、健康と環
境に優しい品となっております。
・小引出し部、引出し落下防止ストッパー付　小さな
お子様にも安全です。
・この品には、地板が入っておりますので丈夫なつくり
となっております。
・引出しには、フルオープンレールが付いております
ので、出し入れするのに便利です。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫
でしっかりとした造りになっております。
【提供元】　㈱三友ファニチャー

90,000
Ｍ－０１８．120ＬBR　無垢材使用
チェスト【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　1185×445×886（ｍｍ）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

前板材料～アルダー無垢集成材
・前面はオイル塗装となっておりますので、健康と環
境に優しい品となっております。
・小引出し部、引出し落下防止ストッパー付　小さな
お子様にも安全です。
・この品には、地板が入っておりますので丈夫なつくり
となっております。
・引出しには、フルオープンレールが付いております
ので、出し入れするのに便利です。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫
でしっかりとした造りになっております。
【提供元】　㈱三友ファニチャー

90,000
Ｍ－０１９．80ＨＣＮＡ　無垢材使用
チェスト【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　791×445×1251（ｍｍ）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

前板材料～アルダー無垢集成材
・前面はオイル塗装となっておりますので、健康と環
境に優しい品となっております。
・小引出し部、引出し落下防止ストッパー付　小さな
お子様にも安全です。
・この品には、地板が入っておりますので丈夫なつくり
となっております。
・引出しには、フルオープンレールが付いております
ので、出し入れするのに便利です。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫
でしっかりとした造りになっております。
【提供元】　㈱三友ファニチャー

90,000
Ｍ－０２０.120ＬＮＡ　無垢材使用
チェスト【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　1185×445×886（ｍｍ）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

前板材料～アルダー無垢集成材
・前面はオイル塗装となっておりますので、健康と環
境に優しい品となっております。
・小引出し部、引出し落下防止ストッパー付　小さな
お子様にも安全です。
・この品には、地板が入っておりますので丈夫なつくり
となっております。
・引出しには、フルオープンレールが付いております
ので、出し入れするのに便利です
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫
でしっかりとした造りになっております。
【提供元】　㈱三友ファニチャー

90,000
Ｍ－０２１．80ＨＣWH　無垢材使用
チェスト【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　791×445×1251（ｍｍ）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

前板材料～メープル無垢集成材
・前面はオイル塗装となっておりますので、健康と環
境に優しい品となっております。
・小引出し部、引出し落下防止ストッパー付　小さな
お子様にも安全です。
・この品には、地板が入っておりますので丈夫なつくり
となっております。
・引出しには、フルオープンレールが付いております
ので、出し入れするのに便利です。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫
でしっかりとした造りになっております。
【提供元】　㈱三友ファニチャー



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

90,000
Ｍ－０２２．120ＬWH　無垢材使用
チェスト【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　1185×445×886（ｍｍ）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

前板材料～メープル無垢集成材
・前面はオイル塗装となっておりますので、健康と環
境に優しい品となっております。
・小引出し部、引出し落下防止ストッパー付　小さな
お子様にも安全です。
・この品には、地板が入っておりますので丈夫なつくり
となっております。
・引出しには、フルオープンレールが付いております
ので、出し入れするのに便利です。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫
でしっかりとした造りになっております。
【提供元】　㈱三友ファニチャー

90,000
Ｍ－０２３．佐賀牛 サーロインブロック
1400g

【内容量】
佐賀牛 サーロインブロック 1400g
【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

世界でも高い評価を得ているブランド銘柄”佐賀
牛”。肉質が5等級および4等級、霜降りの割り合い
である「BMS」が7以上のものだけが”佐賀牛”と呼ば
れています。佐賀の肥沃な大地で育った黒毛和牛
は、艶サシと言われるきめ細やかな霜降りが全体に
行き渡っており、肉質は口に入れた瞬間からとろける
ような柔らかさと甘く深みのある上品な旨味と香りが
自慢のお肉です。今回は豪快にもブロックで1400g
ご用意しました！こちらは”冷凍”での発送。ぜひご
家庭でお楽しみ下さい。
【提供元】アースグロー株式会社

90,000 Ｍ－０２４．佐賀牛 ロース しゃぶ 2kg

【内容量】
佐賀牛 ロース しゃぶしゃぶ用スライス 2kg （500g
× 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１か月

世界でも名高いブランド牛「佐賀牛」のロース部位（リ
ブロース、サーロイン部位を使用）を2㎏！！肉質が
5等級および4等級、霜降りの割り合いである「BMS」
が7以上のものだけが”佐賀牛”と名乗れます。佐賀
の肥沃な大地で育った和牛はきめ細やかな艶サシと
言われる霜降りが脂肪の微粒が全体に行き渡って
おり、口に入れると溶けるように柔らかく、甘く深みの
ある上品な香りも自慢のお肉です。口に入れた瞬間
のとろけるような肉質は佐賀牛ならでは。やわらかい
赤身に脂肪のサシが入ったロースをご満喫下さい。
【提供元】アースグロー株式会社

90,000
Ｍ－０２５．佐賀牛 サーロイン しゃぶ
2kg

【内容量】
佐賀牛 サーロイン しゃぶしゃぶ用スライス 2kg
（500g × 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１か月

世界でも名高いブランド牛「佐賀牛」のロース部位（リ
ブロース、サーロイン部位を使用）2㎏！！肉質が5
等級および4等級、霜降りの割り合いである「BMS」が
7以上のものだけが”佐賀牛”と名乗れます。佐賀の
肥沃な大地で育った和牛はきめ細やかな艶サシと
言われる霜降りが脂肪の微粒が全体に行き渡って
おり、口に入れた瞬間から溶けるような柔らかさと甘
く深みのある上品な旨味と香りが自慢のお肉です。
やわらかい赤身にサシが入ったなんとも美しい佐賀
牛のサーロインご堪能ください。また、しゃぶしゃぶ以
外にもすき焼きや牛丼、カレーなどにもお使い頂けま
す。
【提供元】アースグロー株式会社

90,000
Ｍ－０２６．【定期便全6回】佐賀米 佐
賀牛贅沢コース 牛タン

【内容量】
1回目 佐賀牛用ももスライス焼肉用 400g
2回目 佐賀米 夢しずく　白米5kg×1
3回目 佐賀牛ロースうすぎり すき焼き用 300g
4回目 佐賀米 夢しずく 　白米5kg×1
5回目 佐賀牛サーロインステーキ 200ｇ×2
6回目 ロースト牛タン ブロック ２５０ｇ (自家製ソース
付き）（自家製ソースは１５０ｍｌ）
【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

佐賀を代表する2ブランド　特A級米【夢しずく】と黒
毛和牛【佐賀牛】、牛タンローストビーフを全6回にわ
たりお届けいたします。
佐賀県産　特A級米【夢しずく】はやわらかく、つやの
あるお米です。
『佐賀牛』はＪＡグループ佐賀管内の肥育農家、農
場で飼育された「黒毛和種」の中から、最高品質“５
等級（５区分）および、４等級の脂肪交雑（ＢＭＳ・霜
降り）-No７以上”の厳しい品質をクリアした黒毛和牛
です。また、同梱の自家製ソースはオリジナルの和
風ベースのたれです。肉料理全般(ハンバーグ、ロー
ストビーフなど)に合うようにおつくりしておりますので、
余った場合は別途ご利用ください。
【提供元】バッテン

90,000
Ｍ－０２７．新鍋島緞通　対角中心柄
丁字茶地

【内容量】
45×45㎝、毛足1,2㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の
伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込み
ような優しい肌触りをお楽しみください。
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

90,000
Ｍ－０２８．新鍋島緞通　蟹牡丹中心
柄　灰地

【内容量】
45×45㎝、毛足1,2㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の
伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込み
ような優しい肌触りをお楽しみください。
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しつらえた、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

90,000
Ｍ－０２９．【定期便6回】特別栽培米
5kg（玄米）

【内容量】
特別栽培米5kg（コシヒカリ玄米）を6ヶ月間お届けい
たします
【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

佐賀県特別栽培農産物認証を受けた特別栽培米
（玄米）です。
佐賀県特別栽培農産物認証制度とは、品目ごとに
化学合成農薬の使用回数と化学肥料の使用量を、
県内の一般的な栽培方法（いわゆる慣行栽培）に比
べて5割以上減らして栽培されていることを、その栽
培履歴（栽培日誌）の記載内容や圃場での生育状
況などについて現地審査を行うことにより確認し、基
準を満たしていると認められた農産物を「佐賀県特
別栽培農産物」として認証する制度です。
佐賀県特別栽培農産物認証を受けた特別栽培米
玄米5ｋｇを6ヶ月間お届けいたします。
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

90,000
Ｍ－０３０．【定期便6回】特別栽培米
5kg（白米）

【内容量】
特別栽培米5kg（コシヒカリ白米）を6ヶ月間お届けい
たします
【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

佐賀県特別栽培農産物認証を受けた特別栽培米
（白米）です。
佐賀県特別栽培農産物認証制度とは、品目ごとに
化学合成農薬の使用回数と化学肥料の使用量を、
県内の一般的な栽培方法（いわゆる慣行栽培）に比
べて5割以上減らして栽培されていることを、その栽
培履歴（栽培日誌）の記載内容や圃場での生育状
況などについて現地審査を行うことにより確認し、基
準を満たしていると認められた農産物を「佐賀県特
別栽培農産物」として認証する制度です。
佐賀県特別栽培農産物認証を受けた特別栽培米
精米5ｋｇを6ヶ月間お届けいたします。
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館

90,000
Ｍ－０３１．80HC無垢材使用チェスト
蓮BR【諸富家具】

【内容量】
800×445×1425（ｍｍ）
前板材料～桐無垢集成材
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約3週間

・桐材を使用した自然な仕上がりのチェストです。ボ
リューム感があり、長くご使用できるしっかりとした造り
となっております。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫
でしっかりとした造りになっております。
・大引出しには、奥まで引出せるフルオープンレール
が付いております。
【提供元】㈱三友ファニチャー

90,000
Ｍ－０３２．80HC無垢材使用チェスト
蓮NA【諸富家具】

【内容量】
800×445×1425（ｍｍ）
前板材料～桐無垢集成材
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約3週間

・桐材を使用した自然な仕上がりのチェストです。ボ
リューム感があり、長くご使用できるしっかりとした造り
となっております。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫
でしっかりとした造りになっております。
・大引出しには、奥まで引出せるフルオープンレール
が付いております。
【提供元】㈱三友ファニチャー

90,000
Ｍ－０３３．スツール SPIRAL 42H
（ウォールナット）【諸富家具】

【内容量】
1台　/ ウォールナット材　/ オイル塗装
W.355  D.355  H.420
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2カ月

□2008年にグッドデザイン賞を受賞した、機能性と
美しさを兼ね備えたSPIRAL（スパイラル）スタッキン
グスツールです。
□持ち運んで好きな場所に座りたい時、狭いスペー
スに座る場所が欲しい時、家にお友達が遊びに来た
時等にサッと出せるスツールとして。
お気に入りの生活雑貨や植物を置く台として。高い
所にあるものを取る踏み台として。組み合わせて並
べれば簡単なテーブルとして。様々な場面で活用出
来ます。
※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】有限会社 志岐家具製作所



寄附金額 内容量等 説明

100,000
Ｎ－００１．佐賀牛ロースステーキ２０
０ｇ×６枚

【内容量】
ロースステーキ200ｇ×6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

100,000
Ｎ－００３．佐賀牛ヒレステーキ２枚＆
モモ１ｋｇ

【内容量】
ヒレステーキ 180g×2枚
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
（11月～1月お申込みの場合、2～3
か月かかる場合があります）

最高級ブランド“佐賀牛”を目利きの老舗精肉店が
お届け。牛１頭からわずか３％程度しかとれないと
ても希少な部位であるヒレ肉と、カロリー低めでヘル
シーなモモしゃぶしゃぶ肉をセットでお届け。
【提供元】（株）スチームシップサガ

100,000
Ｎ－００４．Ａ５佐賀牛ステーキセット
計５００ｇ

【内容量】
サーロインステーキ200ｇ×1、
ヒレステーキ150g×2
【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

全国でもトップクラスの品質を誇る「佐賀牛」の贅沢
なステーキセット。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。
【提供元】R's company

100,000
Ｎ－００６．飲むバラ　スペシャルロー
ズ（Ｗ）

【内容量】
500ｍｌ×12本、
200ｍｌ×24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

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（ノンアルコール）バラのスパークリング。
美容サポート成分＋ヒアルロン酸配合。佐賀天山
水系の伏流水を使用。
【提供元】（株）ローズテラス

100,000
Ｎ－０１０．お宿　夢千鳥　ペア宿泊
券

【内容量】
離れ「奥千鳥の間」の宿泊と「家族風
呂」入浴サービス
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約2週間

ふるさと納税返礼品プラン。お泊りいただくお部屋
は、離れの「奥千鳥の間」
【提供元】お宿夢千鳥

100,000
Ｎ－０１１．【希少部位】佐賀牛ヒレス
テーキ４枚

【内容量】
ヒレステーキ180g×4枚
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、2～3か月
かかる場合があります。希少部位のた
め、状況によっては、3か月以上かか
る場合がございますので、ご了承願い
ます。

・希少部位 「極上ヒレステーキ」！
・真空パックでお届け
・目利きの老舗精肉店が厳選
”佐賀牛”とは世界最高峰の国産黒毛和牛の中で
もトップクラスで、肉質5等級および4等級、BMS
No.7以上の品質のものだけで選ばれた特別なお
肉。
【提供元】（株）スチームシップサガ

100,000
Ｎ－０１５．開運さが恵比須張子セット
（中）

【内容量】　※サイズは目安です。
・えびす張子1個
　高18.5cm×幅19cm×奥行き12ｃ
ｍ
　※サイズは目安です。
・座布団 1枚
　22ｃｍ×22ｃｍ
・張子ストラップ 1個
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約3週間

佐賀の恵比須さん、その数日本一！恵比須さんの
張子は、家の福の守り神として、宝くじなどの縁起
担ぎに、と大人気です。オリジナルデザインで、粘
土からの型おこし、和紙の張り込み、絵付けと工程
のすべてが職人の手作業。一つ一つ表情が微妙
に異なり、同じものは２つとないのも魅力です。
【提供元】恵比須ＤＥまちづくりネットワーク

100,000 Ｎ－０１６．シラ　オールシリーズ

【内容量】・サプリメント60粒（2カ月
分）　1個　・ハンドクリーム50ｍｌ　1個
・ボディクリーム（2種）各110ｍｌ　・
オールインワンフェイスクリーム30ｍｌ
1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150
ｍｌ　1個・リップクリーム　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。
Sila全商品が入った詰め合わせセットとなっておりま
す。
※２０１９年３月時点でのオールセットになります。
【提供元】㈱アルビータ

100,000

Ｎ－０２１．古湯・熊の川温泉
東京家旅館　宿泊券

・換金・払戻・再発行は出来ません。
・キャンセルにあたって寄附の取り消しは
お引き受けいたしかねますので、ご了承く
ださい。
・キャンセルは、ご宿泊予定日の4日前ま
でにお願いします。
・予約のキャンセルは、旅館へご連絡をお
願いいたします。
・入湯税は、別途、現地にてお支払いくだ
さい。

【内容量】
温泉旅館ペア宿泊券(2名様1泊2食
付)地場産品付
※宿泊券が届いてから、宿泊日の3
日前までに要予約（有効期限：発行
日から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

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。
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。
地場産品と一緒に温泉旅館ペア宿泊券(2名様1
泊2食付)をお届けします。
【提供元】（一社）古湯・熊の川温泉観光コンベン
ション連盟

お礼の品



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

100,000

Ｎ－０２２．古湯・熊の川温泉
扇屋　宿泊券

・換金・払戻・再発行は出来ません。
・キャンセルにあたって寄附の取り消しは
お引き受けいたしかねますので、ご了承く
ださい。
・キャンセルは、ご宿泊予定日の4日前ま
でにお願いします。
・予約のキャンセルは、旅館へご連絡をお
願いいたします。
・入湯税は、別途、現地にてお支払いくだ
さい。

【内容量】
温泉旅館ペア宿泊券(2名様1泊2食
付)地場産品付
※宿泊券が届いてから、宿泊日の2
週間前までに要予約（有効期限：発
行日から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。
地場産品と一緒に温泉旅館ペア宿泊券(2名様1
泊2食付)をお届けします。
【提供元】（一社）古湯・熊の川温泉観光コンベン
ション連盟

100,000
N－０2５．佐賀牛シャトーブリアンブ
ロック　800g

【内容量】
佐賀牛シャトーブリアンブロック　800g
【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

A5ランクブランド牛「佐賀牛」で人気のヒレステーキ
の中でもさらに希少な「シャトーブリアン」ブロックで
す。
きめ細やかな赤みのうま味と贅沢な霜降りをお楽し
みください。
真空パック冷凍でお送りいたしますので、解凍しお
召し上がりください。
【提供元】三重津みやげホスムスカモス

100,000
Ｎー０２７．【隔月、定期便６回】佐賀
牛

【内容量】　佐賀牛
１月　厚切りサーロインステーキ360ｇ
（180ｇ×2枚）
３月　カルビ焼肉用300ｇ
５月　ももブロック350ｇ
７月　ローストビーフ400ｇ（２個入りで）
９月　ハンバーグ150ｇ×３個
１１月　しゃぶしゃぶ・すき焼き用300
ｇ
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約１か月日
以降に順次発送
１月・３月・５月・７月・９月・１１月にお
届けします。

ボリュームたっぷりの”厚切り”サーロインステーキ、
一番人気のローストビーフ等６種の｢佐賀牛」のライ
ンナップ！！
１月・３月・５月・７月・９月・１１月にお届けします。
【提供元】やまとフーズ

100,000 Ｎ－０２８．コトコト転がるＤＯＮＧＵＲＩ

【内容量】
レール×１、どんぐり３個
【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

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。
【提供元】㈱飛鳥工房

100,000
Ｎ－０３３．SM10c 佐賀牛しゃぶしゃ
ぶロース＆モモ　計1.6㎏

【内容量】
佐賀牛ロースしゃぶしゃぶ800g
佐賀牛モモしゃぶしゃぶ800g
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約１ヶ月
※11月～1月お申込み分は2～3ヶ
月程度お時間をいただく場合がござい
ます

ロースはとろけるような上質なお肉うまみをご堪能
いただけます。モモ肉は赤身が多くてさっぱりとお召
し上がりいただけるので女性や高齢の方にも大人
気です。脂身が多いお肉はちょっと…という方人に
も、しっかりとした濃厚なお肉の旨みをご堪能いた
だけます。
しゃぶしゃぶでお召し上がりいただくのはもちろん、
スタッフおすすめの食べ方は、フライパンで軽くさっ
と焼いて、大根おろしとポン酢でさっぱりと♪お肉の
旨みと上質なサシをしっかりと味わえます。
☆食べる分だけ使いやすいように1枚ずつ丁寧に
包んでお届けします。ひと手間入ったこだわりの和
牛をお楽しみください。
【提供元】（株）スチームシップサガ

100,000
Ｎ－０３４．ST10a【6回定期便】マイス
ター厳選さがびより計60kg

【内容量】
さがびより白米（5kg×2袋）×６回
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、入金確認
月もしくはその翌月より1回目をお届け
いたします。11月～1月お申込みの
場合、1回目のお届けを2~3ヶ月お待
ちいただく場合がございます。全6回の
定期便でお届けします。

さがびよりは近年変動しやすくなった高温な夏場に
対応するため、佐賀県農業試験研究センターが
10年もの歳月をかけて作り上げました。佐賀が自
信をもってオススメするさがびより。口に入れた瞬
間口いっぱいに甘みが広がります！冷めてもおいし
いため、お弁当にもピッタリです。まずはシンプルに
白米だけで食べてみてください。本当においしいお
米だと実感できます！さがんもんが作り上げた努力
の賜物を是非ご賞味下さい！
当店では、お米マイスターでもある店主自らお米を
厳選しています！
ご注文をいただいてから精米し即日発送していま
す。お米が届いてすぐ、精米したての絶品のお米を
ご堪能いただけます！
【提供元】（株）スチームシップサガ



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

100,000
Ｎ－０３５．ST10b【6回定期便】無洗
米　さがびより＆夢しずく

【内容量】
さがびより無洗米（2kg×2袋）×６回
夢しずく無洗米（2kg×2袋）×６回
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、入金確認
月もしくはその翌月より1回目をお届け
いたします。11月～1月お申込みの
場合、1回目のお届けを2~3ヶ月お待
ちいただく場合がございます。全6回の
定期便でお届けします。

近年変動しやすくなった高温な夏場に対応するた
め、佐賀県農業試験研究センターが10年もの歳
月をかけて作り上げたさがびより。背振山からの恵
みであるおいしいお水と肥沃な土壌で育った夢しず
く。絶品の佐賀県米を食べ比べ！同じ佐賀のブラ
ンド米でも甘みや粘り気など、違ったおいしさをお楽
しみいただけます！当店では、お米マイスターでも
ある店主自らお米を厳選しています！
当店の無洗米は水を使わず空気の力で表面を磨
き上げるため、旨味が凝縮されたまま！また、美味
しさを保つために精米後は2kgずつ真空パックでお
届け。新鮮でおいしいお米をお召し上がりいただけ
ます！
※計量は通常のカップをご使用ください。無洗米専
用のカップは必要ありません。　水量も通常の炊飯
と同じ水加減で炊飯いただけます。
※水を使わない精米法ですので、通常の無洗米と
比べて炊飯時に水が濁ることがございます。
【提供元】（株）スチームシップサガ

100,000
Ｎ－０３６．佐賀牛サーロインステーキ
５枚

【内容量】
佐賀牛サーロインステーキ
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

佐賀牛専門店です。佐賀牛の一番美味しいA5の
みを取り扱います。店主が自信をもってお届けする
サーロインステーキをご堪能ください。
【提供元】㈲福岡精肉・デリカ

100,000
Ｎ－０３９．郵便局のみまもり訪問
サービス（12カ月）

【内容量】
ふるさと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㈱佐賀松原郵便局

100,000 Ｎ－０４０．ヒノキ箪笥４段【諸富家具】

【内容量】
105-4LC　HINOKI
1036×445×980　（mm）
【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

前板材料～ヒノキ無垢集成材
・美しい光沢、優しい色合い、特有の香り、日本古
来からある天然の素材を活かした桧の返礼品で
す。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈
夫でしっかりとした造りになっております。
・下１段引出しには、奥まで引出せるフルオープン
レールが付いております。
【提供元】㈱三友ファニチャー

100,000
Ｎ－０４１．桐たんす　トランク４段【諸
富家具】

【内容量】
返礼品サイズ
幅1000　奥行440　高さ945　単位
ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
引出し内寸サイズ
幅930　奥行389　高さ91　単位ｍｍ
【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

桐たんす専門工場で製造する洋風の桐タンス。
洋室にも馴染む総桐チェスト。
着物だけでなく衣類収納にも最適です。
表面は桐の呼吸を妨げず、汚れも付きにくいオイル
仕上げ。
引出し取手は握りやすいトランクハンドル仕様です。
【提供元】㈱マーゼルン

100,000
Ｎ－０４２．桐たんす　総桐衣裳タンス
６段【諸富家具】

【内容量】
●サイズ
幅1000　奥行440　高さ７２０　単位
ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
引出し内寸サイズ
幅930　奥行389　高さ９０　単位ｍｍ
【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
（在庫切れの場合、約1ヶ月）

桐たんす専門工場で製造する総桐着物タンス。
大切な着物を折らずに収納できるワイドサイズ（引
出し内寸幅93㎝）
引出し１杯に2枚～３枚収納できます。
総桐なので着物だけでなく衣類収納にも最適で
す。
菊の花デザインの和風取っ手をあしらった落ち着き
のある桐タンスです。
また、コンパクトなサイズなのでクローゼットの空いた
スペースなどにも収まります。
【経年変化】
塗布（乾燥）直後の色はごく薄く、ほとんど色が付き
ませんが、時間の経過とともに空気に触れ、光に当
たるほど濃い茶色に発色していきます。
【提供元】株式会社マーゼルン

100,000
Ｎ－０４３．桐たんす　キャスター付４
段チェスト【諸富家具】

【内容量】
●サイズ
幅1000　奥行440　高さ615　単位
ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
引出し内寸サイズ
幅930　奥行389　高さ116　単位ｍ
ｍ
【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
（在庫切れの場合、約1ヶ月）

桐たんす専門工場で製造するキャスター付きの総
桐タンス。
大切な着物を折らずに収納できるワイドサイズ（引
出し内寸幅93㎝）
総桐なので着物だけでなく衣類収納にも最適で
す。
菊の花デザインの和風取っ手をあしらった落ち着き
のある桐タンス。
また、キャスター付なのでクローゼットや押入れに
設置しても移動がラクラクです
【経年変化】
塗布（乾燥）直後の色はごく薄く、ほとんど色が付き
ませんが、時間の経過とともに空気に触れ、光に当
たるほど濃い茶色に発色していきます。
【提供元】株式会社マーゼルン



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

100,000 Ｎ－０４４．国産牛すじ串４００本

【内容量】
牛すじ串８本×５０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

『国産牛すじ串』は安心安全な国産牛のアキレス
やスジ肉を自社工場にて職人が1本1本丁寧に手
刺ししております。
佐賀県内のスーパーを中心に販売しております
が、ふるさと納税返礼品だけの限定品です。
【提供元】　藤園食品

100,000
Ｎ－０４６．【全4回定期便】佐賀牛ス
テーキ1.4Kgコース（約2人分)

【内容量】
【  1回目】佐賀牛ヒレサイコロステー
キ500g(250ｇ×2パック)
【　2回目】佐賀牛モモステーキ
200g(100ｇ×2枚)
【  3回目】佐賀牛サーロインステーキ
400g(200ｇ×2枚)
【  4回目】佐賀牛ヒレステーキ
300g(150ｇ×2枚)
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】	入金確認後、申込月もし
くはその翌月から毎月全4回の定期便
でお届け

定期便【全4回】(合計1.4kg)のお品物でございま
す。
JA認定　最高級ブランド牛【佐賀牛】を4ヵ月連続
でお送り致します。
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。

佐賀県内の【佐賀牛取扱指店】認定の老舗精肉
店から冷凍便にて毎月発送をいたします。
500g以下でトレイに盛り付けパックをいたしますの
で、用途に合わせて解凍しお召し上がりください。
【提供元】三重津みやげホスムスカモス

100,000
Ｎ－０４７．【全6回定期便】佐賀県産
牛豚鶏　肉三昧6kgコース　（約2人-
3人分)

【内容量】
【  1回目】豚ローススライス1kg(500
ｇ×2パック)
【  2回目】佐賀牛ヒレサイコロステー
キ500g(250ｇ×2パック)
【  3回目】ありたどり　もも2kg(2000ｇ
×1パック)
【  4回目】佐賀牛ハンバーグ
900g(150g×6個)
【  5回目】豚ももスライス1kg(500ｇ
×2パック)
【  6回目】佐賀牛サーロインステーキ
600g(200ｇ×3枚)
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】	入金確認後、申込月もし
くはその翌月から毎月全6回の定期便
でお届け

定期便【全6回】(合計6kg)のお品物でございます。
JA認定　最高級ブランド牛【佐賀牛】を含む、安心
安全の佐賀県産ブランドである豚肉「肥前さくら
ポーク」さらに鶏肉「ありたどり」を6ヵ月連続でお送り
致します。

佐賀県内の【佐賀牛取扱指店】認定の老舗精肉
店から冷凍便にて毎月発送をいたします。
500g以下でトレイに盛り付けパックをいたしますの
で、用途に合わせて解凍しお召し上がりください。
【提供元】三重津みやげホスムスカモス

100,000
Ｎ－０４９．ジラーレ35ST　WN【諸富
家具】

【内容量】
1本　W354*D447*H585
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作している
CLASSEブランドの製品です。
天板の下に小引き出しが付いたサイドテーブルで
す。キャスター付きですので、お好きな場所へ楽に
動かすことができます。
【提供元】レグナテック㈱

100,000
Ｎ－０５０．D S/M TRESTLE LEG NA
【諸富家具】

【内容量】
1本  W670*D287*H700
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているDear
sir/madamブランドの商品です。作業場やリビング
など、場所や用途を問わずに使える組み立て式の
テーブル用レッグ。斜めに彫られた溝に沿って、３
枚の板を差し込むだけのミニマムなフォルムは、ま
るで無機質なモダニズム建築を彷彿とさせます。
ホームセンターで売られている合板をはじめとする
ラフな素材から、綺麗に仕上げられた天板まで、お
好みの板をのせて自由にご使用ください。
※ 本商品は脚１本分となりますので、テーブルの
脚としてご利用の際には２点以上お求めください。
お届け後、お客様ご自身で組み立てて頂く商品と
なっております。
【提供元】レグナテック㈱

100,000
Ｎ－０５１．D S/M TRESTLE LEG BK
【諸富家具】

【内容量】
1本  W670*D287*H700
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているDear
sir/madamブランドの商品です。作業場やリビング
など、場所や用途を問わずに使える組み立て式の
テーブル用レッグ。斜めに彫られた溝に沿って、３
枚の板を差し込むだけのミニマムなフォルムは、ま
るで無機質なモダニズム建築を彷彿とさせます。
ホームセンターで売られている合板をはじめとする
ラフな素材から、綺麗に仕上げられた天板まで、お
好みの板をのせて自由にご使用ください。
※ 本商品は脚１本分となりますので、テーブルの
脚としてご利用の際には２点以上お求めください。
お届け後、お客様ご自身で組み立てて頂く商品と
なっております。
【提供元】レグナテック㈱

100,000
Ｎ－０５２．SUSPENDER  S/TABLE S
NA【諸富家具】

【内容量】
1本  Φ440*H500
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているDear
sir/madamブランドの商品です。工具を一切使用
せず、３枚の木材パーツとレザーベルトだけで完結
する、、組み立て式のテーブルです。お届け後、お
客様ご自身で組み立てて頂く商品となっておりま
す。
【提供元】レグナテック㈱

100,000
Ｎ－０５３．SUSPENDER S/TABLE S
BK【諸富家具】

【内容量】
1本  Φ440*H500
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているDear
sir/madamブランドの商品です。工具を一切使用
せず、３枚の木材パーツとレザーベルトだけで完結
する、、組み立て式のテーブルです。お届け後、お
客様ご自身で組み立てて頂く商品となっておりま
す。
【提供元】レグナテック㈱



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

100,000
Ｎ－０５５．新鍋島緞通　対角中心柄
丁字茶地

【内容量】
50×50㎝、毛足1,2㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の
伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込
みような優しい肌触りをお楽しみください。
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

100,000
Ｎ－０５６．新鍋島緞通　蟹牡丹中心
柄　灰地

【内容量】
50×50㎝、毛足1,2㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の
伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込
みような優しい肌触りをお楽しみください。
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しつらえた、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

100,000
Ｎ－０６２．100HC無垢材使用チェス
ト蓮BR【諸富家具】

【内容量】
966×445×1425（ｍｍ）
前板材料～桐無垢集成
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約3週間

・桐材を使用した自然な仕上がりのチェストです。
ボリューム感があり、長くご使用できるしっかりとした
造りとなっております。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈
夫でしっかりとした造りになっております。
・大引出しには、奥まで引出せるフルオープンレー
ルが付いております。
【提供元】㈱三友ファニチャー

100,000
Ｎ－０６３．150LC無垢材使用チェス
ト蓮BR【諸富家具】

【内容量】
1443×445×905（ｍｍ）
前板材料～桐無垢集成材
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約3週間

・桐材を使用した自然な仕上がりのチェストです。
ボリューム感があり、長くご使用できるしっかりとした
造りとなっております。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈
夫でしっかりとした造りになっております。
・大引出しには、奥まで引出せるフルオープンレー
ルが付いております。
【提供元】㈱三友ファニチャー

100,000
Ｎ－０６４．100HC無垢材使用チェス
ト蓮NA【諸富家具】

【内容量】
966×445×1425（ｍｍ）
前板材料～桐無垢集成材
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約3週間

・桐材を使用した自然な仕上がりの商品です。ボ
リューム感があり、長くご使用できるしっかりとした造
りとなっております。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈
夫でしっかりとした造りになっております。
・大引出しには、奥まで引出せるフルオープンレー
ルが付いております。
【提供元】㈱三友ファニチャー

100,000
Ｎ－０６５．150LC無垢材使用チェス
ト蓮NA【諸富家具】

【内容量】
1443×445×905（ｍｍ）
前板材料～桐無垢集成材
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約3週間

・桐材を使用した自然な仕上がりの商品です。ボ
リューム感があり、長くご使用できるしっかりとした造
りとなっております。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈
夫でしっかりとした造りになっております。
・大引出しには、奥まで引出せるフルオープンレー
ルが付いております。
【提供元】㈱三友ファニチャー

100,000
Ｎ－０６６．佐賀牛3種ステーキ限定
食べ比べセット

【内容量】
ひれステーキ120ｇ×2
ロースステーキ340ｇ
ランプステーキ440g
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1～2カ
月

肥沃な大地で育った上質な赤肉『佐賀牛』のひ
れ、ロース、ランプのステーキを贅沢にお届け。佐
賀牛の中でも上質の部位を味わってみたい！
そんな要望にお応えしロースステーキ・ランプス
テーキ・ひれのステーキに限定してお届けします。
【提供元】株式会社INDIGO



寄附金額 内容量等 説明

120,000 Ｐ－００６．自然米「神の力」５ｋｇ

【内容量】　5,000ｇ×１袋
※申込後に精米
【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

30年間、肥料・農薬を使用しないで栽培した自然
米(コシヒカリ）大粒米です。
種子消毒や除草剤も使用しておりません。
誕生日や記念日の贈り物に喜ばれております。
発送前に精米いたしますが、ご希望があれば玄米
でのお届けも承ります
【提供元】自然栽培園北村

120,000
Ｐ－００７．自然米「神の力」桐箱風呂
敷包み５ｋｇ

【内容量】　5,000ｇ×１箱
佐賀市　2019年産
※注文後に精米
【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

30年間、肥料・農薬を使用しないで栽培した自然
米(コシヒカリ）大粒米です。
種子消毒や除草剤も使用しておりません。
記念日や大切な方への贈り物として大変喜ばれて
おります。
発送前に精米いたしますが、ご希望があれば玄米
でのお届けも承ります。
【提供元】自然栽培園北村

120,000

Ｐ－００８．古湯・熊の川温泉
千曲荘　宿泊券

・換金・払戻・再発行は出来ません。
・キャンセルにあたって寄附の取り消しは
お引き受けいたしかねますので、ご了承く
ださい。
・キャンセルは、ご宿泊予定日の4日前ま
でにお願いします。
・予約のキャンセルは、旅館へご連絡をお
願いいたします。
・入湯税は、別途、現地にてお支払いくだ
さい。

【内容量】温泉旅館ペア宿泊券(2名様1泊2食付)地
場産品付
※宿泊券が届いてから、宿泊日の1週間前までに要予
約（有効期限：発行日から１年）
【受付期間】通年
※但し、年末年始(12月21日～1月13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。
【おまかせ四季の会席プラン】お部屋には川のせせ
らぎや季節の風が入り、静かに過ごせる癒しのお
宿。四季折々の厳選食材をオーナーシェフ自ら心
を込めて調理いたします。
地場産品と一緒に温泉旅館ペア宿泊券(2名様1
泊2食付)をお届けします。
【提供元】（一社）古湯・熊の川温泉観光コンベン
ション連盟

120,000

Ｐ－００９．古湯・熊の川温泉　お宿夢
千鳥宿泊券【離れ】

・換金・払戻・再発行は出来ません。
・キャンセルにあたって寄附の取り消しは
お引き受けいたしかねますので、ご了承く
ださい。
・キャンセルは、ご宿泊予定日の７日前ま
でにお願いします。
・予約のキャンセルは、旅館へご連絡をお
願いいたします。
・入湯税は、別途、現地にてお支払いくだ
さい。

【内容量】温泉旅館ペア宿泊券(2名様1泊2食付)地
場産品付
※宿泊券が届いてから、宿泊日の10日前までに要予
約（有効期限：発行日から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
プランでは、離れの奥千鳥の間をご利用いただけ
ます。
地場産品と一緒に温泉旅館ペア宿泊券(2名様1
泊2食付)をお届けします。
【提供元】（一社）古湯・熊の川温泉観光コンベン
ション連盟

120,000

Ｐ－０１１．古湯・熊の川温泉
旅館つかさ宿泊券

・換金・払戻・再発行は出来ません。
・キャンセルにあたって寄附の取り消しは
お引き受けいたしかねますので、ご了承く
ださい。
・キャンセルは、ご宿泊予定日の4日前ま
でにお願いします。
・予約のキャンセルは、旅館へご連絡をお
願いいたします。
・入湯税は、別途、現地にてお支払いくだ
さい。

【内容量】温泉旅館ペア宿泊券(2名様1泊2食付)地
場産品付
※宿泊券が届いてから、宿泊日の5日前までに要予約
（有効期限：発行日から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

120,000
Ｐ－０１４．揺れるバックライン♪1粒ア
コヤ真珠ピアス

【内容量】
1粒アコヤ真珠ピアス
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１ヶ月
※年末年始・お盆、ＧＷなどの長期休暇前後のお申し
込みの場合は遅くなることがあります。特に年末年始は
２～３カ月程遅くなる場合がございます為、お届け時期
のお約束は致しかねます。 ご準備でき次第のお届け
になります。

【詳細】
真珠の種類：アコヤ真珠（佐賀県産　美穂野加工）
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87ｍｍ　その他素
材：K18またはK18WG(※K18WG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

120,000
Ｐ－０１５．艶々ベビー＆裏美ライン！
アコヤ真珠ピアス

【内容量】
アコヤ真珠ピアス
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１ヶ月
※年末年始・お盆、ＧＷなどの長期休暇前後のお申し
込みの場合は遅くなることがあります。特に年末年始は
２～３カ月程遅くなる場合がございます為、お届け時期
のお約束は致しかねます。 ご準備でき次第のお届け
になります。

【詳細】
真珠の種類：アコヤ真珠（佐賀県産　美穂野加工）
色：ホワイト系　大きさ：約4.0ｍｍ×6個　形：ラウン
ド系　照り艶：良好　全体の長さ：約92ｍｍ　その他
素材：K18
附属品：ケース　保証書
【提供元】㈱美穂野

120,000
Ｐ－０１６．【期間限定】佐賀有明産
佐賀海苔一番摘み【推旬】１００枚入
り

【内容量】
全形５枚×２０袋入り
【受付期間】11月～7月上旬
令和3年2月から発送開始
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約３週間

佐賀有明海の激しい潮流や干満を利用した伝統
の漁法で製造した希少な一番摘み海苔
とろける美味しさ、そして凝縮された旨味そして最
適な温度で焼き上げました。
おいしい佐賀海苔をご賞味下さい。
【提供元】㈱ＡＫＡＴＳＵＫＩ

お礼の品



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

120,000
Ｐ－０１８．【定期便5回】特別栽培米
8kg（玄米）

【内容量】
特別栽培米8kg（夢しずく玄米）を5ヶ月間お届けいた
します
【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

古くから稲作が盛んな佐賀
佐賀県特別栽培農産物認証制度とは、品目ごと
に化学合成農薬の使用回数と化学肥料の使用量
を、県内の一般的な栽培方法（いわゆる慣行栽
培）に比べて5割以上減らして栽培されていること
を、その栽培履歴（栽培日誌）の記載内容や圃場
での生育状況などについて現地審査を行うことによ
り確認し、基準を満たしていると認められた農産物
を「佐賀県特別栽培農産物」として認証する制度
です。
佐賀県特別栽培農産物認証を受けた安全・安心
の特別栽培米玄米８kgを５ヶ月間お届けいたしま
す。
安心・安全な食をお求めの方、玄米食の方は特に
お奨めいたします。
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館

120,000
Ｐ－０１９．【定期便5回】特別栽培米
8kg（白米）

【内容量】
特別栽培米8kg（夢しずく白米）を5ヶ月間お届けいた
します
【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

古くから稲作が盛んな佐賀
佐賀県特別栽培農産物認証制度とは、品目ごと
に化学合成農薬の使用回数と化学肥料の使用量
を、県内の一般的な栽培方法（いわゆる慣行栽
培）に比べて5割以上減らして栽培されていること
を、その栽培履歴（栽培日誌）の記載内容や圃場
での生育状況などについて現地審査を行うことによ
り確認し、基準を満たしていると認められた農産物
を「佐賀県特別栽培農産物」として認証する制度
です。
佐賀県特別栽培農産物認証を受けた安全・安心
の特別栽培米（白米）８kgを精米し、５ヶ月間お届
けいたします。
安心・安全な食をお求めの方は特にお奨めいたし
ます。
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館

120,000 Ｐ－０２１．ヒノキ箪笥６段【諸富家具】

【内容量】
85-6HC　HINOKI
836×445×1370（mm）
【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

前板材料～ヒノキ無垢集成材
・美しい光沢、優しい色合い、特有の香り、日本古
来からある天然の素材を活かした桧の返礼品で
す。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈
夫でしっかりとした造りになっております。
・下１段引出しには、奥まで引出せるフルオープン
レールが付いております。
【提供元】㈱三友ファニチャー

120,000
Ｐ－０２２．桐たんす　トランク６段【諸
富家具】

【内容量】
返礼品サイズ
幅1000　奥行440　高さ720　単位ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
引出し内寸サイズ
幅930　奥行389　高さ90　単位ｍｍ
【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

桐たんす専門工場で製造する洋風の桐タンス。
洋室にも馴染む総桐チェスト。
着物だけでなく衣類収納にも最適です。
表面は桐の呼吸を妨げず、汚れも付きにくいオイル
仕上げ。
引出し取手は握りやすいトランクハンドル仕様です。
【提供元】㈱マーゼルン

120,000
Ｐ－０２３．桐たんす　柿渋染め総桐タ
ンス　４段【諸富家具】

【内容量】
●サイズ
幅1000　奥行440　高さ651　単位ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
引出し内寸サイズ
小引出し　幅282　奥行389　高さ120　単位ｍｍ
大引出し　幅930　奥行389　高さ120　単位ｍｍ
【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
（在庫切れの場合、約1ヶ月）

桐たんす専門工場で製造する柿渋仕上げの桐タ
ンス。
本体表面は時が経つにつれ味わい深い色に変化
致します。
総桐なので着物だけでなく衣類収納にも最適で
す。
金具は柿渋染めになじむＧＢ色の取っ手です。
また隠しキャスタ-付なので移動もラクラクです。
【経年変化】
塗布（乾燥）直後の色はごく薄く、ほとんど色が付き
ませんが、時間の経過とともに空気に触れ、光に当
たるほど濃い茶色に発色していきます。
【提供元】株式会社マーゼルン

120,000
Ｐ－０２４．桐たんす　キャスター付５
段チェスト【諸富家具】

【内容量】
●サイズ
幅1000　奥行440　高さ760　単位ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
引出し内寸サイズ
幅930　奥行389　高さ116　単位ｍｍ
【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
（在庫切れの場合、約1ヶ月）

桐たんす専門工場で製造するキャスター付きの総
桐タンス。
大切な着物を折らずに収納できるワイドサイズ（引
出し内寸幅93㎝）
総桐なので着物だけでなく衣類収納にも最適で
す。
菊の花デザインの和風取っ手をあしらった落ち着き
のある桐タンス。
また、キャスター付なのでクローゼットや押入れに
設置しても移動がラクラクです。５段のみ最上段の
引き出しに十字の仕切り板が付いてます。（取り外
し可）
【経年変化】
塗布（乾燥）直後の色はごく薄く、ほとんど色が付き
ませんが、時間の経過とともに空気に触れ、光に当
たるほど濃い茶色に発色していきます。
【提供元】株式会社マーゼルン

120,000
Ｐ－０２５．エヴニッシュ48バッグラック
WN【諸富家具】

【内容量】
1本　W480*D320*H730
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2ヶ月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作している
CLASSEブランドの製品です。
どこでも使える「バッグ置き」です。毎日使うバッグ
に居場所を与える事で、お部屋が整然とした雰囲
気になります。
【提供元】レグナテック㈱



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

120,000
Ｐ－０２６．エヴニッシュ48バッグラック
BC【諸富家具】

【内容量】
1本　W480*D320*H730
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2ヶ月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作している
CLASSEブランドの製品です。
どこでも使える「バッグ置き」です。毎日使うバッグ
に居場所を与える事で、お部屋が整然とした雰囲
気になります。
【提供元】レグナテック㈱

120,000
Ｐ－０２７．エヴニッシュ48バッグラック
Oak【諸富家具】

【内容量】
1本　W480*D320*H730
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2ヶ月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作している
CLASSEブランドの製品です。
どこでも使える「バッグ置き」です。毎日使うバッグ
に居場所を与える事で、お部屋が整然とした雰囲
気になります。
【提供元】レグナテック㈱

120,000
Ｐ－０２８．SANKAKU CHAIR NA【諸
富家具】

【内容量】
1本  W406*D474*H784*SH430
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているDear
sir/madamブランドの商品です。製造や配送におけ
る無駄をなくし、かつ座り心地とオブジェとしての見
た目の美しさにもこだわっています。パッケージに同
梱されたレンチで組み上げる、組み立て式のダイニ
ングチェアです。お届け後、お客様ご自身で組み
立てて頂く商品となっております。
【提供元】レグナテック㈱

120,000
Ｐ－０２９．SANKAKU CHAIR　OR【諸
富家具】

【内容量】
1本  W406*D474*H784*SH430
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているDear
sir/madamブランドの商品です。製造や配送におけ
る無駄をなくし、かつ座り心地とオブジェとしての見
た目の美しさにもこだわっています。パッケージに同
梱されたレンチで組み上げる、組み立て式のダイニ
ングチェアです。お届け後、お客様ご自身で組み
立てて頂く商品となっております。
【提供元】レグナテック㈱

120,000
Ｐ－０３０．SANKAKU CHAIR　GR【諸
富家具】

【内容量】
1本  W406*D474*H784*SH430
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているDear
sir/madamブランドの商品です。製造や配送におけ
る無駄をなくし、かつ座り心地とオブジェとしての見
た目の美しさにもこだわっています。パッケージに同
梱されたレンチで組み上げる、組み立て式のダイニ
ングチェアです。お届け後、お客様ご自身で組み
立てて頂く商品となっております。
【提供元】レグナテック㈱

120,000
Ｐ－０３１．SANKAKU CHAIR　BK【諸
富家具】

【内容量】
1本  W406*D474*H784*SH430
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているDear
sir/madamブランドの商品です。製造や配送におけ
る無駄をなくし、かつ座り心地とオブジェとしての見
た目の美しさにもこだわっています。パッケージに同
梱されたレンチで組み上げる、組み立て式のダイニ
ングチェアです。お届け後、お客様ご自身で組み
立てて頂く商品となっております。
【提供元】レグナテック㈱

120,000
Ｐ－０３２．SUSPENDER SHELF NA
【諸富家具】

【内容量】
1本  W900*D290*H415
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているDear
sir/madamブランドの商品です。特別な工具を必
要としない組み立て式のシェルフです。。各パーツ
を溝に沿って差し込み、最後にレザーベルトで全て
のパーツを固定すれば完成する手軽さも魅力のひ
とつ。また、棚の上にもう１段乗せて棚同士をレ
ザーベルトで固定することで２段使いも可能です。
お届け後、お客様ご自身で組み立てて頂く商品と
なっております。
【提供元】レグナテック㈱

120,000
Ｐ－０３３．SUSPENDER SHELF BK
【諸富家具】

【内容量】
1本  W900*D290*H415
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているDear
sir/madamブランドの商品です。特別な工具を必
要としない組み立て式のシェルフです。。各パーツ
を溝に沿って差し込み、最後にレザーベルトで全て
のパーツを固定すれば完成する手軽さも魅力のひ
とつ。また、棚の上にもう１段乗せて棚同士をレ
ザーベルトで固定することで２段使いも可能です。
お届け後、お客様ご自身で組み立てて頂く商品と
なっております。
【提供元】レグナテック㈱

120,000
Ｐ－０３４．SUSPENDER S/TABLE M
NA【諸富家具】

【内容量】
1本　Φ590*H380
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているDear
sir/madamブランドの商品です。工具を一切使用
せず、３枚の木材パーツとレザーベルトだけで完結
する、、組み立て式のテーブルです。お届け後、お
客様ご自身で組み立てて頂く商品となっておりま
す。
【提供元】レグナテック㈱

120,000
Ｐ－０３５．SUSPENDER S/TABLE M
BK【諸富家具】

【内容量】
1本　Φ590*H380
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているDear
sir/madamブランドの商品です。工具を一切使用
せず、３枚の木材パーツとレザーベルトだけで完結
する、、組み立て式のテーブルです。お届け後、お
客様ご自身で組み立てて頂く商品となっておりま
す。
【提供元】レグナテック㈱



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

120,000
Ｐ－０３９．横ラインが新鮮！べビーア
コヤ真珠ピアス

【内容量】ベビーアコヤ真珠両耳イヤーカフ・ピアス
真珠の種類：アコヤ本真珠（佐賀県産、市内加工）真
珠の色：ホワイト系　真珠のサイズ：約3.25mm　真珠の
形状：ラウンド系　真珠の品質：照り艶良好　エクボ凹
凸少ない。　その他素材：K10またはK10WG（ホワイト
ゴールド）、K10PG（ピンクゴールド） ※WGまたはPGを
ご希望の場合は備考欄に「WG」「PG」とご記入下さい。
記載がない場合、YGのお届けとなります。　全体の大
きさ：縦約5㎜　横約19㎜
附属品：保証書　ケース
【受付期間】通年　【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、通常1か月前後。年末年
始・お盆GWなどの長期休暇前後の場合は遅くなること
があります。年末年始は特に２、３か月程遅くなる場合
がございます為、お届け時期のお約束が致しかねま
す。ご準備でき次第のお届けになります。

個性ある真珠の中から、傷などが少なく、ラウンドで
同じ色合いや照り艶が比較的良い真珠を厳選し、
イヤーカフピアスをお作りしました。
『耳に沿うような横並びパール♬可愛いベビーパー
ルのイヤーカフピアス　』
可愛らしいサイズのベビーアコヤパールが、耳に沿
うような優しいカーブラインで横に並んださり気なく
お洒落なピアス。華奢なパールとメタルラインは普
段使いにもできるデザインです。ピアスホールを通
して後方に耳たぶに沿って挟むことで、浮かずに密
着度を保ちます。日常のお洒落にも。おうち時間で
も気分をあげてくれたり、さり気なくお洒落にみせて
くれます。カジュアルからオフィス、パーティーまで
様々なシーンにお使いいただけるアイテムです。

※画像は参考です。
【提供元】株式会社美穂野

120,000
Ｐ－０４０．【定期便5回】特別栽培米
8kg（玄米）

【内容量】
特別栽培米8kg（コシヒカリ玄米）を5ヶ月間お届けいた
します
【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

佐賀県特別栽培農産物認証を受けた特別栽培米
（玄米）です。
佐賀県特別栽培農産物認証制度とは、品目ごと
に化学合成農薬の使用回数と化学肥料の使用量
を、県内の一般的な栽培方法（いわゆる慣行栽
培）に比べて5割以上減らして栽培されていること
を、その栽培履歴（栽培日誌）の記載内容や圃場
での生育状況などについて現地審査を行うことによ
り確認し、基準を満たしていると認められた農産物
を「佐賀県特別栽培農産物」として認証する制度
です。
佐賀県特別栽培農産物認証を受けた特別栽培米
玄米8ｋｇを5ヶ月間お届けいたします。
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館

120,000
Ｐ－０４１．【定期便5回】特別栽培米
8kg（白米）

【内容量】
特別栽培米8kg（コシヒカリ白米）を5ヶ月間お届けいた
します
【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

佐賀県特別栽培農産物認証を受けた特別栽培米
（白米）です。
佐賀県特別栽培農産物認証制度とは、品目ごと
に化学合成農薬の使用回数と化学肥料の使用量
を、県内の一般的な栽培方法（いわゆる慣行栽
培）に比べて5割以上減らして栽培されていること
を、その栽培履歴（栽培日誌）の記載内容や圃場
での生育状況などについて現地審査を行うことによ
り確認し、基準を満たしていると認められた農産物
を「佐賀県特別栽培農産物」として認証する制度
です。
佐賀県特別栽培農産物認証を受けた特別栽培米
白米8ｋｇを5ヶ月間お届けいたします。
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館

120,000
Ｐ－０４２．120HC無垢材使用チェスト
蓮BR【諸富家具】

【内容量】
1195×445×1425（ｍｍ）
前板材料～桐無垢集成材
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約3週間

・桐材を使用した自然な仕上がりのチェストです。
ボリューム感があり、長くご使用できるしっかりとした
造りとなっております。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈
夫でしっかりとした造りになっております。
・大引出しには、奥まで引出せるフルオープンレー
ルが付いております。
【提供元】㈱三友ファニチャー

120,000
Ｐ－０４３．120HC無垢材使用チェスト
蓮NA【諸富家具】

【内容量】
1195×445×1425（ｍｍ）
前板材料～桐無垢集成材
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約3週間

・桐材を使用した自然な仕上がりの商品です。ボ
リューム感があり、長くご使用できるしっかりとした造
りとなっております。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈
夫でしっかりとした造りになっております。
・大引出しには、奥まで引出せるフルオープンレー
ルが付いております。
【提供元】㈱三友ファニチャー

120,000
Ｐ－０４４．佐賀牛ひれステーキ200g
×5枚

【内容量】
佐賀牛ひれステーキ1000g（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1カ月

全国の銘柄牛の中でもトップクラスの最高肉質であ
る『5』等級及び『4』等級のＢＭＳ（脂肪交雑）
『No.7』以上の品質を誇る最高級の国産黒毛和牛
と称される佐賀牛。１頭の牛からほんのわずか
（３％）しかとれない牛肉の最高部位です。赤身で
きめが細かく、とてもやわらかい脂肪が少ない上品
な味が特徴です。
【提供元】株式会社INDIGO

120,000
Ｐ－０４５．桐たんす 時代仕上げ総桐
タンス　５段【諸富家具】

【内容量】
返礼品サイズ
幅1000　奥行440　高さ390　単位ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
引出し内寸サイズ
幅930　奥行389　高さ５８　単位ｍｍ
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約1カ月

桐たんす専門工場で製造の時代仕上げの桐タン
ス。着物を１枚～２枚大切に収納できる仕様の浅
引きタイプ。
表面は桐の呼吸を妨げず、汚れも付きにくい焼桐
調の天然オイル仕上げ。総桐なので大切な着物を
湿気や虫から守ります。引出し取っ手は唐草模様
の落ち着いたデザインです。
同シリーズの７段・１０段・浅深８段に重ねて使用も
できます。
※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】株式会社マーゼルン

120,000
Ｐ－０４６．【隔月、年６回定期便】お
気軽佐賀牛

【内容量】
2月　佐賀牛ロース焼肉用 400ｇ
4月　佐賀牛を使った贅沢ハンバーグ 150ｇ×18個
6月　佐賀牛切り落とし800ｇ （400ｇ×2パック）
8月　佐賀牛ロース焼肉用 400ｇ
10月　佐賀牛を使った贅沢ハンバーグ 150ｇ×18個
１2月　佐賀牛切り落とし800ｇ（４００ｇ×2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1カ月

日本を代表するブランド”佐賀牛”を贅沢に使用し
たハンバーグ。牧場直営店の焼肉屋さんより伝統
の味を受け継ぎ、幅広い年齢層の方々にご支持頂
いております。そして色々なお料理に大活躍の切り
落とし牛や焼肉用等、隔月、年６回お届けいたしま
す。
【提供元】やまとフーズ



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

120,000
Ｐ－０４７．グラシュー　44サイドテー
ブル　Oak

【内容量】
1台　φ440*H570
ウレタン塗装
【受付期間】無し
【配送方法】通年
【発送時期】W500*D500*H630

佐賀市諸富町の自社工場にて製作している
CLASSEブランドです。
オーク無垢材の天板とスチール脚のシンプルなサ
イドテーブルです。土台部分が薄型なので、ソファ
やベッド脇でご利用しやすい構造となっています。
※諸富家具は「佐賀県指定伝統的地場産品」指
定。
【提供元】レグナテック（株）



寄附金額 内容量等 説明

150,000
Ｑ－００２．７．５～８ｍｍアコヤ真珠
ネックレス

【内容量】
アコヤ真珠ネックレス
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約1か月
※年末年始・お盆、ＧＷなどの長期休暇前後のお申
し込みの場合は遅くなることがあります。特に年末年
始は２～３カ月程遅くなる場合がございます為、お届
け時期のお約束は致しかねます。 ご準備でき次第の
お届けになります。

【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：7.5～8ｍｍ、形：ラウンド系、照り
艶：良好、全体の長さ：金具込約42ｃｍ、金具素材：シル
バー（ロジウムメッキ加工）、附属品：ケースと保証書
※傷：多少のエクボや小傷がある場合あり
【提供元】㈱美穂野

150,000
Ｑ－００４．アコヤパールデザインピア
ス

【内容量】
アコヤパールデザインピアス
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約１か月
※年末年始・お盆、ＧＷなどの長期休暇前後のお申
し込みの場合は遅くなることがあります。特に年末年
始は２～３カ月程遅くなる場合がございます為、お届
け時期のお約束は致しかねます。 ご準備でき次第の
お届けになります。

【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：上約7.0ｍｍ下約8.0ｍｍ、形：ラウ
ンド系、照り艶：良好、全体の長さ：約28ｍｍ、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

150,000
Ｑ－００５．アコヤパールピアス＆パー
ルキャッチ

【内容量】
アコヤパールピアス＆パールキャッチ
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約１か月
※年末年始・お盆、ＧＷなどの長期休暇前後のお申
し込みの場合は遅くなることがあります。特に年末年
始は２～３カ月程遅くなる場合がございます為、お届
け時期のお約束は致しかねます。 ご準備でき次第の
お届けになります。

【詳細】　真珠の酒類：アコヤ真珠（佐賀県産）　　色：ホワ
イト系　大きさ：上約4.5ｍｍ下約7.5ｍｍ　形：ラウンド系
照り艶：良好　全体の長さ：約15ｍｍ　その他素材：K18ま
たはK18WG(※K18WG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

150,000
Ｑ－００６．華やかアコヤベビーパール
デザインビアス

【内容量】
アコヤベビーパールデザインビアス
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約１か月
※年末年始・お盆、ＧＷなどの長期休暇前後のお申
し込みの場合は遅くなることがあります。特に年末年
始は２～３カ月程遅くなる場合がございます為、お届
け時期のお約束は致しかねます。 ご準備でき次第の
お届けになります。

【詳細】　真珠の酒類：アコヤ真珠（佐賀県産）
色：ホワイト系　大きさ：約3.5～4.5ｍｍ
形：ラウンド系　照り艶：良好　全体の長さ：約38ｍｍ　その
他素材：K18またはK18WG(※K18WG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

150,000
Ｑ－００７．エレガントなアコヤパールデ
ザインピアス

【内容量】
アコヤパールデザインピアス
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約１か月
※年末年始・お盆、ＧＷなどの長期休暇前後のお申
し込みの場合は遅くなることがあります。特に年末年
始は２～３カ月程遅くなる場合がございます為、お届
け時期のお約束は致しかねます。 ご準備でき次第の
お届けになります。

【詳細】　真珠の酒類：アコヤ真珠（佐賀県産）
色：ホワイト系　大きさ：約3.5ｍｍ約4.5ｍｍ約5.0ｍｍ
形：ラウンド系　照り艶：良好　全体の長さ：約35ｍｍ　その
他素材：K18またはK18WG(※K18WG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

150,000
Ｑ－００８．可愛いティアラ煌くアコヤ
パールピアス

【内容量】
アコヤパールピアス
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約１か月
※年末年始・お盆、ＧＷなどの長期休暇前後のお申
し込みの場合は遅くなることがあります。特に年末年
始は２～３カ月程遅くなる場合がございます為、お届
け時期のお約束は致しかねます。 ご準備でき次第の
お届けになります。

【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5.5ｍｍ、形：ラウンド系、照り艶：良好、全体の長さ：
約75ｍｍ、その他素材：D0.05ｃｔ　K18またはK18WG、附
属品：ケースと保証書
【提供元】㈱美穂野

150,000

Ｑ－０１１．古湯・熊の川温泉
大和屋　宿泊券

・換金・払戻・再発行は出来ません。
・キャンセルにあたって寄附の取り消しはお
引き受けいたしかねますので、ご了承くださ
い。
・キャンセルは、ご宿泊予定日の4日前ま
でにお願いします。
・予約のキャンセルは、旅館へご連絡をお
願いいたします。
・入湯税は、別途、現地にてお支払いくだ
さい。

【内容量】温泉旅館ペア宿泊券(2名様1泊2食付)地
場産品付
※宿泊券が届いてから、宿泊日の10日前までに要予
約（有効期限：発行日から１年）
【受付期間】通年
【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。
佐賀牛石焼き部屋食プランとバラ風呂or胡蝶蘭風呂貸し
切りペアプランをご提供いたします。高級ブランド佐賀牛を
はじめ料理長自慢の料理と直径180cmの酒樽を使用した
バラor胡蝶蘭風呂で癒しの時間をゆっくりとお楽しみくださ
い。
 地場産品と一緒に温泉旅館ペア宿泊券(2名様1泊2食
付)をお届けします。
【提供元】（一社）古湯・熊の川温泉観光コンベンション連
盟

150,000

Ｑ－０１２．古湯・熊の川温泉
千曲荘　宿泊券

・換金・払戻・再発行は出来ません。
・キャンセルにあたって寄附の取り消しはお
引き受けいたしかねますので、ご了承くださ
い。
・キャンセルは、ご宿泊予定日の4日前ま
でにお願いします。
・予約のキャンセルは、旅館へご連絡をお
願いいたします。
・入湯税は、別途、現地にてお支払いくだ
さい。

【内容量】温泉旅館ペア宿泊券(2名様1泊2食付)地
場産品付
※宿泊券が届いてから、宿泊日の1週間前までに要
予約（有効期限：発行日から１年）
【受付期間】通年
※但し、年末年始(12月21日～1月13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。
【お部屋風呂付き、お料理フルコースプラン】お部屋には
川のせせらぎや季節の風が入り、静かに過ごせる癒しのお
宿。四季折々の厳選食材、玄海の旬の鮮魚、佐賀牛、山
菜、オーナーシェフ自ら心を込めて調理いたします。
地場産品と一緒に温泉旅館ペア宿泊券(2名様1泊2食
付)をお届けします。
【提供元】（一社）古湯・熊の川温泉観光コンベンション連
盟

150,000 Ｑ－０１３．佐賀牛ヒレステーキ　１ｋｇ

【内容量】
ヒレステーキ４～５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

厳選された佐賀牛ステーキ
佐賀の豊かな大地で育ったとろけるやわらか佐賀牛をここ
ろ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

お礼の品



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

150,000
Ｑ－０１４．こども用の椅子ミツキチェ
ア　リングキーホルダー

【内容量】　椅子１脚
座面２８×２８ｃｍ、座面の高さ２３ｃｍ、背もたれまで
の高さ３６ｃｍ
キーホルダー１個
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約３週間

大人が座ってもだいじょうぶ！
【提供元】㈱飛鳥工房

150,000

Ｑ－０１５．ラジオＣＭ（２０秒）を１００
本放送

注意事項
公共放送として相応しくないと判断し
た場合は、放送できません。(寄付の
返金はできません。)

【内容量】
ラジオＣＭ（２０秒）を１００本放送
【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

商品や企業その他のＰＲをＣＭとしてえびすＦＭで放送でき
ます。期間はご指定いただけます。
佐賀市のラジオでＰＲしたことで、佐賀市とのつながりのきっ
かけになります。
入金確認後、２週間前後でメールまたはお電話にて連絡
差し上げます。番組制作に約２ヶ月、放送後、収録したＣ
Ｄを送付いたします。
【提供元】㈱コミュニティジャーナル

150,000
Ｑ－０１６．大人可愛いアコヤ真珠
パールフープピアス

【内容量】
アコヤ真珠パールフープピアス
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１ヶ月
※年末年始・お盆、ＧＷなどの長期休暇前後のお申
し込みの場合は遅くなることがあります。特に年末年
始は２～３カ月程遅くなる場合がございます為、お届
け時期のお約束は致しかねます。 ご準備でき次第の
お届けになります。

【詳細】
真珠の種類：アコヤ真珠（佐賀県産　美穂野加工）　色：
ホワイト系　大きさ：約3.0ｍｍ　形：ラウンド系　照り艶：良
好　全体の長さ：縦約23ｍｍ奥行25ｍｍ　その他素材：
K18またはK18WG(※K18WGをご希望の場合は備考欄に
「WG」とご記入下さい。）金具入りシリコンキャッチ※画像は
シリコンキャッチですが、金具入りシリコンキャッチをお付け
しております。
附属品：ケース　保証書
【提供元】㈱美穂野

150,000
Ｑ－０１７．エレガントなアコヤ真珠フリ
ンジピアス

【内容量】
アコヤ真珠フリンジピアス
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１ヶ月
※年末年始・お盆、ＧＷなどの長期休暇前後のお申
し込みの場合は遅くなることがあります。特に年末年
始は２～３カ月程遅くなる場合がございます為、お届
け時期のお約束は致しかねます。 ご準備でき次第の
お届けになります。

真珠の種類：アコヤ本真珠（美穂野製作加工）　真珠の
色：ホワイト系　真珠のサイズ：約7.5mm　真珠の形状：ラウ
ンド系　真珠の品質：照り艶良好、小傷少々　その他素材：
K18またはK18WG  (※WGをご希望の場合は備考欄に
「WG」とご記入下さい。）　全体の長さ：約72ｍｍ　附属
品：保証書　ケース
【提供元】㈱美穂野

150,000
Ｑ－０２１．佐賀牛サーロインロース
ローストビーフスライス

【内容量】
佐賀牛サーロインロース　ローストビーフスライス900ｇ
【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
※ご依頼を受けてから製造します

佐賀牛ステーキ用のサーロインを使った一品。口の中で一
枚一枚噛むたびに、芳醇で濃厚な旨味が幸せなひと時へ
と誘ってくれます。
【提供元】㈲福岡精肉・デリカ

150,000
Ｑ－０２２． 【定期便10回】特別栽培
米5kg（玄米）

【内容量】
特別栽培米5kg（夢しずく玄米）を10ヶ月間お届けい
たします
【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

佐賀県特別栽培農産物認証を受けた安全・安心の特別
栽培米玄米夢しずく5ｋｇを10ヶ月間お届けいたします。
安心・安全な食をお求めの方、玄米食の方は特にお奨め
いたします。
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館

150,000
Ｑ－０２３．【定期便10回】特別栽培
米5kg（白米）

【内容量】
特別栽培米5kg（夢しずく白米）を10ヶ月間お届けい
たします
【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

佐賀県特別栽培農産物認証を受けた特別栽培米（白米）
夢しずく5ｋｇを10ヶ月間お届けいたします。
安心・安全な食をお求めの方は特にお奨めいたします。
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館

150,000
Ｑ－０２４．【定期便5回】特別栽培米
10kg（玄米）

【内容量】
特別栽培米10kg（夢しずく玄米）を5ヶ月間お届けい
たします
【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

佐賀県特別栽培農産物認証を受けた安全・安心の特別
栽培米玄米夢しずく１０ｋｇを５ヶ月間お届けいたします。
安心・安全な食をお求めの方、玄米食の方は特にお奨め
いたします。
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館

150,000
Ｑ－０２５．【定期便5回】特別栽培米
10kg（白米）

【内容量】
特別栽培米10kg（夢しずく白米）を5ヶ月間お届けい
たします
【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

佐賀県特別栽培農産物認証を受けた特別栽培米（白米）
夢しずく１０ｋｇを５ヶ月間お届けいたします。
安心・安全な食をお求めの方は特にお奨めいたします。
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館

150,000
Ｑ－０２６．ヒノキ箪笥６段W【諸富家
具】

【内容量】
105-6HC　HINOKI
1036×445×1370（mm）
【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

前板材料～ヒノキ無垢集成材
・美しい光沢、優しい色合い、特有の香り、日本古来からあ
る天然の素材を活かした桧の返礼品です。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫でしっ
かりとした造りになっております。
・下１段引出しには、奥まで引出せるフルオープンレールが
付いております。
【提供元】㈱三友ファニチャー



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

150,000
Ｑ－０２７．ヒノキ箪笥３段W【諸富家
具】

【内容量】
165-3LC　HINOKI
1636×445×770（mm）
【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

前板材料～ヒノキ無垢集成材
・美しい光沢、優しい色合い、特有の香り、日本古来からあ
る天然の素材を活かした桧の返礼品です。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫でしっ
かりとした造りになっております。
・下１段引出しには、奥まで引出せるフルオープンレールが
付いております。
【提供元】㈱三友ファニチャー

150,000
Ｑ－０２８．桐たんす　トランク８段【諸
富家具】

【内容量】
返礼品サイズ（単位ｍｍ）
幅1000　奥行440　高さ945
材質・・・桐・桐合板
引出し内寸サイズ（単位ｍｍ）
幅930　奥行389　高さ91
【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

桐たんす専門工場で製造する洋風の桐タンス。
洋室にも馴染む総桐チェスト。
着物だけでなく衣類収納にも最適です。
表面は桐の呼吸を妨げず、汚れも付きにくいオイル仕上
げ。
引出し取手は握りやすいトランクハンドル仕様です。
【提供元】㈱マーゼルン

150,000
Ｑ－０２９．桐たんす　ﾛｯｷﾝｸﾞﾁｪｽﾄ４
段【諸富家具】

【内容量】
返礼品サイズ（単位ｍｍ）
　幅1000　奥行440　高さ760
材質・・・桐・桐合板
引出し内寸サイズ（単位ｍｍ）
小引出し　幅447　奥行389　高さ126
大引出し　幅930　奥行389　高さ143
【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

桐たんす専門工場で製造する洋風の桐タンス。
洋室にも馴染む総桐アンティークチェスト。
着物だけでなく衣類収納にも最適です。
表面は桐の呼吸を妨げず、汚れも付きにくいオイル仕上
げ。
引出しは伝統技法で丈夫なあられ組をデザインとして取り
入れ、取手はアンティーク調のカップ取っ手仕様です。
【提供元】㈱マーゼルン

150,000
Ｑ－０３０．桐たんす　柿渋染め総桐
タンス　５段【諸富家具】

【内容量】
●サイズ（単位ｍｍ）
幅1000　奥行440　高さ803
材質・・・桐・桐合板
引出し内寸サイズ（単位ｍｍ）
小引出し　幅282　奥行389　高さ120
大引出し　幅930　奥行389　高さ120
【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
（在庫切れの場合、約1ヶ月）

桐たんす専門工場で製造する柿渋仕上げの桐タンス。
本体表面は時が経つにつれ味わい深い色に変化致しま
す。
総桐なので着物だけでなく衣類収納にも最適です。
金具は柿渋染めになじむＧＢ色の取っ手です。
また隠しキャスタ-付なので移動もラクラクです。
【経年変化】
塗布（乾燥）直後の色はごく薄く、ほとんど色が付きません
が、時間の経過とともに空気に触れ、光に当たるほど濃い
茶色に発色していきます。
【提供元】株式会社マーゼルン

150,000
Ｑ－０３１．桐たんす　鍵付き５段【諸
富家具】

【内容量】
●サイズ（単位ｍｍ）
幅1000　奥行440　高さ930
材質・・・桐・桐合板
引出し内寸サイズ（単位ｍｍ）
小引出し　幅282　奥行389　高さ126
大引出し　幅930　奥行389　高さ143
【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
（在庫切れの場合、約1ヶ月）

桐たんす専門工場で製造する鍵付きの桐タンス。
総桐なので着物だけでなく衣類収納にも最適です。
表面は桐の呼吸を妨げず、汚れも付きにくいとのこ仕上
げ。
唐草模様の和風取っ手をあしらった落ち着きのある桐タン
スです。
【経年変化】
塗布（乾燥）直後の色はごく薄く、ほとんど色が付きません
が、時間の経過とともに空気に触れ、光に当たるほど濃い
茶色に発色していきます。
【提供元】株式会社マーゼルン

150,000
Ｑ－０３２．ジラーレ100CT　WN【諸富
家具】

【内容量】
1本　W1004*D444*H393
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブラ
ンドの製品です。
直線的でシンプルなデザインが人気のコーヒーテーブルで
す。キャスター付きですので、お掃除の際も楽に動かすこ
とができます。
【提供元】レグナテック㈱

150,000
Ｑ－０３３．クレスポ40キャビネットL
WN【諸富家具】

【内容量】
1本　W404*D435*H851
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブラ
ンドの製品です。
ウォルナットとブラックガラスのコンビネーションは、高級感
があり、リビングをモダンな印象に引き上げます。
【提供元】レグナテック㈱

150,000
Ｑ－０３４．クレスポ40キャビネットR
WN【諸富家具】

【内容量】
1本　W404*D435*H851
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブラ
ンドの製品です。
ウォルナットとブラックガラスのコンビネーションは、高級感
があり、リビングをモダンな印象に引き上げます。
【提供元】レグナテック㈱

150,000
Ｑ－０３５．クレスポ100CT　WN【諸富
家具】

【内容量】
1本　W1002*D437*H330
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブラ
ンドの製品です。
前後どちらの向きからも使用可能です。
引出しは前後どちらからでも引き出せます。
シンプルかつコンパクトなコーヒーテーブルです。
【提供元】レグナテック㈱

150,000
Ｑ－０３６．コット95CT　Oak【諸富家
具】

【内容量】
1本  W940*D520*H370
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブラ
ンドの商品です。
タイルのように並べたオーク無垢材が可愛らしいコーヒー
テーブルです。棚にはお気に入りの小物をディスプレイ頂け
ます。
【提供元】レグナテック㈱



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

150,000
Ｑ－０３７．モーダ30ポールハンガーミ
ドル　Oak【諸富家具】

【内容量】
1本  W298*D298*H1500
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2ヶ月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブラ
ンドの製品です。
無垢材を樹木のようにデザインしたコート掛けです。スリム
なデザインですので、玄関・リビングなど置く場所を選びま
せん。
【提供元】レグナテック㈱

150,000
Ｑ－０３８．SANKAKU  L-CHAIR NA
【諸富家具】

【内容量】
1本  W526*D663*H713*SH400
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているDear
sir/madamブランドの商品です。製造や配送における無駄
をなくし、かつ座り心地とオブジェとしての見た目の美しさに
もこだわっています。パッケージに同梱されたレンチで組み
上げる、組み立て式のラウンジチェアです。お届け後、お客
様ご自身で組み立てて頂く商品となっております。
【提供元】レグナテック㈱

150,000
Ｑ－０３９．SANKAKU  L-CHAIR OR
【諸富家具】

【内容量】
1本  W526*D663*H713*SH400
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているDear
sir/madamブランドの商品です。製造や配送における無駄
をなくし、かつ座り心地とオブジェとしての見た目の美しさに
もこだわっています。パッケージに同梱されたレンチで組み
上げる、組み立て式のラウンジチェアです。お届け後、お客
様ご自身で組み立てて頂く商品となっております。
【提供元】レグナテック㈱

150,000
Ｑ－０４０．SANKAKU  L-CHAIR GR
【諸富家具】

【内容量】
1本  W526*D663*H713*SH400
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているDear
sir/madamブランドの商品です。製造や配送における無駄
をなくし、かつ座り心地とオブジェとしての見た目の美しさに
もこだわっています。パッケージに同梱されたレンチで組み
上げる、組み立て式のラウンジチェアです。お届け後、お客
様ご自身で組み立てて頂く商品となっております。
【提供元】レグナテック㈱

150,000
Ｑ－０４１．SANKAKU  L-CHAIR BK
【諸富家具】

【内容量】
1本  W526*D663*H713*SH400
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているDear
sir/madamブランドの商品です。製造や配送における無駄
をなくし、かつ座り心地とオブジェとしての見た目の美しさに
もこだわっています。パッケージに同梱されたレンチで組み
上げる、組み立て式のラウンジチェアです。お届け後、お客
様ご自身で組み立てて頂く商品となっております。
【提供元】レグナテック㈱

150,000
Ｑ－０４２．SUSPENDER S/TABLE L
NA【諸富家具】

【内容量】
1本　Φ750*H380
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているDear
sir/madamブランドの商品です。工具を一切使用せず、３
枚の木材パーツとレザーベルトだけで完結する、、組み立
て式のテーブルです。お届け後、お客様ご自身で組み立
てて頂く商品となっております。
【提供元】レグナテック㈱

150,000
Ｑ－０４３．SUSPENDER S/TABLE L
BK【諸富家具】

【内容量】
1本　Φ750*H380
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているDear
sir/madamブランドの商品です。工具を一切使用せず、３
枚の木材パーツとレザーベルトだけで完結する、、組み立
て式のテーブルです。お届け後、お客様ご自身で組み立
てて頂く商品となっております。
【提供元】レグナテック㈱

150,000
Ｑ－０４４．kumukumu100センター
テーブル　クリア色【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　幅1000mm　奥行500mm　高さ400mm
●天板・側板：アルダー無垢材（20mm）
●塗装：ウレタン塗装・環境対応型塗料F☆☆☆☆
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約１か月

おうち時間をたのしく。角が丸くて安心安全、北欧スタイ
ル。重厚感の中に優しさがあるアルダー材センターテーブ
ル【幅100cm】落ち着いた雰囲気で、リビングをワンランク
上の上質空間にします。天板・側板にあたたかみのあるア
ルダー無垢材を使い、昔ながらの「通し蟻組み」で造形し
た丈夫なリビング家具です。アルダー無垢材の美しい木目
と角を丸く仕上げた優しい印象のデザインは、和室・洋室を
問わず様々なタイプの部屋で長くお使いいただけます。
【提供元】㈱門田木工

150,000
Ｑ－０４５．kumukumu100センター
テーブル　ウォールナット色【諸富家
具】

【内容量】
●サイズ　幅1000mm　奥行500mm　高さ400mm
●天板・側板：アルダー無垢材（20mm）
●塗装：ウレタン塗装・環境対応型塗料F☆☆☆☆
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約１か月

おうち時間をたのしく。角が丸くて安心安全、北欧スタイ
ル。重厚感の中に優しさがあるアルダー材センターテーブ
ル【幅100cm】落ち着いた雰囲気で、リビングをワンランク
上の上質空間にします。天板・側板にあたたかみのあるア
ルダー無垢材を使い、昔ながらの「通し蟻組み」で造形し
た丈夫なリビング家具です。アルダー無垢材の美しい木目
と角を丸く仕上げた優しい印象のデザインは、和室・洋室を
問わず様々なタイプの部屋で長くお使いいただけます。
【提供元】㈱門田木工

150,000
Ｑ－０４７．手織鍋島緞通　蟹牡丹中
心柄　灰地

【内容量】
35×35㎝、毛足3㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の伝統を
継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込みような
優しい肌触りをお楽しみください。
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抜き取った、100%木綿素材の手織
製法によって作られたお座布団です。
毛足が長く、そのふかふかの感触をお楽しみください。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

150,000
Ｑ－０４８．２Way大人エレガンスなア
コヤ真珠ピアス

【内容量】7㎜アコヤ真珠とメタルボールのピアス
【詳細】真珠の種類：アコヤ本真珠（佐賀県産、市内
加工）　真珠の色：ホワイト系　真珠のサイズ：約7㎜
真珠の形状：ラウンド系　真珠の品質：照り艶良好
その他素材：K18全体の長さ：縦約6㎝
附属品：保証書　ケース
【受付期間】通年【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、通常1か月前後。但し、年
末年始・お盆GWなどの長期休暇前後のお申し込み
の場合は遅くなることがあります。また、年末年始は特
に２、３か月程遅くなる場合がございます為、お届け
時期のお約束が致しかねます。ご準備でき次第のお
届けになります。

個性ある真珠の中から、傷などが少なく、ラウンドで同じ色
合いや照り艶が比較的良い真珠を厳選し、ピアスをお作り
しました。
『2Way！大人エレガンス♪アコヤ真珠ピアス　』
艶々なアコヤ真珠とモダンエレガントなデザイン。しなやか
なチェーンの間に美しくカットし磨かれたメタルミラーボール
の煌めきと、優美な華やかさをまとうアコヤパールの異素
材が調和したデザインピアスです。揺れる部分は取り外しも
可能で一番上に位置するメタルボールのピアスのみでも使
える使用に。TPOに合わせてシンプルにしたいときには、簡
単に取り外すことができます。カジュアルからパーティーま
で様々なシーンに幅広くお使いいただけるアイテムです。
※画像は参考です。
【提供元】株式会社美穂野

150,000
Ｑ－０４９．２Way！モダンスイングアコ
ヤ真珠ピアス

【内容量】7㎜と5.5㎜のアコヤ真珠スイングピアス
【詳細】真珠の種類：アコヤ真珠アコヤ本真珠（佐賀
県産、市内加工）真珠の色：ホワイト系　真珠のサイ
ズ：約7mm　約5.5ｍｍ　真珠の形状：ラウンド系　真
珠の品質：照り艶良好
その他素材：K18またはK18WG（ホワイトゴールド）
※WGをご希望の場合は備考欄に「WG」とご記入下さ
い。記載がない場合、YGのお届けとなります。
全体の大きさ：縦約43㎜
附属品：保証書　ケース
【受付期間】通年　【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、通常1か月前後。但し、年
末年始・お盆GWなどの長期休暇前後のお申し込み
の場合は遅くなることがあります。年末年始は特に２、
３か月程遅くなる場合がございます為、お届け時期の
お約束が致しかねます。準備でき次第のお届けになり
ます。

個性ある真珠の中から、傷などが少なく、ラウンドで同じ色
合いや照り艶が比較的良い真珠を厳選し、当店にてピアス
をお作りしました。
『2Way！モダンなスイングがお洒落♪アコヤ真珠デザイン
ピアス　』
艶々なアコヤ真珠とシンプルモダンなデザイン。トップは美
しく磨かれたラウンドのメタルボール。そして、キャッチの下
にぶら下がるデザインが作り出す揺れる動きがとても可愛く
て目を奪います。キャッチと一体化しているため、ピアスポ
ストをお手持ちのものにかえたり、逆もまた楽しめます。
ショート・ボブ・まとめたヘアーなど様々なヘアースタイルの
ポイントに！また、カジュアルからパーティーまで様々な
シーンに幅広くお使いいただけるアイテムです。

※画像は参考です。
【提供元】株式会社美穂野

150,000
Ｑ－０５０．【定期便10回】特別栽培
米5kg（玄米）

【内容量】
特別栽培米5kg（コシヒカリ玄米）を10ヶ月間お届け
いたします
【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

佐賀県特別栽培農産物認証を受けた特別栽培米（玄米）
です。
佐賀県特別栽培農産物認証制度とは、品目ごとに化学合
成農薬の使用回数と化学肥料の使用量を、県内の一般
的な栽培方法（いわゆる慣行栽培）に比べて5割以上減ら
して栽培されていることを、その栽培履歴（栽培日誌）の記
載内容や圃場での生育状況などについて現地審査を行う
ことにより確認し、基準を満たしていると認められた農産物
を「佐賀県特別栽培農産物」として認証する制度です。
佐賀県特別栽培農産物認証を受けた特別栽培米玄米5
ｋｇを10ヶ月間お届けいたします。
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館

150,000
Ｑ－０５１．【定期便10回】特別栽培
米5kg（白米）

【内容量】
特別栽培米5kg（コシヒカリ白米）を10ヶ月間お届け
いたします
【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

佐賀県特別栽培農産物認証を受けた特別栽培米（白米）
です。
佐賀県特別栽培農産物認証制度とは、品目ごとに化学合
成農薬の使用回数と化学肥料の使用量を、県内の一般
的な栽培方法（いわゆる慣行栽培）に比べて5割以上減ら
して栽培されていることを、その栽培履歴（栽培日誌）の記
載内容や圃場での生育状況などについて現地審査を行う
ことにより確認し、基準を満たしていると認められた農産物
を「佐賀県特別栽培農産物」として認証する制度です。
佐賀県特別栽培農産物認証を受けた特別栽培米白米5
ｋｇを10ヶ月間お届けいたします。
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館

150,000
Ｑ－０５２．【定期便5回】特別栽培米
10kg（玄米）

【内容量】
特別栽培米10kg（コシヒカリ玄米）を5ヶ月間お届け
いたします
【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

佐賀県特別栽培農産物認証を受けた特別栽培米（玄米）
です。
佐賀県特別栽培農産物認証制度とは、品目ごとに化学合
成農薬の使用回数と化学肥料の使用量を、県内の一般
的な栽培方法（いわゆる慣行栽培）に比べて5割以上減ら
して栽培されていることを、その栽培履歴（栽培日誌）の記
載内容や圃場での生育状況などについて現地審査を行う
ことにより確認し、基準を満たしていると認められた農産物
を「佐賀県特別栽培農産物」として認証する制度です。
佐賀県特別栽培農産物認証を受けた特別栽培米玄米
10ｋｇを5ヶ月間お届けいたします。
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館

150,000
Ｑ－０５３．【定期便5回】特別栽培米
10kg（白米）

【内容量】
特別栽培米10kg（コシヒカリ白米）を5ヶ月間お届け
いたします
【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

佐賀県特別栽培農産物認証を受けた特別栽培米（白米）
です。
佐賀県特別栽培農産物認証制度とは、品目ごとに化学合
成農薬の使用回数と化学肥料の使用量を、県内の一般
的な栽培方法（いわゆる慣行栽培）に比べて5割以上減ら
して栽培されていることを、その栽培履歴（栽培日誌）の記
載内容や圃場での生育状況などについて現地審査を行う
ことにより確認し、基準を満たしていると認められた農産物
を「佐賀県特別栽培農産物」として認証する制度です。
佐賀県特別栽培農産物認証を受けた特別栽培米白米
10ｋｇを5ヶ月間お届けいたします。
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館

150,000
Ｑ－０５５．150HC無垢材使用チェスト
蓮BR【諸富家具】

【内容量】
1443×445×1425（ｍｍ）
前板材料～桐無垢集成材
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約3週間

・桐材を使用した自然な仕上がりのチェストです。ボリュー
ム感があり、長くご使用できるしっかりとした造りとなっており
ます。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫でしっ
かりとした造りになっております。
・大引出しには、奥まで引出せるフルオープンレールが付
いております。
【提供元】㈱三友ファニチャー



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

150,000
Ｑ－０５６．150HC無垢材使用チェスト
蓮NA【諸富家具】

【内容量】
1443×445×1425（ｍｍ）
前板材料～桐無垢集成材
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約3週間

・桐材を使用した自然な仕上がりの商品です。ボリューム
感があり、長くご使用できるしっかりとした造りとなっておりま
す。
・引出し二重構造になっておりますので、とても丈夫でしっ
かりとした造りになっております。
・大引出しには、奥まで引出せるフルオープンレールが付
いております。
【提供元】㈱三友ファニチャー

150,000

Ｑ－０５９．古湯・熊の川温泉　扇屋
宿泊券

・換金・払戻・再発行は出来ません。
・キャンセルにあたって寄附の取り消し
はお引き受けいたしかねますので、ご
了承ください。
・キャンセルは、ご宿泊予定日の4日
前までにお願いします。
・予約のキャンセルは、旅館へご連絡
をお願いいたします。
・入湯税は、別途、現地にてお支払い
ください。
・画像はイメージです。
。季節によって料理の内容が変わる
場合がございます。

【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
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約３週間

地場産品と一緒に宿泊券をお届けします。
※宿泊は展望のよい３階のお部屋のプランとなってお
ります。エレベーターの設置はございませんのでご了
承ください。

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」や歌人「斎藤茂吉」が静養し
たところです。
リニューアルした部屋は「読書するお部屋」がコンセプト。
ハンモックに揺られながら古湯の景色が一望でき、山あい
のどこか懐かしい景色を眺めつつ、好きな本をのんびりと読
めるようなお部屋をイメージしております。佐賀の伝統的地
場産品“平田椅子”を配したちょっと贅沢なお部屋です。
お料理は、佐賀産和牛のすき焼き、瓦そば、鯉のあらいを
はじめ、地産にこだわった四季折々の旬の素材を味わえる
扇屋の料理をご堪能下さい。
 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】一般社団法人　古湯・熊の川温泉観光コンベン
ション連盟

150,000
Ｑ－０６０．桐たんす 時代仕上げ総桐
タンス　７段【諸富家具】

【内容量】
返礼品サイズ
幅1000　奥行440　高さ620　単位ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
引出し内寸サイズ
幅930　奥行389　高さ５８　単位ｍｍ
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約1カ月

桐たんす専門工場で製造する時代仕上げの桐タンス。
着物を１枚～２枚大切に収納できる仕様の浅引きタイプ
表面は桐の呼吸を妨げず、汚れも付きにくい焼桐調の
天然オイル仕上げ。
総桐なので大切な着物を湿気や虫から守ります。
引出し取っ手は唐草模様の落ち着いたデザインです。
着物が増えたり、たくさんお持ちの方は同シリーズの５段タ
イプを重ねることが出来ます。
※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】株式会社マーゼルン

150,000
Ｑ－０６１．グラシュー　44サイドテー
ブル　WN　【諸富家具】

【内容量】
1台　φ440*H570
ウレタン塗装
【受付期間】無し
【配送方法】通年
【発送時期】W500*D500*H630

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブラ
ンドです。
ウォルナット無垢材の天板とスチール脚のシンプルなサイド
テーブルです。土台部分が薄型なので、ソファやベッド脇
でご利用しやすい構造となっています。
※諸富家具は「佐賀県指定伝統的地場産品」指定。
【提供元】レグナテック（株）

150,000
Ｑ－０６２．グラシュー　44サイドテー
ブル　BC　【諸富家具】

【内容量】
1台　φ440*H570
ウレタン塗装
【受付期間】無し
【配送方法】通年
【発送時期】W500*D500*H630

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブラ
ンドです。
ブラックチェリー無垢材の天板とスチール脚のシンプルな
サイドテーブルです。土台部分が薄型なので、ソファやベッ
ド脇でご利用しやすい構造となっています。
※諸富家具は「佐賀県指定伝統的地場産品」指定。
【提供元】レグナテック（株）



寄附金額 内容量等 説明

200,000
Ｒ－００１．【定期便３回】佐賀牛切り
落し＆ステーキ

【内容量】定期便3回
特選切り落とし1.2kｇ、
ロースステーキ300ｇ×2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

甘くてこくのある美味さは、佐賀特有の穏やか
な気候と美味しい水、澄み切った空気、さらに
子牛のうちから特別の愛情と、熟練した飼育
技術をもって、ストレスがかからないように、え
さの配合からやり方などきめ細やかな気配りの
たまものです。
【提供元】丸福精肉店

200,000
Ｒ－００３．【定期便２回】佐賀牛ヒレ
ステーキ

【内容量】定期便2回
（ヒレステーキ180g×4枚）×2回
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、入金確認月もしく
はその翌月より1回目をお届けいたします。
11月～1月お申込みの場合、1回目のお届
けを2~3ヶ月お待ちいただく場合がございま
す。全2回の定期便でお届けします。

目利きの老舗精肉店が厳選。牛１頭からわず
か３％程度しかとれない希少部位 「極上ヒレ
ステーキ」を真空パックでお届け。”佐賀牛”と
は世界最高峰の国産黒毛和牛の中でもトップ
クラスで、肉質5等級および4等級、BMS No.7
以上の品質のものだけで選ばれた特別なお肉
です。
【提供元】（株）スチームシップサガ

200,000
Ｒ－００８．【定期便１２回】お楽しみ
佐賀牛ざんまい

【内容量】定期便12回
説明欄の内容でお届け
【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

【内容】・カルビ焼肉300ｇ・すき焼き300ｇ・
ローストビーフ400ｇ・ロースステーキ140ｇ×
2・ハンバーグ150ｇ×3・ウデブロック400ｇ・
ロースブロック400ｇ・カレー200ｇ×3・カルビ
焼肉300ｇ・ロースステーキ140ｇ×2・しゃぶ
しゃぶ300ｇ・ローストビーフ
400ｇ【提供元】やまとフーズ

200,000

R－０11．古湯・熊の川温泉
鶴霊泉　宿泊券

・換金・払戻・再発行は出来ません。
・キャンセルにあたって寄附の取り消しは
お引き受けいたしかねますので、ご了承く
ださい。
・キャンセルは、ご宿泊予定日の4日前ま
でにお願いします。
・予約のキャンセルは、旅館へご連絡をお
願いいたします。
・入湯税は、別途、現地にてお支払いくだ
さい。

【内容量】
温泉旅館ペア宿泊券(2名様1泊2食付)地
場産品付
※宿泊券が届いてから、宿泊日の3日前ま
でに要予約（有効期限：発行日から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。
鶴霊泉のハイグレードクラスのお部屋をご用
意。自慢の展望風呂をお楽しみください。
 地場産品と一緒に温泉旅館ペア宿泊券(2名
様1泊2食付)をお届けします。
【提供元】（一社）古湯・熊の川温泉観光コン
ベンション連盟

200,000
Ｒ－０１９．7.5-8アコヤ真珠バロックロ
ングネックレス

【内容量】
アコヤ真珠バロックロングネックレス
※バロックは丸くなく、天然の傷や凹凸のあ
る形が特徴の真珠です。
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１ヶ月
※年末年始・お盆、ＧＷなどの長期休暇前
後のお申し込みの場合は遅くなることがあり
ます。特に年末年始は２～３カ月程遅くなる
場合がございます為、お届け時期のお約束
は致しかねます。 ご準備でき次第のお届け
になります。

真珠の種類：アコヤ本真珠（美穂野製作加
工）　真珠の色：ホワイト系　真珠のサイズ：約
7.5～8.0mm　真珠の形状：セミバロック系　真
珠の品質：照り艶-良好、小傷・凹凸多少あり
ネックレスの長さ：約100ｃｍ（クラスプ含む）
クラスプ（金具）素材：ＳＶ（シルバー）※ロジウ
ムメッキ加工※クラスプのデザインは画像と異
なる場合がございます。　附属品：保証書
ケース　お手入れクロス
【提供元】㈱美穂野

200,000
Ｒ－０２３．【定期便7回】特別栽培米
10kg（玄米）

【内容量】
特別栽培米10kg（夢しずく玄米）を7ヶ月間
お届けいたします
【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

佐賀県特別栽培農産物認証を受けた安全・
安心の特別栽培米玄米夢しずく１０ｋｇを７ヶ
月間お届けいたします。
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館

200,000
Ｒ－０２４．【定期便7回】特別栽培米
10kg（白米）

【内容量】
特別栽培米10kg（夢しずく白米）を7ヶ月間
お届けいたします
【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

佐賀県特別栽培農産物認証を受けた安全・
安心の特別栽培米（白米）夢しずく１０ｋｇを
７ヶ月間お届けいたします。。
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館

200,000
Ｒ－０２５．桐たんす　ﾛｯｷﾝｸﾞﾁｪｽﾄ５
段【諸富家具】

【内容量】
返礼品サイズ（単位ｍｍ）
幅1000　奥行440　高さ930
材質・・・桐・桐合板
引出し内寸サイズ（単位ｍｍ）
小引出し　幅447　奥行389　高さ126
大引出し　幅930　奥行389　高さ143
【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

桐たんす専門工場で製造する洋風の桐タン
ス。
洋室にも馴染む総桐アンティークチェスト。
着物だけでなく衣類収納にも最適です。
表面は桐の呼吸を妨げず、汚れも付きにくい
オイル仕上げ。
引出しは伝統技法で丈夫なあられ組をデザイ
ンとして取り入れ、取手はアンティーク調の
カップ取っ手仕様です。
【提供元】㈱マーゼルン

お礼の品



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

200,000
Ｒ－０２６．桐たんす　鍵付き６段【諸
富家具】

【内容量】
●サイズ
幅1000　奥行440　高さ1100　単位ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
引出し内寸サイズ
小引出し　幅282　奥行389　高さ126　単
位ｍｍ
大引出し　幅930　奥行389　高さ143　単
位ｍｍ
【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
（在庫切れの場合、約1ヶ月）

桐たんす専門工場で製造する鍵付きの桐タン
ス。
総桐なので着物だけでなく衣類収納にも最適
です。
表面は桐の呼吸を妨げず、汚れも付きにくいと
のこ仕上げ。
唐草模様の和風取っ手をあしらった落ち着き
のある桐タンスです。
【経年変化】
塗布（乾燥）直後の色はごく薄く、ほとんど色が
付きませんが、時間の経過とともに空気に触
れ、光に当たるほど濃い茶色に発色していき
ます。
【提供元】株式会社マーゼルン

200,000
Ｒ－０２８．【全4回定期便】佐賀牛ス
テーキ2.8Kgコース（約4人分)

【内容量】
【  1回目】佐賀牛ヒレサイコロステーキ
1kg(250ｇ×4パック)
【  2回目】佐賀牛モモステーキ400g(100
ｇ×4枚)
【  3回目】佐賀牛サーロインステーキ
800g(200ｇ×4枚)
【  4回目】佐賀牛ヒレステーキ600g(150ｇ
×4枚)
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】	入金確認後、申込月もしくはそ
の翌月から毎月全4回の定期便でお届け

定期便【全4回】(合計2.8kg)のお品物でござ
います。
JA認定　最高級ブランド牛【佐賀牛】を4ヵ月
連続でお送り致します。
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。

佐賀県内の【佐賀牛取扱指店】認定の老舗
精肉店から冷凍便にて毎月発送をいたしま
す。
500g以下でトレイに盛り付けパックをいたしま
すので、用途に合わせて解凍しお召し上がりく
ださい。
【提供元】三重津みやげホスムスカモス

200,000
Ｒ－０２９．【全6回定期便】佐賀県産
牛豚鶏　肉三昧12kgコース　（約4人
-6人分)

【内容量】
【  1回目】豚ローススライス2kg(500ｇ×4
パック)
【  2回目】佐賀牛ヒレサイコロステーキ
1kg(250ｇ×4パック)
【  3回目】ありたどり　もも4kg(2000ｇ×2
パック)
【  4回目】佐賀牛ハンバーグ1.8kg(150g
×12個)
【  5回目】豚ももスライス2kg(500ｇ×4
パック)
【  6回目】佐賀牛サーロインステーキ
1.2kg(200ｇ×6枚)
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】	入金確認後、申込月もしくはそ
の翌月から毎月全6回の定期便でお届けし
ます。

定期便【全6回】(合計12kg)のお品物でござ
います。
JA認定　最高級ブランド牛【佐賀牛】を含む、
安心安全の佐賀県産ブランドである
豚肉「肥前さくらポーク」さらに鶏肉「ありたど
り」を6ヵ月連続でお送り致します。
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。

佐賀県内の【佐賀牛取扱指店】認定の老舗
精肉店から冷凍便にて毎月発送をいたしま
す。
500g以下でトレイに盛り付けパックをいたしま
すので、用途に合わせて解凍しお召し上がりく
ださい。
【提供元】三重津みやげホスムスカモス

200,000
Ｒ－０３０．佐賀牛 サーロインブロック
2800g

【内容量】
佐賀牛 サーロインブロック 2800g
【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

ブランド銘柄”佐賀牛”。艶サシと言われるき
め細やかな霜降りが全体に行き渡っており、
肉質は口に入れた瞬間からとろけるような柔
かさと甘く深みのある上品な旨味と香りが自慢
のお肉です。今回は豪快にもブロックで2800g
ご用意しました！こちらは”冷凍”での発送。見
た目も味もインパクト抜群のこのお肉をぜひご
家庭でお楽しみ下さい。精肉の都合上、ブロッ
クは２つに分かれてお届けする場合がござい
ます。あらかじめご了承下さい。
【提供元】アースグロー株式会社

200,000
Ｒ－０３１．グロッセ40シェルフ　WN
【諸富家具】

【内容量】
1本  W400*D467*H1090
【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

グロッセシリーズのテレビスタンドの横に置く追
加収納です。左右どちらにも設置できます。前
板だけでなく天板にもウォルナット無垢材を使
用した贅沢な造りが、リビングに上質さをもたら
します。
【提供元】レグナテック㈱

200,000
Ｒ－０３２．グロッセ40シェルフ　Oak
【諸富家具】

【内容量】
1本  W400*D467*H1090
【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

グロッセシリーズのテレビスタンドの横に置く追
加収納です。左右どちらにも設置できます。前
板だけでなく天板にもオーク無垢材を使用し
た贅沢な造りが、リビングに上質さをもたらしま
す。
【提供元】レグナテック㈱

200,000
Ｒ－０３３．コット95CT　WN【諸富家
具】

【内容量】
1本  W940*D520*H370
【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

タイルのように並べたウォルナット無垢材が可
愛らしいコーヒーテーブルです。棚にはお気に
入りの小物をディスプレイ頂けます。
【提供元】レグナテック㈱

200,000
Ｒ－０３４．ソーロ100シェルフ　WN
【諸富家具】

【内容量】
1本  W965*D290*H1040
【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

何を置いても絵になる、ランダムシェルフで
す。浅めの奥行きで、背面処理も施していま
すので、ゾーニングアイテムとしてご自宅でも
オフィスでもご利用頂けます。
【提供元】レグナテック㈱
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200,000
Ｒ－０３５．ソーロ120シェルフ　WN
【諸富家具】

【内容量】
1本  W1200*D290*H1460
【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

何を置いても絵になる、ランダムシェルフで
す。浅めの奥行きで、背面処理も施していま
すので、ゾーニングアイテムとしてご自宅でも
オフィスでもご利用頂けます。
【提供元】レグナテック㈱

200,000
Ｒ－０３６．ソーロ100シェルフ　Oak
【諸富家具】

【内容量】
1本  W965*D290*H1040
【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

何を置いても絵になる、ランダムシェルフで
す。浅めの奥行きで、背面処理も施していま
すので、ゾーニングアイテムとしてご自宅でも
オフィスでもご利用頂けます。
【提供元】レグナテック㈱

200,000
【諸富家具】Ｒ－０３７．ソーロ120シェ
ルフ　Oak

【内容量】
1本  W1200*D290*H1460
【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

何を置いても絵になる、ランダムシェルフで
す。浅めの奥行きで、背面処理も施していま
すので、ゾーニングアイテムとしてご自宅でも
オフィスでもご利用頂けます。
【提供元】レグナテック㈱

200,000
Ｒ－０３８．ノード35ST　WN【諸富家
具】

【内容量】
1本  W350*D400*H550
【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

無垢材と天然オイルだけを使って木の温かみ
を感じる質感に仕上げています。縦・横どちら
でもご利用頂けます。
【提供元】レグナテック㈱

200,000
Ｒ－０３９．モーダ30ポールハンガー
ミドル　BC【諸富家具】

【内容量】
1本  W298*D298*H1500
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2ヶ月

無垢材を樹木のようにデザインしたコート掛け
です。スリムなデザインですので、玄関・リビン
グなど置く場所を選びません。
【提供元】レグナテック㈱

200,000
Ｒ－０４０．モーダ30ポールハンガー
ミドル　WN【諸富家具】

【内容量】
1本  W298*D298*H1500
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2ヶ月

無垢材を樹木のようにデザインしたコート掛け
です。スリムなデザインですので、玄関・リビン
グなど置く場所を選びません。
【提供元】レグナテック㈱

200,000
Ｒ－０４１．モーダ30ポールハンガー
ハイ　BC【諸富家具】

【内容量】
1本  W298*D298*H1700
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2ヶ月

無垢材を樹木のようにデザインしたコート掛け
です。スリムなデザインですので、玄関・リビン
グなど置く場所を選びません。
【提供元】レグナテック㈱

200,000
Ｒ－０４２．モーダ30ポールハンガー
ハイ　WN【諸富家具】

【内容量】
1本  W298*D298*H1700
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2ヶ月

無垢材を樹木のようにデザインしたコート掛け
です。スリムなデザインですので、玄関・リビン
グなど置く場所を選びません。
【提供元】レグナテック㈱

200,000
Ｒ－０４３．モーダ30ポールハンガー
ハイ　Oak【諸富家具】

【内容量】
1本  W298*D298*H1700
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2ヶ月

無垢材を樹木のようにデザインしたコート掛け
です。スリムなデザインですので、玄関・リビン
グなど置く場所を選びません。
【提供元】レグナテック㈱

200,000
Ｒ－０４４．kumukumu42-4段キャビ
チェスト　クリア色【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　幅419mm　奥行400mm　高さ
810mm ●前板・天板・側板：アルダー無垢
材（20mm） ●引き出し内部：総桐（垣板
20mm／手前板、向板13mm／底板6mm）
アリ組みベタ底構造
●棚下（引き出し上部）：シート貼り  ●背
面：化粧貼り ●引き手：金属ツマミ
●塗装：ウレタン塗装・環境対応型塗料F☆
☆☆☆
●脚はお客様取り付けです
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約１か月

角が丸くて安心、北欧スタイル。アルダー材
キャビチェスト【幅42cm】総桐仕様の引き出し
は「通し蟻組み」で組まれ、6mm厚の底板を
使用し丈夫です。高さのある脚をつけますの
で、掃除機もお掃除ロボットもラクラク使えま
す！天板・側板・前板にあたたかみのあるア
ルダー無垢材を使い、昔ながらの「通し蟻組
み」で造形した丈夫なリビング家具です。アル
ダー無垢材の美しい木目と角を丸く仕上げた
優しい印象のデザインは、和室・洋室を問わ
ず様々なタイプの部屋で長くお使いいただけま
す。
【提供元】㈱門田木工



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

200,000
Ｒ－０４５．kumukumu42-4段キャビ
チェスト　ウォールナット色【諸富家
具】

【内容量】
●サイズ　幅419mm　奥行400mm　高さ
810mm●前板・天板・側板：アルダー無垢
材（20mm）
●引き出し内部：総桐（垣板20mm／手前
板、向板13mm／底板6mm）アリ組みベタ
底構造  ●棚下（引き出し上部）：シート貼り
●背面：化粧貼り ●引き手：金属ツマミ
●塗装：ウレタン塗装・環境対応型塗料F☆
☆☆☆
●脚はお客様取り付けです
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約１か月

角が丸くて安心、北欧スタイル。アルダー材
キャビチェスト【幅42cm】総桐仕様の引き出し
は「通し蟻組み」で組まれ、6mm厚の底板を
使用し丈夫です。高さのある脚をつけますの
で、掃除機もお掃除ロボットもラクラク使えま
す！天板・側板・前板にあたたかみのあるア
ルダー無垢材を使い、昔ながらの「通し蟻組
み」で造形した丈夫なリビング家具です。アル
ダー無垢材の美しい木目と角を丸く仕上げた
優しい印象のデザインは、和室・洋室を問わ
ず様々なタイプの部屋で長くお使いいただけま
す。
【提供元】㈱門田木工

200,000
Ｒ－０４６．kumukumu42キャビネット
クリア色【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　幅419mm　奥行400mm　高さ
810mm
●前板・天板・側板：アルダー無垢材
（20mm）
●背面：化粧貼り
●引き手：金属ツマミ
●塗装：ウレタン塗装・環境対応型塗料F☆
☆☆☆
●脚はお客様取り付けです
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約１か月

角が丸くて安心、北欧スタイル。移動棚で自
由に収納スペースを変更可能なキャビネット
【幅42cm】扉内には移動棚が2枚あります。高
さのある脚をつけますので、掃除機もお掃除ロ
ボットもラクラク使えます！天板・側板・前板に
あたたかみのあるアルダー無垢材を使い、昔
ながらの「通し蟻組み」で造形した丈夫なリビ
ング家具です。アルダー無垢材の美しい木目
と角を丸く仕上げた優しい印象のデザインは、
和室・洋室を問わず様々なタイプの部屋で長
くお使いいただけます。
【提供元】㈱門田木工

200,000
Ｒ－０４７．kumukumu42キャビネット
ウォールナット色【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　幅419mm　奥行400mm　高さ
810mm
●前板・天板・側板：アルダー無垢材
（20mm）
●背面：化粧貼り
●引き手：金属ツマミ
●塗装：ウレタン塗装・環境対応型塗料F☆
☆☆☆
●脚はお客様取り付けです
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約１か月

角が丸くて安心、北欧スタイル。移動棚で自
由に収納スペースを変更可能なキャビネット
【幅42cm】扉内には移動棚が2枚あります。高
さのある脚をつけますので、掃除機もお掃除ロ
ボットもラクラク使えます！天板・側板・前板に
あたたかみのあるアルダー無垢材を使い、昔
ながらの「通し蟻組み」で造形した丈夫なリビ
ング家具です。アルダー無垢材の美しい木目
と角を丸く仕上げた優しい印象のデザインは、
和室・洋室を問わず様々なタイプの部屋で長
くお使いいただけます。
【提供元】㈱門田木工

200,000
Ｒ－０４８．手織鍋島緞通　蟹牡丹中
心柄　灰地

【内容量】
40×40㎝、毛足3㎝、1枚
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約４～５ヶ月

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞
通の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包
み込みような優しい肌触りをお楽しみください。
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抜き取った、100%木綿
素材の手織製法によって作られたお座布団で
す。
毛足が長く、そのふかふかの感触をお楽しみく
ださい。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家

200,000
Ｒ－０４９．揺れる♪長さ変わる艶々
アコヤ真珠ピアス

【内容量】8㎜アコヤ真珠とメタルボールの
チェーンピアス
【詳細】真珠の種類：アコヤ本真珠（佐賀県
産、市内加工）　真珠の色：ホワイト系　真
珠のサイズ：約8㎜　真珠の形状：ラウンド系
真珠の品質：照り艶良好　その他素材：
K18
全体の長さ：縦最小約6㎝～最大約10ｃｍ
（チェーンの長さはスライドし左右調節可。）
附属品：保証書　ケース
【受付期間】通年【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、通常1か月前
後。但し、年末年始・お盆GWなどの長期休
暇前後のお申し込みの場合は遅くなること
があります。また、年末年始は特に２、３か
月程遅くなる場合がございます為、お届け
時期のお約束が致しかねます。ご準備でき
次第のお届けになります。

個性ある真珠の中から、傷などが少なく、ラウ
ンドで同じ色合いや照り艶が比較的良い真珠
を厳選し、ピアスをお作りしました。
『揺れるエレガンス♪アコヤ真珠とメタルボー
ルのチェーンピアス　』
艶々なアコヤ真珠と綺麗に磨かれた綺麗なラ
ウンドがモダンなメタルボール。その二つが耳
下のチェーンの下で揺れる、モダンエレガント
なデザイン。メタルボールは空洞で重すぎず、
程よい重厚感があり、上品且つクールでエレ
ガントに揺れるピアス。チェーンをスライドさせ
るだけで、左右の長さの調節ができ、長さを揃
えたり、アシンメトリーにしたり、長さやバランス
を変えて楽しむことができます。カジュアルか
らパーティーまで幅広くお使いいただけるアイ
テムです。
※画像は参考です。
【提供元】株式会社美穂野

200,000
Ｒ－０５０．【定期便7回】特別栽培米
10kg（玄米）

【内容量】
特別栽培米10kg（コシヒカリ玄米）を7ヶ月
間お届けいたします
【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

佐賀県特別栽培農産物認証を受けた特別栽
培米（玄米）です。
佐賀県特別栽培農産物認証制度とは、品目
ごとに化学合成農薬の使用回数と化学肥料
の使用量を、県内の一般的な栽培方法（いわ
ゆる慣行栽培）に比べて5割以上減らして栽
培されていることを、その栽培履歴（栽培日
誌）の記載内容や圃場での生育状況などにつ
いて現地審査を行うことにより確認し、基準を
満たしていると認められた農産物を「佐賀県
特別栽培農産物」として認証する制度です。
佐賀県特別栽培農産物認証を受けた特別栽
培米玄米10ｋｇを7ヶ月間お届けいたします。
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

200,000
Ｒ－０５１．【定期便7回】特別栽培米
10kg（白米）

【内容量】
特別栽培米10kg（コシヒカリ白米）を7ヶ月
間お届けいたします
【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

佐賀県特別栽培農産物認証を受けた特別栽
培米（白米）です。
佐賀県特別栽培農産物認証制度とは、品目
ごとに化学合成農薬の使用回数と化学肥料
の使用量を、県内の一般的な栽培方法（いわ
ゆる慣行栽培）に比べて5割以上減らして栽
培されていることを、その栽培履歴（栽培日
誌）の記載内容や圃場での生育状況などにつ
いて現地審査を行うことにより確認し、基準を
満たしていると認められた農産物を「佐賀県
特別栽培農産物」として認証する制度です。
佐賀県特別栽培農産物認証を受けた特別栽
培米白米10ｋｇを7ヶ月間お届けいたします。
【提供元】（株）さが・夢・維新会　レトロ館

200,000
Ｒ－０５３．クルヴァ　40スタンドミラー
WN　【諸富家具】

【内容量】
1台　W400*D400*H1620
ウレタン塗装
【受付期間】無し
【配送方法】通年
【発送時期】W460*D460*H1680

佐賀市諸富町の自社工場にて製作している
CLASSEブランドです。
ミラーの後ろ側にハンガーかけや小物置きが
付いており利便性の高い商品です。また、底
にキャスターが付いていますので、女性でも楽
に移動させることが出来ます。
※諸富家具は「佐賀県指定伝統的地場産
品」指定。
【提供元】レグナテック（株）



寄附金額 内容量等 説明

250,000
Ｓ－００１．超粗挽きウインナー（１００
パック）

【内容量】
ガスボー/1パック2本入り×50パック、ハ
バネロ明太子入りガスボー/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」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

250,000

Ｓ－００２．古湯・熊の川温泉
山あかり　宿泊券

・換金・払戻・再発行は出来ません。
・キャンセルにあたって寄附の取り消しは
お引き受けいたしかねますので、ご了承く
ださい。
・キャンセルは、ご宿泊予定日の4日前ま
でにお願いします。
・予約のキャンセルは、旅館へご連絡をお
願いいたします。
・入湯税は、別途、現地にてお支払いくだ
さい。

【内容量】
温泉旅館ペア宿泊券（2名様　１泊２食
付）地場産品付き
※宿泊券が届いてから、宿泊日の1週間
前までに要予約（有効期限：発行日から１
年）
【受付期間】
通年
※但し、GＷ、お盆、年末年始(12月28日
～1月10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。
全6室露天付き離れのお宿です。お食事もお
食事処にて、できたてのお料理をお出しして
おります。朝食はかまどで炊いた富士町産の
お米を提供いたしております。
地場産品と一緒に温泉旅館ペア宿泊券(2名
様1泊2食付)をお届けします。
【提供元】（一社）古湯・熊の川温泉観光コン
ベンション連盟

250,000

Ｓ－００３．古湯・熊の川温泉
大和屋　宿泊券

・換金・払戻・再発行は出来ません。
・キャンセルにあたって寄附の取り消しは
お引き受けいたしかねますので、ご了承く
ださい。
・キャンセルは、ご宿泊予定日の4日前ま
でにお願いします。
・予約のキャンセルは、旅館へご連絡をお
願いいたします。
・入湯税は、別途、現地にてお支払いくだ
さい。

【内容量】
温泉旅館ペア宿泊券(2名様1泊2食付)
地場産品付
※宿泊券が届いてから、宿泊日の10日
前までに要予約（有効期限：発行日から１
年）
【受付期間】
通年
【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。
バラ風呂or胡蝶蘭風呂貸し切りペアプランを
ご提供いたします。“佐賀”にこだわった“離
れ・佐嘉の間”と酒樽を使用したバラor胡蝶
蘭風呂で癒しの時間をゆっくりとお楽しみくだ
さい。
 地場産品と一緒に温泉旅館ペア宿泊券(2
名様1泊2食付)をお届けします。
・貸切風呂での「バラ風呂」「胡蝶蘭風呂」は
通常開催日は指定できません。
・季節によっては花の生産のない時期があり
ます。ご了承ください。
【提供元】（一社）古湯・熊の川温泉観光コン
ベンション連盟

250,000

Ｓ－００４．古湯・熊の川温泉
ONCRI　宿泊券

・換金・払戻・再発行は出来ません。
・キャンセルにあたって寄附の取り消しは
お引き受けいたしかねますので、ご了承く
ださい。
・キャンセルは、ご宿泊予定日の4日前ま
でにお願いします。
・予約のキャンセルは、旅館へご連絡をお
願いいたします。
・入湯税は、別途、現地にてお支払いくだ
さい。

【内容量】温泉旅館ペア宿泊券(2名様1
泊2食付)地場産品付
※宿泊券が届いてからご予約ください。
（有効期限：発行日から１年）
【受付期間】平日限定
【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。
部屋タイプ；ONCRIラグジュアリーツイン
ベッドルーム、リビングルームが独立したプラ
イベート感溢れる客室です。インテリアは和を
彷彿させながらもシックでモダンなデザインが
施されています。開放的な眺望のバスルー
ムに加え、リビングのソファやベッドに横たわっ
た時も景色を楽しむことができるなど、室内で
過ごす方の目線を意識した設えとなっていま
す。
地場産品と一緒に温泉旅館ペア宿泊券(2名
様1泊2食付)をお届けします。
【提供元】（一社）古湯・熊の川温泉観光コン
ベンション連盟

250,000 Ｓ－００５．ケロテーブル、ケロチェア

【内容量】　こども用椅子１脚
座面３１×３１ｃｍ、座面の高さ１５ｃｍ、背
もたれまでの高さ２８ｃｍ
テーブル１台
５０×５０×高さ３０ｃｍ
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１ヶ月

タカスガクデザインのケロテーブルとケロチェ
アー。おしゃれなテーブルと椅子です。
【提供元】㈱飛鳥工房

250,000
Ｓ－００７．8-8.5アコヤ真珠バロックロ
ングネックレス

【内容量】
アコヤ真珠バロックロングネックレス
※バロックは丸くなく、天然の傷や凹凸の
ある形が特徴の真珠です。
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１ヶ月
※年末年始・お盆、ＧＷなどの長期休暇
前後のお申し込みの場合は遅くなることが
あります。特に年末年始は２～３カ月程遅
くなる場合がございます為、お届け時期の
お約束は致しかねます。 ご準備でき次第
のお届けになります。

真珠の種類：アコヤ本真珠（美穂野製作加
工）　真珠の色：ホワイト系　真珠のサイズ：約
8.0～8.5mm　真珠の形状：セミバロック系
真珠の品質：照り艶-良好、小傷・凹凸多少
あり　ネックレスの長さ：約100ｃｍ（クラスプ
含む）　クラスプ（金具）素材：ＳＶ（シルバー）
※ロジウムメッキ加工　※クラスプのデザイン
は画像と異なる場合がございます。　附属
品：保証書　ケース　お手入れクロス
【提供元】㈱美穂野

250,000
Ｓ－００９．クレスポ160TVスタンド
WN【諸富家具】

【内容量】
1本　W1600*D435*H330
【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

ウォルナットとブラックガラスのコンビネーショ
ンは、高級感があり、リビングをモダンな印象
に引き上げます。
【提供元】レグナテック㈱

250,000
Ｓ－０１２．コット115CT　WN【諸富家
具】

【内容量】
1本  W1150*D520*H370
【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

タイルのように並べたウォルナット無垢材が可
愛らしいコーヒーテーブルです。棚にはお気
に入りの小物をディスプレイ頂けます。
【提供元】レグナテック㈱

お礼の品



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

250,000
Ｓ－０１３．kumukumu150TVボード
クリア色【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　幅1500mm　奥行400mm　高
さ450mm　●前板・天板・側板：アルダー
無垢材（20mm）　 ●引き出し内部：総桐
（垣板20mm／手前板、向板13mm／底
板6mm）アリ組みベタ底構造　 ●棚：合
板（引き出し上部はシート貼り）　 ●背面：
化粧貼り
　●引き手：金属ツマミ　●塗装：ウレタン
塗装・環境対応型塗料F☆☆☆☆
●脚はお客様取り付けです
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約１か月

フルオープンレール付引出し２個とフラップ扉
が使いやすいテレビボード【幅150cm】引き出
しには薄型DVDケースが100枚以上たっぷり
収納できます。中央のフラップ扉内にはデッ
キを2台設置でき扉がスリットデザインなので
リモコンも使え配線は背面から出せます。高
さのある脚をつけますので、掃除機もお掃除
ロボットもラクラク使えます！天板・側板・前
板にあたたかみのあるアルダー無垢材を使
い、昔ながらの「通し蟻組み」で造形した丈夫
なリビング家具です。アルダー無垢材の美し
い木目と角を丸く仕上げた優しい印象のデザ
インは、和室・洋室を問わず様々なタイプの
部屋で長くお使いいただけます。
【提供元】㈱門田木工

250,000
Ｓ－０１４．kumukumu150TVボード
ウォールナット色【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　幅1500mm　奥行400mm　高
さ450mm　●前板・天板・側板：アルダー
無垢材（20mm）　●引き出し内部：総桐
（垣板20mm／手前板、向板13mm／底
板6mm）アリ組みベタ底構造 　●棚：合
板（引き出し上部はシート貼り） 　●背面：
化粧貼り
●引き手：金属ツマミ　●塗装：ウレタン塗
装・環境対応型塗料F☆☆☆☆
●脚はお客様取り付けです
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約１か月

フルオープンレール付引出し２個とフラップ扉
が使いやすいテレビボード【幅150cm】引き出
しには薄型DVDケースが100枚以上たっぷり
収納できます。中央のフラップ扉内にはデッ
キを2台設置でき扉がスリットデザインなので
リモコンも使え配線は背面から出せます。高
さのある脚をつけますので、掃除機もお掃除
ロボットもラクラク使えます！天板・側板・前
板にあたたかみのあるアルダー無垢材を使
い、昔ながらの「通し蟻組み」で造形した丈夫
なリビング家具です。アルダー無垢材の美し
い木目と角を丸く仕上げた優しい印象のデザ
インは、和室・洋室を問わず様々なタイプの
部屋で長くお使いいただけます。

【提供元】㈱門田木工

250,000
Ｓ－０１５．kumukumu80リビングボード
クリア色【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　幅800mm　奥行400mm　高さ
810mm　●前板・天板・側板：アルダー無
垢材（20mm）　●引き出し内部：総桐（垣
板20mm／手前板、向板13mm／底板
6mm）アリ組みベタ底構造　●棚下（引き
出し上部）：シート貼り 　●背面：化粧貼り
●引き手：金属ツマミ　●塗装：ウレタン塗
装・環境対応型塗料F☆☆☆☆
●脚はお客様取り付けです
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約１か月

移動棚で自由に収納スペースを変更可能な
リビングボード【幅80cm】右側の扉内には移
動棚が2枚あり、左側には引き出しが4段あり
ます。高さのある脚をつけますので、掃除機
もお掃除ロボットもラクラク使えます！天板・
側板・前板にあたたかみのあるアルダー無垢
材を使い、昔ながらの「通し蟻組み」で造形し
た丈夫なリビング家具です。アルダー無垢材
の美しい木目と角を丸く仕上げた優しい印象
のデザインは、和室・洋室を問わず様々なタ
イプの部屋で長くお使いいただけます。
【提供元】㈱門田木工

250,000
Ｓ－０１６．kumukumu80リビングボード
ウォールナット色【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　幅800mm　奥行400mm　高さ
810mm　●前板・天板・側板：アルダー無
垢材（20mm）　●引き出し内部：総桐（垣
板20mm／手前板、向板13mm／底板
6mm）アリ組みベタ底構造 　●棚下（引き
出し上部）：シート貼り 　●背面：化粧貼り
●引き手：金属ツマミ　●塗装：ウレタン塗
装・環境対応型塗料F☆☆☆☆
●脚はお客様取り付けです
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約１か月

移動棚で自由に収納スペースを変更可能な
リビングボード【幅80cm】右側の扉内には移
動棚が2枚あり、左側には引き出しが4段あり
ます。高さのある脚をつけますので、掃除機
もお掃除ロボットもラクラク使えます！天板・
側板・前板にあたたかみのあるアルダー無垢
材を使い、昔ながらの「通し蟻組み」で造形し
た丈夫なリビング家具です。アルダー無垢材
の美しい木目と角を丸く仕上げた優しい印象
のデザインは、和室・洋室を問わず様々なタ
イプの部屋で長くお使いいただけます。
【提供元】㈱門田木工

250,000
Ｓ－０１７．手織鍋島緞通　蟹牡丹中
心柄　灰地

【内容量】
45×45㎝、毛足3㎝、1枚
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約４～５ヶ月

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島
緞通の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包
み込みような優しい肌触りをお楽しみくださ
い。
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抜き取った、100%木綿
素材の手織製法によって作られたお座布団
です。
毛足が長く、そのふかふかの感触をお楽しみ
ください。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家

250,000
Ｓ－０１８．手織鍋島緞通　蟹牡丹中
心柄　紺三色

【内容量】
45×45㎝、毛足3㎝、1枚
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約４～５ヶ月

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島
緞通の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包
み込みような優しい肌触りをお楽しみくださ
い。
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抜き取った、100%木綿
素材の手織製法によって作られたお座布団
です。
毛足が長く、そのふかふかの感触をお楽しみ
ください。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家
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250,000
Ｓ－０１９．手織鍋島緞通　蟹牡丹中
心柄　墨地

【内容量】
45×45㎝、毛足3㎝、1枚
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約４～５ヶ月

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島
緞通の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包
み込みような優しい肌触りをお楽しみくださ
い。
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抜き取った、100%木綿
素材の手織製法によって作られたお座布団
です。
毛足が長く、そのふかふかの感触をお楽しみ
ください。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家

250,000
Ｓ－０２５．桐たんす 時代仕上げ総桐
タンス　１０段【諸富家具】

【内容量】
返礼品サイズ
幅1000　奥行440　高さ845　単位ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
引出し内寸サイズ
幅930　奥行389　高さ５８　単位ｍｍ
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約1カ月

桐たんす専門工場で製造する時代仕上げの
桐タンス。着物を１枚～２枚大切に収納でき
る仕様の浅引きタイプ。表面は桐の呼吸を妨
げず、汚れも付きにくい焼桐調の天然オイル
仕上げ。
総桐なので大切な着物を湿気や虫から守り
ます。引出し取っ手は唐草模様の落ち着い
たデザインです。
着物が増えたり、たくさんお持ちの方は同シ
リーズの５段タイプを重ねることが出来ます。
※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】株式会社マーゼルン

250,000
Ｓ－０２６．桐たんす 時代仕上げ総桐
タンス　浅深８段【諸富家具】

【内容量】
返礼品サイズ
幅1000　奥行440　高さ810　単位ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
引出し内寸サイズ
浅引き　幅930　奥行389　高さ５８
単位ｍｍ
深引き　幅930　奥行389　高さ９３
単位ｍｍ
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約1カ月

桐たんす専門工場で製造する時代仕上げの
桐タンス。着物を１枚～２枚大切に収納でき
る仕様の浅引きタイプ。表面は桐の呼吸を妨
げず、汚れも付きにくい焼桐調の天然オイル
仕上げ。
総桐なので大切な着物を湿気や虫から守り
ます。引出し取っ手は唐草模様の落ち着い
たデザインです。
着物が増えたり、たくさんお持ちの方は同シ
リーズの５段タイプを重ねることが出来ます。
※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】株式会社マーゼルン
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300,000
Ｔ－００３．【定期便４回】佐賀牛ロー
ス特選ステーキ

【内容量】定期便4回
ロースステーキ（300ｇ×5枚）を4回
【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

甘くてこくのある美味さは、佐賀特有の穏や
かな気候と美味しい水、澄み切った空気、さ
らに子牛のうちから特別の愛情と、熟練した
飼育技術をもって、ストレスがかからないよう
に、えさの配合からやり方などきめ細やかな
気配りのたまものです。
【提供元】丸福精肉店

300,000
Ｔ－００６．素敵な額入りプリザーブド
フラワー

※画像はイメージです

【内容量】
60輪入りボックス1個（ボックスサイ
ズ：約550×443×104 mm）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2か月

水やりなどのお手入れが不要で、長く美しさ
を楽しめるプリザーブドフラワー。美しいバラ
を贅沢に使用。贈り物の場合は、名入れプ
レートをお付けできます。
【提供元】花音

300,000
Ｔ－００７．【お名入れ可能】飛鳥の
木馬

【内容量】
木馬１台
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１ヶ月

飛鳥工房のフラッグシップ的存在の商品で
す。何世代も受け継がれていくように頑丈に
作っています。
お名入れをご希望の方は、備考欄に「名入
れ希望」とご記入ください。後日、入れる文
字、場所等のご希望を伺います。
【提供元】㈱飛鳥工房

300,000
Ｔ－００８．”毎月、佐賀牛１２回定期
便”

【内容量】　佐賀牛
１月　ローストビーフ500ｇ（２個入り
で）
２月　厚切りサーロインステーキ400ｇ
（200ｇ×2枚）
３月　しゃぶしゃぶ400ｇ
４月　カルビ焼肉（ロース）400ｇ
５月　ハンバーグ150ｇ×５個
６月　モモブロック400ｇ
７月　厚切りサーロインステーキ400ｇ
（200ｇ×2枚）
８月　ロースブロック400ｇ
９月　赤身カルビ焼肉（モモ）400ｇ
１０月　ハンバーグ150ｇ×５個
１１月　ローストビーフ500ｇ（２個入り
で）
１２月　すき焼き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

佐賀牛”厚切り”サーロインステーキあり、
しゃぶしゃぶありで舌が大満足！！
色々な佐賀牛を１年間計12回お届けしま
す。
【提供元】やまとフーズ

300,000
Ｔ－００９．多様！真円系アコヤ真珠
ロングネックレス

【内容量】
アコヤ真珠ロングネックレス
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１ヶ月
※年末年始・お盆、ＧＷなどの長期
休暇前後のお申し込みの場合は遅く
なることがあります。特に年末年始は
２～３カ月程遅くなる場合がございま
す為、お届け時期のお約束は致しか
ねます。 ご準備でき次第のお届けに
なります。

真珠の種類：アコヤ本真珠（美穂野製作加
工）　真珠の色：ホワイト系　真珠のサイズ：
約7.5～8.0mm　真珠の形状：ラウンド系　真
珠の品質：照り艶-良好、小傷-少ない　ネッ
クレスの長さ：約80ｃｍ（クラスプ含む）　クラ
スプの素材：ＳＶ（シルバー）　※ロジウムメッ
キ加工※クラスプのデザインは画像と異なる
場合がございます。　附属品：保証書　ケー
ス　お手入れクロス
【提供元】㈱美穂野

300,000
Ｔ－０１０．8.5-9アコヤ真珠バロック
ロングネックレス

【内容量】
アコヤ真珠バロックロングネックレス
※バロックは丸くなく、天然の傷や凹
凸のある形が特徴の真珠です。
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１ヶ月
※年末年始・お盆、ＧＷなどの長期
休暇前後のお申し込みの場合は遅く
なることがあります。特に年末年始は
２～３カ月程遅くなる場合がございま
す為、お届け時期のお約束は致しか
ねます。 ご準備でき次第のお届けに
なります。

【詳細】
真珠の種類：アコヤ本真珠（美穂野製作加
工）　真珠の色：ホワイト系　真珠のサイズ：
約7.5～8.0mm　真珠の形状：セミバロック系
真珠の品質：照り艶良好、小傷・凹凸多少
あり　ネックレスの長さ：約100ｃｍ（クラスプ
含む）　クラスプ（金具）素材：ＳＶ（シル
バー）※ロジウムメッキ加工　※クラスプのデ
ザインは画像と異なる場合がございます。
附属品：保証書　ケース　お手入れクロス
【提供元】㈱美穂野

300,000
Ｔ－０１１．優雅なアコヤ真珠フリンジ
Pネックレス

【内容量】
アコヤ真珠フリンジペンダントロング
ネックレス
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１ヶ月
※年末年始・お盆、ＧＷなどの長期
休暇前後のお申し込みの場合は遅く
なることがあります。特に年末年始は
２～３カ月程遅くなる場合がございま
す為、お届け時期のお約束は致しか
ねます。 ご準備でき次第のお届けに
なります。

真珠の種類：アコヤ本真珠（美穂野製作加
工）　真珠の色：ホワイト系　真珠のサイズ：
約8.5mm　真珠の形状：ラウンド系　真珠の
品質：照り艶良好、小傷少々　その他素材：
K18またはK18WG(※WGをご希望の場合は
備考欄に「WG」とご記入下さい。）　ペンダン
ト全体の長さ：約83ｍｍ　ネックレスの長さ：
最長約70㎝スライドチェーン使用、長さ調
節可　附属品：保証書　ケース
【提供元】㈱美穂野

お礼の品



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

300,000
Ｔ－０１９．アンゴロ130コーナーTVA
WN【諸富家具】

【内容量】
1本　W1300*D460*H390
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2ヶ月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作している
CLASSEブランドの製品です。
40インチサイズのTVに対応しています。
【提供元】レグナテック㈱

300,000
Ｔ－０２０．ヴィータ110CT D50　WN
【諸富家具】

【内容量】
1本　W1105*D495*H380
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作している
CLASSEブランドの製品です。
天然素材を贅沢に使用した、棚と小引き出
しが付いたコーヒーテーブルです。
【提供元】レグナテック㈱

300,000
Ｔ－０２２．クレスポ180TVスタンド
WN【諸富家具】

【内容量】
1本　W1800*D435*H330
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作している
CLASSEブランドの製品です。
ウォルナットとブラックガラスのコンビネーショ
ンは、高級感があり、リビングをモダンな印象
に引き上げます。
【提供元】レグナテック㈱

300,000
Ｔ－０２３．クレスポ200TVスタンド
WN【諸富家具】

【内容量】
1本　W2000*D435*H330
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作している
CLASSEブランドの製品です。
ウォルナットとブラックガラスのコンビネーショ
ンは、高級感があり、リビングをモダンな印象
に引き上げます。
【提供元】レグナテック㈱

300,000
Ｔ－０２６．セルカ150TVスタンド　WN
【諸富家具】

【内容量】
1本  W1500*D465*H364
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作している
CLASSEブランドの製品です。
直線的な木材のラインが美しいTVスタンド。
フラップ扉はスリット加工を施しておりますの
で、戸を閉めた状態でリモコン操作が可能で
す。
【提供元】レグナテック㈱

300,000
Ｔ－０２７．セルカ180TVスタンド　WN
【諸富家具】

【内容量】
1本  W1800*D465*H364
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作している
CLASSEブランドの製品です。
直線的な木材のラインが美しいTVスタンド。
フラップ扉はスリット加工を施しておりますの
で、戸を閉めた状態でリモコン操作が可能で
す。
【提供元】レグナテック㈱

300,000
Ｔ－０２８．セルカ150TVスタンド
Oak【諸富家具】

【内容量】
1本  W1500*D465*H364
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作している
CLASSEブランドの製品です。
直線的な木材のラインが美しいTVスタンド。
フラップ扉はスリット加工を施しておりますの
で、戸を閉めた状態でリモコン操作が可能で
す。
【提供元】レグナテック㈱

300,000
Ｔ－０２９．セルカ180TVスタンド
Oak【諸富家具】

【内容量】
1本  W1800*D465*H364
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作している
CLASSEブランドの製品です。
直線的な木材のラインが美しいTVスタンド。
フラップ扉はスリット加工を施しておりますの
で、戸を閉めた状態でリモコン操作が可能で
す。
【提供元】レグナテック㈱

300,000
Ｔ－０３０．ベルタ60シェルフA　WN
【諸富家具】

【内容量】
1本  W602*D342*H1575
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作している
CLASSEブランドの商品です。
全方位無垢材と突板で製作された、シンプ
ルながら高級感のあるシェルフです。
背板・側板が、上から無し/有り/無し/有りと
なっております。
【提供元】レグナテック㈱

300,000
Ｔ－０３１．ベルタ60シェルフB　WN
【諸富家具】

【内容量】
1本  W602*D342*H1575
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作している
CLASSEブランドの商品です。
全方位無垢材と突板で製作された、シンプ
ルながら高級感のあるシェルフです。
背板・側板が、上から有り/無し/有り/無しと
なっております。
【提供元】レグナテック㈱



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

300,000
Ｔ－０３２．kumukumu180TVボード
クリア色【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　幅1800mm　奥行400mm
高さ450mm
●前板・天板・側板：アルダー無垢材
（20mm）
●引き出し内部：総桐（垣板20mm／
手前板、向板13mm／底板6mm）アリ
組みベタ底構造
●棚：合板（引き出し上部はシート貼
り）
●背面：化粧貼り
●引き手：金属ツマミ
●塗装：ウレタン塗装・環境対応型塗
料F☆☆☆☆
●脚はお客様取り付けです
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約１か月

おうち時間をたのしく。角が丸くて安心安全、
北欧スタイル。フルオープンレール付引出し
２個とフラップ扉が使いやすいテレビボード
【幅180cm】引き出しには薄型DVDケースが
100枚以上たっぷり収納できます。中央のフ
ラップ扉内にはデッキを2台設置でき扉がス
リットデザインなのでリモコンも使え配線は背
面から出せます。高さのある脚をつけますの
で、掃除機もお掃除ロボットもラクラク使えま
す！天板・側板・前板にあたたかみのあるア
ルダー無垢材を使い、昔ながらの「通し蟻組
み」で造形した丈夫なリビング家具です。ア
ルダー無垢材の美しい木目と角を丸く仕上
げた優しい印象のデザインは、和室・洋室を
問わず様々なタイプの部屋で長くお使いいた
だけます。
【提供元】㈱門田木工

300,000
Ｔ－０３３．kumukumu180TVボード
ウォールナット色【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　幅1800mm　奥行400mm
高さ450mm
●前板・天板・側板：アルダー無垢材
（20mm）
●引き出し内部：総桐（垣板20mm／
手前板、向板13mm／底板6mm）アリ
組みベタ底構造
●棚：合板（引き出し上部はシート貼
り）
●背面：化粧貼り
●引き手：金属ツマミ
●塗装：ウレタン塗装・環境対応型塗
料F☆☆☆☆
●脚はお客様取り付けです
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約１か月

おうち時間をたのしく。角が丸くて安心安全、
北欧スタイル。フルオープンレール付引出し
２個とフラップ扉が使いやすいテレビボード
【幅180cm】引き出しには薄型DVDケースが
100枚以上たっぷり収納できます。中央のフ
ラップ扉内にはデッキを2台設置でき扉がス
リットデザインなのでリモコンも使え配線は背
面から出せます。高さのある脚をつけますの
で、掃除機もお掃除ロボットもラクラク使えま
す！天板・側板・前板にあたたかみのあるア
ルダー無垢材を使い、昔ながらの「通し蟻組
み」で造形した丈夫なリビング家具です。ア
ルダー無垢材の美しい木目と角を丸く仕上
げた優しい印象のデザインは、和室・洋室を
問わず様々なタイプの部屋で長くお使いいた
だけます。
【提供元】㈱門田木工

300,000
Ｔ－０３４．kumukumu120リビング
ボード　クリア色【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　幅1200mm　奥行400mm
高さ810mm
●前板・天板・側板：アルダー無垢材
（20mm）
●引き出し内部：総桐（垣板20mm／
手前板、向板13mm／底板6mm）アリ
組みベタ底構造
●棚下（引き出し上部）：シート貼り
●背面：化粧貼り
●引き手：金属ツマミ
●塗装：ウレタン塗装・環境対応型塗
料F☆☆☆☆
●脚はお客様取り付けです
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約１か月

おうち時間をたのしく。角が丸くて安心安全、
北欧スタイル。移動棚で自由に収納スペー
スを変更可能なリビングボード【幅120cm】
左右の扉内には移動棚が各2枚あり、中央
には引き出しが4段あります。高さのある脚を
つけますので、掃除機もお掃除ロボットもラク
ラク使えます！天板・側板・前板にあたたか
みのあるアルダー無垢材を使い、昔ながら
の「通し蟻組み」で造形した丈夫なリビング家
具です。アルダー無垢材の美しい木目と角
を丸く仕上げた優しい印象のデザインは、和
室・洋室を問わず様々なタイプの部屋で長く
お使いいただけます。
【提供元】㈱門田木工

300,000
Ｔ－０３５．kumukumu120リビング
ボード　ウォールナット色【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　幅1200mm　奥行400mm
高さ810mm
●前板・天板・側板：アルダー無垢材
（20mm）
●引き出し内部：総桐（垣板20mm／
手前板、向板13mm／底板6mm）アリ
組みベタ底構造
●棚下（引き出し上部）：シート貼り
●背面：化粧貼り
●引き手：金属ツマミ
●塗装：ウレタン塗装・環境対応型塗
料F☆☆☆☆
●脚はお客様取り付けです
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約１か月

おうち時間をたのしく。角が丸くて安心安全、
北欧スタイル。移動棚で自由に収納スペー
スを変更可能なリビングボード【幅120cm】
左右の扉内には移動棚が各2枚あり、中央
には引き出しが4段あります。高さのある脚を
つけますので、掃除機もお掃除ロボットもラク
ラク使えます！天板・側板・前板にあたたか
みのあるアルダー無垢材を使い、昔ながら
の「通し蟻組み」で造形した丈夫なリビング家
具です。アルダー無垢材の美しい木目と角
を丸く仕上げた優しい印象のデザインは、和
室・洋室を問わず様々なタイプの部屋で長く
お使いいただけます。
【提供元】㈱門田木工



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

300,000
Ｔ－０３６．kumukumu80-4段リビング
チェスト　クリア色【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　幅800mm　奥行445mm
高さ787mm
●前板・天板・側板：アルダー無垢材
（20mm）
●引き出し内部：総桐（垣板20mm／
手前板、向板13mm／底板6mm）アリ
組みベタ底構造
●棚下（引き出し上部）：シート貼り
●背面：化粧貼り
●引き手：金属ツマミ
●塗装：ウレタン塗装・環境対応型塗
料F☆☆☆☆
●脚はお客様取り付けです
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約１か月

おうち時間をたのしく。角が丸くて安心安全、
北欧スタイル。大容量リビングチェスト【幅
80cm】ティーカップやCD・DVD・本等、様々
なものを収納できます。高さのある脚をつけ
ますので、掃除機もお掃除ロボットもラクラク
使えます！天板・側板・前板にあたたかみの
あるアルダー無垢材を使い、昔ながらの「通
し蟻組み」で造形した丈夫なリビング家具で
す。アルダー無垢材の美しい木目と角を丸く
仕上げた優しい印象のデザインは、和室・洋
室を問わず様々なタイプの部屋で長くお使
いいただけます。
【提供元】㈱門田木工

300,000
Ｔ－０３７．kumukumu80-4段リビング
チェスト　ウォールナット色【諸富家
具】

【内容量】
●サイズ　幅800mm　奥行445mm
高さ787mm
●前板・天板・側板：アルダー無垢材
（20mm）
●引き出し内部：総桐（垣板20mm／
手前板、向板13mm／底板6mm）アリ
組みベタ底構造
●棚下（引き出し上部）：シート貼り
●背面：化粧貼り
●引き手：金属ツマミ
●塗装：ウレタン塗装・環境対応型塗
料F☆☆☆☆
●脚はお客様取り付けです
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約１か月

おうち時間をたのしく。角が丸くて安心安全、
北欧スタイル。大容量リビングチェスト【幅
80cm】ティーカップやCD・DVD・本等、様々
なものを収納できます。高さのある脚をつけ
ますので、掃除機もお掃除ロボットもラクラク
使えます！天板・側板・前板にあたたかみの
あるアルダー無垢材を使い、昔ながらの「通
し蟻組み」で造形した丈夫なリビング家具で
す。アルダー無垢材の美しい木目と角を丸く
仕上げた優しい印象のデザインは、和室・洋
室を問わず様々なタイプの部屋で長くお使
いいただけます。
【提供元】㈱門田木工

300,000
Ｔ－０３８．kumukumu120-3段リビン
グチェスト　クリア色【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　幅1200mm　奥行445mm
高さ683mm
●前板・天板・側板：アルダー無垢材
（20mm）
●引き出し内部：総桐（垣板20mm／
手前板、向板13mm／底板6mm）アリ
組みベタ底構造
●棚下（引き出し上部）：シート貼り
●背面：化粧貼り
●引き手：金属ツマミ
●塗装：ウレタン塗装・環境対応型塗
料F☆☆☆☆
●脚はお客様取り付けです
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約１か月

おうち時間をたのしく。角が丸くて安心安全、
北欧スタイル。大容量リビングチェスト【幅
120cm】ティーカップやCD・DVD・本等、
様々なものを収納できます。高さのある脚を
つけますので、掃除機もお掃除ロボットもラク
ラク使えます！天板・側板・前板にあたたか
みのあるアルダー無垢材を使い、昔ながら
の「通し蟻組み」で造形した丈夫なリビング家
具です。アルダー無垢材の美しい木目と角
を丸く仕上げた優しい印象のデザインは、和
室・洋室を問わず様々なタイプの部屋で長く
お使いいただけます。
【提供元】㈱門田木工

300,000
Ｔ－０３９．kumukumu120-3段リビン
グチェスト　ウォールナット色【諸富家
具】

【内容量】
●サイズ　幅1200mm　奥行445mm
高さ683mm
●前板・天板・側板：アルダー無垢材
（20mm）
●引き出し内部：総桐（垣板20mm／
手前板、向板13mm／底板6mm）アリ
組みベタ底構造
●棚下（引き出し上部）：シート貼り
●背面：化粧貼り
●引き手：金属ツマミ
●塗装：ウレタン塗装・環境対応型塗
料F☆☆☆☆
●脚はお客様取り付けです
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約１か月

おうち時間をたのしく。角が丸くて安心安全、
北欧スタイル。大容量リビングチェスト【幅
120cm】ティーカップやCD・DVD・本等、
様々なものを収納できます。高さのある脚を
つけますので、掃除機もお掃除ロボットもラク
ラク使えます！天板・側板・前板にあたたか
みのあるアルダー無垢材を使い、昔ながら
の「通し蟻組み」で造形した丈夫なリビング家
具です。アルダー無垢材の美しい木目と角
を丸く仕上げた優しい印象のデザインは、和
室・洋室を問わず様々なタイプの部屋で長く
お使いいただけます。
【提供元】㈱門田木工



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

300,000
Ｔ－０４０．kumukumu85-5段チェスト
クリア色【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　幅850mm　奥行445mm
高さ1081mm
●前板・天板・側板：アルダー無垢材
（20mm）
●引き出し内部：総桐（垣板20mm／
手前板、向板13mm／底板6mm）アリ
組みベタ底構造
●棚下（引き出し上部）：シート貼り
●背面：化粧貼り
●引き手：金属ツマミ
●塗装：ウレタン塗装・環境対応型塗
料F☆☆☆☆
●脚はお客様取り付けです
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約１か月

おうち時間をたのしく。角が丸くて安心安全、
北欧スタイル。アルダー材チェスト【幅
85cm】総桐仕様の引き出しは「通し蟻組み」
で組まれ、6mm厚の底板を使用し丈夫で衣
類等を優しく収納します。高さのある脚をつ
けますので、掃除機もお掃除ロボットもラクラ
ク使えます！天板・側板・前板にあたたかみ
のあるアルダー無垢材を使い、昔ながらの
「通し蟻組み」で造形した丈夫なリビング家
具です。アルダー無垢材の美しい木目と角
を丸く仕上げた優しい印象のデザインは、和
室・洋室を問わず様々なタイプの部屋で長く
お使いいただけます。
【提供元】㈱門田木工

300,000
Ｔ－０４１．kumukumu85-5段チェスト
ウォールナット色【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　幅850mm　奥行445mm
高さ1081mm
●前板・天板・側板：アルダー無垢材
（20mm）
●引き出し内部：総桐（垣板20mm／
手前板、向板13mm／底板6mm）アリ
組みベタ底構造
●棚下（引き出し上部）：シート貼り
●背面：化粧貼り
●引き手：金属ツマミ
●塗装：ウレタン塗装・環境対応型塗
料F☆☆☆☆
●脚はお客様取り付けです
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約１か月

おうち時間をたのしく。角が丸くて安心安全、
北欧スタイル。アルダー材チェスト【幅
85cm】総桐仕様の引き出しは「通し蟻組み」
で組まれ、6mm厚の底板を使用し丈夫で衣
類等を優しく収納します。高さのある脚をつ
けますので、掃除機もお掃除ロボットもラクラ
ク使えます！天板・側板・前板にあたたかみ
のあるアルダー無垢材を使い、昔ながらの
「通し蟻組み」で造形した丈夫なリビング家
具です。アルダー無垢材の美しい木目と角
を丸く仕上げた優しい印象のデザインは、和
室・洋室を問わず様々なタイプの部屋で長く
お使いいただけます。
【提供元】㈱門田木工

300,000
Ｔ－０４２．kumukumu100-4段チェス
ト　クリア色【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　幅1000mm　奥行445mm
高さ897mm
●前板・天板・側板：アルダー無垢材
（20mm）
●引き出し内部：総桐（垣板20mm／
手前板、向板13mm／底板6mm）アリ
組みベタ底構造
●棚下（引き出し上部）：シート貼り
●背面：化粧貼り
●引き手：金属ツマミ
●塗装：ウレタン塗装・環境対応型塗
料F☆☆☆☆
●脚はお客様取り付けです
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約１か月

おうち時間をたのしく。角が丸くて安心安全、
北欧スタイル。アルダー材チェスト【幅
100cm】総桐仕様の引き出しは「通し蟻組
み」で組まれ、6mm厚の底板を使用し丈夫
で衣類等を優しく収納します。高さのある脚
をつけますので、掃除機もお掃除ロボットもラ
クラク使えます！天板・側板・前板にあたた
かみのあるアルダー無垢材を使い、昔なが
らの「通し蟻組み」で造形した丈夫なリビング
家具です。アルダー無垢材の美しい木目と
角を丸く仕上げた優しい印象のデザインは、
和室・洋室を問わず様々なタイプの部屋で
長くお使いいただけます。
【提供元】㈱門田木工

300,000
Ｔ－０４３．kumukumu100-4段チェス
ト　ウォールナット色【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　幅1000mm　奥行445mm
高さ897mm
●前板・天板・側板：アルダー無垢材
（20mm）
●引き出し内部：総桐（垣板20mm／
手前板、向板13mm／底板6mm）アリ
組みベタ底構造
●棚下（引き出し上部）：シート貼り
●背面：化粧貼り
●引き手：金属ツマミ
●塗装：ウレタン塗装・環境対応型塗
料F☆☆☆☆
●脚はお客様取り付けです
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約１か月

おうち時間をたのしく。角が丸くて安心安全、
北欧スタイル。アルダー材チェスト【幅
100cm】総桐仕様の引き出しは「通し蟻組
み」で組まれ、6mm厚の底板を使用し丈夫
で衣類等を優しく収納します。高さのある脚
をつけますので、掃除機もお掃除ロボットもラ
クラク使えます！天板・側板・前板にあたた
かみのあるアルダー無垢材を使い、昔なが
らの「通し蟻組み」で造形した丈夫なリビング
家具です。アルダー無垢材の美しい木目と
角を丸く仕上げた優しい印象のデザインは、
和室・洋室を問わず様々なタイプの部屋で
長くお使いいただけます。
【提供元】㈱門田木工



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

300,000
Ｔ－０４４．kumukumu120-3段チェス
ト　クリア色【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　幅1200mm　奥行445mm
高さ743mm
●前板・天板・側板：アルダー無垢材
（20mm）
●引き出し内部：総桐（垣板20mm／
手前板、向板13mm／底板6mm）アリ
組みベタ底構造
●棚下（引き出し上部）：シート貼り
●背面：化粧貼り
●引き手：金属ツマミ
●塗装：ウレタン塗装・環境対応型塗
料F☆☆☆☆
●脚はお客様取り付けです
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約１か月

おうち時間をたのしく。角が丸くて安心安全、
北欧スタイル。アルダー材チェスト【幅
120cm】総桐仕様の引き出しは「通し蟻組
み」で組まれ、6mm厚の底板を使用し丈夫
で衣類等を優しく収納します。高さのある脚
をつけますので、掃除機もお掃除ロボットもラ
クラク使えます！天板・側板・前板にあたた
かみのあるアルダー無垢材を使い、昔なが
らの「通し蟻組み」で造形した丈夫なリビング
家具です。アルダー無垢材の美しい木目と
角を丸く仕上げた優しい印象のデザインは、
和室・洋室を問わず様々なタイプの部屋で
長くお使いいただけます。
【提供元】㈱門田木工

300,000
Ｔ－０４５．kumukumu120-3段チェス
ト　ウォールナット色【諸富家具】

【内容量】
●サイズ　幅1200mm　奥行445mm
高さ743mm
●前板・天板・側板：アルダー無垢材
（20mm）
●引き出し内部：総桐（垣板20mm／
手前板、向板13mm／底板6mm）アリ
組みベタ底構造
●棚下（引き出し上部）：シート貼り
●背面：化粧貼り
●引き手：金属ツマミ
●塗装：ウレタン塗装・環境対応型塗
料F☆☆☆☆
●脚はお客様取り付けです
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約１か月

おうち時間をたのしく。角が丸くて安心安全、
北欧スタイル。アルダー材チェスト【幅
120cm】総桐仕様の引き出しは「通し蟻組
み」で組まれ、6mm厚の底板を使用し丈夫
で衣類等を優しく収納します。高さのある脚
をつけますので、掃除機もお掃除ロボットもラ
クラク使えます！天板・側板・前板にあたた
かみのあるアルダー無垢材を使い、昔なが
らの「通し蟻組み」で造形した丈夫なリビング
家具です。アルダー無垢材の美しい木目と
角を丸く仕上げた優しい印象のデザインは、
和室・洋室を問わず様々なタイプの部屋で
長くお使いいただけます。
【提供元】㈱門田木工

300,000
Ｔ－０４６．手織鍋島緞通　蟹牡丹中
心柄　灰地

【内容量】
50×50㎝、毛足3㎝、1枚
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約４～５ヶ
月

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島
緞通の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の
包み込みような優しい肌触りをお楽しみくだ
さい。

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抜き取った、100%木
綿素材の手織製法によって作られたお座布
団です。
毛足が長く、そのふかふかの感触をお楽し
みください。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家

300,000
Ｔ－０４７．ルーシュ　45ディスプレイ
キャビネット　WN　【諸富家具】

【内容量】
1台　W450*D300*H1400
オイル塗装
【受付期間】無し
【配送方法】通年
【発送時期】W510*D360*H1460

佐賀市諸富町の自社工場にて製作している
CLASSEブランドです。
ウォルナット無垢材をフレームに使用した
ディスプレイキャビネットです。全方位から、
お気に入りのコレクションを眺める事ができま
す。左右両サイドから、物の出し入れが可能
です。
※諸富家具は「佐賀県指定伝統的地場産
品」指定。
【提供元】レグナテック（株）

300,000
Ｔ－０４８．タボーロ　90ローテーブル
WN　【諸富家具】

【内容量】
1台　φ900*H350/93
ウレタン塗装
※テーブルのみのお届け。椅子は付
属しません。
【受付期間】無し
【配送方法】通年
【発送時期】W960*D960*T150

佐賀市諸富町の自社工場にて製作している
CLASSEブランドです。
ウォルナット無垢材のみを使用した、「折れ
脚」テーブルです。横方向に材を集成した脚
のデザインが特徴的。折れ脚ですので、使
わない時はコンパクトに収納できます。
※諸富家具は「佐賀県指定伝統的地場産
品」指定。
【提供元】レグナテック（株）

300,000
Ｔ－０４９．タボーロ　100ローテーブ
ル　WN　【諸富家具】

【内容量】
1台　φ1000*H350/93
ウレタン塗装
※テーブルのみのお届け。椅子は付
属しません。
【受付期間】無し
【配送方法】通年
【発送時期】W1060*D960*T150

佐賀市諸富町の自社工場にて製作している
CLASSEブランドです。
ウォルナット無垢材のみを使用した、「折れ
脚」テーブルです。横方向に材を集成した脚
のデザインが特徴的。折れ脚ですので、使
わない時はコンパクトに収納できます。
※諸富家具は「佐賀県指定伝統的地場産
品」指定。
【提供元】レグナテック（株）



寄附金額 内容量等 説明

400,000 Ｕ－００３．ＰＯＳＡ　Ｈｉ【諸富家具】

【内容量】
椅子１脚（サイズはS、M、Lからお選びいただ
けます。備考欄にご記入ください）
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約1か月

長時間背筋の伸びた良い姿勢で座って、本を読んだ
り、テレビを見たりする椅子。サイズの選択、背もたれ
の張りの調整で自分の一番よい姿勢で座ってくださ
い。
※諸富家具は「佐賀県指定伝統的地場産品」指定。
【提供元】平田椅子製作所

400,000
Ｕ－００５．遊覧飛行　３名様分（約８
０分）

【内容】
遊覧飛行
【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。＜
ルート＞佐賀空港 → 三重津海軍所跡 →昇開橋 →
吉野ヶ里遺跡 →佐賀城 → 唐津城 → 呼子大橋 →
七ツ釜 → 虹の松原 → 佐賀空港
【提供元】エス･ジー･シー佐賀航空（株）

400,000
Ｕ－００６．遊覧飛行バードアイ３名様
分（約４５分）

【内容量】
遊覧飛行
【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。 ＜
ルート＞佐賀空港 → 海苔棚 → ｼﾁﾒﾝ草（11月の
み）  → 白木地区棚田 → 佐賀城 → 吉野ヶ里遺跡
→ 九年庵 → 昇開橋 → 三重津海軍所跡 → 佐賀
空港
【提供元】エス･ジー･シー佐賀航空（株）

400,000
Ｕ－００７．恵比須御朱印巡り　恵比
須その数日本一

【内容量】
御朱印帳を持って、恵比須さんを祀る神社を
巡るご利益たっぷりのプランです。１組２名。１
泊２日（朝昼食付き）案内ガイド付
【受付期間】通年（年末年始除く）
【発送時期】入金確認後、ご希望を伺います

佐賀の神社には、古くから伝わる恵比須さん、地域か
らお預かりされた恵比須産など祀られています。恵比
須像を祀る神社１４社を、えびす宮総本社から特別に
譲り受けた御朱印帳を持って、案内ガイドと一緒に巡り
ます。
【提供元】（一社）佐賀市観光協会

400,000
Ｕ－００９．ST40a【12回定期便】精
米したて　さがびより計240kg

【内容量】
さがびより白米（5kg×4袋）×１２回
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、入金確認月もしくは
その翌月より1回目をお届けいたします。11月
～1月お申込みの場合、1回目のお届けを
2~3ヶ月お待ちいただく場合がございます。全
12回の定期便でお届けします。

さがびよりは近年変動しやすくなった高温な夏場に対
応するため、佐賀県農業試験研究センターが10年も
の歳月をかけて作り上げました。佐賀が自信をもって
オススメするさがびより。口に入れた瞬間口いっぱいに
甘みが広がります！冷めてもおいしいため、お弁当に
もピッタリです。まずはシンプルに白米だけで食べてみ
てください。本当においしいお米だと実感できます！さ
がんもんが作り上げた努力の賜物を是非ご賞味下さ
い！
当店では、お米マイスターでもある店主自らお米を厳
選しています！
ご注文をいただいてから精米し即日発送しています。
お米が届いてすぐ、精米したての絶品のお米をご堪能
いただけます！
【提供元】（株）スチームシップサガ

400,000
Ｕ－０１０．【全12回定期便】佐賀牛
6.3kgコース(2～3人分)

【内容量】
1月　佐賀牛ロースしゃぶ	500ｇ×1
2月　佐賀牛サーロインステーキ	200ｇ×2
3月　佐賀牛ロースすき焼き	500ｇ×1
4月　佐賀牛ローストビーフ	500ｇ×1
5月　佐賀牛ハンバーグ	150ｇ×5
6月　佐賀牛サーロインステーキ	200ｇ×2
7月　佐賀牛ロース焼肉用	500ｇ×1
8月　佐賀牛ヒレサイコロステーキ250ｇ×2
9月　佐賀牛ハンバーグ	150ｇ×5
10月　佐賀牛ローストビーフ	500ｇ×1
11月　佐賀牛ロースしゃぶ	500ｇ×1
12月　佐賀牛ロースすき焼き	500ｇ×1
【受付期間】通年【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約２週間後から発
送開始

定期便【全12回】(合計6.3kg)です。
JA認定　ブランド牛【佐賀牛】を毎月お送り致します。
【佐賀牛】はＪＡグループ佐賀管内の肥育農家、農場
で飼育された「黒毛和種」の中から、最高品質“5等級
（5区分）及び、4等級の脂肪交雑（BMS・霜降り）-No7
以上”の厳しい品質をクリアした最高級黒毛和牛で
す。
この格付基準の高さは、全国に約150以上もある黒毛
和種ブランド牛（銘柄牛）の中でも最上位クラスです。
また、この高いハードルを越えられなかったものは「佐
賀産和牛」と分けてブランド化しています。
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。
佐賀県内の【佐賀牛取扱指店】認定の老舗精肉店か
ら冷凍便にて毎月発送をいたします。
500g以下でトレイに盛り付けパックをいたしますので、
用途に合わせて解凍しお召し上がりください。
【提供元】三重津みやげホスムスカモス

400,000
Ｕ－０１２．ヴィルト170TVスタンド
WN【諸富家具】

【内容量】
1本　W1700*D440*H437
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSE
ブランドの製品です。
北欧風のデザインが人気のTVスタンドです。ガラスに
突板を貼り込んでおり、扉を閉じたままでもAV機器を
操作することができます。
【提供元】レグナテック㈱

400,000
Ｕ－０１３．クォータ80キャビネット２D
WN【諸富家具】

【内容量】
1本　W800*D310*H1880
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2ヶ月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSE
ブランドの製品です。
壁面をディスプレイスペースに変えるフリーキャビネット
です。奥行きが浅めで、書棚としてご利用いただいた
場合も収納量がたっぷりあります。
【提供元】レグナテック㈱

お礼の品



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

400,000
Ｕ－０１４．クォータ80キャビネット３D
WN【諸富家具】

【内容量】
1本　W800*D310*H1880
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2ヶ月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSE
ブランドの製品です。
壁面をディスプレイスペースに変えるフリーキャビネット
です。奥行きが浅めで、書棚としてご利用いただいた
場合も収納量がたっぷりあります。
【提供元】レグナテック㈱

400,000
Ｕ－０１５．グロッセ160TVスタンド
WN【諸富家具】

【内容量】
1本　W1600*D467*H350
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSE
ブランドの製品です。
ウォルナット無垢材の魅力がまっすぐに伝わる重厚な
スタイルのテレビボードです。前板だけでなく天板にも
無垢材を使用した贅沢な造りが、リビングに上質さをも
たらします。
【提供元】レグナテック㈱

400,000
Ｕ－０１６．グロッセ160TVスタンド
WNスリム【諸富家具】

【内容量】
1本  W1600*D367*H350
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSE
ブランドの商品です。
ウォルナット無垢材の魅力がまっすぐに伝わる重厚な
スタイルのテレビボードです。前板だけでなく天板にも
無垢材を使用した贅沢な造りが、リビングに上質さをも
たらします。
通常サイズよりも10cmスリムに設計しておりますので、
リビングを広くお使い頂けます。
【提供元】レグナテック㈱

400,000
Ｕ－０１７．グロッセ160TVスタンド
Oak【諸富家具】

【内容量】
1本　W1600*D467*H350
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSE
ブランドの製品です。
オーク無垢材の魅力がまっすぐに伝わる重厚なスタイ
ルのテレビボードです。前板だけでなく天板にも無垢材
を使用した贅沢な造りが、リビングに上質さをもたらしま
す。
【提供元】レグナテック㈱

400,000
Ｕ－０１８．グロッセ180TVスタンド
Oak【諸富家具】

【内容量】
1本　W1800*D467*H350
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSE
ブランドの製品です。
オーク無垢材の魅力がまっすぐに伝わる重厚なスタイ
ルのテレビボードです。前板だけでなく天板にも無垢材
を使用した贅沢な造りが、リビングに上質さをもたらしま
す。
【提供元】レグナテック㈱

400,000
Ｕ－０１９．スピッコ80コンソール　MIX
【諸富家具】

【内容量】
1本  W809*D326*H850
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSE
ブランドの製品です。
置いた空間を華やかにしてくれる、そんな存在感のあ
るコンソールテーブルです。前板は無垢材をランダム
に組み合わせています。
【提供元】レグナテック㈱

400,000
Ｕ－０２０．スピッコ120コンソール
MIX【諸富家具】

【内容量】
1本  W1200*D326*H850
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSE
ブランドの製品です。
置いた空間を華やかにしてくれる、そんな存在感のあ
るコンソールテーブルです。前板は無垢材をランダム
に組み合わせています。
【提供元】レグナテック㈱

400,000
Ｕ－０２１．セルカ200TVスタンド　WN
【諸富家具】

【内容量】
1本  W2000*D465*H364
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSE
ブランドの製品です。
直線的な木材のラインが美しいTVスタンド。フラップ扉
はスリット加工を施しておりますので、戸を閉めた状態
でリモコン操作が可能です。
【提供元】レグナテック㈱

400,000
Ｕ－０２２．セルカ200TVスタンド
Oak【諸富家具】

【内容量】
1本  W2000*D465*H364
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSE
ブランドの製品です。
直線的な木材のラインが美しいTVスタンド。フラップ扉
はスリット加工を施しておりますので、戸を閉めた状態
でリモコン操作が可能です。
【提供元】レグナテック㈱

400,000
Ｕ－０２３．ノステラ80ドロワー　WN【諸
富家具】

【内容量】
1本  W800*D350*H947
【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

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSE
ブランドの製品です。
上段は小物を分けやすいようになっています。下段の
2段は、1段で1杯の引き出しになっており、大きなもの
や衣類の収納にも大変便利です。
【提供元】レグナテック㈱



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

400,000
Ｕ－０２４．新鍋島緞通　蟹牡丹中心
柄縁雷文　灰地

【内容量】
70×70㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の伝
統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込みよ
うな優しい肌触りをお楽しみください。
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抜き取り、魔除けである雷文柄で
縁どった、100%木綿素材の御前座布団です。
御仏前はもちろん、お座布団としてもご活用ください。
※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

400,000
Ｕ－０２５．新鍋島緞通　花菱龍唐草
中心柄縁まんじ文　玉子地

【内容量】
70×70㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の伝
統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込みよ
うな優しい肌触りをお楽しみください。
鍋島緞通を代表する古典柄の一つで、白地に藍の花
菱文様映える美しいデザインです。
御仏前はもちろん、お座布団としてもご活用ください。
※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

400,000
Ｕ－０２６．新鍋島緞通　蟹牡丹縁雷
文　灰地

【内容量】
60×90㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の伝
統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込みよ
うな優しい肌触りをお楽しみください。
鍋島緞通を代表する図案です。
百花の王「牡丹」の花を、蟹がはさみを振り上げた姿に
見立て、富裕と家内安泰を表す独特の文様です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物として
お使いいただけます。
※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

400,000
Ｕ－０２７．新鍋島緞通　唐草花文縁
雷文　淡灰地

【内容量】
60×90㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の伝
統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込みよ
うな優しい肌触りをお楽しみください。
佐賀藩主、鍋島家の家紋である杏葉文を緞通の文様
として見事に表現しています。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物として
お使いいただけます。
※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

400,000
Ｕ－０２８．新鍋島緞通　花菱龍唐草
縁まんじ文　玉子地

【内容量】
60×90㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の伝
統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込みよ
うな優しい肌触りをお楽しみください。
鍋島緞通を代表する古典柄の一つで、白地に藍の花
菱、唐草の文様が映える、美しいデザインです。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物として
お使いいただけます。
※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

400,000
Ｕ－０２９．新鍋島緞通　牡丹花菱文
縁雷文　黄支子地

【内容量】
60×90㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の伝
統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込みよ
うな優しい肌触りをお楽しみください。
鍋島緞通を代表する古典柄の一つです。
黄色の地糸に牡丹が華やかに描かれた色鮮やかな図
案です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物として
お使いいただけます。
※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

400,000
Ｕ－０３０．新鍋島緞通　向い蟹　淡
灰地

【内容量】
60×90㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の伝
統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込みよ
うな優しい肌触りをお楽しみください。
温かみのある白地に繊細な牡丹や蔓が描かれた美し
い一枚です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物として
お使いいただけます。
※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

400,000
Ｕ－０３１．新鍋島緞通　連牡丹　灰
地緑

【内容量】
60×90㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の伝
統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込みよ
うな優しい肌触りをお楽しみください。
牡丹の花を斬新に描いたモダンな一枚です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物として
お使いいただけます。
※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



寄附金額 内容量等 説明

500,000
Ｖ－００２．【全３回定期便】佐賀牛ヒ
レステーキ

【内容量】定期便3回
（佐賀牛ヒレステーキ180g×6枚）×３回
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、入金確認月もしくはその翌月
より1回目をお届けいたします。11月～1月お申込みの場
合、1回目のお届けを2~3ヶ月お待ちいただく場合がござ
います。全3回の定期便でお届けします。

目利きの老舗精肉店が厳選。牛１頭からわずか３％
程度しかとれない希少部位 「極上ヒレステーキ」を真
空パックでお届け。”佐賀牛”とは世界最高峰の国産
黒毛和牛の中でも肉質5等級および4等級、BMS No.7
以上の品質のものだけで選ばれた特別なお肉。
【提供元】（株）スチームシップサガ

500,000 Ｖ－００７．サンキュー恵比須巡り

【内容量】
８３０体以上ある佐賀の恵比須さんの中からお勧めの３９
体を恵比須ガイドがご案内。１組２名。2泊３日（朝昼食
付き）
【受付期間】通年（年末年始除く）
【発送時期】入金確認後、ご希望を伺います

佐賀のまちには、様々な恵比須さんが、民家の角や観
光地の入口に鎮座されています。ユニークな姿の恵
比須さんやご利益いっぱいと言われている恵比須さん
を案内ガイドと一緒に巡ります。
【提供元】（一社）佐賀市観光協会

500,000
Ｖ－００８．【定期便６回】佐賀牛ロー
スすき焼き肉

【内容量】定期便6回
特選すき焼き肉2kg×６回
【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

甘くてこくのある美味さは、佐賀特有の穏やかな気候と
美味しい水、澄み切った空気、さらに子牛のうちから特
別の愛情と、熟練した飼育技術をもって、ストレスがか
からないように、えさの配合からやり方などきめ細やか
な気配りのたまものです。
【提供元】丸福精肉店

500,000
Ｖ－０１０．木のスピーカーと真空管ア
ンプセット

【内容量】
スピーカー×２個、真空管アンプ１個、スピーカーケーブ
ル１式
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１ヶ月

無垢の木で作ったスピーカーと前面のパネルに無垢の
木を使った真空管アンプのセットです。スマートフォン
や携帯音楽プレーヤーを接続するだけで素敵な音楽
空間が生まれます。真空管アンプと木製のスピーカー
によってデジタルの音源が暖かい音に変わります。
【提供元】㈱飛鳥工房

500,000

Ｖ－０１１．音声で自分の人生を語る
「自分史ラジオ」

注意事項
・公共放送として相応しくないと判断し
た場合は、放送できません。(寄付の
返金はできません。)
・えびすＦＭのスタジオでの収録を希
望される場合の交通費等は、個人負
担となります。

【内容量】
ラジオ番組３０分
【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

えびすＦＭの人気パーソナリティがインタビューし、あな
たの人生を音声で綴ります。30分の番組1本を制作
し、放送します。
例えば、佐賀市出身者ご自身のヒストリーを音声で綴
り、地元への想いを含め自分史ラジオで記録を残すこ
とができます。また、家族や友人に、自分史ラジオ（番
組）を配布することで、故郷への思いを共有できます。
（放送を希望されない場合は申し出ください。）
政治宗教を除く内容であれば、個人や企業のＰＲ、イ
ベントの告知などができます。
入金確認後、２週間前後でメールまたはお電話にて
連絡差し上げます。番組制作に約２ヶ月、放送後、収
録したＣＤを送付いたします。
【提供元】㈱コミュニティジャーナル

500,000
Ｖ－０１３．SG50b 佐賀牛ロースス
テーキ200g×３８枚

【内容量】
佐賀牛ロースステーキ200g×38枚
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約１ヶ月
※11月～1月お申込み分は2～3ヶ月程度お時間をいた
だく場合がございます

佐賀牛ロースステーキ200gを３８枚お届けします。
”佐賀牛”とは世界最高峰の国産黒毛和牛の中でも
トップクラスで、肉質5等級および4等級、BMS No.7以
上の品質のものだけで選ばれた特別なお肉です。“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。
佐賀の肥沃な大地と良質な水をはじめとする恵まれた
自然環境のもと、大切に育てられています。大人気の
佐賀牛を是非この機会にご賞味ください。
【提供元】（株）スチームシップサガ

500,000
Ｖ－０１４．鍋島緞通【手織り】蟹牡丹
文　花あさぎ

【内容量】
サイズ：50×80㎝ 毛足の長さ：15㎜
【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ヶ月

江戸時代に佐賀で生まれ、今なお一目一目の結びを
繰り返して織り上げる鍋島緞通。日々の暮らしの中で、
足元から手織りの温もりと佐賀の歴史を感じてくださ
い。 こちらは、元となる一畳の献上柄を現代の暮らし
に合わせて小ぶりなサイズにリデザインしています。クラ
シックブルーを基調にまとめた、落ち着きと華やかさを
併せ持つ一枚です。
【提供元】㈱織ものがたり

500,000
Ｖ－０１５．鍋島緞通【手織り】蟹牡丹
文　淡黄

【内容量】
サイズ：50×80㎝ 毛足の長さ：18㎜
【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ヶ月

江戸時代に佐賀で生まれ、今なお一目一目の結びを
繰り返して織り上げる鍋島緞通。日々の暮らしの中で、
足元から手織りの温もりと佐賀の歴史を感じてくださ
い。 こちらは、元となる一畳の伝統柄を現代の暮らし
に合わせて小ぶりなサイズにリデザインしています。昭
和初期に織られた緞通の配色パターンを使用した、華
やかな一枚です。
【提供元】㈱織ものがたり

500,000
Ｖ－０１６．鍋島緞通【手織り】蟹牡丹
文　淡茶

【内容量】
サイズ：50×80㎝ 毛足の長さ：18㎜
【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ヶ月

江戸時代に佐賀で生まれ、今なお一目一目の結びを
繰り返して織り上げる鍋島緞通。日々の暮らしの中で、
足元から手織りの温もりと佐賀の歴史を感じてくださ
い。 こちらは、元となる一畳の伝統柄を現代の暮らし
に合わせて小ぶりなサイズにリデザインしています。新
たな配色を施し、マンションのお玄関等におすすめの
華やかな一枚です。
【提供元】㈱織ものがたり

お礼の品



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

500,000
Ｖ－０１７．【全12回定期便】佐賀牛
9.7kgコース(3～6人分)

【内容量】
1月　佐賀牛ロースしゃぶ	500ｇ×2
2月　佐賀牛サーロインステーキ	200ｇ×3
3月　佐賀牛ロースすき焼き	500ｇ×2
4月　佐賀牛ローストビーフ	500ｇ×2
5月　佐賀牛ハンバーグ	150ｇ×5
6月　佐賀牛サーロインステーキ	200ｇ×3
7月　佐賀牛ロース焼肉用	500ｇ×1
8月　佐賀牛ヒレサイコロステーキ250ｇ×2
9月　佐賀牛ハンバーグ	150ｇ×5
10月　佐賀牛ローストビーフ	500ｇ×2
11月　佐賀牛ロースしゃぶ	500ｇ×2
12月　佐賀牛ロースすき焼き	500ｇ×2
【受付期間】通年【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約２週間後から発送開始

定期便【全12回】(合計9.7kg)です。
JA認定　ブランド牛【佐賀牛】を毎月お送り致します。
【佐賀牛】はＪＡグループ佐賀管内の肥育農家、農場
で飼育された「黒毛和種」の中から、最高品質“5等級
（5区分）及び、4等級の脂肪交雑（BMS・霜降り）-No7
以上”の厳しい品質をクリアした最高級黒毛和牛で
す。
この格付基準の高さは、全国に約150以上もある黒毛
和種ブランド牛（銘柄牛）の中でも最上位クラスです。
また、この高いハードルを越えられなかったものは「佐
賀産和牛」と分けてブランド化しています。
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。
佐賀県内の【佐賀牛取扱指店】認定の老舗精肉店か
ら冷凍便にて毎月発送をいたします。
500g以下でトレイに盛り付けパックをいたしますので、
用途に合わせて解凍しお召し上がりください。
【提供元】三重津みやげホスムスカモス

500,000
Ｖ－０２０．グロッセ180TVスタンド
WN【諸富家具】

【内容量】
1本　W1800*D467*H350
【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

ウォルナット無垢材の魅力がまっすぐに伝わる重厚な
スタイルのテレビボードです。前板だけでなく天板にも
無垢材を使用した贅沢な造りが、リビングに上質さをも
たらします。
【提供元】レグナテック㈱

500,000
Ｖ－０２１．グロッセ200TVスタンド
WN【諸富家具】

【内容量】
1本　W2000*D467*H350
【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

ウォルナット無垢材の魅力がまっすぐに伝わる重厚な
スタイルのテレビボードです。前板だけでなく天板にも
無垢材を使用した贅沢な造りが、リビングに上質さをも
たらします。
【提供元】レグナテック㈱

500,000
Ｖ－０２２．グロッセ180TVスタンド
WNスリム【諸富家具】

【内容量】
1本  W1800*D367*H350
【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

ウォルナット無垢材の魅力がまっすぐに伝わる重厚な
スタイルのテレビボードです。前板だけでなく天板にも
無垢材を使用した贅沢な造りが、リビングに上質さをも
たらします。
通常サイズよりも10cmスリムに設計しておりますので、
リビングを広くお使い頂けます。
【提供元】レグナテック㈱

500,000
Ｖ－０２３．グロッセ200TVスタンド
WNスリム【諸富家具】

【内容量】
1本  W2000*D367*H350
【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

ウォルナット無垢材の魅力がまっすぐに伝わる重厚な
スタイルのテレビボードです。前板だけでなく天板にも
無垢材を使用した贅沢な造りが、リビングに上質さをも
たらします。
通常サイズよりも10cmスリムに設計しておりますので、
リビングを広くお使い頂けます。
【提供元】レグナテック㈱

500,000
Ｖ－０２４．グロッセ200TVスタンド
Oak【諸富家具】

【内容量】
1本　W2000*D467*H350
【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

オーク無垢材の魅力がまっすぐに伝わる重厚なスタイ
ルのテレビボードです。前板だけでなく天板にも無垢材
を使用した贅沢な造りが、リビングに上質さをもたらしま
す。
【提供元】レグナテック㈱

500,000
Ｖ－０２５．ノステラ140ドロワー　WN
【諸富家具】

【内容量】
1本  W1400*D350*H846
【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

上段は小物を分けやすいようになっています。下段の
2段は、2コマで1杯の引き出しになっており、大きなも
のや衣類の収納にも大変便利です。
【提供元】レグナテック㈱

500,000
Ｖ－０２６．新鍋島緞通　蟹牡丹縁二
重雷文　灰地青

【内容量】
70×120㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の伝
統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込みよ
うな優しい肌触りをお楽しみください。
鍋島緞通を代表する図案です。
百花の王「牡丹」の花を、蟹がはさみを振り上げた姿に
見立て、富裕と家内安泰を表す独特の文様です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物として
お使いいただけます。
※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

500,000
Ｖ－０２７．新鍋島緞通　唐草花文縁
二重雷文　淡灰地

【内容量】
70×120㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の伝
統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込みよ
うな優しい肌触りをお楽しみください。
佐賀藩主、鍋島家の家紋である杏葉文を緞通の文様
として見事に表現しています。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物として
お使いいただけます。
※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

500,000
Ｖ－０２８．新鍋島緞通　花菱龍唐草
縁まんじ文　玉子地

【内容量】
70×120㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の伝
統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込みよ
うな優しい肌触りをお楽しみください。
鍋島緞通を代表する古典柄の一つで、白地に藍の花
菱、唐草の文様が映える、美しいデザインです。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物として
お使いいただけます。
※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



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

500,000
Ｖ－０２９．新鍋島緞通　牡丹花菱文
縁雷文　黄支子地

【内容量】
70×120㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の伝
統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込みよ
うな優しい肌触りをお楽しみください。
鍋島緞通を代表する古典柄の一つです。
黄色の地糸に牡丹が華やかに描かれた色鮮やかな図
案です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物として
お使いいただけます。
※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

500,000
Ｖ－０３０．新鍋島緞通　蟹牡丹縁二
重雷文　黄支子地

【内容量】
70×120㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の伝
統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込みよ
うな優しい肌触りをお楽しみください。
鍋島緞通を代表する図案です。
百花の王「牡丹」の花を、蟹がはさみを振り上げた姿に
見立て、富裕と家内安泰を表す独特の文様です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物として
お使いいただけます。
※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

500,000
Ｖ－０３１．新鍋島緞通　兜唐花縁雷
文　中藍地灰地茶

【内容量】
70×120㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の伝
統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込みよ
うな優しい肌触りをお楽しみください。
薄い灰色の地色に藍のコントラストが映える洗練された
柄行です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物として
お使いいただけます。
※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

500,000
Ｖ－０３２．新鍋島緞通　蔓牡丹唐草
縁まんじ文　うぐいす地

【内容量】
70×120㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の伝
統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込みよ
うな優しい肌触りをお楽しみください。
新緑を思わせる地色に牡丹、蔓が描かれた古典柄の
一枚です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物として
お使いいただけます。
※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

500,000
Ｖ－０３３．新鍋島緞通　向い蟹　淡
灰地

【内容量】
70×120㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の伝
統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込みよ
うな優しい肌触りをお楽しみください。
温かみのある白地に繊細な牡丹や蔓が描かれた美し
い一枚です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物として
お使いいただけます。
※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

500,000
Ｖ－０３４．新鍋島緞通　牡丹唐草縁
雷文　灰地黄

【内容量】
70×120㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の伝
統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込みよ
うな優しい肌触りをお楽しみください。
黄色をベースに暖色系でまとめあげられた古典柄の一
枚です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物として
お使いいただけます。
※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

500,000
Ｖ－０３５．新鍋島緞通　亀甲花菱
鼠地

【内容量】
70×120㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の伝
統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込みよ
うな優しい肌触りをお楽しみください。
珍しい総柄で、緻密に描かれた花菱が美しい一枚で
す。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物として
お使いいただけます。
※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

500,000
Ｖ－０３６．新鍋島緞通　蟹牡丹縁二
重雷文　紺三色浅葱地

【内容量】
70×120㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の伝
統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込みよ
うな優しい肌触りをお楽しみください。
鍋島緞通を代表する図案です。
百花の王「牡丹」の花を、蟹がはさみを振り上げた姿に
見立て、富裕と家内安泰を表す独特の文様です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物として
お使いいただけます。
※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



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

500,000
Ｖ－０３７．最高級7-7.5mmアコヤ真
珠ネックレスセット

【内容量】7.0-7.5mmラウンド系アコヤ真珠ネックレスセッ
ト
【詳細】真珠の種類：アコヤ本真珠（佐賀県産、市内加
工）真珠の色：ホワイト系　真珠のサイズ：約7.0-7.5mm
真珠の形状：ラウンド系　真珠の品質：照り艶-良好、小
傷-特になし　ネックレスの長さ：約42ｃｍ（クラスプ含む）
クラスプの：ＳＶ（シルバー）　※ロジウムメッキ加工　ワン
プッシュタイプ　※クラスプのデザインは画像と異なる場
合がございます。　イヤリング金具素材：K14WG ネジば
ね式　ピアス金具素材：K14WG シリコンキャッチ　※ピア
スをお選びの際は、備考欄に「ピアス希望」とご入力下さ
い。ご記載が無い場合、イヤリングになります。
附属品：鑑別鑑定書　保証書　ケース　お手入れクロス
【受付期間】通年【配送方法】常温【発送時期】入金確認
後、通常1か月前後。但し、年末年始・お盆GWなどの長
期休暇前後のお申し込みの場合は遅くなることがありま
す。年末年始は特に２、３か月程遅くなる場合がございま
す為、お届け時期のお約束は致しかねます。準備でき次
第のお届けになります。

個性ある真珠の中から、ラウンドで同じ色合いや照り艶
の良い真珠を選別、厳選し、ネックレスと耳飾りのセット
をお作りしました。
【１セットは持っておきたいマストジュエリー】
冠婚葬祭はもちろん、最近はカジュアルにもフォーマル
にもお洒落にお使いいただけるネックレスセットです。
アコヤ真珠の中の高級クラス品質を使用し、使いやす
い４２ｃｍ程の長さでネックレスをお作りします。また、こ
ちらは同じ照り艶と色合いの同品質のイヤリングまたは
ピアスをセットに。結婚式やお祝いの席、法事などの冠
婚葬祭はもちろんのこと、カジュアルスタイルから、ブラ
ウス・シャツ・ジャケット、ワンピースやドレスなど、幅広く
コーディネートを楽しむことができます。

※画像は参考です。
【提供元】株式会社美穂野

500,000
Ｖ－０３８．【定期便５回】佐賀牛3種
ステーキ限定食べ比べ

【内容量】
ステーキ３種セットを５か月毎月お届け
ひれステーキ120ｇ×2
ロースステーキ340ｇ
ランプステーキ440g
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1～2カ月

肥沃な大地で育った上質な赤肉『佐賀牛』のひれ、
ロース、ランプのステーキを贅沢にお届け。佐賀牛の
中でも上質の部位を味わってみたい！そんな要望に
お応えしロースステーキ・ランプステーキ・ひれのス
テーキに限定し3種をセットにしてお届けします。3種の
佐賀牛を5回堪能できるコースです。
【提供元】株式会社INDIGO



寄附金額 内容量等 説明

800,000
Ｗ－００９．鍋島緞通【手織り】牡丹文
花十字文様

【内容量】
サイズ：60×90㎝ 毛足の長さ：18㎜
【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ヶ月

江戸時代に佐賀で生まれ、今なお一目一
目の結びを繰り返して織り上げる鍋島緞
通。日々の暮らしの中で、足元から手織り
の温もりと佐賀の歴史を感じてください。 こ
ちらは当工房のオリジナルデザインでありな
がら、今やラインナップの定番として定着し
ている「花十字」。シンプル且つ重厚な配
色で、品格ある空間を演出する一枚です。
【提供元】㈱織ものがたり

800,000
Ｗ－０１０．鍋島緞通【手織り】蟹牡丹
文　淡黄

【内容量】
サイズ：60×90㎝ 毛足の長さ：18㎜
【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ヶ月

江戸時代に佐賀で生まれ、今なお一目一
目の結びを繰り返して織り上げる鍋島緞
通。日々の暮らしの中で、足元から手織り
の温もりと佐賀の歴史を感じてください。 こ
ちらは、元となる一畳の伝統柄を現代の暮
らしに合わせて小ぶりなサイズにリデザイン
しています。昭和初期に織られた緞通の配
色パターンを使用した、華やかな一枚で
す。
【提供元】㈱織ものがたり

800,000
Ｗ－０１１．鍋島緞通【手織り】蟹牡丹
文　藍三色

【内容量】
サイズ：60×90㎝ 毛足の長さ：18㎜
【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ヶ月

江戸時代に佐賀で生まれ、今なお一目一
目の結びを繰り返して織り上げる鍋島緞
通。日々の暮らしの中で、足元から手織り
の温もりと佐賀の歴史を感じてください。 こ
ちらは、元となる一畳の伝統柄を現代の暮
らしに合わせて小ぶりなサイズにリデザイン
しています。藍色3色のみのシンプルな配
色で落ち着きと安らぎを与える、趣の一枚
です。
【提供元】㈱織ものがたり

800,000
Ｗ－０１２．鍋島緞通【手織り】蔓花菱
に雷文

【内容量】
サイズ：60×90㎝ 毛足の長さ：18㎜
【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ヶ月

江戸時代に佐賀で生まれ、今なお一目一
目の結びを繰り返して織り上げる鍋島緞
通。日々の暮らしの中で、足元から手織り
の温もりと佐賀の歴史を感じてください。 こ
ちらは、爽やかな配色が人気の蔓花菱の
柄を現代の暮らしに合わせて小ぶりなサイ
ズにリデザインしています。明るく且つ精悍
な印象で、和洋を問わずお玄関に最適で
す。
【提供元】㈱織ものがたり

800,000
Ｗ－０１３．鍋島緞通【手織り】和の六
彩

【内容量】
サイズ：60×90㎝ 毛足の長さ：12㎜
【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ヶ月

江戸時代に佐賀で生まれ、今なお一目一
目の結びを繰り返して織り上げる鍋島緞
通。日々の暮らしの中で、足元から手織り
の温もりと佐賀の歴史を感じてください。 こ
ちらは当工房のオリジナルデザインで、日
本の代表的な伝統文様を取り入れた新感
覚の鍋島緞通です。クラシックブルーでシ
ンプルにまとめ、和モダンの演出にひと役
買ってくれます。
【提供元】㈱織ものがたり

800,000
Ｗ－０１４．手織鍋島緞通　蟹牡丹
中心柄縁雷文　灰地

【内容量】
70×70㎝、毛足3cm、1枚
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約４～５ヶ月

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋
島緞通の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の
包み込みような優しい肌触りをお楽しみくだ
さい。
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抜き取り、魔除けであ
る雷文柄で縁どった、100%木綿素材の手
織製法によって作られた御前座布団で
す。
御仏前はもちろん、お座布団としてもご活
用ください。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家

800,000
Ｗ－０１５．手織鍋島緞通　花菱龍
唐草中心柄縁まんじ文　玉子地

【内容量】
70×70㎝、毛足3cm、1枚
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約４～５ヶ月

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋
島緞通の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の
包み込みような優しい肌触りをお楽しみくだ
さい。
鍋島緞通を代表する古典柄の一つで、白
地に藍の花菱文様映える美しいデザインで
す。
御仏前はもちろん、お座布団としてもご活
用ください。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家

800,000
Ｗ－０１６．手織鍋島緞通　蟹牡丹
縁雷文　灰地

【内容量】
60×90㎝、毛足1,8cm、1枚
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約４～５ヶ月

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋
島緞通の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の
包み込みような優しい肌触りをお楽しみくだ
さい。
鍋島緞通を代表する図案です。
百花の王「牡丹」の花を、蟹がはさみを振り
上げた姿に見立て、富裕と家内安泰を表
す独特の文様です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず
敷物としてお使いいただけます。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家

お礼の品



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

800,000
Ｗ－０１７．手織鍋島緞通　唐草花
文縁雷文　淡灰地

【内容量】
60×90㎝、毛足2cm、1枚
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約４～５ヶ月

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋
島緞通の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の
包み込みような優しい肌触りをお楽しみくだ
さい。
佐賀藩主、鍋島家の家紋である杏葉文を
緞通の文様として見事に表現しています。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず
敷物としてお使いいただけます。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家

800,000
Ｗ－０１８．手織鍋島緞通　花菱龍
唐草縁まんじ文　玉子地

【内容量】
60×90㎝、毛足2cm、1枚
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約４～５ヶ月

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋
島緞通の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の
包み込みような優しい肌触りをお楽しみくだ
さい。
鍋島緞通を代表する古典柄の一つで、白
地に藍の花菱、唐草の文様が映える、美し
いデザインです。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず
敷物としてお使いいただけます。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家

800,000
Ｗ－０２０．【定期便8回】佐賀牛3種
ステーキ限定食べ比べ

【内容量】
ステーキ３種セットを8か月毎月お届け
ひれステーキ120ｇ×2
ロースステーキ340ｇ
ランプステーキ440g
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1～2カ月

肥沃な大地で育った上質な赤肉『佐賀牛』
のひれ、ロース、ランプのステーキを贅沢に
お届け。佐賀牛の中でも上質の部位を味
わってみたい！そんな要望にお応えしロー
スステーキ・ランプステーキ・ひれのステー
キに限定し3種をセットにしてお届けしま
す。3種の佐賀牛を8回堪能できるコース
です。
【提供元】株式会社INDIGO



寄附金額 内容量等 説明

1,000,000
Ｘ－００２．【定期便４回】佐賀牛ヒレ
ステーキ

【内容量】定期便4回
（ヒレステーキ180g×8枚）×4回
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、入金確認
月もしくはその翌月より1回目をお届け
いたします。11月～1月お申込みの
場合、1回目のお届けを2~3ヶ月お待
ちいただく場合がございます。全4回
の定期便でお届けします。

目利きの老舗精肉店が厳選。牛１頭からわずか３％
程度しかとれない希少部位 「極上ヒレステーキ」を真
空パックでお届け。”佐賀牛”とは世界最高峰の国産
黒毛和牛の中でもトップクラスで、肉質5等級および4
等級、BMS No.7以上の品質のものだけで選ばれた特
別なお肉。
【提供元】（株）スチームシップサガ

1,000,000
Ｘ－０１３．１泊２日ふるさと佐賀満喫
プラン

【内容量】
往復航空券かJR往復券ペアチケッ
ト、宿泊代（1泊2日／夕・朝付き）2名
1室利用、専用タクシー、昼食1回、
市内観光施設入場料
【受付期間】通年（年末年始除く）
【発送時期】：入金確認後、ご希望を
伺います

1泊2日でめぐる佐賀市。佐賀市観光協会のスタッフ
が、あなただけの2日間を提案いたします。専用タク
シーで”ゆっつら～と”佐賀をご案内。歴史や文化、温
泉、美味しいお食事等をお楽しみください。
【提供元】（一社）佐賀市観光協会

1,000,000
Ｘ－０１４．【定期便１２回】わくわく佐
賀牛づくし

【内容量】定期便12回
説明欄の内容でお届け
【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

【内容】・しゃぶしゃぶ500ｇ×4・ローストビーフ1.5ｋｇ・
ロースステーキ200ｇ×3・カルビ焼肉500ｇ×3・ハン
バーグ150ｇ×10・ロースブロック500ｇ×2・カルビ焼
肉500ｇ×3・ロースステーキ200ｇ×3・ハンバーグ
150ｇ×10・ロースブロック500ｇ×2・すき焼き
500ｇ×4・ローストビーフ1.5ｋｇ
【提供元】やまとフーズ

1,000,000

Ｘ－０１５．あなたのラジオ番組もてま
す！

注意事項
・公共放送として相応しくないと判断
した場合は、放送できません。(寄付
の返金はできません。)
・番組制作費や交通費等は、個人負
担となります。

【内容量】
ラジオ番組１回（５５分以内）
【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

ラジオ番組1本（55分以内）をもつことができます。
例えば、自分でつくった音楽番組や自身がパーソナリ
ティの情報番組、企業のPR、あるいは、NPO番組のサ
ポーターとしてなど、ご相談に応じます。地元佐賀で
活動するＮＰＯや市民団体をラジオ番組の協賛として
応援することで、活動を支援することができます。
入金確認後、２週間前後でメールまたはお電話にて
連絡差し上げます。番組制作に約２ヶ月、放送後、収
録したＣＤを送付いたします。
【提供元】㈱コミュニティジャーナル

1,000,000
Ｘ－０２０．鍋島緞通【手織り】蔓牡丹
唐草文

【内容量】
サイズ：60×120㎝ 毛足の長さ：15
㎜
【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ヶ月

江戸時代に佐賀で生まれ、今なお一目一目の結びを
繰り返して織り上げる鍋島緞通。日々の暮らしの中で、
足元から手織りの温もりと佐賀の歴史を感じてくださ
い。 こちらは代表的な図案の一つ、蔓牡丹唐草の柄
を現代の暮らしに合わせて小ぶりなサイズにリデザイン
しています。縁には紗綾形、色合いは草木染め風の
シックでお洒落な一枚です。
【提供元】㈱織ものがたり

1,000,000
Ｘ－０２１．鍋島緞通【手織り】蔓花菱
に雷文

【内容量】
サイズ：60×120㎝ 毛足の長さ：15
㎜
【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ヶ月

江戸時代に佐賀で生まれ、今なお一目一目の結びを
繰り返して織り上げる鍋島緞通。日々の暮らしの中で、
足元から手織りの温もりと佐賀の歴史を感じてくださ
い。 こちらは、爽やかな配色が人気の蔓花菱の柄を
現代の暮らしに合わせて小ぶりなサイズにリデザインし
ています。明るく且つ精悍な印象で、和洋を問わずお
玄関に最適です。
【提供元】㈱織ものがたり

1,000,000
Ｘ－０２２．【全12回定期便】佐賀牛
15kgコース(5～10人分)

【内容量】
1月　佐賀牛ロースしゃぶ	500ｇ×3
2月　佐賀牛サーロインステーキ	200ｇ×5
3月　佐賀牛ロースすき焼き	500ｇ×3
4月　佐賀牛ローストビーフ	500ｇ×2
5月　佐賀牛ハンバーグ	150ｇ×10
6月　佐賀牛サーロインステーキ	200ｇ×5
7月　佐賀牛ロース焼肉用	500ｇ×2
8月　佐賀牛ヒレサイコロステーキ250ｇ×
4
9月　佐賀牛ハンバーグ	150ｇ×10
10月　佐賀牛ローストビーフ	500ｇ×2
11月　佐賀牛ロースしゃぶ	500ｇ×3
12月　佐賀牛ロースすき焼き	500ｇ×3
【受付期間】通年【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約２週間後
から発送開始

定期便【全12回】(合計15kg)です。
JA認定ブランド牛【佐賀牛】を毎月お送り致します。
【佐賀牛】はＪＡグループ佐賀管内の肥育農家、農場
で飼育された「黒毛和種」の中から、最高品質“5等級
（5区分）及び、4等級の脂肪交雑（BMS・霜降り）-No7
以上”の厳しい品質をクリアした最高級黒毛和牛で
す。この格付基準の高さは、全国に約150以上もある
黒毛和種ブランド牛（銘柄牛）の中でも最上位クラスで
す。
また、この高いハードルを越えられなかったものは「佐
賀産和牛」と分けてブランド化しています。
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。
佐賀県内の【佐賀牛取扱指店】認定の老舗精肉店か
ら冷凍便にて毎月発送をいたします。
500g以下でトレイに盛り付けパックをいたしますので、
用途に合わせて解凍しお召し上がりください。【提供
元】三重津みやげホスムスカモス

1,000,000
Ｘ－０２３．手織鍋島緞通　蟹牡丹縁
二重雷文　灰地

【内容量】
70×120㎝、毛足1,8cm、1枚
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約４～５ヶ
月

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の伝
統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込みよ
うな優しい肌触りをお楽しみください。
鍋島緞通を代表する図案です。
百花の王「牡丹」の花を、蟹がはさみを振り上げた姿に
見立て、富裕と家内安泰を表す独特の文様です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物として
お使いいただけます。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家

お礼の品



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

1,000,000
Ｘ－０２４．手織鍋島緞通　唐草花文
縁二重雷文　淡灰地

【内容量】
70×120㎝、毛足2cm、1枚
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約４～５ヶ
月

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の伝
統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込みよ
うな優しい肌触りをお楽しみください。
佐賀藩主、鍋島家の家紋である杏葉文を緞通の文様
として見事に表現しています。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物として
お使いいただけます。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家

1,000,000
Ｘ－０２５．手織鍋島緞通　花菱龍唐
草縁まんじ文　玉子地

【内容量】
70×120㎝、毛足2cm、1枚
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約４～５ヶ
月

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の伝
統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込みよ
うな優しい肌触りをお楽しみください。
鍋島緞通を代表する古典柄の一つで、白地に藍の花
菱、唐草の文様が映える、美しいデザインです。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物として
お使いいただけます。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家

1,000,000
Ｘ－０２６．手織鍋島緞通　蟹唐草縁
二重雷文　山吹地千歳茶

【内容量】
70×120㎝、毛足3cm、1枚
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約４～５ヶ
月

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の伝
統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込みよ
うな優しい肌触りをお楽しみください。
別名「二つ蟹」とも呼ばれる、古典柄「蟹牡丹」の意匠
の一つです。
鮮やかな色彩をお楽しみください。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物として
お使いいただけます。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家

1,000,000
Ｘ－０２７．手織鍋島緞通　兜唐花紗
綾形地縁雷文　中藍地灰地茶

【内容量】
70×120㎝、毛足1,8cm、1枚
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約４～５ヶ
月

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の伝
統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込みよ
うな優しい肌触りをお楽しみください。
紗綾形の地模様に、藍のコントラストが映える洗練され
た柄行です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物として
お使いいただけます。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家

1,000,000
Ｘ－０２８．手織鍋島緞通　牡丹唐草
七宝縁二重雷文　灰白地墨

【内容量】
70×120㎝、毛足1,8cm、1枚
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約４～５ヶ
月

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の伝
統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込みよ
うな優しい肌触りをお楽しみください。
鍋島家にて江戸時代から使用されていた由緒ある柄
行きで、牡丹を囲む七宝が美しい一枚です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物として
お使いいただけます。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家

1,000,000
Ｘ－０２９．手織鍋島緞通　蟹牡丹文
縁七宝　黄唐茶地

【内容量】
70×120㎝、毛足1,8cm、1枚
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約４～５ヶ
月

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の伝
統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込みよ
うな優しい肌触りをお楽しみください。
伝統の「蟹牡丹」をより繊細に描き、七宝文様の縁取
りが格式高い一枚です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物として
お使いいただけます。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家

1,000,000
Ｘ－０３０．手織鍋島緞通　蟹牡丹文
縁七宝　淡紺地

【内容量】
70×120㎝、毛足1,8cm、1枚
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約４～５ヶ
月

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の伝
統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込みよ
うな優しい肌触りをお楽しみください。
伝統の「蟹牡丹」をより繊細に描き、七宝文様の縁取
りが格式高い一枚です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物として
お使いいただけます。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家

1,000,000
Ｘ－０３１．手織鍋島緞通　蟹牡丹文
縁山形　淡灰地

【内容量】
70×120㎝、毛足1,8cm、1枚
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約４～５ヶ
月

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の伝
統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込みよ
うな優しい肌触りをお楽しみください。
伝統の「蟹牡丹」をより曲線的に繊細に描き、山形の
直線による縁取りとの対比が美しい一枚です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物として
お使いいただけます。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家

1,000,000
Ｘ－０３２．手織鍋島緞通　二対牡丹
文縁二重雷文　群緑地

【内容量】
70×120㎝、毛足1,8cm、1枚
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約４～５ヶ
月

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の伝
統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込みよ
うな優しい肌触りをお楽しみください。
魔除けである剣の文様を含んだ牡丹を対に配置した
重厚感のあるデザインです。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物として
お使いいただけます。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

1,000,000
Ｘ－０３３．手織鍋島緞通　牡丹唐草
縁雷文　灰白地紫

【内容量】
70×120㎝、毛足1,8cm、1枚
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約４～５ヶ
月

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通の伝
統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込みよ
うな優しい肌触りをお楽しみください。
鍋島家にて江戸時代から使用されていた由緒ある柄
行きで、牡丹を囲む七宝が美しい一枚です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物として
お使いいただけます。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家

1,000,000
Ｘ－０３５．【定期便10回】佐賀牛3種
ステーキ限定食べ比べ

【内容量】
ステーキ３種セットを10か月毎月お届
け
ひれステーキ120ｇ×2
ロースステーキ340ｇ
ランプステーキ440g
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1～2カ
月

肥沃な大地で育った上質な牛肉『佐賀牛』のひれ、
ロース、ランプのステーキを贅沢にお届け。佐賀牛の
中でも上質の部位を味わってみたい！そんな要望に
お応えしロースステーキ・ランプステーキ・ひれのス
テーキに限定し3種をセットにしてお届けします。3種の
佐賀牛を9回堪能できるコースです。
【提供元】株式会社INDIGO



寄附金額 内容量等 説明

1,500,000
Ｙ－００７．SM150a 【6回定期便】佐
賀牛ヒレステーキ8枚×6回

【内容量】定期便全６回
佐賀牛ヒレステーキ（180g×8枚）×６
回
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、入金確認月も
しくはその翌月より1回目をお届けいたし
ます。11月～1月お申込みの場合、1回
目のお届けを2~3ヶ月お待ちいただく場
合がございます。全6回の定期便でお届
けします。
※画像はイメージです。実際にお届けす
るのは内容量の通りです。
※ヒレ肉は特に形状や厚みに個体差が
ございます。掲載画像は形状の整ったも
のを使用しております。お届けする商品
にも個体差がございますことを、あらかじ
めご了承ください。

ヒレ肉は、牛１頭からわずか３％程度しかとれな
いとても希少な部位です。
”佐賀牛”とは世界最高峰の国産黒毛和牛の中
でもトップクラスで、肉質5等級および4等級、霜
降りの度合いを示すBMSが12段階中7以上の品
質のものだけで選ばれた特別なお肉です。
生肉の状態のお肉をでカットしてから冷凍してい
ます。そうすることで解凍時のドリップを減らし、旨
みを逃がさないようにしています。また、食べる分
だけ使いやすいように一枚ずつ真空パックでお届
けします。ひと手間かけたこだわりの佐賀牛をぜ
ひお楽しみください。
【提供元】（株）スチームシップサガ

1,500,000
Ｙ－００８．鍋島緞通【手織り】波流花
（はるか）

【内容量】
サイズ：70×140㎝ 毛足の長さ：12㎜
【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ヶ月

江戸時代に佐賀で生まれ、今なお一目一目の
結びを繰り返して織り上げる鍋島緞通。日々の暮
らしの中で、足元から手織りの温もりと佐賀の歴
史を感じてください。 こちらは当工房のオリジナ
ルデザインでラインナップの定番、「波流花（はる
か）」。既定に捉われない総柄のデザインと、短
毛でさらりとした風合いが心地いい、現代の暮らし
に有用な鍋島緞通です。
【提供元】㈱織ものがたり

1,500,000
Ｙ－００９．新鍋島緞通　蟹牡丹縁二
重雷文　灰地

【内容量】
90×180㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通
の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み
込みような優しい肌触りをお楽しみください。
鍋島緞通を代表する図案です。
百花の王「牡丹」の花を、蟹がはさみを振り上げ
た姿に見立て、富裕と家内安泰を表す独特の文
様です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物と
してお使いいただけます。
※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

1,500,000
Ｙ－０１０．新鍋島緞通　花菱龍唐草
縁まんじ文　玉子地

【内容量】
90×180㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通
の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み
込みような優しい肌触りをお楽しみください。
鍋島緞通を代表する古典柄の一つで、白地に藍
の花菱、唐草の文様が映える、美しいデザインで
す。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物と
してお使いいただけます。
※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

1,500,000
Ｙ－０１１．新鍋島緞通　蟹牡丹文縁
七宝　丁字茶地

【内容量】
90×180㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通
の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み
込みような優しい肌触りをお楽しみください。
伝統の「蟹牡丹」をより繊細に描き、七宝文様の
縁取りが格式高い一枚です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物と
してお使いいただけます。
※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

1,500,000
Ｙ－０１２．新鍋島緞通　蟹唐草縁二
重雷文　山吹地千歳茶

【内容量】
90×180㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通
の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み
込みような優しい肌触りをお楽しみください。
別名「二つ蟹」とも呼ばれる、古典柄「蟹牡丹」の
意匠の一つです。
鮮やかな色彩をお楽しみください。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物と
してお使いいただけます。
※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

1,500,000
Ｙ－０１３．手織鍋島緞通　牡丹唐草
七宝縁二重雷文　灰白地墨

【内容量】
90×180㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通
の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み
込みような優しい肌触りをお楽しみください。
鍋島家にて江戸時代から使用されていた由緒あ
る柄行きで、牡丹を囲む七宝が美しい一枚です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物と
してお使いいただけます。
※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

お礼の品



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

1,500,000
Ｙ－０１４．新鍋島緞通　牡丹唐草七
宝縁二重雷文　まつば地白縹

【内容量】
90×180㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通
の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み
込みような優しい肌触りをお楽しみください。
鍋島家にて江戸時代から使用されていた由緒あ
る柄行きで、牡丹を囲む七宝が美しい一枚です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物と
してお使いいただけます。
※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

1,500,000
Ｙ－０１５．新鍋島緞通　蟹牡丹縁二
重雷文　灰地青

【内容量】
90×180㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通
の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み
込みような優しい肌触りをお楽しみください。
鍋島緞通を代表する図案です。
百花の王「牡丹」の花を、蟹がはさみを振り上げ
た姿に見立て、富裕と家内安泰を表す独特の文
様です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物と
してお使いいただけます。
※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

1,500,000
Ｙ－０１６．新鍋島緞通　花杏葉文縁
二重雷文

【内容量】
90×180㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通
の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み
込みような優しい肌触りをお楽しみください。
佐賀藩主、鍋島家の家紋である杏葉文を緞通の
文様として見事に表現しています。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物と
してお使いいただけます。
※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

1,500,000
Ｙ－０１７．新鍋島緞通　蔓牡丹唐草
縁まんじ文

【内容量】
90×180㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通
の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み
込みような優しい肌触りをお楽しみください。
新緑を思わせる地色に牡丹、蔓が描かれた古典
柄の一枚です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物と
してお使いいただけます。
※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

1,500,000
Ｙ－０１８．新鍋島緞通　向い蝶丸文
繋

【内容量】
90×180㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通
の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み
込みような優しい肌触りをお楽しみください。
白地に細やかな文様が映えるモダンな一枚で
す。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物と
してお使いいただけます。
※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

1,500,000
Ｙ－０１９．新鍋島緞通　蟹牡丹縁二
重雷文　茜地鉄紺

【内容量】
90×180㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通
の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み
込みような優しい肌触りをお楽しみください。
鍋島緞通を代表する図案です。
百花の王「牡丹」の花を、蟹がはさみを振り上げ
た姿に見立て、富裕と家内安泰を表す独特の文
様です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物と
してお使いいただけます。
※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

1,500,000
Ｙ－０２０．新鍋島緞通　蟹牡丹中心
菱形　灰地茶

【内容量】
90×180㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通
の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み
込みような優しい肌触りをお楽しみください。
鍋島緞通を代表する図案です。
百花の王「牡丹」の花を、蟹がはさみを振り上げ
た姿に見立て、富裕と家内安泰を表す独特の文
様です。
玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物とし
てお使いいただけます。
※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



寄附金額 内容量等 説明お礼の品

1,500,000
Ｙ－０２１．新鍋島緞通　二対牡丹文
縁二重雷文　群緑地

【内容量】
90×180㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通
の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み
込みような優しい肌触りをお楽しみください。
魔除けである剣の文様を含んだ牡丹を対に配置
した重厚感のあるデザインです。
玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物とし
てお使いいただけます。
※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

1,500,000
Ｙ－０２２．新鍋島緞通　蟹牡丹唐草
縁二重雷文　淡々墨茶地

【内容量】
90×180㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通
の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み
込みような優しい肌触りをお楽しみください。
伝統の「蟹牡丹」柄の一枚です。牡丹をより優雅
に、落着きのある色相で描いたデザインです。
玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物とし
てお使いいただけます。
※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



寄附金額 内容量等 説明

2,000,000 Ｚ－00１．定期便毎月１２回！！

【内容量】　佐賀牛
１月＆６月　ヒレステーキ２Ｋ
２月＆７月　厚切りサーロインステーキ
1.5Ｋ（300ｇ×5枚）
３月＆８月　ローストビーフ1.5Ｋ（６個入り
で）
４月＆１０月　ロースブロック1.5Ｋブロック
５月＆９月　赤身カルビ焼肉1.5Ｋ（500ｇ
×３パック）
１１月　カルビ焼肉（ロース）1.5Ｋ（500ｇ
×３パック）
１２月　しゃぶしゃぶ1.5Ｋ（500ｇ×３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１か月（1回
目のお届け）

ボリュームたっぷりの佐賀牛ヒレ２Ｋや、どこにもな
い1.5Ｋロースブロック等々、贅沢なラインナッ
プ！！
色々な佐賀牛を１年間計12回お届けします。
【提供元】やまとフーズ

2,000,000
Ｚ－０２４．SM200a 【8回定期便】佐
賀牛ヒレステーキ8枚×8回

【内容量】定期便全８回
佐賀牛ヒレステーキ（ 180g×8枚 ）×８
回
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、入金確認月も
しくはその翌月より1回目をお届けいたし
ます。11月～1月お申込みの場合、1回
目のお届けを2~3ヶ月お待ちいただく場
合がございます。全8回の定期便でお届
けします。
※画像はイメージです。実際にお届けす
るのは内容量の通りです。
※ヒレ肉は特に形状や厚みに個体差が
ございます。掲載画像は形状の整ったも
のを使用しております。お届けする商品
にも個体差がございますことを、あらかじ
めご了承ください。

ヒレ肉は、牛１頭からわずか３％程度しかとれな
いとても希少な部位です。一時は品薄状態に
なった大人気のヒレステーキをご用意しました。
ぜひこの機会にご賞味ください。
”佐賀牛”とは世界最高峰の国産黒毛和牛の中
でもトップクラスで、肉質5等級および4等級、霜
降りの度合いを示すBMSが12段階中7以上の品
質のものだけで選ばれた特別なお肉です。
冷凍したお肉をカットするほうがもちろん楽なので
すが、生肉の状態のお肉をでカットしてから冷凍
しています。そうすることで解凍時のドリップを減ら
し、旨みを逃がさないようにしています。お客様に
おいしいお肉をお届けしたという老舗精肉店店主
のこだわりです。
また、食べる分だけ使いやすいように一枚ずつ真
空パックでお届けします。ひと手間かけたこだわり
の佐賀牛をぜひお楽しみください。
【提供元】（株）スチームシップサガ

2,000,000
Ｚ－０２５．鍋島緞通【手織り】波流花
（はるか）

【内容量】
サイズ：80×160㎝ 毛足の長さ：12㎜
【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ヶ月

江戸時代に佐賀で生まれ、今なお一目一目の
結びを繰り返して織り上げる鍋島緞通。日々の暮
らしの中で、足元から手織りの温もりと佐賀の歴
史を感じてください。 こちらは当工房のオリジナ
ルデザインでラインナップの定番、「波流花（はる
か）」。既定に捉われない総柄のデザインと、短
毛でさらりとした風合いが心地いい、現代の暮らし
に有用な鍋島緞通です。
【提供元】㈱織ものがたり

お礼の品



寄附金額 内容量等 説明

3,000,000
Ｚ２－００１．鍋島緞通【手織り】花
杏葉文　縁二重雷文

【内容量】
サイズ：95×191㎝ 毛足の長さ：18
㎜
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】受注生産のため、入金確
認後、約4ヶ月

江戸時代に佐賀で生まれ、今なお一目一目の結
びを繰り返して織り上げる鍋島緞通。日々の暮らし
の中で、足元から手織りの温もりと佐賀の歴史を
感じてください。 こちらは鍋島家の家紋、杏葉文
をイメージしたと伝えられる図案。通例使用される
ことが少ない朱の色が多様されていることからも、
鍋島家で愛用された緞通であることが窺い知れま
す。
【提供元】㈱織ものがたり

3,000,000
Ｚ２－００２．鍋島緞通【手織り】華
牡丹に松皮文様　縁二重雷文
淡洗柿

【内容量】
サイズ：95×191㎝ 毛足の長さ：18
㎜
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】受注生産のため、入金確
認後、約4ヶ月

江戸時代に佐賀で生まれ、今なお一目一目の結
びを繰り返して織り上げる鍋島緞通。日々の暮らし
の中で、足元から手織りの温もりと佐賀の歴史を
感じてください。 明治時代の佐賀の華道家が自
身の生花作品に合わせて特別にあつらえた緞通
のデザインに、新たなアレンジを加えて華やかに
復刻しました。名も無き緞通の復刻に際し、「華牡
丹」と命名しました。
【提供元】㈱織ものがたり

3,000,000
Ｚ２－００３．鍋島緞通【手織り】蟹
牡丹文　縁七宝繋に小雷文　朽
葉

【内容量】
サイズ：95×191㎝ 毛足の長さ：15
㎜
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】受注生産のため、入金確
認後、約4ヶ月

江戸時代に佐賀で生まれ、今なお一目一目の結
びを繰り返して織り上げる鍋島緞通。日々の暮らし
の中で、足元から手織りの温もりと佐賀の歴史を
感じてください。　元となった緞通のデザインは、佐
賀藩からの献上品として用いられた特別な図案
で、地元佐賀では古いものを見ることが出来ませ
ん。こちらはお茶席などでも好まれる、落ち着いた
茶系の配色パターンで復刻しています。
【提供元】㈱織ものがたり

3,000,000
Ｚ２－００４．鍋島緞通【手織り】蟹
牡丹文　縁七宝山形　花あさぎ

【内容量】
サイズ：95×191㎝ 毛足の長さ：12
㎜
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】受注生産のため、入金確
認後、約4ヶ月

江戸時代に佐賀で生まれ、今なお一目一目の結
びを繰り返して織り上げる鍋島緞通。日々の暮らし
の中で、足元から手織りの温もりと佐賀の歴史を
感じてください。　元となった緞通のデザインは、佐
賀藩からの献上品として用いられた特別な図案
で、地元佐賀では古いものを見ることが出来ませ
ん。クラシックブルーを基調に独自のアレンジを加
えた、織ものがたりの新定番です。
【提供元】㈱織ものがたり

3,000,000
Ｚ２－００５．鍋島緞通【手織り】蟹
牡丹文　縁二重雷文　女郎花

【内容量】
サイズ：95×191㎝ 毛足の長さ：15
㎜
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】受注生産のため、入金確
認後、約4ヶ月

江戸時代に佐賀で生まれ、今なお一目一目の結
びを繰り返して織り上げる鍋島緞通。日々の暮らし
の中で、足元から手織りの温もりと佐賀の歴史を
感じてください。 鍋島緞通の象徴「蟹牡丹」柄を
本来の大きさ、本間一畳サイズで製作していま
す。こちらは鍋島らしい白地に藍色の配色で、明
るさと落ち着きを併せ持った安定の一枚です。
【提供元】㈱織ものがたり

3,000,000
Ｚ２－００６．鍋島緞通【手織り】蟹
牡丹文　縁二重雷文　淡黄

【内容量】
サイズ：95×191㎝ 毛足の長さ：18
㎜
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】受注生産のため、入金確
認後、約4ヶ月

江戸時代に佐賀で生まれ、今なお一目一目の結
びを繰り返して織り上げる鍋島緞通。日々の暮らし
の中で、足元から手織りの温もりと佐賀の歴史を
感じてください。 鍋島緞通の象徴「蟹牡丹」柄を
本来の大きさ、本間一畳サイズで製作していま
す。こちらは昭和初期に織られた緞通の配色パ
ターンを使用した、オリエンタルな華やかさを持つ
印象的な一枚です。
【提供元】㈱織ものがたり

3,000,000
Ｚ２－００７．鍋島緞通【手織り】蟹
牡丹文　縁二重雷文　淡茶

【内容量】
サイズ：95×191㎝ 毛足の長さ：15
㎜
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】受注生産のため、入金確
認後、約4ヶ月

江戸時代に佐賀で生まれ、今なお一目一目の結
びを繰り返して織り上げる鍋島緞通。日々の暮らし
の中で、足元から手織りの温もりと佐賀の歴史を
感じてください。 鍋島緞通の象徴「蟹牡丹」柄を
本来の大きさ、本間一畳サイズで製作していま
す。こちらは近年数多く作られている定番の配色
パターンで、どこにでも使い易いまとまったデザイン
が特徴です。
【提供元】㈱織ものがたり

3,000,000
Ｚ２－００８．鍋島緞通【手織り】蟹
牡丹文　藍三色　縁二重雷文

【内容量】
サイズ：95×191㎝ 毛足の長さ：15
㎜
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】受注生産のため、入金確
認後、約4ヶ月

江戸時代に佐賀で生まれ、今なお一目一目の結
びを繰り返して織り上げる鍋島緞通。日々の暮らし
の中で、足元から手織りの温もりと佐賀の歴史を
感じてください。 鍋島緞通の象徴「蟹牡丹」柄を
本来の大きさ、本間一畳サイズで製作していま
す。こちらは藍色3色のみのシンプルな配色で、落
ち着きと安らぎを与えてくれる趣の一枚です。
【提供元】㈱織ものがたり

3,000,000
Ｚ２－００９．鍋島緞通【手織り】鍋
島大牡丹　縁二重雷文　びわ茶

【内容量】
サイズ：95×191㎝ 毛足の長さ：18
㎜
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】受注生産のため、入金確
認後、約4ヶ月

江戸時代に佐賀で生まれ、今なお一目一目の結
びを繰り返して織り上げる鍋島緞通。日々の暮らし
の中で、足元から手織りの温もりと佐賀の歴史を
感じてください。 モノクロ写真に残る徳川水戸家
のお蔵品、すなわち佐賀藩から幕府への献上品
として織られた格式高い鍋島緞通の図案を、新た
な配色で復刻しました。一部特別に、本藍染めの
糸を織り込んでいます。
【提供元】㈱織ものがたり

お礼の品



3,000,000
Ｚ２－０１０．鍋島緞通【手織り】蔓
牡丹唐草文「 温 -nodoka- 」

【内容量】
サイズ：95×191㎝ 毛足の長さ：12
㎜
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】受注生産のため、入金確
認後、約4ヶ月

江戸時代に佐賀で生まれ、今なお一目一目の結
びを繰り返して織り上げる鍋島緞通。日々の暮らし
の中で、足元から手織りの温もりと佐賀の歴史を
感じてください。 こちらは代表的な図案の一つで
ある蔓牡丹唐草の柄を、縁にアレンジを加えた紗
綾形、全体に温かみのある色合いでまとめたお洒
落な一枚です。伝統の牡丹柄を、現代の感覚で
蘇らせました。
【提供元】㈱織ものがたり

3,000,000
Ｚ２－０１１．鍋島緞通【手織り】蔓
牡丹唐草文「 雅 -miyabi- 」

【内容量】
サイズ：95×191㎝ 毛足の長さ：12
㎜
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】受注生産のため、入金確
認後、約4ヶ月

江戸時代に佐賀で生まれ、今なお一目一目の結
びを繰り返して織り上げる鍋島緞通。日々の暮らし
の中で、足元から手織りの温もりと佐賀の歴史を
感じてください。 こちらは代表的な図案の一つで
ある蔓牡丹唐草の柄を、縁にアレンジを加えた紗
綾形、全体に艶やかな色合いでまとめた風雅な
一枚です。伝統の牡丹柄を、現代の感覚で蘇ら
せました。
【提供元】㈱織ものがたり

3,000,000
Ｚ２－０１２．鍋島緞通【手織り】蔓
牡丹唐草文　縁卍繋文　淡洗柿

【内容量】
サイズ：95×191㎝ 毛足の長さ：12
㎜
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】受注生産のため、入金確
認後、約4ヶ月

江戸時代に佐賀で生まれ、今なお一目一目の結
びを繰り返して織り上げる鍋島緞通。日々の暮らし
の中で、足元から手織りの温もりと佐賀の歴史を
感じてください。 こちらは鍋島緞通を代表する「蔓
牡丹唐草」を本来の大きさ、本間一畳サイズで製
作しています。白地に藍色の涼やかな配色もその
ままに復刻、不変的な魅力を持つ趣ある一枚で
す。
【提供元】㈱織ものがたり

3,000,000
Ｚ２－０１３．鍋島緞通【手織り】蔓
花菱に雷文　縁紗綾形　すかし
市松

【内容量】
サイズ：95×191㎝ 毛足の長さ：12
㎜
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】受注生産のため、入金確
認後、約4ヶ月

江戸時代に佐賀で生まれ、今なお一目一目の結
びを繰り返して織り上げる鍋島緞通。日々の暮らし
の中で、足元から手織りの温もりと佐賀の歴史を
感じてください。 特徴的で爽やかな色柄の「蔓花
菱」は、蟹牡丹と並んで鍋島緞通を代表する図案
の一つです。このすかし市松では、元の柄全面に
市松模様を精緻に組み込んだアレンジを加えて
織り上げています。
【提供元】㈱織ものがたり

3,000,000
Ｚ２－０１４．鍋島緞通【手織り】蔓
花菱に雷文　縁卍繋文　女郎花

【内容量】
サイズ：95×191㎝ 毛足の長さ：15
㎜
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】受注生産のため、入金確
認後、約4ヶ月

江戸時代に佐賀で生まれ、今なお一目一目の結
びを繰り返して織り上げる鍋島緞通。日々の暮らし
の中で、足元から手織りの温もりと佐賀の歴史を
感じてください。 特徴的で爽やかな色柄の「蔓花
菱」は、蟹牡丹と並んで鍋島緞通を代表する図案
の一つです。明るく且つ精悍な印象で、数あるデ
ザインの中でもナンバーワンの存在感を放ってい
ます。
【提供元】㈱織ものがたり

3,000,000
Ｚ２－０１５．手織鍋島緞通　蟹
牡丹縁二重雷文　灰地

【内容量】
95×191㎝、毛足1,8ｃｍ、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通
の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込
みような優しい肌触りをお楽しみください。
鍋島緞通を代表する図案です。
百花の王「牡丹」の花を、蟹がはさみを振り上げた
姿に見立て、富裕と家内安泰を表す独特の文様
です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物と
してお使いいただけます。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家

3,000,000
Ｚ２－０１６．手織鍋島緞通　唐
草花文縁二重雷文　淡灰地

【内容量】
95×191㎝、毛足2ｃｍ、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通
の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込
みような優しい肌触りをお楽しみください。
佐賀藩主、鍋島家の家紋である杏葉文を緞通の
文様として見事に表現しています。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物と
してお使いいただけます。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家

3,000,000
Ｚ２－０１７．手織鍋島緞通　花
菱龍唐草縁まんじ文　玉子地

【内容量】
95×191㎝、毛足2ｃｍ、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通
の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込
みような優しい肌触りをお楽しみください。
鍋島緞通を代表する古典柄の一つで、白地に藍
の花菱、唐草の文様が映える、美しいデザインで
す。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物と
してお使いいただけます。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家

3,000,000
Ｚ２－０１８．手織鍋島緞通　蟹
牡丹文縁七宝　丁字茶地

【内容量】
95×191㎝、毛足1,8ｃｍ、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通
の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込
みような優しい肌触りをお楽しみください。
伝統の「蟹牡丹」をより繊細に描き、七宝文様の
縁取りが格式高い一枚です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物と
してお使いいただけます。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家



3,000,000
Ｚ２－０１９．手織鍋島緞通　蟹
牡丹文縁七宝　黄唐茶地

【内容量】
95×191㎝、毛足1,8ｃｍ、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通
の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込
みような優しい肌触りをお楽しみください。
伝統の「蟹牡丹」をより繊細に描き、七宝文様の
縁取りが格式高い一枚です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物と
してお使いいただけます。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家

3,000,000
Ｚ２－０２０．手織鍋島緞通　蟹
牡丹文縁七宝　淡紺地

【内容量】
95×191㎝、毛足1,8ｃｍ、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通
の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込
みような優しい肌触りをお楽しみください。
伝統の「蟹牡丹」をより繊細に描き、七宝文様の
縁取りが格式高い一枚です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物と
してお使いいただけます。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家

3,000,000
Ｚ２－０２１．手織鍋島緞通　蟹
牡丹紗綾形地縁二重雷文　灰
地青

【内容量】
95×191㎝、毛足1,8ｃｍ、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通
の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込
みような優しい肌触りをお楽しみください。
代表柄である「蟹牡丹」の文様に、紗綾形の地模
様を加えた細微な柄行をお楽しみください。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物と
してお使いいただけます。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家

3,000,000
Ｚ２－０２２．手織鍋島緞通　兜
唐花紗綾形地縁雷文　中藍地
灰地茶

【内容量】
95×191㎝、毛足1,8ｃｍ、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通
の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込
みような優しい肌触りをお楽しみください。
紗綾形の地模様に、藍のコントラストが映える洗練
された柄行です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物と
してお使いいただけます。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家

3,000,000
Ｚ２－０２３．手織鍋島緞通　蟹
唐草縁二重雷文　山吹地千歳
茶

【内容量】
95×191㎝、毛足3ｃｍ、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通
の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込
みような優しい肌触りをお楽しみください。
別名「二つ蟹」とも呼ばれる、古典柄「蟹牡丹」の
意匠の一つです。
鮮やかな色彩をお楽しみください。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物と
してお使いいただけます。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家

3,000,000
Ｚ２－０２４．手織鍋島緞通　唐
草芍薬文縁二重雷文　灰地緑

【内容量】
95×191㎝、毛足2ｃｍ、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通
の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込
みような優しい肌触りをお楽しみください。
鍋島緞通を代表する古典柄の一つで、色彩豊か
に描かれた蔓や葉が艶やかな一枚です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物と
してお使いいただけます。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家

3,000,000
Ｚ２－０２５．手織鍋島緞通　蟹
牡丹縁二重雷文　新白茶地

【内容量】
95×191㎝、毛足1,8ｃｍ、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通
の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込
みような優しい肌触りをお楽しみください。
鍋島緞通を代表する図案です。
百花の王「牡丹」の花を、蟹がはさみを振り上げた
姿に見立て、富裕と家内安泰を表す独特の文様
です。
お玄関はもちろん、リビング、和室を問わず敷物と
してお使いいただけます。
【提供元】（株）鍋島緞通　吉島家

3,000,000
Ｚ２－０２６．新鍋島緞通　花唐
草唐花文　浅縹地

【内容量】
140×200㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通
の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込
みような優しい肌触りをお楽しみください。
藍を主体に生命力溢れる蔓文様を緻密に描き出
した、モダンさが引き立つ一枚です。
ソファーの足元等、センターラグとして年間を通し
てお使いいただけます。
※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



3,000,000
Ｚ２－０２７．新鍋島緞通　鍋島
蔓牡丹縁まんじ文　淡々墨茶地

【内容量】
140×200㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通
の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込
みような優しい肌触りをお楽しみください。
大正時代に考案されたといわれる、モダンで繊細
なデザインです。
ソファーの足元等、センターラグとして年間を通し
てお使いいただけます。
※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



寄附金額 内容量等 説明

4,000,000
Ｚ３－００４．鍋島緞通【手織り】お
城絣 -oshirogasuri-

【内容量】
サイズ：140×200㎝ 毛足の長さ：12
㎜
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】受注生産のため、入金確
認後、約4ヶ月

江戸時代に佐賀で生まれ、今なお一目一目の結
びを繰り返して織り上げる鍋島緞通。日々の暮らし
の中で、足元から手織りの温もりと佐賀の歴史を
感じてください。 「お城絣」…明治から昭和初期に
かけて、婚礼布団用生地として久留米絣を繋ぎ
合わせて作られたもの。作るには高い技術を必要
としたと云われる稀少なこの絵絣を、鍋島緞通で
復活させました。
【提供元】㈱織ものがたり

4,000,000
Ｚ３－００５．鍋島緞通【手織り】花
幾何文　縁山形に七宝文　びわ
茶

【内容量】
サイズ：140×200㎝ 毛足の長さ：12
㎜
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】受注生産のため、入金確
認後、約4ヶ月

江戸時代に佐賀で生まれ、今なお一目一目の結
びを繰り返して織り上げる鍋島緞通。日々の暮らし
の中で、足元から手織りの温もりと佐賀の歴史を
感じてください。 こちらは幾何学模様の鍋島緞通
で、本間一畳の生成地の古緞通を元としていま
す。びわ茶ベース・ラグサイズにリデザインして、和
モダンや洋の空間に合わせることをイメージして制
作しました。
【提供元】㈱織ものがたり

4,000,000
Ｚ３－００６．新鍋島緞通　蟹牡
丹文縁山形　新白茶地

【内容量】
200×200㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通
の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込
みような優しい肌触りをお楽しみください。

伝統の「蟹牡丹」をより曲線的に繊細に描き、縦
横十字に大胆に展開させた優美な一枚です。
お部屋の和洋を問わず、年間を通してご使用いた
だけます。
※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

4,000,000
Ｚ３－００７．新鍋島緞通　兜唐
花縁二重雷文　中藍地灰地茶

【内容量】
200×200㎝、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

大正元年創業以来、江戸時代より続く鍋島緞通
の伝統を継承してまいりました。
そのおおらかで優美な文様、そして木綿の包み込
みような優しい肌触りをお楽しみください。

薄い灰色の地色に藍のコントラストが映える洗練さ
れた柄行です。
対角線上に配置されたデザインが、モダンで格式
高さを感じさせます。
お部屋の和洋を問わず、年間を通してご使用いた
だけます。
※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

お礼の品


