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No. 寄附金額 内容量等 説明

A005-001 5,000

A005-001．佐賀県産乾燥きく
らげ２袋（手作業）

【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】１袋３０ｇ×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

佐賀市のＮＰＯ法人（障害福祉事業所）が手作業、無農薬で生産したナマ
のきくらげを乾燥した商品です。きくらげは、栄養価が高く、鉄分やカルシウ
ム、食物繊維、コラーゲンも豊富です。
【提供元】社会福祉法人ともしび

A005-002 5,000
A005-002．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

A005-003 5,000
A005-003．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

A005-004 5,000
A005-004．くりーむちーかす２０
０ｇ

【内容量】
くりーむちーかす２００ｇ
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約20日

粕漬屋が伝統とチャレンジで生まれた
洋と和の発酵の旨みが融合した逸品。
濃厚なクリームチーズに吟醸酒粕のほのかな甘みは通好みのおいしさで
す。

【提供元】東京竹八株式会社

A005-005 5,000
A005-005．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

A005-006 5,000
A005-006．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

A005-007 5,000 A005-007．バスクチーズケーキ

【内容量】１個（４３５ｇ）
【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～２カ月
で発送

スペインのバスク地方で生まれた高温で焼きこむチーズケーキ。
佐賀県産の小麦粉を１００％使用し、中心部は少し半熟で濃厚な味わい。

※画像はイメージです。パッケージ等変更になる場合がございます。ご了
承下さい。
【提供元】株式会社　ユニコ

A005-008 5,000
A005-008．八女抹茶　バスク
チーズケーキ

【内容量】
435ｇ
【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～２カ月

「バスクチーズケーキ」とはスペインとフランスにまたがるバスク地方に伝わ
るチーズケーキです。こんがりと焼いた表面が特徴の「バスクチーズケー
キ」は、ベイクドチーズケーキなのに、中はとろりとした食感が魅力‼　　この
バスクチーズケーキに八女抹茶をプラスした八女抹茶バスクチーズケー
キ。濃厚なチーズケーキと八女茶の香りと旨みを一緒に味わえます。
【提供元】株式会社　ユニコ

A005-009 5,000
A005-009．嬉野抹茶　バスク
チーズケーキ

【内容量】１個（435g・直径12cm）
【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～３カ月
で発送

スペインのバスク地方で生まれた高温で焼きこむチーズケーキ。
香りとうまみが強い嬉野抹茶と佐賀県産の小麦粉を１００％使用した半熟
で濃厚な味わい。

※画像はイメージです。パッケージ等変更になる場合がございます。ご了
承下さい。
【提供元】株式会社　ユニコ

A005-011 5,000
A005-011．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

A005-012 5,000
A005-012．肥前さくらポーク　
ローススライス　500ｇ

【内容量】
約500ｇ
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約１カ月

JAグループ佐賀オリジナルブランド「肥前さくらポーク」のローススライス。
豚肉独特の臭みが少なく、肉質はやわらかいのが特徴です。 
 
しゃぶしゃぶにして食べるのがおすすめです。
【提供元】さが風土館季楽

A005-013 5,000
A005-013．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
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No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

A005-014 5,000
A005-014．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

A005-015 5,000
A005-015．佐賀まるぼうろ食べ
比べセット

【内容量】
丸ぼうろ１個×１０店舗

「丸ぼうろ」 うさぎや菓子舗（佐賀市）
「ひしぼうろ」 大串製菓（神埼市）
「佐賀みかんボーロ」 大坪製菓㈱（佐賀市）
「丸芳露」 ㈱北島（佐賀市）
「丸房露」 (資)鶴屋菓子舗（佐賀市）

佐賀には、まるぼうろ屋さんが何店舗あるんだろう？ まるぼうろ大好きなの
で、いろんなお店のまるぼうろを食べ比べしてみたい！ でも、全部を買い
揃えるにはたいへん。 そんな“まるぼうろ”ファンの声にこたえて2016年に
誕生したのが「佐賀まるぼうろ食べ比べセット」。佐賀銘菓丸ぼうろの各老
舗の味を是非食べ比べてみてください。
【提供元】株式会社コミュニティジャーナル

A005-016 5,000
A005-016．佐賀の美味しいお
米食べ比べセット

【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㈱

A005-017 5,000
A005-017．窓乃梅　肥前竹炭
麦焼酎　蒼天

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

ふるさと佐賀県二条大麦で仕込んだ麦焼酎。竹炭ろ過でフルーティに仕
上げました。
【提供元】窓乃梅酒造（株）

A005-019 5,000
A005-019．令和4年佐賀県産
夢しずく白米6ｋｇ

【内容量】
2ｋｇ×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

炊きあがりの艶が良く若干やわらかめの佐賀でしか栽培されない佐賀のブ
ランド特A米「夢しずく」2kg詰めと保管しやすいですよ！生産者から直接仕
入れてる為顔が見えて安心安全です。お申し込み後に精米いたします。
【提供元】株式会社森商店

A005-020 5,000
A005-020．令和4年佐賀県産
ヒノヒカリ白米6ｋｇ

【内容量】
2ｋｇ×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

年間通して味落ちしない香り甘みバランスとれた美味しい「ヒノヒカリ」2kg詰
めと保管しやすいですよ！生産者から直接仕入れてる為顔が見えて安心
安全です。お申し込み後に精米いたします。
【提供元】株式会社森商店

A005-021 5,000
A005-021．令和4年佐賀県産
さがびより白米6ｋｇ

【内容量】
2ｋｇ×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

艶良し！食感良し！香り甘み良し！冷めても良し！佐賀でしか栽培されな
い佐賀のブランド特A米「さがびより」2kg詰めと保管しやすいですよ！生産
者から直接仕入れてる為顔が見えて安心安全です。お申し込み後に精米
いたします。
【提供元】株式会社森商店

A005-022 5,000
A005-022．「実り咲かす」佐賀
県特別栽培 夢しずく 玄米3kg

【内容量】
3㎏
【受付期間】サイト受付期間R4.11月中旬～
R5.8月中旬
発注期間　12月～8月
【配送方法】常温

【発送時期】入金確認後、約2週間

佐賀県認証特別栽培米です。農薬・化学肥料を5割以上削減して栽培し
た佐賀県のお米『夢しずく』。丹精鋳込めて栽培した光吉農産自慢のお米
です。食して頂き笑顔の花を咲かせていただければ幸いです。【！注意事
項！】
※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。
※画像はイメージです。画像のものと多少異なる場合があります。
※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。
※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）
※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。

A005-023 5,000
A005-023．「実り咲かす」佐賀
県特別栽培 夢しずく 精米2.7kg

【内容量】
2.7㎏ 
【受付期間】サイト受付期間R4.11月中旬～
R5.8月中旬
発注期間　12月～8月
【配送方法】常温

【発送時期】入金確認後、約2週間

佐賀県認証特別栽培米です。農薬・化学肥料を5割以上削減して栽培し
た佐賀県のお米『夢しずく』。丹精鋳込めて栽培した光吉農産自慢のお米
です。食して頂き笑顔の花を咲かせていただければ幸いです。【！注意事
項！】
※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。
※画像はイメージです。画像のものと多少異なる場合があります。
※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。
※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）
※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。

A005-024 5,000
A005-024．【選べるお色】ドライ
＆プリザーブドフラワー

【内容量】
ドライフラワー＆プリザーブドフラワー(ミモザ・
スモークツリー・バラ・スターチス・ユーカリ・
パンパスグラスなど季節やカラーに合わせ
て約10グラム）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後約2週間

季節のドライフラワー＆プリザーブドフラワーです。
花瓶やフラワーベースに活けて頂いたり、壁にマスキングテープなどで張っ
ていただく事でさりげない日常にお花をお楽しみ頂けます。
お好みのアロマオイルやフレグランスを滴下して頂ければ植物のエネル
ギーで癒しの空間をお楽しみいただけます。

お色はホワイト、イエロー、レッド、ブルー系からお選びいただけますので備
考欄にカラーをご記入くださいませ。記入がない場合は季節に合ったお色
をセレクトし発送させていただきます。

※写真はイメージです。季節により花材が異なります。

【提供元】No.１０７



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

A005-025 5,000
A005-025．佐賀県産「さがびよ
り」６ｋｇセット

【内容量】
令和4年　佐賀県産　さがびより６ｋｇ　（５ｋｇ
×１袋・１ｋｇ×１）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】

佐賀平野の豊かな土壌で育ち、日本穀物検定協会が行っている「米の食
味ランキング」で、最高ランクの“特A評価”を獲得した人気のお米「さがび
より」粒が大きく、もっちりした食感で甘みや香りがあるのが特徴です。
※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】（株）イケマコ

A005-026 5,000
A005-026．佐賀県産「夢しず
く」６ｋｇセット

【内容量】
令和4年　佐賀県産　夢しずく６ｋｇ　（５ｋｇ
×１袋・１ｋｇ×１）
【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『米の食味ランキング』で、“特A評価”を獲
得している「佐賀県産夢しずく」。炊き上がりの艶が良く、ふっくら程よい粘り
の柔らかめの食感。噛むほどに甘みが増して冷めても美味しくいただけま
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】（株）イケマコ

A005-028 5,000
A005-028．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㈱

A005-029 5,000
A005-029．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

A005-031 5,000
A005-031．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。お届けは年末また
は1月以降になりますのでご了承ください。
【提供元】旬菜舎さと山

A005-032 5,000
A005-032．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
存できます。11月、12月はお届けにお時間を要します。お届けは年末また
は1月以降になりますのでご了承ください。
【提供元】旬菜舎さと山

A005-033 5,000
A005-033．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
存できます。11月、12月はお届けにお時間を要します。お届けは年末また
は1月以降になりますのでご了承ください。
【提供元】旬菜舎さと山

A005-034 5,000
A005-034．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

A005-036 5,000
A005-036．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

A005-037 5,000
A005-037．[ふるさと納税限定]
海苔食パン２斤

【内容量】
海苔食パン２斤
【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

食パンと海苔の意外な組み合わせ。
海苔をパンにのせる海苔トーストとも違う小麦と海苔の風味豊かな食パン
です。
佐賀県産小麦を使用したパン生地に海苔をたっぷり練りこみ、長時間低温
熟成発酵し焼き上げました。
解凍してそのままでも美味しくいただけますが、明太子、しらす、バターや
チーズなどと共にトーストすれば、より一層おいしく召し上がれます。
食パンといえば朝食のイメージですが、夕食の主食や、お酒のおつまみとし
ても楽しめる一品です。
店頭では販売していないふるさと納税だけの特別な佐賀を味わえる逸品
です。
【提供元】よつばパン
佐賀市の小さなパン屋です。
家族だけの小さなお店ですが丁寧に作ることにこだわっています。
全てのパンに国産小麦を使い、あんこ、クリーム、カレーなどフィリングすべ
て手作りです。

A005-040 5,000
A005-040．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

A005-041 5,000
A005-041．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
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A005-042 5,000 A005-042．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

A005-043 5,000
A005-043．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

A005-046 5,000 A005-046．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

A005-047 5,000 A005-047．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

A005-049 5,000 A005-049．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

A005-050 5,000
A005-050．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

A005-051 5,000 A005-051．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

A005-052 5,000
A005-052．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

A005-056 5,000 A005-056．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

A005-057 5,000 A005-057．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

A005-058 5,000 A005-058．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

A005-059 5,000 A005-059．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

A005-060 5,000 A005-060．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
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A005-061 5,000 A005-061．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

A005-062 5,000 A005-062．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

A-030 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

A-043 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

A-054 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

A-055 5,000
Ａ－０５５．佐賀県産「夢しずく」
無洗米（２Kg×２）

【内容量】
精米してすぐの無洗米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

「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。特徴はなんといっても光沢と粘り気に
あります。炊きあがりは柔らかでふっくらしており、食感は柔らかめでありなが
ら噛めば噛むほど甘さと旨みが出る美味しくて味わい深いお米としられてい
ます。
【提供元】株式会社　五十鈴

A-056 5,000
Ａ－０５６．佐賀県産「夢しずく」
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

「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。特徴はなんといっても光沢と粘り気に
あります。炊きあがりは柔らかでふっくらしており、食感は柔らかめでありなが
ら噛めば噛むほど甘さと旨みが出る美味しくて味わい深いお米としられてい
ます。
【提供元】株式会社　五十鈴

A-057 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

A-058 5,000
Ａ－０５８．佐賀県産「夢しずく」
玄米　５ｋｇ

【内容量】
「夢しずく」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

「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。炊きあがりは柔らかでふっくらしてお
り、食感は柔らかめでありながら　噛めば噛むほど甘さと旨みが出る美味し
くて味わい深いお米としられています。玄米での出荷にこだわり、安心安全
にこだわって育てた逸品です。
【提供元】株式会社　五十鈴

A-059 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

A-060 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



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

A-061 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

A-062 5,000
Ａ－０６２．佐賀県産「ひのひか
り」白米４ｋｇ

【内容量】
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

九州を代表する米どころ佐賀。その佐賀のお米を代表するのが「色つや・う
ま味・粘り」三拍子揃ったのが「ひのひかり」。食の安全・味にこだわった農
家が作った自信作です（その農家１軒分、ブレンドはしてません）。保存しや
すくチャック袋に小分けしました。
【提供元】株式会社　五十鈴

A-073 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

A-125 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

A-134 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

A-145 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

A-153 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

A-161 5,000 Ａ－１６１．七田 純米酒

【内容量】
720ml
【受付期間】R3.9月末まで
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

果実や花のような香りが高く、軽快で爽やかな味わいが特徴です。

2020秋「TheSAGA認定酒」

【提供元】株式会社天山商店

A-168 5,000
Ａ－１６８．肥前さくらポーク　ロー
スとんかつ用5枚

【内容量】
約100ｇ×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

JAグループ佐賀オリジナルブランド「肥前さくらポーク」のロースとんかつ
用。
豚肉独特の臭みが少なく、肉質はやわらかいのが特徴。 
トンカツにすれば、一口食べただけでジューシーな肉汁があふれてきます。 
１００ｇでカットしていますので、衣をつけてトンカツにしてもよし、そのまま焼
いてトンテキにするのもオススメです。
【提供元】さが風土館季楽

A-170 5,000
Ａ－１７０．肥前さくらポーク　肩
ローススライス　500ｇ

【内容量】
約500ｇ
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約１カ月

JAグループ佐賀オリジナルブランド「肥前さくらポーク」の肩ローススライ
ス。
豚肉独特の臭みが少なく、肉質はやわらかいのが特徴です。
しゃぶしゃぶやしょうが焼きにして食べるのがおすすめです。
【提供元】さが風土館季楽



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

A-171 5,000
Ａ－１７１．スウェーデントーチで
焚き火キャンプ

【内容量】
トーチサイズ/直径90mm高さ約200mm
・スエーデントーチ×2
・ステンレス製トレイ×2
・着火剤×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
【使用方法】
＊付属の使用マニュアルをご覧ください。
【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）

キャンプ初心者必見！
キャンプの本場、北欧で「かがり火」として昔から使われていたスウェーデン
トーチを２個セットでお届けします。
佐賀県産のよく乾燥したスギを使用！着火性がよく、高温で長時間燃え続
けるので、キャンプ飯の調理に便利。
フライパンやダッチオーブンを乗せれば普段と違った料理にチャレンジでき
ます！いつもよりワンランク上のキャンプが楽しめ、災害時には非常用とし
ても使えます。
【使用上の注意】
＊ご使用の際は、近くにすぐ消火できるもの（水を汲んだバケツ等）をご準
備ください。
＊トーチの周りに可燃性のもの（落ち葉等）がないことを、ご確認してくださ
い。
＊トーチの下には、必ず不燃性のもの（アルミトレイ等）を敷いて、ご使用く
ださい。

A-173 5,000
Ａ－１７３．窓乃梅　純米吟醸酒
720ｍｌ

【内容量】
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

元禄元年（1688年）創業の歴史を持つ窓乃梅酒造が佐賀県産の酒造好
適米さがの華を精米歩合55％で仕込んだ純米吟醸酒です。
奥深い味わいの中から出てくる心地よい香りが特徴です。
ぬる燗又は、あつ燗が、お勧めです。
【提供元】株式会社天山商店

A-174 5,000
Ａ－１７４．窓乃梅　特別純米酒
720ｍｌ

【内容量】
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

元禄元年（1688年）創業の歴史を持つ窓乃梅酒造が佐賀県産米100％
を60％精米で仕込んだ特別純米。
純米酒らしい芳醇で深い味わいが特徴です。
ぬる燗又は、あつ燗が、お勧めです。
【提供元】株式会社天山商店

A-178 5,000
Ａ－１７８．長さ2０cm！ソロ焚き
火台専用薪

【内容量】
【大割】
●長さ：約20cm
●重量：約3.5kg×2締め
●樹種：広葉樹
【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

ノコギリいらず！！ソロ焚き火台にベストマッチする長さ20cm！！
佐賀県佐賀市三瀬村の大自然で育った広葉樹の木を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）
広葉樹は、赤松に比べて火のつきは劣りますが、燃焼時間が長く取り扱い
易いです。
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。
又、重さに関しては水分量等によってかなり違ってきます（基本的に乾燥し
ているほど軽くなり良い薪です）
＊到着日の指定は出来ません。

【提供元】旬菜舎さと山

A-181 5,000
Ａ－１８１．【料理長こだわりの自
然派ドレッシング】グリルタケシタ
の生きてる生ドレッシングセット

【内容量】
にんじんドレッシング200ｃｃ
玉ねぎとレッシング200ｃｃ
【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           
  ※消費期限：発送日より２０日

アパホテル南口店内にあるレストラン(グリルタケシタ)の料理長が長年の研
究を重ね佐賀県産の食材を使い作ったこだわりのドレッシングになります！
防腐剤の入らない手作りのドレッシングになりますのでお早めにお使い下さ
い。
【提供元】Ys工房佐賀

A-182 5,000
Ａ－１８２．【魔法のお醤油！】料
理美人2本セット

【内容量】
１２０ｍｌ×2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2週間
※賞味期限：製造より1年

佐賀市富士町で有名な古湯温泉で旅館を営むオーナーシェフが材料にこ
だわって作った万能醤油です！
まずは卵かけご飯でお試しください！ 他にもパスタ、コロッケ、野菜炒め、
海鮮丼などにかけて食べても美味しいです！
【提供元】Ys工房佐賀

A-190 5,000 Ａ－１90．佐賀牛カレー×2

【内容量】
2個
【受付期間】年中可能
【配送方法】常温

【発送時期】入金確認後、約1か月

昭和20年創業老舗の佐賀牛カレー！！！温めるだけで美味しくいただけ
ます！！
【提供元】株式会社Synergy



No. 寄附金額 内容量等 説明

A006-001 6,000
A006-001．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】冷凍
【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

A006-002 6,000
A006-002．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】冷凍
【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

A006-003 6,000
A006-003．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】冷凍
【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

A006-004 6,000
A006-004．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

A006-005 6,000
A006-005．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

18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）

A006-006 6,000 A006-006．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

A006-007 6,000
A006-007．さがみかん100 １Ｌ
×６本

【内容量】
１Ｌ×6本
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2～3週間

佐賀県産温州みかん果汁１００％のジュースです。 
１Ｌパックなので、たっぷり楽しめます。
上蓋にはキャップが付いておりますので、保存も簡単で
す。
【提供元】さが風土館季楽

A006-008 6,000
A006-008．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

A006-009 6,000
A006-009．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

A006-010 6,000
A006-010．佐賀県産いちご さ
がほのか

【内容量】
220ｇ×２パック（６玉～２０玉）
※玉数は選べません。
【受付期間】【期間限定】令和４年11月
～令和５年３月
【配送方法】冷蔵
【発送時期】注文より２ヶ月以内
・天候により配送時期が前後する可能
性がございます。収穫でき次第順次発
送となります。
・粒数・大きさの指定などは出来ません
のでご注意ください。

「さがほのか」は、果皮はツヤのある赤色で、果肉はきれ
いな白色。酸味が少なく甘みが強いのが特徴です。
是非一度、ご賞味ください。
【ご注意】
・輸送中の振動によりイチゴの表面が擦れる場合がござ
います。梱包には十分注意してお届けしますが、多少の
スレ傷が起こり得る事を予めご了承ください。
・受取時はすぐに品をご確認いただき、果肉の傷がひど
い場合は配送業者にお申し出ください。
・返礼品の配送に関して日付指定はお受けできません
が、２日以上不在になるご予定がありましたら、不在日を
必ず備考欄にご記入ください。
・ご不在が続いたことで果実が傷んだ場合やお受け取り
ができなかった場合の再送は行っておりません。
お申込みの際は上記ご了承いただいた上でお申込みく
ださいませ。
【提供元】渋田いちご園

お礼の品



A006-011 6,000
A006-011．窓乃梅　麦焼酎＆
特別純米酒セット

【内容量】
麦焼酎：900ml×１本
日本酒：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

元禄元年に佐賀鍋島藩より藩の余剰米の利用法として
酒造りを命じられた、300有余年の歴史を持つ蔵元が県
産原料のみで仕込みました。
佐賀が育んだ米、麦で作る自慢の一品をセットでお届け
します。是非飲み比べてお楽しみください。
※未成年者の飲酒は法律で禁止されています。未成年
者のお申込みはご遠慮ください。
【肥前竹炭麦焼酎　蒼天】
生産量日本一の佐賀県産二条大麦で仕込み、減圧蒸
留と竹炭濾過によりすっきりとした透明感のある味わいを
実現した麦焼酎です。
麹：白麹　　アルコール度数：25度
【特別純米酒　まどのうめ】
佐賀県産米を60％まで磨き上げて仕込んだ特別純米
酒は芳醇で、深い味わいが、特長です。ぬる燗又は、あ
つ燗が、お勧めです。
日本酒度：＋1.5
アルコール分：15度以上16度未満
【提供元】窓乃梅酒造（株）

A006-012 6,000
A006-012．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

A006-015 6,000
A006-015．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㈱

A006-016 6,000
A006-016．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㈱

A006-020 6,000
A006-020．佐賀県産古代米３
色MIX800g

【内容量】
800g
【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

近年、美容や健康のために注目されている古代米。
佐賀県産赤米、緑米、黒米を独自の比率でバランス良く
ブレンドしました。
それぞれに特徴のある栄養素を含んでいます。
ご飯１合に大さじ一杯混ぜて炊くだけで健康を保つ第一
歩を踏み出せます。
★赤米はビタミンやミネラルが豊富！
★緑米は亜鉛やマグネシウム、繊維質が豊富！
　クロロフィル色素を多く含むので貧血予防にもお勧めで
す。
★黒米はアントシアニンをはじめ、ビタミンB1、B2、鉄分、
カルシウムが豊富！
【提供元】旬菜舎さと山

A006-023 6,000 A006-023．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

A006-024 6,000 A006-024．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

A006-025 6,000 A006-025．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

A006-026 6,000 A006-026．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

A006-027 6,000 A006-027．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



A006-028 6,000 A006-028．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

A006-029 6,000 A006-029．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

A006-031 6,000 A006-031．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

A006-032 6,000 A006-032．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

A006-036 6,000 A006-036．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

A006-037 6,000 A006-037．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

A006-038 6,000
A006-038．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

A006-039 6,000
A006-039．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

A006-040 6,000
A006-040．うんっま！！佐賀
れんこん

【内容量】
2ｋｇ
【受付期間】9月～2月
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約1か月

この先も永くレンコン栽培を続けていくために、化学肥料
の使用を減らし、食味向上のために有機質の醗酵肥料
を使用しています。生産者直送の”もちもちホクホクの蓮
根をぜひご賞味ください。
【提供元】蓮根のくすだ

A2-010 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

A2-019 6,000
Ａ２－０１９．岩の蔵　純米吟醸
酒720ｍｌ

【内容量】
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

全国有数の源氏蛍の里を流れる祇園川。この伏流水が
流れ落ちる「清水の滝」は名水百選にも選ばれている酒
造りに理想的な名水です。
リンゴや白桃を思わせる華やかな香りとジューシーな旨
味が絶妙な味わいです。繊細でやわらかい口当たり。
口の中に広がる甘味とほのかな酸味がバランスよくかけ
ぬけます。
料理と合わせて長く楽しめる純米吟醸酒です。
【提供元】株式会社天山商店

A2-020 6,000
Ａ２－０２０．天山　純米吟醸酒
720ｍｌ

【内容量】
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

全国有数の源氏蛍の里を流れる祇園川。この伏流水が
流れ落ちる「清水の滝」は名水百選にも選ばれている酒
造りに理想的な名水です。
ANA国際線ビジネス・ファーストクラスの機内酒に採用さ
れたこともある純米吟醸酒。
口に含んだときに広がる、ラ・フランスのような華やかな
香りと米の旨味・甘みのあるです。
山田錦の魅力を最大限に引き出した豊かな味わいのお
酒。
【提供元】株式会社天山商店



A2-023 6,000
Ａ２－０２３．骨太有明鶏なんこ
つ燻

【内容量】
８０ｇ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3週間　　　
※賞味期限：発送日より3ヶ月

「骨太有明鶏」は、全飼育期間、カルシウムを豊富に含
んだ有明海産中心のカキガラや、抗菌性物質を含まな
いオリジナル飼料で飼育された高品質の若鶏で、徹底し
た衛生管理の中で短時間処理。さらに室内、輸送庫内
の低温管理で鮮度の良さを持続させ、新鮮さと美味しさ
にこだわっています。
ぜひ一度、佐賀県産ブランドの主力「骨太有明鶏」をお
試しください。　こだわりの製法でスモークしたなんこつは
ビールはもちろんウイスキーなどにもよくあいます！
【提供元】Ys工房佐賀

A2-029 6,000 Ａ２－０２９．シラ　ハンドクリーム

【内容量】
50ml　1本
【受付期間】通年
【配送方法】常温

【発送時期】入金確認後、約１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。

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
いただけるハンドクリームです。
【提供元】㈱アルビータ

A2-030 6,000
Ａ２－０３０．醤油とドレッシング、
海苔醤油の詰め合わせ

【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）



No. 寄附金額 内容量等 説明

A007-001 7,000 A007-001．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

A007-002 7,000
A007-002．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

A007-003 7,000 A007-003．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）

A007-004 7,000
A007-004．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

A007-005 7,000
A007-005．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

A007-006 7,000 A007-006．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

A007-007 7,000
A007-007．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

A007-008 7,000
A007-008．高菜明太味（250ｇ
×2）

【内容量】
高菜明太味（250ｇ×2袋）
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約20日

国産高菜を油炒めし、明太味に仕上げたししゃもの卵、トビウオの卵で和えまし
た。
ピリ辛の高菜と魚卵のプチプチがおいしい高菜明太です。
チャーハンにしても、卵焼きの具としても、もちろんラーメンのトッピング、
白いごはんにのせるだけでも、ほっぺた落としのオススメ！
【提供元】東京竹八株式会社

A007-009 7,000
A007-009．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

A007-010 7,000
A007-010．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

A007-011 7,000
A007-011．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

A007-012 7,000 A007-012．三瀬ぜんざい

【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

A007-014 7,000
A007-014．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

A007-015 7,000
A007-015．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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

A007-016 7,000
A007-016．レインボーハウスパ
ウンドケーキ3本詰合せギフトセッ
ト

【内容量】
キャロットケーキ1本     きんかんケーキ1本
紅茶ケーキ1本
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間で発送　　　
　　　※賞味期限：別途返礼品ラベルに記載
（製造より1か月）

温もりを感じるホームメードスイーツ。みんなが安心して食べられる安全性を
モットーに手間を惜しまず、ひとつひとつ丁寧に心を込めて作っています。
佐賀市水ヶ江のルーテルキリスト教会内にあるレインボーハウスで手づくりされ
ているパウンドケーキ3種をギフトボックスに詰合せました。
アメリカ人の宣教師が伝えたアメリカで作られる家庭の味を日本人向けに甘さ
を抑え、食べやすいように改良しました。
寄付いただくことでみんなと同じように働きたいと思いを持つハンディを持った
方々の支援にもなります。
【提供元】(株)佐賀美装（EVERY STORE）

A007-017 7,000 A007-017．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㈱

A007-018 7,000
A007-018．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）

A007-019 7,000
A007-019．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

A007-020 7,000
A007-020．白山文雅カレー２
種セット（ビーフ・チキン）

【内容量】
冷凍真空パック
ビーフカレー(200g)×1
チキンカレー(200g)×1
【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

1958年創業の欧風カレーの名店「白山文雅」。
店の看板である定番の欧風ビーフカレーと、香味野菜の甘みとブイヨンの旨味
が生きた佐賀産骨太有明鶏使用のチキンカレーのセットです。
【提供元】白山文雅

A007-021 7,000
A007-021．白山文雅カレー２
種セット（ビーフ・きのこ）

【内容量】
冷凍真空パック
ビーフカレー(200g)×1
きのこカレー(200g)×1
【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

1958年創業の欧風カレーの名店「白山文雅」。
店の看板である定番の欧風ビーフカレーと、４種のきのこをふんだんに使い、牛
乳ベースのまろやかな森のきのこカレーのセットです。
【提供元】白山文雅

A007-022 7,000
A007-022．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㈱

A007-023 7,000
A007-023．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㈱

A007-024 7,000
A007-024．ソロキャンプに最
適！佐賀産和牛ステーキ

【内容量】
ステーキ100g×2パック（牛脂付）
【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

【キャンプに特化した商品】

・ソロキャンプ用鉄板サイズ
・贅沢、ボリューム感が演出できる
・必要な分だけ使用できる、1枚ずつの袋入りなのでロスがでない
・牛脂付なので別に油を用意しなくていい
・牛脂を使うことで専門店の香り、味が楽しめる
・急ぎの場合、流水解凍OK
・ファミキャンの場合、必要人数分、使用できるので割り勘がしやすい

【提供元】旬菜舎さと山

A007-025 7,000
A007-025．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。お届けは年末または1月
以降になりますのでご了承ください。
【提供元】旬菜舎さと山

A007-026 7,000
A007-026．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
できます。11月、12月はお届けにお時間を要します。お届けは年末または1月
以降になりますのでご了承ください。
【提供元】旬菜舎さと山

A007-027 7,000
A007-027．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

A007-028 7,000
A007-028．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

A007-029 7,000 A007-029．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



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

A007-030 7,000
A007-030．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

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

A007-032 7,000
A007-032．かささぎの里焼き
菓子詰合せギフトセット

【内容量】
カットケーキ3個　マドレーヌ2個
おからクッキー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週間で発送　　　
　　　※賞味期限：別途返礼品ラベルに記載
（製造より1か月）

パンの製造販売、お弁当宅配や食堂運営など様々な事業を行っている社会
福祉法人かささぎ福祉会かささぎの里のお菓子工房旬では約40種類の菓子
を手作りしています。その中から大変評判の良いカットケーキ3種・マドレーヌ2
種・おからクッキー4種をギフトボックスに詰合せました。みんなと同じように働き
たいとの思いをもったハンディを持った方々の支援にもなります。

【提供元】(株)佐賀美装（EVERY STORE）

A007-033 7,000
A007-033．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

A007-034 7,000
A007-034．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

A007-036 7,000
A007-036．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

A007-037 7,000 A007-037．有機栽培 菊芋茶

【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

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

A007-038 7,000
A007-038．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

A007-040 7,000
A007-040．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

A007-041 7,000 A007-041．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

A007-043 7,000 A007-043．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

A007-048 7,000
A007-048．ルームカフェガトー
ショコラ

【内容量】
1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

グルテンフリーの濃厚ガトーショコラです。保存料等使用せず、ひとつひとつ丁
寧に手作りしております。しっとりなめらかな食感でお茶やコーヒーは勿論、お酒
にもよく合います。
【提供元】Miカフェプランニング株式会社

B-008 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

B-017 7,000
Ｂ－０１７．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



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

B-020 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

B-024 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

B-033 7,000 Ｂ－０３３．特別純米酒　窓乃梅

【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

創業330年の佐賀県最古の蔵が佐賀県の米と水で仕込みました。JR九州な
なつ星列車でも提供されてます。
【提供元】窓乃梅酒造（株）

B-043 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）

B-047 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

B-051 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

B-052 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

B-064 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

B-067 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

B-069 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

B-074 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

B-081 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

B-094 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



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

B-103 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

B-105 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

B-120 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

B-121 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

B-129 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

B-137 7,000
Ｂ－１３７．火持ちがよい薪「広葉
樹」

【内容量】
【大割】
●長さ：約33cm
●重量：約10kg
●樹種：広葉樹
【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広葉樹の木を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10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。
広葉樹は、赤松に比べて火のつきはおとりますが、燃焼時間が長く、取り扱い
やすいため、一般的に多く使用されています。
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

B-146 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

B-156 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

B-174 7,000
Ｂ－１７４．こだわりの焼き磨きブ
ラック仕上げ薪割台

【内容量】
直径約25cm×高さ15cm
【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

佐賀県産スギまたはヒノキを使った薪割台です。
皮を剝き、表面を焼くことで炭化層ができて腐りにくくなります。
防虫、防腐、防カビ用のニスを2度塗りすることで、さらに耐久性を向上させて
います。
【提供元】旬菜舎さと山

B-175 7,000 Ｂ－１７５．丸ぼうろ

【内容量】
24枚入
【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

丸ぼうろは佐賀地方伝来の代表的なお菓子です。
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。
村岡屋の丸ぼうろは「しっとりとしたやわらかさ」が特徴です。
卵・小麦粉・砂糖・はちみつが主な原料の素朴なお菓子で、お子様からご年配
の方まで幅広い年代の方にご好評頂いております。

※季節により、パッケージデザインが変わることがございます。
【提供元】株式会社　村岡屋

B-181 7,000
Ｂ－１８１．骨太有明鶏むねス
モーク

【内容量】
１９０ｇ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　　　　　　　
　※賞味期限：発送日より３ヶ月

「骨太有明鶏」は、全飼育期間、カルシウムを豊富に含んだ有明海産中心のカ
キガラや、抗菌性物質を含まないオリジナル飼料で飼育された高品質の若鶏
で、徹底した衛生管理の中で短時間処理。さらに室内、輸送庫内の低温管理
で鮮度の良さを持続させ、新鮮さと美味しさにこだわっています。
ぜひ一度、佐賀県産ブランドの主力「骨太有明鶏」をお試しください。　こだわり
の製法でスモークしたむねスモークはビールはもちろんウイスキーなどにもよくあ
います！そのままかサンドウィッチの具材としてもおすすめです！
【提供元】Ys工房佐賀

B-183a 7,000
Ｂ－１８３ａ．【新米】佐賀県特別
栽培夢しずく5ｋｇ（玄米）

【内容量】
夢しずく5ｋｇ×1袋
【受付期間】
サイト受付期間R4.10月～R4.12月末日
発送期間R4.10月中旬～12月末日
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

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安心安全
良食味が自慢です。夢しずくは、程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あります。
【提供元】菅米穀店



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

B-191 7,000
Ｂ－１９１．佐賀産豚 細挽き ハ
ンバーグ 140g × 5個

【内容量】
細挽きハンバーグ：140g×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

◆佐賀県産豚使用！
◆やわらか細挽きの優しい食感
◆地元肉屋の本格ハンバーグ
佐賀市川副町に拠点を構える肉屋が、妥協せず真剣に向き合って作ったハン
バーグ。
できるだけ安価に、しかしボリューム感は出して、お子さまから大人の方にまで
楽しんでもらえるハンバーグにしたい。
そんな思いから、試行錯誤を経て作られた安心安全の「佐賀県産豚肉を使用
した自慢のハンバーグ」をぜひお試しください！
【原材料】牛肉、豚肉
【製造・加工】佐賀市内
【提供元】三重津みやげホスムスカモス

B-192 7,000
Ｂ－１９２．佐賀産豚 粗挽き ハ
ンバーグ 140g × 5個

【内容量】
粗挽きハンバーグ：140g×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

◆佐賀県産豚使用！
◆がっつり粗挽きの肉感
◆地元肉屋の本格ハンバーグ
佐賀市川副町に拠点を構える肉屋が、妥協せず真剣に向き合って作ったハン
バーグ。
できるだけ安価に、しかしボリューム感は出して、お子さまから大人の方にまで
楽しんでもらえるハンバーグにしたい。
そんな思いから、試行錯誤を経て作られた安心安全の「佐賀県産豚肉を使用
した自慢のハンバーグ」をぜひお試しください！
【原材料】牛肉、豚肉
【製造・加工】佐賀市内
【提供元】三重津みやげホスムスカモス

B-194 7,000
Ｂ－１９４．冷凍おすすめパン
セット（小サイズ）

【内容量】
おすすめパン9個セット、（カンパーニュ、プレミ
アムミニ食パン、明太フランス、紅茶とレモン
とホワイトチョコ、自家製あんぱん、よつ葉メロ
ンパン、くるくるシャウエッセン、アーリオ・オー
リオ、チョコスコーン）
【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

すべてのパンに佐賀県産小麦を使用し、ひとつひとつ丁寧に焼き上げていま
す。あんこなど具材の手作りにこだわり、材料も地元佐賀の野菜や佐賀の名店
蔵出しめんたい本舗の明太子など、できるかぎり佐賀の食材を使用していま
す。マーガリン、イーストフードは使用していません。
【提供元】よつばパン



No. 寄附金額 内容量等 説明

A008-001 8,000
A008-001．佐賀県産　米みそ
２ｋｇ

【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

A008-002 8,000
A008-002．佐賀県産　麦みそ
２ｋｇ

【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

A008-003 8,000
A008-003．「実り咲かす」農薬・
化学肥料不使用のさがびより玄
米3㎏

【内容量】
3㎏
【受付期間】12月～8月
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

農薬・化学肥料を一切使用せず、手間暇かけて栽培したお米です。粒が
大きく、もちもちとした食感が特徴です。生産・乾燥・調整・販売までを一貫
して行っているので安心してお召し上がり頂けるお米です。
【提供元】光吉農産

A008-004 8,000 A008-004．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

A008-005 8,000
A008-005．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　
230ｇ×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
※賞味期限31日

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㈱

A008-006 8,000
A008-006．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　
230ｇ×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
※賞味期限31日

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㈱

A008-007 8,000
A008-007．九州おにぎり倶楽
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

A008-008 8,000
A008-008．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

A008-009 8,000
A008-009．「実り咲かす」農薬・
化学肥料不使用の夢しずく玄米
3㎏

【内容量】
3㎏
【受付期間】12月～8月
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

農薬・化学肥料を一切使用せず、手間暇かけて栽培したお米です。粒は
小さめですが、、もちもちとした食感が特徴です。生産・乾燥・調整・販売ま
でを一貫して行っているので安心してお召し上がり頂けるお米です。
【提供元】光吉農産

A008-010 8,000
A008-010．「実り咲かす」農薬・
化学肥料不使用の夢しずく精米
2.7㎏

【内容量】
2.7㎏
【受付期間】12月～8月
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

農薬・化学肥料を一切使用せず、手間暇かけて栽培したお米です。粒は
小さめですが、、もちもちとした食感が特徴です。生産・乾燥・調整・販売ま
でを一貫して行っているので安心してお召し上がり頂けるお米です。
【提供元】光吉農産

A008-012 8,000
A008-012．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

お礼の品



A008-015 8,000
A008-015．「実り咲かす」農薬・
化学肥料6割以上削減したさが
びより精米4.5ｋｇ

【内容量】
4.5ｋｇ
【受付期間】12月～8月
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

農薬・化学肥料を6割以上削減して栽培したお米です。粒が大きく、甘み
があり、もちもちとした食感が特徴です。生産・乾燥・調整・販売までを一貫
して行っているので安心してお召し上がり頂けるお米です。
【提供元】光吉農産

A008-016 8,000
A008-016．「実り咲かす」農薬・
化学肥料5割以上削減したさが
びより玄米5㎏

【内容量】
5㎏
【受付期間】12月～8月
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

農薬・化学肥料を5割以上削減して栽培したお米です。粒が大きく、甘み
があり、もちもちとした食感が特徴です。生産・乾燥・調整・販売までを一貫
して行っているので安心してお召し上がり頂けるお米です。
【提供元】光吉農産

A008-017 8,000
A008-017．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

A008-018 8,000
A008-018．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

A008-019 8,000
A008-019．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

A008-020 8,000
A008-020．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

B2-020a 8,000
Ｂ２－０２０a．【新米】 令和4年産 
佐賀県特別栽培夢しずく5kg（精
米）

【内容量】
夢しずく5ｋｇ×1袋
【受付期間】
サイト受付期間R4.10月～R4.12月末
日
発送期間R4.10月中旬～12月末日
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

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
米は安心安全良食味が自慢です。夢しずくは、程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あります。
【提供元】菅米穀店

B2-027 8,000
Ｂ２－０２７．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。
大豆は一度蒸したものを冷凍していますので、何時間も茹でる必要はあり
ません。また米麹や食塩も必要な量を測っていますので、ご自宅では混ぜ
て容器に詰めるだけ。米麹たっぷりの甘口の米みそ２キロが簡単に作れま
す。
所要時間は１時間～１時間半。仕込んでから約３ヶ月程度、室内の風通し
のいい場所で保管しておくと食べられます。
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。

B2-030 8,000
Ｂ２－０３０．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・薄口醤油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）

B2-032 8,000
Ｂ２－０３２．「実り咲かす」農薬・
化学肥料不使用のさがびより精
米2.7㎏

【内容量】
2.7㎏
【受付期間】12月～8月
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

農薬・化学肥料を一切使用せず、手間暇かけて栽培したお米です。粒が
大きく、もちもちとした食感が特徴です。生産・乾燥・調整・販売までを一貫
して行っているので安心してお召し上がり頂けるお米です。
【提供元】光吉農産

B2-037 8,000
Ｂ２－０３７．フラワードピクルス
（花びら）

【内容量】
フラワードピクルス１７０g×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

【食べられるお花】
提携農園で無農薬栽培しているお花とハーブを使用
【安心の無添加、やさしい味づくり】
保存料や発色剤など食品添加物不使用
酸味が苦手な方に向け優しい口あたりのスイートピクルスに仕上げました
お子様でも食べやすいサイズにカットしてあります
【うれしい乳酸菌５０億個/１瓶】
整腸作用、免疫力を高めるなど様々な働きがある
梅の花由来の乳酸菌（フェカリス菌）５０億個配合 
【提供元】フラワードギフト



B2-038 8,000
Ｂ２－０３８．フラワードピクルス
（一輪）

【内容量】
フラワードピクルス１７０g×２本
【受付期間】１２月〜５月
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後約２週間

【食べられるお花】
提携農園で無農薬栽培しているお花とハーブを使用
【安心の無添加、やさしい味づくり】
保存料や発色剤など食品添加物不使用
酸味が苦手な方に向け優しい口あたりのスイートピクルスに仕上げました
お子様でも食べやすいサイズにカットしてあります
【うれしい乳酸菌５０億個/１瓶】
整腸作用、免疫力を高めるなど様々な働きがある
梅の花由来の乳酸菌（フェカリス菌）５０億個配合 
【提供元】フラワードギフト

B2-039 8,000
Ｂ２－０３９．美味しくなるっ鯛３本
セット

【内容量】
お肉が美味しくなるっ鯛３５ｇ×1本
パスタが美味しくなるっ鯛３５ｇ×1本
野菜が美味しくなるっ鯛４０ｇ×1本
【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

『お肉が美味しくなるっ鯛』
お肉にサッと振りかけて焼くだけで鯛や昆布の旨みと玉ねぎ等の甘みが加
わり、アクセントにスモーキーな風味が加わった美味しいステーキに仕上が
ります。
お肉以外にもゆで卵にサッと振りかけて燻製玉子風味に、鯛の刺身にサッ
と振りかけて生ハム風味にとアイデア次第でいろいろと料理の幅が広がりま
す。
『パスタが美味しくなるっ鯛』
茹でたてのパスタをサラダ油で麺が固まらないようにほぐし、仕上げにサッと
振りかけるだけで、鯛や昆布の旨みの効いた塩味にバジルとにんにくの風
味が加わり、隠し味に忍ばせた唐辛子が味を引き締め、美味しいパスタが
お召し上がりいただけます。
『野菜が美味しくなるっ鯛』
レタスやキュウリなどカット水切りした生野菜にオリーブオイルを絡め、サッと
かけて混ぜるだけで、鯛や昆布の旨みの効いた塩味と玉ねぎ等の甘みで
サラダが美味しくお召し上がりいただけます。
サラダ以外にもレンジで温めた温野菜にサッとかけたり、ご飯に鯛の刺身を
乗せサッと振りかけて熱いお湯を注げば、簡単に美味しい鯛茶漬になりま



No. 寄附金額 内容量等 説明

A009-001 9,000 A009-001．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

A009-002 9,000
A009-002．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

A009-004 9,000
A009-004．肥前さくらポーク　
ローススライス　１ｋｇ

【内容量】
約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カ月

JAグループ佐賀オリジナルブランド「肥前さくらポーク」
のローススライス。
豚肉独特の臭みが少なく、肉質はやわらかいのが特
徴です。 
 
しゃぶしゃぶにして食べるのがおすすめです。
【提供元】さが風土館季楽

A009-005 9,000
A009-005．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

A009-006 9,000
A009-006ａ．【新米】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】～12月
【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

A009-007 9,000
A009-007．佐賀特A米さがびよ
りと佐賀県産もち麦

【内容量】
禄のさがびより 2kg×1
佐賀県産もち麦 800g×1
【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

佐賀の和食店「禄」が推奨する佐賀の美味しいお米
「さがびより」と佐賀県産もち麦のセットです。
【さがびより】 日本穀物検定協会「米の食味ランキン
グ」にて11年連続で最高評価特Aを獲得している佐
賀県が誇る良食味米。もっちりとした食感と甘味が特
徴。
【もち麦】 品種は味の良さで知られる「ダイシンモチ」。
ぷちぷちとした食感に加え、しっかりとした旨味と甘味
があり穀物らしい香ばしさもお楽しみいただけます。

-おいしい炊き方-
洗米したお米にお好みでもち麦(2割り程度)と、もち麦
の分の水を加えて炊飯してください。
もち麦は洗わずに使用できます。

【提供元】株式会社　クーイング

A009-008 9,000
A009-008．好きな時に、好きな
だけ！もちもち丸餅(約30個)

【内容量】
 500g×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

餅職人が作る出来立ての杵つき丸餅を急速冷凍して
約30個お届けします。
急速冷凍をしているので鮮度がバツグン。出来立てさ
ながらの、もち米の風味ともちもち感を、好きな時に・
好きなだけお楽しみいただけます。小ぶりなお餅を約
10個ずつに小分けしているため、ご自宅の冷凍庫で
保管いただきやすいです。
冬場の定番 焼餅、お雑煮、ぜんざい、きな粉など定
番から、お食事系レシピにも幅広くご活用いただけま
す。全国でも有数の米どころ佐賀のお餅をご堪能くだ
さい。

A009-009 9,000
A009-009．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

A009-014 9,000
A009-014．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

お礼の品



A009-015 9,000
A009-015．「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。

A009-016 9,000
A009-016．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

B3-001 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

B3-012 9,000
Ｂ３－０１２．肥前さくらポーク　
ロースとんかつ用10枚

【内容量】
約100ｇ×10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

JAグループ佐賀オリジナルブランド「肥前さくらポーク」
のロースとんかつ用。
豚肉独特の臭みが少なく、肉質はやわらかいのが特
徴。 
トンカツにすれば、一口食べただけでジューシーな肉
汁があふれてきます。 
１００ｇでカットしていますので、衣をつけてトンカツにし
てもよし、そのまま焼いてトンテキにするのもオススメで

B3-014 9,000
Ｂ３－０１４．肥前さくらポーク　肩
ローススライス　１ｋｇ

【内容量】
約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カ月

JAグループ佐賀オリジナルブランド「肥前さくらポーク」
の肩ローススライス。
豚肉独特の臭みが少なく、肉質はやわらかいのが特
徴です。 
 
しゃぶしゃぶやしょうが焼きにして食べるのがおすすめ
です。
【提供元】さが風土館季楽

B3-017 9,000
Ｂ３－０１７．佐賀県産豚ロースハ
ムスライス

【内容量】
100g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　　
※賞味期限：発送日より３ヶ月

佐賀県産の良質な豚ロースを独自の製法で作り上げ
たロースハムです！赤ワインやビールとも相性抜群！
サラダやサンドウィッチはもちろん、チーズなどと合わ
せてお楽しみ下さい。
【提供元】Ys工房佐賀

B3-018 9,000
Ｂ３－０１８．極旨！骨太有明鶏
手羽スモーク

【内容量】
4本入り×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　　
　※賞味期限：冷凍で180日

「骨太有明鶏」は、全飼育期間、カルシウムを豊富に
含んだ有明海産中心のカキガラや、抗菌性物質を含
まないオリジナル飼料で飼育された高品質の若鶏で、
徹底した衛生管理の中で短時間処理。さらに室内、
輸送庫内の低温管理で鮮度の良さを持続させ、新鮮
さと美味しさにこだわっています。
その骨太有明鶏を贅沢にスモークして作り上げた晩
品。是非スモークの香りと肉汁を堪能してください！
おつまみとしてビールやワインやウイスキーなどでも楽
しめます。
【提供元】Ys工房佐賀

B3-029 9,000

Ｂ３－０２９．＜白米＞佐賀シギ
の恩返し米
（佐賀県正規検査一等米 ： 夢し
ずく使用

【内容量】
白米：内容量　5kgｘ１袋
【受付期間】通年
11月～10月
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間

【白米】
秋になるとたくさんのバルーンが舞い降りる
佐賀東与賀の田んぼに集う
シギたちから感謝の贈り物
特産品（夢しずく）をお届け致します。夢しずくは、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
ある光沢があります。
※白米：石抜、色彩選別機処理済です
【提供元】梅野米や天祐

B3-032 9,000
Ｂ３－０３２．肥州樽熟成　麦焼
酎のみくらべ

【内容量】
720ｍｌ　（1本）×2 アルコール25度
【受付期間】通年
【配送方法】常温

【発送時期】入金確認後、約2週間

上質な佐賀県産「二条大麦」100％を原料にして仕
込んだ麦焼酎で非常に透明感のある、スッキリとした
焼酎と原酒を樫樽の中で熟成させた樽熟成焼酎の呑
みくらべセットです
【提供元】窓乃梅酒造㈱



B3-033 9,000
Ｂ３－０３３．フラワードピクルス
（薔薇）

【内容量】
フラワードピクルス１７０g×２本
【受付期間】５月〜６月
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後約２週間

【食べられるお花】
提携農園で無農薬栽培しているお花とハーブを使用
【安心の無添加、やさしい味づくり】
保存料や発色剤など食品添加物不使用
酸味が苦手な方に向け優しい口あたりのスイートピク
ルスに仕上げました
お子様でも食べやすいサイズにカットしてあります
【うれしい乳酸菌５０億個/１瓶】
整腸作用、免疫力を高めるなど様々な働きがある
梅の花由来の乳酸菌（フェカリス菌）５０億個配合 
【提供元】フラワードギフト



No. 寄附金額 内容量等 説明

B010-001 10,000
B010-001．飲む果実酢 特選 
5本 ギフトセット

【内容量】
国産果実酢ドリンク5種(みかん・ぶどう・も
も・かりん・ゆず)[120ml×各1本]
（生姜→ももへ変更）
【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

国産くだものの果汁を飲み易くおいしい飲む果実酢ドリンクに仕上げ
ました。国内製造です。5倍に薄めてお召し上がりください。
敬老の日、お歳暮、母の日、父の日、お中元、内祝い等のギフト贈
答にぴったりです。佐賀市の老舗酢蔵右近酢謹製。オリジナルのデ
ザインパッケージでお届けします。
【提供元】㈱佐賀美装

B010-003 10,000

B010-003．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

B010-004 10,000
B010-004．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

B010-006 10,000 B010-006．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）

B010-007 10,000

B010-007．佐賀県産乾燥きくら
げ４袋（手作業）

【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】
１袋３０ｇ×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

佐賀市のＮＰＯ法人（障害福祉事業所）が手作業、無農薬で生産し
たナマのきくらげを乾燥した商品です。きくらげは、栄養価が高く、鉄
分やカルシウム、食物繊維、コラーゲンも豊富です。
【提供元】社会福祉法人ともしび

B010-008 10,000 B010-008．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

B010-009 10,000
B010-009．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×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
☆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

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

B010-010 10,000
B010-010．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８
０℃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㈱

B010-011 10,000
B010-011．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

B010-013 10,000
B010-013．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

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

B010-014 10,000
B010-014．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

B010-015 10,000
B010-015．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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

B010-016 10,000
B010-016．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。

B010-017 10,000
B010-017．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
【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（有限会社Core）

B010-018 10,000
B010-018．広島風モチチーズ
焼き３枚セット

【内容量】
520ｇ×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

薄くひいた生地にどっさりのキャベツ、もやし、豚肉、麺を卵で包みお
餅をのせた上からたっぷりのチーズをかけて仕上げた一品です。
お口の中で広がるハーモニーを是非ご堪能ください。
 耐熱皿に移し替え、ラップをせずに、６００Ｗのレンジで約９分温め
るだけで焼き立てのおいしさが味わえます。
 忙しい時のごはん替わりやお子様のおやつにも！ 
【提供元】かばち（有限会社Core）

B010-019 10,000
B010-019．京風モチチーズ焼
き３枚セット

【内容量】
４１０ｇ×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

たっぷりの刻んだキャベツとエビやイカなどを混ぜ合わせ、おモチを
中に入れて焼くことによりトロトロな状態に仕上がります。最後に上か
らチーズをかけて蒸し焼きに。
 急速冷凍していますので、600Ｗのレンジで約9分温めるだけで焼
き立てのおいしさが味わえます。忙しい時のごはん代わりに是非。
【提供元】かばち（有限会社Core）

B010-020 10,000
B010-020．かばちのお好み焼
き食べ比べ３枚セット

【内容量】　　　　　　　　　　　　　　　　　　
広島風のもちチーズ焼き：520g×1枚
京風もちチーズやき：410g×1枚
佐賀県産玉ねぎのお好み焼き：430g×
1枚　
特製ソース、削り粉付き
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約２週間で発
送※【賞味期限】１８０日

たっぷりの野菜を重ね焼きした広島風のもちチーズ焼きと刻んだ
キャベツとエビやイカなどを混ぜ合わせた京風もちチーズ焼き、さら
に佐賀県産の玉ねぎをたっぷりと使用した佐賀県産玉ねぎのお好
み焼き。
3種類の味が楽しめる3枚セットの登場です。
600Ｗのレンジで約9分温めるだけでお店の味が楽しめます。
忙しい時のごはん替わりにいかがですか？
【提供元】かばち

B010-021 10,000
B010-021．黒ごまバスクチーズ
ケーキ

【内容量】
直径15センチ
【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

佐賀県産の卵をおしみなくたっぷり使用しています。フランス産ク
リームチーズとの相性は抜群で、佐賀県産の黒ごまペーストを生地
に練りこみ、風味豊かでごまの香りも逃がさず焼き上げています。
黒ごまは不老長寿のもと？と言われるほど、良質なタンパク質、ビタ
ミン、食物繊維、アントシアニン、カルシウム、マグネシウムなど豊富
に含まれており、小さな粒に大きなパワーを持っています。
またグルテンフリーにこだわり外はしっかり、中はとろんとろんに仕上
げ、なめらかな食感が楽しめます。
ひとつひとつ、丁寧に、美味しいを伝えたいをコンセプトに、愛情を込
めて手作りしています。
お召し上がりの際には、冷蔵庫で6～7時間ゆっくりと解凍し、お好み
の大きさにカットしてください。
【提供元】株式会社　クーイング

B010-022 10,000
B010-022．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

B010-023 10,000
B010-023．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

B010-024 10,000
B010-024．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

B010-025 10,000 B010-025．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

B010-026 10,000
B010-026．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㈱



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

B010-027 10,000
B010-027．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㈱

B010-028 10,000
B010-028．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㈱

B010-029 10,000
B010-029．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

B010-030 10,000
B010-030．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

B010-031 10,000
B010-031．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。

B010-032 10,000
B010-032．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

B010-033 10,000
B010-033．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、１万５０
００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

B010-034 10,000
B010-034．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

B010-035 10,000
B010-035．レインボーハウス焼
き菓子詰合せギフトセット

【内容量】抹茶ケーキ1本マフィンチョコ1
個
マフォンプレーン1個 マドレーヌココア1個
マドレーヌプレーン1個 クッキーミックス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週間で発
送
※賞味期限：別途返礼品ラベルに記載
（製造より1か月）

温もりを感じるホームメードスイーツ。みんなが安心して食べられる
安全性をモットーに手間を惜しまず、ひとつひとつ丁寧に心を込めて
作っています。
佐賀市水ヶ江のルーテルキリスト教会内にあるレインボーハウスで
手づくりされているパウンドケーキ3種をギフトボックスに詰合せまし
た。
アメリカ人の宣教師が伝えたアメリカで作られる家庭の味を日本人
向けに甘さを抑え、食べやすいように改良しました。
寄付いただくことでみんなと同じように働きたいと思いを持つハンディ
を持った方々の支援にもなります。
【提供元】(株)佐賀美装（EVERY STORE）

B010-038 10,000
B010-038  ．白山文雅カレー
定番３種セット

【内容量】
冷凍真空パック　　　　　　　　　　　　　　　
ビーフカレー（200ｇ）×1
チキンカレー(200g)×1
きのこカレー（200ｇ）×1
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約１～２カ月で
発送予定
※申し込みが殺到したため、お申込みの
順番により、３カ月～半年待ちとなること
が予想されます。
※配送時期のご指定やお問い合わせ
は、お受けいたしかねますのでご了承くだ

1958年創業の欧風カレーの名店「白山文雅」。
白山文雅の定番【ビーフ・森のキノコ・セイロン風チキンカレー（各１
パック）】のお得な詰め合わせです！
どなたでも素直に美味しいといっていただけるソース３種です。
【提供元】白山文雅

B010-039 10,000
B010-039．白山文雅 森のきの
こカレー３個セット

【内容量】
森のきのこカレー 200ｇ×3
【受付期間】通年

【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約2か月

「森のきのこカレー」とは
4種類のきのこをふんだんに使い、牛乳をベースにして仕上げたたい
へんまろやかなカレー。
全国放送にてご紹介頂きました。３個セットです。
【提供元】白山文雅



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

B010-040 10,000
B010-040．令和4年佐賀県産
夢しずく白米12ｋｇ

【内容量】
5㎏×2袋     2㎏×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

炊きあがりの艶が良く若干やわらかめの佐賀でしか栽培されない佐
賀のブランド特A米「夢しずく」生産者から直接仕入れてる為顔が見
えて安心安全です。お申し込み後に精米いたします。
【提供元】株式会社森商店

B010-041 10,000
B010-041．令和4年佐賀県産
ヒノヒカリ白米12ｋｇ

【内容量】
5㎏×2袋     2㎏×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

年間通して味落ちしない香り甘みバランスとれた美味しい「ヒノヒカ
リ」生産者から直接仕入れてる為顔が見えて安心安全です。お申し
込み後に精米いたします。
【提供元】株式会社森商店

B010-042 10,000
B010-042．令和4年佐賀県産
さがびより白米12ｋｇ

【内容量】
5㎏×2袋     2㎏×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

艶良し！食感良し！香り甘み良し！冷めても良し！佐賀でしか栽
培されない佐賀のブランド特A米「さがびより」生産者から直接仕入
れてる為顔が見えて安心安全です。お申し込み後に精米いたしま
す。
【提供元】株式会社森商店

B010-043 10,000
B010-043．令和4年佐賀県産
夢しずく玄米12ｋｇ

【内容量】
5㎏×2袋     2㎏×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

炊きあがりの艶が良く若干やわらかめの佐賀でしか栽培されない佐
賀のブランド特A米「夢しずく」生産者から直接仕入れてる為顔が見
えて安心安全です。
【提供元】株式会社森商店

B010-044 10,000
B010-044．令和4年佐賀県産
ヒノヒカリ玄米12ｋｇ

【内容量】
5㎏×2袋     2㎏×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

年間通して味落ちしない香り甘みバランスとれた美味しい「ヒノヒカ
リ」生産者から直接仕入れてる為顔が見えて安心安全です。
【提供元】株式会社森商店

B010-045 10,000
B010-045．令和4年佐賀県産
さがびより玄米12ｋｇ

【内容量】
5㎏×2袋     2㎏×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

艶良し！食感良し！香り甘み良し！冷めても良し！佐賀でしか栽
培されない佐賀のブランド特A米「さがびより」生産者から直接仕入
れてる為顔が見えて安心安全です。
【提供元】株式会社森商店

B010-048 10,000
B010-048．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

B010-049 10,000
B010-049．百姓品質　二条大
麦茶

【内容量】
・佐賀県産麦茶(10g×20P)×20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

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。
 酵素栽培の力により丈夫でしっかりと根に張った二条大麦からつく
られる麦茶は、香ばしい味わいのあとに続くすっきりとした飲み口で、
お食事にはもちろん運動のお供にも最適です。
【提供元】（株）イケマコ

B010-050 10,000
B010-050．佐賀特A米さがびよ
りと佐賀のり2種

【内容量】
禄のさがびより 2kg×1
佐賀丸 味 8切80枚×1
佐賀丸 焼 8切80枚×1
【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

佐賀の和食店「禄」が推奨する佐賀の美味しいお米「さがびより」と
旨い佐賀海苔のセットです。
【さがびより】 日本穀物検定協会「米の食味ランキング」にて11年
連続で最高評価特Aを獲得している佐賀県が誇る良食味米。つや
つやとしていてその粒はしっかり大きくもっちりとした食感と甘味が特
徴。時間がたってもその美味しさはかわらず、お弁当などにも最適で
す。
【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」、佐賀海苔本来の旨味をそのまま味わえる「焼」の2種
類の詰め合わせです
【提供元】株式会社　クーイング

B010-055 10,000
B010-055．ソロキャンプに最
適！佐賀産和牛ステーキ

【内容量】
ステーキ100g×3パック（牛脂付）
【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

【キャンプに特化した商品】

・ソロキャンプ用鉄板サイズ
・贅沢、ボリューム感が演出できる
・必要な分だけ使用できる、1枚ずつの袋入りなのでロスがでない
・牛脂付なので別に油を用意しなくていい
・牛脂を使うことで専門店の香り、味が楽しめる
・急ぎの場合、流水解凍OK
・ファミキャンの場合、必要人数分、使用できるので割り勘がしやす
い

B010-059 10,000
B010-059．佐賀県産米無洗米
特Ａランク食べ比べセット

【内容量】
佐賀県産さがびより（無洗米）２ｋｇ×２袋
佐賀県産夢しずく（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3週間　　　
【賞味期限】精米日より３０日程度をおす
すめ

２kg小分けした食べ比べセットです！
２０１０年から１０年連続食味ランキングで、最高評価の特Ａを獲得
した令和３年産『さがびより』です。とがずに炊ける【無洗米】にしまし
た！
どちらの品種も味と品質に自信があります。

【提供元】（株）大坪米屋

B010-060 10,000
B010-060．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



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

B010-061 10,000
B010-061．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

B010-062 10,000
B010-062．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

B010-063 10,000
B010-063．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

B010-064 10,000
B010-064．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

B010-067 10,000
B010-067．よつばパンの冷凍お
すすめパンセット

【内容量】
おすすめパン１５個セット、（カンパー
ニュ、プレミアムミニ食パン、バケット、明
太フランス、紅茶とレモンとホワイトチョコ、
高菜パン、焼きカレーパン、カルピスバ
ターのクロワッサン、自家製あんぱん、自
家製クリームパン、よつ葉メロンパン、よつ
ばパン、くるくるシャウエッセン、アーリオ・
オーリオ、チョコスコーン）
【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

すべてのパンに佐賀県産小麦を使用し、ひとつひとつ丁寧に焼き上
げています。
あんこ、カスタード、カレーなど具材の手作りにこだわり、材料も地元
佐賀の野菜や佐賀の名店蔵出しめんたい本舗の明太子など、でき
るかぎり佐賀の食材を使用しています。
マーガリン、イーストフードは使用していません。
【提供元】よつばパン

B010-068 10,000
B010-068．一人用　　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

B010-069 10,000
B010-069．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

B010-079 10,000
B010-079．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㈱

B010-080 10,000
B010-080．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

B010-081 10,000
B010-081．金ごまバスクチーズ
ケーキ

【内容量】
直径15センチ
【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

佐賀県産の卵をおしみなくたっぷり使用しています。フランス産ク
リームチーズとの相性は抜群で、佐賀県産の金ごまペーストを生地
に練りこみ、風味豊かでごまの香りも逃がさず焼き上げています。
金ごまは特にセサミンを始めとする抗酸化物質を含みアンチエイジ
ング効果があると言われています。その他ビタミン、ミネラルも豊富
で小さな粒に大きなパワーを持っています。
またグルテンフリーにこだわり外はしっかり、中はとろんとろんに仕上
げ、なめらかな食感が楽しめます。
ひとつひとつ、丁寧に、美味しいを伝えたいをコンセプトに、愛情を込
めて手作りしています。
お召し上がりの際には、冷蔵庫で6～7時間ゆっくりと解凍し、お好み
の大きさにカットしてください。
【提供元】株式会社　クーイング

B010-082 10,000
B010-082．うんっま！！佐賀
れんこん

【内容量】
3kg
【受付期間】9月～2月
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約1か月

この先も永くレンコン栽培を続けていくために、化学肥料の使用を減
らし、食味向上のために有機質の醗酵肥料を使用しています。生産
者直送の”もちもちホクホクの蓮根をぜひご賞味ください。
【提供元】蓮根のくすだ
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C-016 10,000
Ｃ－０１６．佐賀牛肩ロースしゃぶ
しゃぶ２４０ｇ

【内容量】
　佐賀牛肩ロースしゃぶしゃぶ240g　
【受付期間】通年　
配送方法】冷凍　
【発送時期】入金確認後、約１か月
（年末年始は２～３か月かかる場合があ
ります）

艶さし”と呼ばれる、やわらかな赤身の中にきめ細かな脂肪が入っ
た美しい霜降りが特徴です。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

C-019 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

C-020 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

C-029 10,000 Ｃ－０２９．大吟醸酒　窓乃梅

【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

酒米の最高峰「山田錦」を35％まで精米して仕込んだ大吟醸酒。
福岡国税局新酒鑑評会で最多連続金賞記録をもつ。「香梅」の銘
のとおり、華やかな香りとキレのある味わいの酒。
【提供元】窓乃梅酒造（株）

C-038 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

C-048 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

C-051 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

Ｃ-055 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

C-070 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㈱

C-078 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

C-088 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

C-089 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
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C-094 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）

C-095 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

C-116 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

C-126 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

C-128 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

C-160 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

C-166 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

C-167 10,000
Ｃ－１６７．佐賀県産「夢しずく」
玄米　１０ｋｇ（５ｋｇ×２）

【内容量】
「夢しずく」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

「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。特徴はなんといっても光
沢と粘り気にあります。炊きあがりは柔らかでふっくらしており、食感
は柔らかめでありながら　噛めば噛むほど甘さと旨みが出る美味しく
て味わい深いお米としられています。玄米で出荷することにこだわり
安心・安全にこだわって育てた逸品です。
【提供元】株式会社　五十鈴

C-168 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

C-169 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

C-177 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
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C-182 10,000
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

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-201 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

C-214 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

C-219 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

C-229 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

C-233 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

C-240 10,000
Ｃ－２４０．富士町産「夢しずく」５
ｋｇ

【内容量】
「夢しずく」白米5K　×1袋
【発送期間】新米収穫後、受付開始予定
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約２週間

「米処佐賀県の代表的なお米です」
佐賀平野の“屋根”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、天然のミネラルをたっぷり吸収しながら成長した夢しず
くは、優れた味わい、ふっくらとつやのある光沢が評価を受けていま
す。
【提供元】旬菜舎さと山

C-254 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

C-277 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

C-285 10,000
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
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C-295 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

C-296 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

C-306 10,000
Ｃ－３０６．佐賀市ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ
佐賀県三瀬村ふもと赤鶏食事券

【内容量】
東京にある佐賀県三瀬村ふもと赤鶏5店
舗で使用できるセットメニューのご利用券
【セットメニュー】
・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」
【受付期間】通年
【配送方法】なし
【発送時期】入金確認後、約2週間

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。

【セットメニュー】
・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」
【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。
※混み合う時間帯や下記休業日以外（年末年始、臨時休業等）の
休業もございますので、事前のご予約をお奨めします。
【提供元】株式会社fun function

C-307 10,000
Ｃ－３０７．トマト入りたまごスープ
30食セット

【内容量】
8..3ｇ×30個
【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

「佐賀県産トマト」を使用したフリーズドライスープです。
ダイスカットにした佐賀県産トマトとふわふわたまごをベースに、“国
産”のキャベツ・玉ねぎ加え、具だくさんの中華風スープに仕上げま
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。

朝食や、ランチのおともにどうぞ
【提供元】さが風土館季楽

C-308 10,000
Ｃ－３０８．3種の野菜のかき玉
味噌汁30食セット

【内容量】
11.2ｇ×30個
【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

佐賀県産米・麦・大豆を使用した味噌使用のフリーズドライタイプの
味噌汁です。
具材には国産のたまねぎ、えのき、ねぎを使用し、かき玉を加えまし
た。
化学調味料不使用なので、家庭的な優しい味の味噌汁に仕上げて
います。
お湯を注ぐだけで簡単に召し上がっていただけます。

朝食や、ランチのおともにどうぞ
【提供元】さが風土館季楽

C-310 10,000
Ｃ－３１０．白山文雅　やきもんカ
レー

【内容量】
冷凍ビーフカレー（364ｇ）
香蘭社製 有田焼陶器
【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
※申し込みが殺到したため、お申込みの
順番により、3カ月～半年待ちとなること
が予想されます。 ※配送時期のご指定
やお問い合わせは、お受けいたしかねま
すのでご了承ください。

1958年創業の欧風カレーの名店「白山文雅」と有田焼の老舗「香
蘭社」が長年培ってきた匠の技を持ち寄ることによる、食して美味し
い、使って嬉しい、という、佐賀を満喫していただける品です。
その名の通り、佐賀で創業し、佐賀で育った店として、カレーソー
ス、米、肉、器、全て佐賀県産「佐賀んもん」「佐賀らしさ」をひと箱
に詰め込みました。
食後は香蘭社の器をそのままご家庭でお使いいただけます。
【提供元】白山文雅

C-312 10,000
Ｃ－３１２．佐賀牛入りがばいハン
バーグ6個
ソースセット

【内容量】
ハンバーグ6個セット (1個/150ｇ)
ソース(180ml）
【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

全国屈指のブランドで有名な佐賀牛と佐賀産・九州産豚を贅沢にミ
ンチにし、極上ハンバーグを作りました。
ほのかに香るスパイス、溢れる出る肉汁、想像するだけで至福の時
間を味わえます。
日本が誇るブランド和牛の中でも最上位クラスの品質を条件にして
いるのが「佐賀牛」です。
（公社）日本食肉格付協会の肉質等級規格に定められた最高品質
5等級及び、4等級の脂肪交雑-No7以上”のものを厳選し「佐賀
牛」と呼びます。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」と明確に区別されています。
【提供元】株式会社Synergy

C-313 10,000
Ｃ－３１３．佐賀牛はしっこちゃん
500

【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か月

佐賀牛のロースやカルビの精肉の際に出た切れはしを食べやすい
焼肉用にカットしたセットです。
気軽にご家庭で佐賀牛をご堪能下さい。
細かくカットすることで様々な家庭料理にご利用いただけます。
佐賀牛カレーやチャーハン、チンジャオロースなどの中華料理にも
相性抜群です。
【提供元】株式会社Synergy

C-324 10,000
Ｃ－３２４．骨太有明鶏スモーク
バラエティーセット

【内容量】
手羽スモーク4本入り×1パック
なんこつ薫80g×1パック
ロースハムスライス100g×1パック
むねスモーク190g×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

「骨太有明鶏」は、全飼育期間、カルシウムを豊富に含んだ有明海
産中心のカキガラや、抗菌性物質を含まないオリジナル飼料で飼
育された高品質の若鶏で、徹底した衛生管理の中で短時間処理。
さらに室内、輸送庫内の低温管理で鮮度の良さを持続させ、新鮮さ
と美味しさにこだわっています。
ぜひ一度、佐賀県産ブランドの主力「骨太有明鶏」をお試しくださ
い。こだわりの製法でスモークした骨太有明鶏のバラエティーセット
になります！
いろんなスモークや佐賀県産の良質な豚ロースハムをお楽しみくだ
さい！

製造者：㈲古賀食鳥　佐賀市高木瀬
【提供元】Ys工房佐賀

C-343 10,000 Ｃ－３４３．佐賀牛カレー×5

【内容量】
4個
【受付期間】年中可能
【配送方法】常温

【発送時期】入金確認後、約1か月

昭和21年創業老舗の佐賀牛カレー！！！温めるだけで美味しくい
ただけます！！
【提供元】株式会社Synergy
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C-346 10,000
Ｃ－３４６．希少！アカカシの薪
割り台！取っ手付！

【内容量】
直径20cm〜25cm、高さ5cm〜8cm（サ
イズは自然林の為、多少前後します）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１～2カ月

国内産で最も硬く、強度があり最高品質の木材「アカカシ」を使用
し、持ち運びに便利な取っ手を付けてみました。
【提供元】旬菜舎さと山

C-349 10,000
Ｃ－３４９．絶品！！ハンバーグ
セット

【内容量】
佐賀牛＆佐賀県産豚肉ハンバーグ100
ｇ２個入×２袋
ジャポネソース　３００ml　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

【黄金比本生ハンバーグ】
佐賀を代表するブランド牛”佐賀牛”と佐賀産豚を使用した本生ハ
ンバーグ。
〔本生〕旨味を引き出したお肉を生のまま急速冷凍しているため鮮
度が保たれ、
焼き上がりがジューシーになります。
佐賀牛と佐賀産豚の使用割合から見出した”黄金比”、ふっくら
ジューシーで
肉の旨味をしっかりと味わうことができる特別なハンバーグです。
1袋に真空パックされた100gのハンバーグが2個入っています。
100gですので食べきりやすいサイズです。
【ジャポネソース】
玉ねぎの甘みとコクを最大限に引き出して作った無添加ジャポネ
ソースはお肉だけでなく様々なお料理に合わせてお使い頂けます。
お料理を更に美味しく引き立ててくれる絶品ソースです。
【提供元】（株）葉隠

C-352 10,000
Ｃ－３５２．シラ　モイスチャライジ
ングハンドクリーム　リップクリーム

【内容量】
モイスチャライジングハンドクリーム：30ml
×1本
リップクリーム：8g×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

モイスチャライジングハンドクリーム
毎日の手洗い、消毒や家事などで荒れた手肌をアスタキサンチン
やヒアルロン酸などの保湿成分が水分と油分の
バランスを整え、さらっとした使用感です。

リップクリーム
荒れた唇やヒビ割れをアスタキサンチンとワセリンが水分の蒸発を抑
え保護し、うるおった柔らかい唇に整え
しっかり保湿できます。
【提供元】㈱アルビータ

C-355 10,000
Ｃ－３５５．佐賀産豚 細挽き ハ
ンバーグ 140g × 8個

【内容量】
細挽きハンバーグ：140g×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

◆佐賀県産豚使用！
◆やわらか細挽きの優しい食感
◆地元肉屋の本格ハンバーグ
佐賀市川副町に拠点を構える肉屋が、妥協せず真剣に向き合って
作ったハンバーグ。
できるだけ安価に、しかしボリューム感は出して、お子さまから大人
の方にまで楽しんでもらえるハンバーグにしたい。
そんな思いから、試行錯誤を経て作られた安心安全の「佐賀県産
豚肉を使用した自慢のハンバーグ」をぜひお試しください！
【原材料】牛肉、豚肉
【製造・加工】佐賀市内
【提供元】三重津みやげホスムスカモス

C-356 10,000
Ｃ－３５６．佐賀産豚 粗挽き ハ
ンバーグ 140g × 8個

【内容量】
粗挽きハンバーグ：140g×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

◆佐賀県産豚使用！
◆がっつり粗挽きの肉感
◆地元肉屋の本格ハンバーグ
佐賀市川副町に拠点を構える肉屋が、妥協せず真剣に向き合って
作ったハンバーグ。
できるだけ安価に、しかしボリューム感は出して、お子さまから大人
の方にまで楽しんでもらえるハンバーグにしたい。
そんな思いから、試行錯誤を経て作られた安心安全の「佐賀県産
豚肉を使用した自慢のハンバーグ」をぜひお試しください！
【原材料】牛肉、豚肉
【製造・加工】佐賀市内
【提供元】三重津みやげホスムスカモス

C-357 10,000
Ｃ－３５７．佐賀牛100%ミンチひ
き肉 500g

【内容量】
佐賀牛100%ミンチひき肉 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

JA認定　最高級ブランド牛【佐賀牛】
【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。
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。
佐賀牛のおいしさの源である脂身と赤身を程よく合わせております
ので、ハンバーグなどにぴったりです。
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】三重津みやげホスムスカモス

C-369 10,000
Ｃ－３６９．佐賀産和牛ミックスホ
ルモン 600g

【内容量】
佐賀産和牛ミックスホルモン 300g × 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ヶ月

佐賀の温和で肥沃な大地で育った、ブランド牛「佐賀牛」とともに地
元佐賀で愛され食されている県の指定産品としても選ばれている
【佐賀産和牛】。
こちらの小腸や大腸、アカセンマイの３種類が入ったミックスホルモ
ンをお送り致します。
噛めば噛む程、甘味が出るジューシーな佐賀産和牛のホルモンを
ご自宅でモツ鍋や焼肉や炒め物などのお料理にお使いください。
冷凍でお送りしますので、使われる前日に冷蔵庫でゆっくり解凍され
ることをおすすめ致します。
解凍後は、当日中にお召し上がりください。
【提供元】㈱バッテン

C-370 10,000
Ｃ－３７０．試しあぶり漬　詰合せ
<西京漬 4パック>

【内容量】
焼３魚種小サイズ切落し３切れを真空
パック×４
【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

竹八お徳用あぶり漬『楽太郎』詰合せ（４パック）は、手軽に美味し
い焼魚をお試し頂ける人気商品です。
忙しい朝や、遅く帰った夜の美味しい食卓に、ひとりごはんに、お弁
当にもとっても便利。
"銀鮭、銀ひらす、さわら、あぶらがれい、帆立貝"を漬込み、ふっく
ら焼いて真空パックしたあぶり漬けのお得な詰合せです。
【提供元】東京竹八株式会社

C-371 10,000
Ｃ－３７１．お試し西京漬 詰合せ
（６切）（化粧箱入）

【内容量】
 ６切 (ぶり、銀鮭、銀ひらす西京漬 各×
２切）
【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

昔ながらの製法を守り、漬込む前に五島の自然塩を用いた”塩振
り”を行い、漬込み仕上げます。
西京味噌で漬けた魚は香り高く旨みがあり、ご飯にも日本酒にも良く
合います。是非一度ご賞味下さい。
【提供元】東京竹八株式会社



No. 寄附金額 内容量等 説明

B011-001 11,000
B011-001．三瀬バウム　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

B011-002 11,000
B011-002．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10ｇ） ・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

B011-003 11,000
B011-003．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

B011-006 11,000
B011-006．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）

B011-007 11,000 B011-007．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

B011-008 11,000
B011-008．有明海のめぐみ塩
海苔詰合せＡ

【内容量】
有明海のめぐみ塩海苔（8切48枚入）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

世界的に有名なガイドブックにも掲載されているイ
タリア料理店のシェフが企画。佐賀県有明海産の
上質な海苔とイタリア産の有機栽培エキストラ
バージンオリーブオイル、玄界灘産の海水塩を使
用した、こだわりの塩海苔です。返礼品のラベル
は佐賀市東与賀の干潟をイメージしており、佐賀
市在住の画家やデザインを学んでいる大学生が
作りました。
【提供元】ツースリービル合同会社

B011-009 11,000
B011-009．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

B011-010 11,000
B011-010．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

B011-011 11,000 B011-011．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

お礼の品



B011-012 11,000
B011-012．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

B011-013 11,000
B011-013．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

B011-017 11,000
B011-017．累計100万個以上
販売 どら焼き さがどら(20個入)

【内容量】
20個
1個当たり60g
【受付期間】発送期間
10～5月
受付期間
９月中旬～５月中旬
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約2週間

地元で長年愛され続けている「さがどら」。
第26回全国菓子博覧会でも金賞を受賞した、自
慢の逸品です。
直径約７cmの食べきりやすいサイズなので、女性
や小さなお子様にも人気です。
どら焼きの皮は、”きめの細かさ”と”粘り”が特長
の佐賀産もち米ブランド”佐賀よかもち"を使用。
もっちり・しっとりした食感を楽しんでいただけます。
中身の粒あんには、北海道十勝産の最高級小
豆”エリモ小豆「雅」”を使用。
この道40年以上のベテラン職人が作る自家製の
あんこは、小豆の香りと甘み、しつこすぎないキレ
の良さがあります。
【提供元】㈲菓心まるいち

B011-018 11,000
B011-018．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㈱

B011-022 11,000
B011-022．かささぎの里パウンド
ケーキ3本詰合せギフトセット

【内容量】ブランデーケーキ1本
チョコレートケーキ1本 フルーツケーキ1本
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約3週間で発送　
※賞味期限：別途返礼品ラベルに記載（製
造より1か月）

パンの製造販売、お弁当宅配や食堂運営など
様々な事業を行っている社会福祉法人かささぎ
福祉会かささぎの里のお菓子工房旬では約40種
類の菓子を手作りしています。その中から大変評
判の良いパウンドケーキ3種をギフトボックスに詰
合せました。みんなと同じように働きたいとの思い
をもったハンディを持った方々の支援にもなりま
す。
【提供元】(株)佐賀美装（EVERY STORE）

B011-023 11,000
B011-023．名刺入れ（裏地：絣
もしくは旗）

【内容量】1点
サイズ（開いた状態）150×120（㎜）
【受付期間】通年　
【発送時期】入金確認後、約３週間
【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。また、裏地（旗・絣）を選ぶことはできま
せんのでご了承ください。・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

明治・大正・昭和と続いた枝梅酒造、残された酒
袋が新たな形で生まれ変わりました。柿渋の落ち
着いた風合いと裏地には旗や絣を使用した名刺・
カード入れです。
※裏地で使用している旗はのぼり旗等を再利用し
たものです。
【提供元】株式会社とっぺん

B011-024 11,000 B011-024．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

B011-025 11,000
B011-025．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



B011-026 11,000
B011-026．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

B011-027 11,000
B011-027．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

B011-030 11,000
B011-030．「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。

B011-031 11,000
B011-031．「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

B011-032 11,000
B011-032．「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

B011-033 11,000
B011-033．佐賀みかんガトー
ショコラ

【内容量】
1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

佐賀みかんペーストをふんだんに生地に流し込み
更に佐賀みかんの皮をジャムに仕立、上にたっぷ
りのせて焼き上げたガトーショコラです。ひとつひと
つ丁寧に手作りしております。佐賀みかんの爽や
かな香りをお楽しみください。
【提供元】Miカフェプランニング株式会社

B011-035 11,000
B011-035．佐賀牛すきやき鍋
セット

【内容量】
　２食　
【受付期間】10月～１月限定　
【配送方法】冷凍　
【発送時期】入金確認後、約2週間

食べたいときにすぐ食べれる佐賀牛すき焼き鍋
セット。（IH、ガス対応）必要なものがひとつにセッ
ト。手軽に本格すきやきを佐賀牛で心ゆくまでご堪
能下さい。
【提供元】佐賀冷凍食品



No. 寄附金額 内容量等 説明

B012-001 12,000 B012-001．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

B012-002 12,000
B012-002．「実り咲かす」農薬・
化学肥料不使用のさがびより玄
米5ｋｇ

【内容量】
5ｋｇ
【受付期間】12月～8月
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

農薬・化学肥料を一切使用せず、手間暇かけて栽培したお米です。
粒が大きく、甘みがあり、もちもちとした食感が特徴です。生産・乾燥・
調整・販売までを一貫して行っているので安心してお召し上がり頂け
るお米です。
【提供元】光吉農産

B012-003 12,000
B012-003．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

18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）

B012-005 12,000
B012-005．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

B012-006 12,000
B012-006.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

B012-009 12,000
B012-009．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

B012-011 12,000
B012-011．「実り咲かす」農薬・
化学肥料不使用のさがびより精
米4.5㎏

【内容量】
4.5㎏
【受付期間】12月～8月
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

農薬・化学肥料を一切使用せず、手間暇かけて栽培したお米です。
粒が大きく、甘みがあり、もちもちとした食感が特徴です。生産・乾燥・
調整・販売までを一貫して行っているので安心してお召し上がり頂け
るお米です。
【提供元】光吉農産

B012-012 12,000
B012-012．ドライフラワー＆プリ
ザーブドフラワー　ホワイトカラー　
スワッグ　ブーケ

【内容量】
縦：約30㎝　横：約20㎝　重さ：34ｇ
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2週間

季節のドライフラワー＆プリザーブドフラワー（永遠に枯れない花）で
す。花瓶やフラワーベースに活けても、そのまま飾っても、通年、お部
屋のインテリアとしてお楽しみ頂けます。和室・洋室のどちらにも合う、
人気のホワイトカラーです。お好みのアロマオイルやフレグランスを滴
下すると、植物のエネルギーで癒しの空間を作り出してくれます。

※写真はイメージです。
※変色、劣化を避けるため直射日光はお避け下さい。
※季節により花の種類が変わります。
【提供元】No.１０７

B012-013 12,000
B012-013．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

B012-014 12,000
B012-014．佐賀の特A米食べ
比べセットと佐賀県産もち麦

【内容量】
禄のさがびより 2kg×1
禄の夢しずく 2kg×1
佐賀県産もち麦 800g×1
【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

佐賀の和食店「禄」が推奨する佐賀の美味しいお米と佐賀県産もち
麦のセットです。
【さがびより】 日本穀物検定協会「米の食味ランキング」にて11年連
続で最高評価特Aを獲得している佐賀県が誇る良食味米。つやつや
としていてその粒はしっかり大きくもっちりとした食感と甘味が特徴。時
間がたってもその美味しさはかわらず、お弁当などにも最適です。
【夢しずく】 ツヤと粘りが高い評価を受けている佐賀県が誇る良食味
米。日本穀物検定協会「米の食味ランキング」にて4年連続最高評
価特Aを獲得しています。ほどよい粘りと優れた味わい、食用をそそる
ふっくらでつやのある光沢が食欲をそそります。
【もち麦】 品種は味の良さで知られる「ダイシンモチ」。ぷちぷちとした
食感に加え、しっかりとした旨味と甘味があり穀物らしい香ばしさもお
楽しみいただけます。
【提供元】株式会社　クーイング

B012-016 12,000
B012-016．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㈱

お礼の品



B012-017 12,000
B012-017．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㈱

B012-018 12,000
B012-018．佐賀の美味しい醤
油セット

【内容量】
こいくち寿醤油　1リットル
かつおだし醤油　2リットル
佐賀のえびす醤油　1リットル
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

九州の人に愛され続けている甘口の寿醤油と、たまごかけご飯にぴっ
たりのかつおだし醤油、すき焼きや煮物等にそのまま使えて便利なえ
びす醤油。
当店人気の３本をセット。
【提供元】㈲池田醤油醸造店

B012-021 12,000
B012-021．うんっま！！佐賀
れんこん

【内容量】
4kg
【受付期間】9月～2月
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約1か月

この先も永くレンコン栽培を続けていくために、化学肥料の使用を減ら
し、食味向上のために有機質の醗酵肥料を使用しています。生産者
直送の”もちもちホクホクの蓮根をぜひご賞味ください。
【提供元】蓮根のくすだ

B012-021 12,000
B012-021．うんっま！！佐賀
れんこん

【内容量】
4kg
【受付期間】9月～2月
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約1か月

この先も永くレンコン栽培を続けていくために、化学肥料の使用を減ら
し、食味向上のために有機質の醗酵肥料を使用しています。生産者
直送の”もちもちホクホクの蓮根をぜひご賞味ください。
【提供元】蓮根のくすだ

C2-002 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

C2-004 12,000 Ｃ２－００４．飲むバラ　ソフィア

【内容量】（化粧箱入り）
スパークロゼ200ml×1本
ローズジャム220g×1個
うれしのローズティー2g×5×1袋
うれしの薔薇茶2g×5×1袋
【受付期間】通年　【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1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、世界一香りが良いと言われている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。
ローズジャムは、ダマスクローズの花びらを摘んだその日にジャムにし
ました。
【提供元】株式会社ローズテラス

C2-012 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

C2-016 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

C2-025 12,000
Ｃ２－０２５．佐賀牛入りがばいハ
ンバーグ10個

【内容量】
10個セット (1個/150ｇ)
【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

全国屈指のブランドで有名な佐賀牛と佐賀産・九州産豚を贅沢にミ
ンチにし、極上ハンバーグを作りました。
ほのかに香るスパイス、溢れる出る肉汁、想像するだけで至福の時
間を味わえます。
日本が誇るブランド和牛の中でも最上位クラスの品質を条件にしてい
るのが「佐賀牛」です。
（公社）日本食肉格付協会の肉質等級規格に定められた最高品質5
等級及び、4等級の脂肪交雑-No7以上”のものを厳選し「佐賀牛」と
呼びます。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」
と明確に区別されています。
【提供元】株式会社Synergy



No. 寄附金額 内容量等 説明

B013-001 13,000
B013-001．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：３．５ｃｍ
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。

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

B013-003 13,000
B013-003．一人用　　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

B013-004 13,000
B013-004．一人用　　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



No. 寄附金額 内容量等 説明

B014-001 14,000
B014-001．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

B014-003 14,000
B014-003．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

B014-004 14,000
B014-004．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

B014-006 14,000
B014-006．三瀬バウム　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

B014-007 14,000
B014-007．厳選佐賀牛ロース
スライス310g

【内容量】
佐賀牛ローススライス３１０g
【受付期間】１月～１１月
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1か月

田舎の小さなお肉屋さんの店主が厳選した佐賀牛のロースをお
届けします。
【提供元】江頭精肉店

B014-013 14,000
B014-013．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㈱

C3-003 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

C3-004 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

C3-005 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

C3-013 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

C3-015 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

お礼の品



C3-019 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

C3-023 14,000
Ｃ３－０２３．・アスタキサンチン　
サプリメント12mg

【内容量】
1袋30粒（約1か月分）×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
出しています。
アスタキサンチンが12mg摂取できる食品です。さらにアマニ油を
配合し、飲みやすいソフトカプセルに仕上げました。
【提供元】㈱アルビータ

C3-024 14,000
Ｃ３－０２４．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
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2カ月

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：オイル塗装
塗装には天然植物油を主成分とした食品衛生法適合塗料の安
心安全なオイルを使っています。
※一つ一つ手間をかけて製作しておりますので、お届けまでにお
時間を頂いております。ご了承ください。
□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。
寸法表示には多少の誤差があります。

C3-025 14,000
Ｃ３－０２５．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
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2カ月

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：オイル塗装
塗装には天然植物油を主成分とした食品衛生法適合塗料の安
心安全なオイルを使っています。
※一つ一つ手間をかけて製作しておりますので、お届けまでにお
時間を頂いております。ご了承ください。
□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。
寸法表示には多少の誤差があります。

C3-037 14,000
Ｃ３－０３７．ドライフラワー＆プリ
ザーブドフラワーアレンジ　ピンク

【内容量】
高さ　12㎝　横幅　９ｃｍ　約１４０ｇ
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後約2週間

プリザーブドフラワーとドライフラワーを贅沢に使用したフラワーアレ
ンジです。
花材には薔薇やアジサイにカスミソウなど使用し柔らかい印象のく
すみピンクカラーに仕上げてあります。
柔らかいカラーリングですので和室から洋室まで幅広いインテリア
のテイストにマッチすると思います。
お好みのアロマやフレグランスを滴下すると、植物のエネルギーで
癒しの空間を作り出してくれます。
※写真はイメージです。
※イメージ画像を変更せずフラワーべースのデザインが変更にな
る場合がございます。
※季節により、お花の種類が一部変更になる場合がございます。
※変色、劣化を避けるため直射日光はお避け下さいませ。
【提供元】No.１０７

C3-038 14,000
Ｃ３－０３８．ドライフラワー＆プリ
ザーブドフラワーアレンジ　イエ
ロー

【内容量】
高さ　12㎝　横幅　９ｃｍ　約１４０ｇ
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後約2週間

プリザーブドフラワーとドライフラワーを贅沢に使用したフラワーアレ
ンジです。
花材には薔薇やアジサイにカスミソウなど使用し柔らかい印象の
イエローカラーに仕上げてあります。
柔らかいカラーリングですので和室から洋室まで幅広いインテリア
のテイストにマッチすると思います。
お好みのアロマやフレグランスを滴下すると、植物のエネルギーで
癒しの空間を作り出してくれます。
※写真はイメージです。
※イメージ画像を変更せずフラワーべースのデザインが変更にな
る場合がございます。
※季節により、お花の種類が一部変更になる場合がございます。
※変色、劣化を避けるため直射日光はお避け下さいませ。
【提供元】No.１０７

C3-039 14,000
Ｃ３－０３９．ドライフラワー＆プリ
ザーブドフラワーアレンジ　レッド
ミックス

【内容量】
高さ　12㎝　横幅　９ｃｍ　約１４０ｇ
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後約2週間

プリザーブドフラワーとドライフラワーを贅沢に使用したフラワーアレ
ンジです。
花材にシルバーデイジーやアジサイにカスミソウなど使用し柔らか
い印象のレッドカラーに仕上げてあります。
柔らかいカラーリングですので和室から洋室まで幅広いインテリア
のテイストにマッチすると思います。
お好みのアロマやフレグランスを滴下すると、植物のエネルギーで
癒しの空間を作り出してくれます。
※写真はイメージです。
※イメージ画像を変更せずフラワーべースのデザインが変更にな
る場合がございます。
※季節により、お花の種類が一部変更になる場合がございます。
※変色、劣化を避けるため直射日光はお避け下さいませ。
【提供元】No.１０７



No. 寄附金額 内容量等 説明

B015-002 15,000

B015-002：もちもちとした美味しいコ
シヒカリ玄米【佐賀県特別栽培農産
物：農薬・化学肥料を使ってないお
米】

【内容量】
コシヒカリ玄米５㎏×１
【受付期間】R5.1.1～
【配送方法】常温

【発送時期】入金確認後、約2週間

農薬、化学肥料を使用しない佐賀県特別栽培米です。「コシヒカリ」の最大
の特徴は、ふっくらもっちりとした粘りっ気と強い旨みです。みずみずしいお
米はひと粒ひと粒が光り輝き炊き上がりも美しい。お米の主成分であるデン
プンは「アミロース」と「アミノペクチン」の２種類あり、コシヒカリはこのふたつ
のバランスが非常に取れたお米です。旨味の強いコシヒカリは、煮物やハン
バーグなど濃いめのおかずにも負けない存在感があります。和食・洋食問
わずどんなおかずにも合いますし、漬物やおひたしなど「ごはんのおとも」と
食べるとお米本来の味を楽しめます。
【提供元】なな農園

B015-002 15,000

B015-002a：【新米】もちもちとした美
味しいコシヒカリ玄米【佐賀県特別栽
培農産物：農薬・化学肥料を使って
ないお米】

【内容量】
コシヒカリ玄米５㎏×１
【受付期間】R4.11月1日～R4.12月末日
【配送方法】常温

【発送時期】入金確認後、約2週間

農薬、化学肥料を使用しない佐賀県特別栽培米です。「コシヒカリ」の最大
の特徴は、ふっくらもっちりとした粘りっ気と強い旨みです。みずみずしいお
米はひと粒ひと粒が光り輝き炊き上がりも美しい。お米の主成分であるデン
プンは「アミロース」と「アミノペクチン」の２種類あり、コシヒカリはこのふたつ
のバランスが非常に取れたお米です。旨味の強いコシヒカリは、煮物やハン
バーグなど濃いめのおかずにも負けない存在感があります。和食・洋食問
わずどんなおかずにも合いますし、漬物やおひたしなど「ごはんのおとも」と
食べるとお米本来の味を楽しめます。
【提供元】なな農園

B015-004 15,000
B015-004．塩海苔とオリーブオイル
詰合せＢ

【内容量】
有明海のめぐみ塩海苔（8切48枚入）2袋、
有機栽培エキストラバージンオリーブオイル
250ml 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

世界的に有名なガイドブックにも掲載されているイタリア料理店のシェフが
企画。佐賀県有明海産の上質な海苔とイタリア産の有機栽培エキストラ
バージンオリーブオイル、玄界灘産の海水塩を使用した、こだわりの塩海苔
です。返礼品のラベルは佐賀市東与賀の干潟をイメージしており、佐賀市
在住の画家やデザインを学んでいる大学生が作りました。
【提供元】ツースリービル合同会社

B015-005 15,000
B015-005．有明海のめぐみ塩海苔
詰合せＢ

【内容量】
有明海のめぐみ塩海苔（8切48枚入）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

世界的に有名なガイドブックにも掲載されているイタリア料理店のシェフが
企画。佐賀県有明海産の上質な海苔とイタリア産の有機栽培エキストラ
バージンオリーブオイル、玄界灘産の海水塩を使用した、こだわりの塩海苔
です。返礼品のラベルは佐賀市東与賀の干潟をイメージしており、佐賀市
在住の画家やデザインを学んでいる大学生が作りました。
【提供元】ツースリービル合同会社

B015-006 15,000
B015-006．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

B015-007 15,000 B015-007．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

B015-008 15,000
B015-008．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６
０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

B015-009 15,000
B015-009．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

B015-012 15,000
B015-012．『佐嘉』SAGA-25度10
年-

【内容量】
750ｍｌ　（1本）Alc.25％
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約5週間

アルコール度数が25%と低めなので非常に飲みやすく全体的に穏やかで、
軽くまとまった感があり、ストレートで楽しめます。軽いハイボールとして女性
にもおすすめです。
【提供元】窓乃梅酒造㈱

B015-013 15,000
B015-013：もちもちとした美味しいコ
シヒカリ【佐賀県特別栽培農産物：農
薬・化学肥料を使ってないお米】

【内容量】
コシヒカリ白米５㎏×１
【受付期間】R5.1.1～
【配送方法】常温

【発送時期】入金確認後、約2週間

農薬、化学肥料を使用しない佐賀県特別栽培米です。「コシヒカリ」の最大
の特徴は、ふっくらもっちりとした粘りっ気と強い旨みです。みずみずしいお
米はひと粒ひと粒が光り輝き炊き上がりも美しい。お米の主成分であるデン
プンは「アミロース」と「アミノペクチン」の２種類あり、コシヒカリはこのふたつ
のバランスが非常に取れたお米です。旨味の強いコシヒカリは、煮物やハン
バーグなど濃いめのおかずにも負けない存在感があります。和食・洋食問
わずどんなおかずにも合いますし、漬物やおひたしなど「ごはんのおとも」と
食べるとお米本来の味を楽しめます。
【提供元】なな農園

B015-013 15,000

B015-013a：【新米】もちもちとした美
味しいコシヒカリ【佐賀県特別栽培農
産物：農薬・化学肥料を使ってないお
米】

【内容量】
コシヒカリ白米５㎏×１
【受付期間】R4.11月1日～R4.12月末日
【配送方法】常温

【発送時期】入金確認後、約2週間

農薬、化学肥料を使用しない佐賀県特別栽培米です。「コシヒカリ」の最大
の特徴は、ふっくらもっちりとした粘りっ気と強い旨みです。みずみずしいお
米はひと粒ひと粒が光り輝き炊き上がりも美しい。お米の主成分であるデン
プンは「アミロース」と「アミノペクチン」の２種類あり、コシヒカリはこのふたつ
のバランスが非常に取れたお米です。旨味の強いコシヒカリは、煮物やハン
バーグなど濃いめのおかずにも負けない存在感があります。和食・洋食問
わずどんなおかずにも合いますし、漬物やおひたしなど「ごはんのおとも」と
食べるとお米本来の味を楽しめます。
【提供元】なな農園

B015-015 15,000
B015-015．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㈱

B015-016 15,000
B015-016．佐賀藩丸ぼうろセット（８
０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㈱

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

B015-018 15,000
B015-018．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

B015-019 15,000
B015-019．ドライ＆プリザーブドフラ
ワーリース　イエロー

【内容量】
重さ　２２０ｇ　縦１９ｃｍ　横１９ｃｍ
色：イエロー
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間           
  ※配達日のご指定はいただけませんの
で、あらかじめご了承ください。

ドライフラワーとプリザーブドフラワーをミックスさせたオリジナルリースです。
色の変色を起こさないよう特殊加工が施してありますので長年にわたりお楽
しみ頂けます。和室にも洋室にも溶け込むカラーとなっております。
【提供元】No.１０７

B015-020 15,000
B015-020．ドライ＆プリザーブドフラ
ワーリース　ブルー

【内容量】
重さ　２２０ｇ　縦１９ｃｍ　横１９ｃｍ　
色：ブルー
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間           
  ※配達日のご指定はいただけませんの
で、あらかじめご了承ください。

ドライフラワーとプリザーブドフラワーをミックスさせたオリジナルリースです。
色の変色を起こさないよう特殊加工が施してありますので長年にわたりお楽
しみ頂けます。和室にも洋室にも溶け込むカラーとなっております。
【提供元】No.１０７

B015-021 15,000
B015-021．ドライ＆プリザーブドフラ
ワーリース　ピンク

【内容量】
重さ　２２０ｇ　縦１９ｃｍ　横１９ｃｍ
色：ピンク
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間           
  ※配達日のご指定はいただけませんの
で、あらかじめご了承ください。

ドライフラワーとプリザーブドフラワーをミックスさせたオリジナルリースです。
色の変色を起こさないよう特殊加工が施してありますので長年にわたりお楽
しみ頂けます。和室にも洋室にも溶け込むカラーとなっております。
【提供元】No.１０７

B015-022 15,000
B015-022．ドライフラワー＆プリザー
ブドフラワー　ホワイトカラー　フラワー
ボール

【内容量】
直径：約15㎝　重さ：約20ｇ
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

季節のドライフラワー＆プリザーブドフラワーを使用したフラワーボールです。
和室・洋室のどちらにも合う、人気のホワイトカラーです。お好みのアロマオイ
ルやフレグランスを滴下すると、植物のエネルギーで癒しの空間を作り出し
てくれます。
※写真はイメージです。
※変色、劣化を避けるため直射日光はお避け下さい。
【提供元】No.１０７

B015-023 15,000
B015-023．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

B015-024 15,000
B015-024．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

B015-025 15,000
B015-025．佐賀の特A米食べ比べ
セットと佐賀生のり佃煮3種

【内容量】
禄のさがびより 2kg×1
禄の夢しずく 2kg×1
佐賀生のり佃煮 プレーン 100g×1
佐賀生のり佃煮 梅肉入り 100g×1
佐賀生のり佃煮 柚子入り 100g×1
【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

佐賀の和食店「禄」が推奨する佐賀の美味しいお米の食べ比べと生のり佃
煮のセットです。
【さがびより】 日本穀物検定協会「米の食味ランキング」にて11年連続で最
高評価特Aを獲得している佐賀県が誇る良食味米。つやつやとしていてそ
の粒はしっかり大きくもっちりとした食感と甘味が特徴。時間がたってもその
美味しさはかわらず、お弁当などにも最適です。
【夢しずく】 ツヤと粘りが高い評価を受けている佐賀県が誇る良食味米。日
本穀物検定協会「米の食味ランキング」にて4年連続最高評価特Aを獲得
しています。ほどよい粘りと優れた味わい、食用をそそるふっくらでつやのあ
る光沢が食欲をそそります。
「佐賀生のり佃煮」日本有数の海苔の産地である佐賀県有明海産の生のり
100%使用。生のりだけを使っているためなめらかで口当たりがよく後味も
スッキリしています。また添加物を一切使用せず素材の味を生かした味付
けです。プレーン、梅肉入り、ゆず入りと3種類の味をご用意しておりますの
で、ご飯や麺にはもちろん、お料理のトッピングなどお好みによって使い分け
いただけます。

B015-026 15,000
B015-026．佐賀の特A米食べ比べ
セットと佐賀のり3種

【内容量】
禄のさがびより 2kg×1
禄の夢しずく 2kg×1
佐賀丸 塩 8切80枚×1
佐賀丸 味 8切80枚×1
佐賀丸 焼 8切80枚×1
【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

佐賀の和食店「禄」が推奨する佐賀の美味しいお米の食べ比べと旨い佐
賀海苔のセットです。
【さがびより】 日本穀物検定協会「米の食味ランキング」にて11年連続で最
高評価特Aを獲得している佐賀県が誇る良食味米。つやつやとしていてそ
の粒はしっかり大きくもっちりとした食感と甘味が特徴。時間がたってもその
美味しさはかわらず、お弁当などにも最適です。
【夢しずく】 ツヤと粘りが高い評価を受けている佐賀県が誇る良食味米。日
本穀物検定協会「米の食味ランキング」にて4年連続最高評価特Aを獲得
しています。ほどよい粘りと優れた味わい、食用をそそるふっくらでつやのあ
る光沢が食欲をそそります。
【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」、コーン油を使用したあっさりとした「塩」と佐賀海苔本来の旨味をその
まま味わえる「焼」の3種類の詰め合わせです。
【提供元】株式会社　クーイング

B015-027 15,000
B015-027．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

B015-030 15,000 B015-030．スリッパラック

【内容量】
W480×D110×H160 [mm]_1個
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、最大90日

佐賀市産のヒノキにアルミパイプを組み合わせたスリッパラックです。スリッ
パは収納の仕方で２足～４足収納できます。和風洋風どちらのテイストでも
マッチします。ひとつずつ職人が手作業で仕上げています。天然の木材の
ため、柄や色が異なりますのでご了承ください。
【提供元】株式会社ウッドネス

B015-033 15,000
B015-033．佐賀海苔有明海一番
（３袋）

【内容量】
　焼のり５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

質量ともに日本一を誇る佐賀のりの中で、厳しい「おいしい海苔の評価基
準」をクリアした商品が「佐賀海苔有明海一番」です。文句なしの最高級
品、満足していただけることは間違いありません。
【提供元】（株）サン海苔
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B015-034 15,000
B015-034．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

B015-040 15,000
B015-040．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

B015-041 15,000
B015-041．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

B015-042 15,000
B015-042．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

B015-045 15,000
B015-045．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

B015-046 15,000
B015-046．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

B015-047 15,000
B015-047．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

B015-048 15,000
B015-048．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

B015-049 15,000
B015-049．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

B015-052 15,000
B015-052．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

B015-053 15,000
B015-053．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

B015-054 15,000
B015-054．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

B015-055 15,000
B015-055．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

B015-056 15,000
B015-056．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
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B015-057 15,000 B015-057．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

B015-058 15,000
B015-058．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

B015-059 15,000 B015-059．「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。

D-009 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

D-033 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

D-035 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

D-037 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

D-040 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

D-058 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

D-062 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

D-069 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

D-093 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

D-109 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



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

D-123 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

D-181 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

D-197 15,000
Ｄ－１９７．《食べ比べセット》特別栽
培米（減農薬） 『さがびより』精米4.5
㎏ と 『夢しずく』精米4.5㎏（計9kg）

【内容量】
9㎏（4.5ｋｇＸ２袋）
【受付期間】サイト受付期間R4.11月中旬～
R5.7月中旬
発送期間12月～8月
【配送方法】常温

【発送時期】入金確認後、約2週間

佐賀県認証特別栽培米です。農薬・化学肥料を5割以上削減して栽培し
た佐賀県のお米『さがびより』と『夢しずく』の食べ比べセットです。丹精鋳込
めて栽培した光吉農産自慢のお米です。食して頂き笑顔の花を咲かせて
いただければ幸いです。【！注意事項！】
※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。
※画像はイメージです。画像のものと多少異なる場合があります。
※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。
※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）
※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】光吉農産

D-201 15,000
Ｄ－２０１．佐賀牛サーロインステーキ
200g

【内容量】
２００ｇ×1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

佐賀牛は、佐賀県農業協同組合（JAさが）管内の肥育農家で飼育される
黒毛和種の和牛のうち、一定の基準を満たした場合に呼称が許される牛
肉の名称。日本食肉格付協会の格付けを用いた呼称制限では、仙台牛に
次ぐ全国2番目の厳しさである。佐賀牛は、柔らかな赤身の中に入り込む
「艶さし」と呼ばれる細やかな美しい霜降りが持ち味です。
ステーキで贅沢に佐賀牛の旨味をご堪能ください。
【提供元】Ys工房佐賀

D-222 15,000
Ｄ－２２２．ドライフラワー＆プリザーブ
ドフラワーアレンジ　フラワードーム

【内容量】
横10㎝　縦15㎝　130ｇ
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後約2週間

フラワードームの中にフラワーアレンジを施しインテリアをよりお楽しみ頂ける
よう作成いたしました。
ホワイトカラーをベースにアレンジしておりますので和室にも洋室にもお仕事
場にも植物の癒しをお楽しみいただけると思います。
その日の気分で置く場所を変えてみてはいかがでしょうか。
ドーム型なのでお手入れも簡単！
ぱっと置くだけで、お部屋の雰囲気を華やかにしてくれます。
※写真はイメージです。
※季節により、お花の種類が一部変更になる場合がございます。
※変色、劣化を避けるため直射日光はお避け下さいませ。
【提供元】No.１０７



No. 寄附金額 内容量等 説明

B016-001 16,000
B016-001．西京漬・珍味詰合
せ （漬魚６切,粕漬２個）

【内容量】
さわら・銀鮭・銀ひらす西京漬　各×２切、貝
柱粕漬１００ｇ、海茸粕漬１００ｇ
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約20日

竹八の人気商品を詰合せした、お得な詰合せです！
さわら・銀鮭・銀ひらすの西京漬が2切れずつ、貝柱粕漬や海
茸粕漬まで入っています。
五島の自然塩を使った、こだわりのお魚の西京漬と、貝柱粕漬・
海茸粕漬。
おもてなしに、特別な日に、ギフトに、喜ばれる一品をどうぞ。
【提供元】東京竹八株式会社

B016-002 16,000
B016-002．あぶり漬詰合せ 
（食べきり個パック１０個）

【内容量】
焼さわら・焼銀ひらす 各約５０ｇ×２個、焼
銀鮭 約５０ｇ×３個、焼帆立 約３０ｇ×３個
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後、約20日

漬魚を焦がさずにに美味しく召し上がって頂きたいとの思いから
生まれた、竹八のあぶり漬。竹八伝統の漬魚をしっとりふっくら
焼いて真空パックしました。便利で美味しい！と人気の商品で
す。しかも化学調味料無添加。種子島より取り寄せた粗糖と、
長崎五島の海の塩を使用しています。

温めるだけで簡単に、本格的な焼魚が食卓へ。
魚や帆立貝柱を竹八の技で漬込み旨みを引き出し、しっとり
ふっくら焼いて真空パック。食べやすいサイズにカットした西京漬
のあぶり漬（帆立、銀鮭、銀ひらす、さわら）を詰合せました。 お
弁当やもう一品ほしいときに便利な人気商品です。
化粧箱に入れてお届けします。
【提供元】東京竹八株式会社

B016-003 16,000
B016-003．白山文雅 森のきの
こカレー5個セット

【内容量】
森のきのこカレー×５　200ｇ×５
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約2か月

「森のきのこカレー」とは
4種類のきのこをふんだんに使い、牛乳をベースにして仕上げた
たいへんまろやかなカレー。
全国放送にてご紹介頂きました。５個セットです。
【提供元】白山文雅

B016-008 16,000
B016-008．【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

D2-003 16,000
Ｄ２－００３．飲むバラ　エリザ
ベート

【内容量】（化粧箱入り）
セイントローズ500ml×1本
ローズジャム220g×1個
うれしのローズティー2g×5×1袋
うれしの薔薇茶2g×5×1袋
【受付期間】通年　【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約1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最
高級の
「うれしの玉緑茶」に、世界一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。
ローズジャムは、農薬不使用のダマスクローズの花びらを摘んだ
その日にジャムにしました。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たみつきに
【提供元】株式会社ローズテラス

D2-013 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

D2-017 16,000
Ｄ２－０１７．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

D2-018 16,000
Ｄ２－０１８．佐賀県産古代米３
色MIX2.4kg

【内容量】
800g×3
【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

近年、美容や健康のために注目されている古代米。
佐賀県産赤米、緑米、黒米を独自の比率でバランス良くブレン
ドしました。
それぞれに特徴のある栄養素を含んでいます。
ご飯１合に大さじ一杯混ぜて炊くだけで健康を保つ第一歩を踏
み出せます。
★赤米はビタミンやミネラルが豊富！
★緑米は亜鉛やマグネシウム、繊維質が豊富！
　クロロフィル色素を多く含むので貧血予防にもお勧めです。
★黒米はアントシアニンをはじめ、ビタミンB1、B2、鉄分、カルシ
ウムが豊富！
【提供元】旬菜舎さと山

D2-025 16,000
Ｄ２－０２５．天然醸造醤油と国
産原料十穀味噌

【内容量】
佐賀牛 肩ローススライス（500g） × 1パッ
ク
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】

もはや日本代表と言っても過言ではない佐賀牛。
今回は肩ロース肉をスライスいたしました。肩ロースといって侮る
なかれ、肩だけに、硬そうと思われがちですが、そこは流石の佐
賀牛。
きめ細やかなサシを纏いつつ、肩肉特有の旨味も兼ね備えると
いう大胆不敵さ。どうぞ、しゃぶしゃぶにて旨味の波浪注意報を
お聞きください。
【提供元】侍company

D2-028 16,000 Ｄ２－０２８．５種食べ比べセット

【内容量】
ビーフ、きのこ、チキン、ジャワ、ハヤシ(各
200ｇ)
【受付期間】通年

【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約2か月

白山文雅伝統の５種セットです。
伝統のビーフ・森のきのこ・セイロン風チキン・辛口ジャワ・特製
ハヤシライス
【提供元】白山文雅

D2-030 16,000
Ｄ２－０３０．佐賀牛ロースステー
キ 400g

【内容量】
佐賀牛ロースステーキ 200g（真空） × 2枚
※【数量限定】なくなり次第終了
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後約2ヶ月

【無くなり次第終了】
本来、納品予定だったお店が新型コロナの影響で運営がままな
らなくなり、宙に浮いてしまった分をこの度、出品する事となりま
した。
納品する予定だった分だけの出品となりますので予定数に達し
次第、終了となります。
【佐賀牛ロースステーキ】
佐賀の温和で肥沃な大地で育った肉質の格付けが5等級およ
び4等級、霜降りの割り合いである「BMS」が7以上という厳しい審
査をくぐり抜けた黒毛和牛だけが名乗る事を許されるブランド牛
『佐賀牛』。サシのきめ細かさ、脂の上品な甘みが特徴で全国、
世界に至るまでも評価が高いブランド和牛となっております。
高級部位である「リブロース」を食べごたえのある200gのステー
キに致しました。
リブロースは、肉質がジューシーで非常に柔らかく赤身肉の旨味
がギュッと濃縮されており、口の中に入れた瞬間、とろける食感
を堪能できます。
特別なちょっと贅沢をしたい日には勿論の事、豪華なおもてなし
バーベキュー等にもいかがでしょう？

お礼の品



D2-031 16,000
Ｄ２－０３１．あぶり漬詰合せ（５
切）化粧箱入

【内容量】
５切 （焼金目鯛×１　焼さわら×２　焼紅鮭
×２）
【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

西京漬は、本場京都の西京味噌に竹八独自調味を施し、味わ
い深い美味しさに仕上げました。
その西京漬床に、"紅鮭、さわら、金目鯛"をしっかり本漬しまし
た。
【提供元】東京竹八株式会社



No. 寄附金額 内容量等 説明

B017-001 17,000
B017-001．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

B017-002 17,000
B017-002．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

B017-003 17,000
B017-003．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

B017-004 17,000
B017-004．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㈱

B017-005 17,000
B017-005．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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

B018-001 18,000
B018-001．佐賀県産　米みそ５
ｋｇ

【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

B018-002 18,000
B018-002．佐賀県産　麦みそ５
ｋｇ

【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。

B018-003 18,000
B018-003．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

B018-004 18,000
B018-004．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

B018-005 18,000
B018-005．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

B018-006 18,000
B018-006．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

B018-008 18,000
B018-008．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

B018-009 18,000
B018-009．ドライ＆プリザーブド
ワイルドフラワースワッグ

【内容量】
長さ　約55㎝　　横幅　約34ｃｍ
【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

ドライフラワーとプリザーブドフラワーを贅沢に使用したスワッグ
です。
麻紐がついておりますので、つるして飾ることもできます。
№107では、1点1点丁寧に乾燥させ、特殊な加工を施すこと
により長く変形せずにお飾りいただけます。
花材には人気のあるワイルドフラワーをベースに季節のお花を
ミックスさせて、通年お飾りいただけるナチュラルな印象に仕上
げました。
【提供元】No.１０７

B018-011 18,000
B018-011．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

お礼の品



B018-014 18,000
B018-014．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

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

B018-020 18,000
B018-020．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

B018-021 18,000
B018-021．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

B018-022 18,000
B018-022．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

B018-023 18,000
B018-023．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

B018-024 18,000
B018-024．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

B018-025 18,000
B018-025．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

B018-026 18,000
B018-026．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

B018-027 18,000
B018-027．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

B018-028 18,000
B018-028．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

B018-029 18,000
B018-029．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

B018-030 18,000
B018-030．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

B018-031 18,000
B018-031．「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



B018-032 18,000
B018-032．「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

D3-013 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

D3-017 18,000
Ｄ３－０１７．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
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2カ月

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：オイル塗装
塗装には天然植物油を主成分とした食品衛生法適合塗料の
安心安全なオイルを使っています。
□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。
寸法表示には多少の誤差があります。
【提供元】栗秋木工

D3-018 18,000
Ｄ３－０１８．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
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2カ月

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：オイル塗装
塗装には天然植物油を主成分とした食品衛生法適合塗料の
安心安全なオイルを使っています。
□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。
寸法表示には多少の誤差があります。
【提供元】栗秋木工

D3-023 18,000
Ｄ３－０２３．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本
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約１週間

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】㈱アルビータ

D3-024 18,000
Ｄ３－０２４．シラ　オールインワン
フェイスクリーム

【内容量】
30ml×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

オールインワンフェイスクリーム
紫外線や乾燥によるダメージを受けた肌に保湿成分アスタキ
サンチン、スクワランが角質層のすみずみまで浸透し、みずみ
ずしくうるおいやハリを与えます。
朝など忙しい時間にスキンケアを手軽に済ますことが出来ま
す。
【提供元】㈱アルビータ

D3-025 18,000
Ｄ３－０２５．シラ　ブースターモイ
ストケアローション

【内容量】
150ml×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

ブースターモイストケアローション
洗顔後の無防備な肌に、アスタキサンチンや5種類のセラミド
が浸透し、うるおいを与えます。
みずみずしくべたつかない使用感で肌本来の健やかさを保ちま
す。
【提供元】㈱アルビータ

D3-026 18,000
Ｄ３－０２６．佐賀醤油の詰め合
わせ（４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
ぽん酢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』、まろやかで
すっきりした香りの『ぽん酢』の４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）



No. 寄附金額 内容量等 説明

B019-002 19,000
B019-002．三瀬バウム　２段Ｂ
ＯＸ

【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

B019-005 19,000
B019-005．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

B019-006 19,000
B019-006．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

B019-007 19,000
B019-007．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

B019-008 19,000
B019-008．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

B019-009 19,000
B019-009．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

B019-010 19,000
B019-010．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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

B020-001 20,000 B020-001．調味料彩りセット

【内容量】
・こな柚子こしょう（青）10g×1
・こな柚子こしょう（赤）10g×1
・なま柚子こしょう（青）45g×1
・黄金のなま柚子こしょう（黄）45g×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

自家柚子園で自然栽培の柚子と、佐賀県内の契
約農家で栽培している唐辛子で仕上げました。通
常のなま柚子こしょうの他に振りかけるだけのパウ
ダータイプ、山椒と唐辛子の２種類の辛さを味わ
える山椒こしょう。お料理によって使い分けるとより
一層美味しくいただけます。
【提供元】川原食品㈱

B020-002 20,000
B020-002．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

B020-003 20,000
B020-003．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

B020-004 20,000
B020-004．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）

B020-005 20,000
B020-005．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

B020-007 20,000
B020-007．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

B020-008 20,000
B020-008．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

B020-010 20,000
B020-010．『佐嘉』SAGA-25
度17年-

【内容量】
750ｍｌ　（1本）Alc.25％
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約4週間

熟したオレンジ、ウッディーでまろやかな甘さがあ
り、口の中で感じる味とちょっと高めのアルコール
度数とのバランスが良くウイスキー好きにはたまら
ない商品です。オンザロックやストレートでお楽しみ
ください。
【提供元】窓乃梅酒造㈱

B020-014 20,000
B020-014．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

B020-015 20,000
B020-015．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

B020-018 20,000
B020-018．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

お礼の品
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B020-019 20,000
B020-019．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。

B020-022 20,000
B020-022．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

E-016 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

E-036 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

E-038 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

E-039 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

E-042 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

E-055 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

E-073 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

E-094 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
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E-096 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

E-106 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

E-108 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。

E-122 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

E-124 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（Ｂ
ＭＳ・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

E-129 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。

E-132 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

E-136 20,000
Ｅ－１３６．【4回定期便】ドライ
＆プリザーブドフラワー

【内容量】
ドライフラワー＆プリザーブドフラワー(ミモ
ザ・スモークツリー・バラ・スターチス・ユー
カリ・パンパスグラスなど季節やカラーに合
わせて約10グラム×4
【受付期間】通年
【配送方法】常温

【発送時期】

季節のドライフラワー＆プリザーブドフラワー4回定
期便です。
花瓶やフラワーベースに活けて頂いたり、壁にマス
キングテープなどで張っていただく事でさりげない
日常にお花をお楽しみ頂けます。
お好みのアロマオイルやフレグランスを滴下して頂
ければ植物のエネルギーで癒しの空間をお楽しみ
いただけます。
お色はホワイト、イエロー、ブルー、レッドとなりま
す。
月替わりでそれぞれのお色をお届けします。

※写真はイメージです。季節により花材が異なりま
す。



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

E-139 20,000
Ｅ－１３９．佐賀牛　ロース　しゃ
ぶしゃぶ　500g

【内容量】
佐賀牛　ロース　しゃぶしゃぶ　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

JA認定　最高級ブランド牛【佐賀牛】
【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。　

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。
とても柔らかく濃厚な味わいで、すき焼きやしゃぶ
しゃぶにぴったりです。
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】三重津みやげホスムスカモス

E-149 20,000
Ｅ－１４９．キムチと肥前さくら
ポークの最強コンビ！！

【内容量】
肥前さくらポークバラスライス１ｋ
肥前さくらポークバラ焼肉用１ｋ
白菜キムチ１ｋ
【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

佐賀のブランド豚「肥前さくらポーク」と弊社やまと
フーズ一番人気の白菜キムチ。この最強コンビで
豚キムチやサムギョプサルをお楽しみ頂ける内容
となっております。
「肥前さくらポーク」は豚肉独特の臭みが少なく、き
め細かい柔らかな肉質と甘い脂が特長です。「キ
ムチ」はすりおろしたリンゴと数種類ブレンドした唐
辛子との絶妙なバランスで仕上げており、多くのお
客様にご支持・お問い合わせ頂いております。そ
れぞれ単品でも十分に美味しくお召し上がり頂け
ます。

E-150 20,000
Ｅ－１５０．プリザーブドフラワー
BOX　M

【内容量】
【花材】
バラ・ジニア・アジサイなどのプリザーブドフ
ラワー、フェイクグリーンなど
※仕入れの状況によって若干変わる場合
があります。
【花器】
器：紙製
蓋：透明プラスチック製
【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

保護用のクリアケースが本体と一体化しているス
タイリッシュなデザインのプリザーブドフラワーです。

※花色は赤になりますが、ほかの色をご希望の場
合は備考欄にご記入ください。
【提供元】㈱保険ライフ（花音）

E-151 20,000
Ｅ－１５１．銀だらづくし （西京
漬詰合せ５切）

【内容量】
銀だら （西京漬詰合せ５切）
【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

銀だら西京漬が５切入ったお得な詰合せです。
脂の乗った銀だらを、西京味噌で漬込んだ、銀だ
ら好きにはたまらない味です。
おもてなしに、特別な日に、ギフトに、喜ばれる一
品をどうぞ。
【提供元】東京竹八株式会社



No. 寄附金額 内容量等 説明

B021-001 21,000
B021-001．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

B021-002 21,000
B021-002．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

B021-003 21,000
B021-003．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

B021-004 21,000
B021-004．【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

B021-005 21,000
B021-005．トマト酢を使って育て
た夢しずく特A　玄米10kg

【内容量】
玄米10kg
産地：佐賀市川副町　2021年産
【受付期間】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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

B022-001 22,000
B022-001．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

B022-002 22,000
B022-002．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

B022-004 22,000
B022-004．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㈱

E2-008 22,000
Ｅ２－００８．シラ　モイスチャライ
ジングボディクリーム　リップクリー
ム

【内容量】
モイスチャライジングボディクリーム：
110ml×2本
リップクリーム：8g×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

モイスチャライジングボディクリーム（ドライスキン）
肘や膝、かかと等、乾燥を繰り返すと固くなりやすい箇
所にうるおいを与え、肌をなめらかにします。
アスタキサンチンやヤシ油などの天然油脂から作られ
る保湿成分が、ツヤのあるしっとりとした肌に仕上げま
す。

リップクリーム
荒れた唇やヒビ割れをアスタキサンチンとワセリンが水
分の蒸発を抑え保護し、うるおった柔らかい唇に整え
しっかり保湿できます。

E2-009 22,000
Ｅ２－００９．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・ぽん酢醬油
700ml×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）

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

B023-001 23,000
B023-001．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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

B024-001 24,000
B024-001．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

B024-002 24,000
B024-002．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

B024-003 24,000
B024-003．厳選佐賀牛ロース
スライス530g

【内容量】
佐賀牛ローススライス５３０g
【受付期間】１月～１１月
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1か月

田舎の小さなお肉屋さんの店主が厳選した佐賀牛
のロースをお届けします。
【提供元】江頭精肉店

B024-004 24,000
B024-004．佐賀の美味しい醤
油と味噌のセット

【内容量】
こいくち寿醤油　1リットル
かつおだし醤油　2リットル
佐賀のえびす醤油　2リットル
すだちぽん酢　300ミリリットル
白だし　360ミリリットル
合せ味噌　1キログラム
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

当店人気の寿醤油、かつおだし醤油、えびす醤油に
加え、香り高い徳島県産のすだちを使用したすだち
ポン酢と、お料理がぐんと美味しく仕上がる白だしに、
お薦めの合せ味噌が入ったセット。
【提供元】㈲池田醤油醸造店

B024-005 24,000
B024-005．佐賀県産古代米３
色MIX４kg

【内容量】
800g×5
【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

近年、美容や健康のために注目されている古代米。
佐賀県産赤米、緑米、黒米を独自の比率でバランス
良くブレンドしました。
それぞれに特徴のある栄養素を含んでいます。
ご飯１合に大さじ一杯混ぜて炊くだけで健康を保つ
第一歩を踏み出せます。
★赤米はビタミンやミネラルが豊富！
★緑米は亜鉛やマグネシウム、繊維質が豊富！
クロロフィル色素を多く含むので貧血予防にもお勧め
です。
★黒米はアントシアニンをはじめ、ビタミンB1、B2、鉄
分、カルシウムが豊富！
【提供元】旬菜舎さと山

B024-007 24,000 B024-007．佐賀牛カレー×10

【内容量】
10個
【受付期間】年中可能
【配送方法】常温

【発送時期】入金確認後、約1か月

昭和22年創業老舗の佐賀牛カレー！！！温めるだ
けで美味しくいただけます！！
【提供元】株式会社Synergy

E3-005 24,000
Ｅ３－００５．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　　
※消費期限  発送から１カ月

ＪＡ認定　最高級ブランド牛【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
から冷凍便にて発送をいたします。
１枚約２００g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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

B025-001 25,000
B025-001．自然米「神の力」１ｋ
ｇ

【内容量】　1,000ｇ×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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

B026-001 26,000
B026-001．西京漬・珍味詰合
せ （漬魚８切,粕漬３個,高菜明
太味）

【内容量】
さわら・銀鮭・銀ひらす・銀だら西京漬　
各×２切、貝柱粕漬１００ｇ×２個、数
の子粕漬１００ｇ、高菜明太味１００ｇ
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約20日

竹八の人気商品を詰合せした、お得な詰合せで
す！
銀だら・さわら・銀鮭・銀ひらすの西京漬が2切れ
ずつ、貝柱粕漬、数の子粕漬、高菜明太味まで
入ってるので色々お試し出来る商品です。
五島の自然塩を使った、こだわりのお魚の西京漬
と、酒粕のおいしさを存分に味わえる貝柱粕漬・数
の子粕漬。
おもてなしに、特別な日に、ギフトに、喜ばれる一
品をどうぞ。

【提供元】東京竹八株式会社

B026-002 26,000
B026-002．佐賀牛A5サーロイ
ンステーキ２枚

【内容量】
2枚　（1枚250ｇ）
【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

日本が誇るブランド和牛の中でも最上位クラスの
品質を条件にしているのが「佐賀牛」です。
（公社）日本食肉格付協会の肉質等級規格に定
められた最高品質5等級及び、4等級の脂肪交雑
-No7以上”のものを厳選し「佐賀牛」と呼びます。
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」と明確に区別されています。
「Ａ５等級」をはじめ、肉質の優れたものだけを厳
選した佐賀牛のロースステーキをお届けします。
【提供元】株式会社Synergy

B026-003 26,000
B026-003．三瀬バウム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

B026-004 26,000
B026-004．佐賀牛A5ロース 
しゃぶしゃぶすき焼き用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１か月

日本が誇るブランド和牛の中でも最上位クラスの
品質を条件にしているのが「佐賀牛」です。
その5等級佐賀牛のロースを使用したすき焼き・
しゃぶしゃぶ用スライスをお届けします。
ロースの肉質はきめ細かくて柔らかく、脂の上質な
旨みをともなった高級部位のひとつです。
しっとりとした食感や見た目も美しい見事なサシ
は、手にされた方に大変お喜びいただいておりま
す。
ジューシーで、舌にとろけるやわらかさは逸品で
す。
【提供元】株式会社Synergy

B026-005 26,000
B026-005．佐賀牛　上焼肉
セット500ｇ

【内容量】
佐賀牛ロース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　　
※消費期限  到着後３０日

全国でも有数のブランドとして「佐賀牛」は、肉質
等級・脂肪交雑（サシ）の優れたものだけに贈られ
る称号です。「Ａ５等級」をはじめ、肉質の優れたも
のだけを厳選しています。佐賀牛の最大の特徴
は、「艶さし」と呼ばれる細やかな霜降りです。きめ
が細かくとても柔らかい赤身と、鮮やかな色、そし
て和牛独特の甘みと風味が豊富なことも佐賀牛の
特徴です。高級佐賀牛のロース上焼肉セットをお
届けします。

事業者：がばいフーズ
【提供元】株式会社Synergy

B026-006 26,000
B026-006．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

E4-002 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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

B028-001 28,000
B028-001．フラワーボール＆ス
ワッグ

【内容量】
スワッグ
縦：約30㎝　横：約20㎝　重さ：34ｇ
フラワーボール
直径約：15㎝　重さ：約20ｇ
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約2週間

季節のドライフラワー＆プリザーブドフラワーを使用し
たスワッグとフラワーボールの2点セットです。
和室・洋室のどちらにも合う、人気のホワイトカラーで
す。お好みのアロマオイルやフレグランスを滴下する
と、植物のエネルギーで癒しの空間を作り出してくれま
す。

※写真はイメージです。
※変色、劣化を避けるため直射日光はお避け下さ
い。【提供元】No.１０７

B028-002 28,000 B028-002．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

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

E5-001 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

E5-009 28,000
Ｅ５－００９．アルビータサプリメン
ト　12㎎

【内容量】
1袋　30粒入り（約1か月分）×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

佐賀市でヘマトコッカスを培養し、有用成分アスタキ
サンチンを抽出しています。
アスタキサンチン含有食品です。さらにアマニ油を配
合し、飲みやすいソフトカプセルに仕上げました。
【提供元】㈱アルビータ

E5-010 28,000 Ｅ５－０１０．贅沢７個セット

【内容量】
ビーフ、きのこ、チキン、ジャワ、ハヤシ(各
200ｇ)
牛タン、ハンバーグ(各250g)
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約2か月

白山文雅のすべてが詰まった贅沢なセットです。
伝統のビーフ・森のきのこ・セイロン風チキン・辛口ジャ
ワ・特製ハヤシライス・牛タンシチューカレー・伊万里
牛煮込みハンバーグ
【提供元】白山文雅

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

B030-001 30,000
B030-001．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）

B030-002 30,000
B030-002．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

B030-003 30,000
B030-003．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

B030-004 30,000
B030-004．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

B030-005 30,000
B030-005．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

B030-006 30,000 B030-006．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

B030-007 30,000
B030-007．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

B030-008 30,000
B030-008．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。

B030-009 30,000

B030-009．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

B030-018 30,000
B030-018．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

B030-023 30,000
B030-023．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

B030-027 30,000
B030-027．【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

B030-028 30,000
B030-028．【6回定期便】ドライ
＆プリザーブドフラワー

【内容量】
ドライフラワー＆プリザーブドフラワー(ミモ
ザ・スモークツリー・バラ・スターチス・ユーカ
リ・パンパスグラスなど季節やカラーに合わ
せて約10グラム×6
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】

季節のドライフラワー＆プリザーブドフラワー6回定期便です。
花瓶やフラワーベースに活けて頂いたり、壁にマスキングテープなどで
張っていただく事でさりげない日常にお花をお楽しみ頂けます。
お好みのアロマオイルやフレグランスを滴下して頂ければ植物のエネ
ルギーで癒しの空間をお楽しみいただけます。
お色はホワイト、イエロー、ブルー、レッドとなります。
月替わりでそれぞれのお色をお届けします。

※写真はイメージです。季節により花材が異なります。
【提供元】No.１０７

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

B030-029 30,000
B030-029．ソロキャンプに最
適！佐賀産和牛ステーキ

【内容量】
ステーキ100g×10パック（牛脂付）
【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

【キャンプに特化した商品】

・ソロキャンプ用鉄板サイズ
・贅沢、ボリューム感が演出できる
・必要な分だけ使用できる、1枚ずつの袋入りなのでロスがでない
・牛脂付なので別に油を用意しなくていい
・牛脂を使うことで専門店の香り、味が楽しめる
・急ぎの場合、流水解凍OK
・ファミキャンの場合、必要人数分、使用できるので割り勘がしやすい

【提供元】旬菜舎さと山

B030-031 30,000
B030-031．佐賀海苔有明海一
番（６袋）

【内容量】
焼のり５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

生産量日本一を誇る佐賀のりの中で、厳しい「おいしい海苔の評価基
準」をクリアした商品が「佐賀海苔有明海一番」です。文句なしの最高
級品、満足していただけることは間違いありません。
【提供元】（株）サン海苔

F-008 30,000
Ｆ－００８．佐賀県産さがびより　
１８ｋｇ

【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

F-009 30,000
Ｆ－００９．佐賀牛ロースステーキ
２２５ｇ×２枚

【内容量】
佐賀牛ロースステーキ225g×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（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）

“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

F-010 30,000
Ｆ－０１０．佐賀牛大判ロース焼
きしゃぶ５００ｇ

【内容量】
佐賀牛大判ロース焼きしゃぶ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）

しゃぶしゃぶやすき焼きもおいしいですが、フライパンなどで軽くさっと焼
いて、大根おろしとポン酢でさっぱりお召し上がりいただく”焼きしゃぶ”
もおすすめです。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

F-011 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

F-012 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

F-020 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

F-040 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

F-063 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

F-064 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

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



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

F-081 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

F-082 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

F-090 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

F-091 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。

F-103 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

F-105 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

F-113 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

F-119b 30,000
Ｆ－１１９b．置き畳ダイケン和紙
カラー（銀白色）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不
可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るダイケン畳表を使用したオリジナルフローリング用置き
畳。
芯材に伊藤園の茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わり、市
松模様に見えます。

【提供元】株式会社ＷＴ

F-119c 30,000
Ｆ－１１９ｃ．置き畳ダイケン和紙
カラー（黄金色）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不
可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るダイケン畳表を使用したオリジナルフローリング用置き
畳。
芯材に伊藤園の茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わり、市
松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F-119d 30,000
Ｆ－１１９ｄ．置き畳ダイケン和紙
カラー（亜麻色）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不
可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るダイケン畳表を使用したオリジナルフローリング用置き
畳。
芯材に伊藤園の茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わり、市
松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F-119e 30,000
Ｆ－１１９ｅ．置き畳ダイケン和紙
カラー（黒染色）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不
可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るダイケン畳表を使用したオリジナルフローリング用置き
畳。
芯材に伊藤園の茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わり、市
松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

F-119f 30,000
Ｆ－１１９ｆ．置き畳ダイケン和紙
カラー（乳白色）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不
可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るダイケン畳表を使用したオリジナルフローリング用置き
畳。
芯材に伊藤園の茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わり、市
松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F-119g 30,000
Ｆ－１１９ｇ．置き畳ダイケン和紙
カラー（銀鼠色）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不
可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るダイケン畳表を使用したオリジナルフローリング用置き
畳。
芯材に伊藤園の茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わり、市
松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F-119h 30,000
Ｆ－１１９ｈ．置き畳ダイケン和紙
カラー（栗色）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不
可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るダイケン畳表を使用したオリジナルフローリング用置き
畳。
芯材に伊藤園の茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わり、市
松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F-119i 30,000
Ｆ－１１９ｉ．置き畳ダイケン和紙カ
ラー（灰桜色）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不
可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るダイケン畳表を使用したオリジナルフローリング用置き
畳。
芯材に伊藤園の茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わり、市
松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F-119j 30,000
Ｆ－１１９ｊ．置き畳ダイケン和紙
カラー（白茶色）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不
可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るダイケン畳表を使用したオリジナルフローリング用置き
畳。
芯材に伊藤園の茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わり、市
松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F-119k 30,000
Ｆ－１１９ｋ．置き畳ダイケン和紙
カラー（若草色）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不
可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るダイケン畳表を使用したオリジナルフローリング用置き
畳。
芯材に伊藤園の茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わり、市
松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F-119m 30,000
Ｆ－１１９ｍ．置き畳ダイケン和紙
カラー（藍色）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不
可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るダイケン畳表を使用したオリジナルフローリング用置き
畳。
芯材に伊藤園の茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わり、市
松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F-119n 30,000
Ｆ－１１９ｎ．置き畳ダイケン和紙
カラー（薄桜色）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不
可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るダイケン畳表を使用したオリジナルフローリング用置き
畳。
芯材に伊藤園の茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わり、市
松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F-119p 30,000
Ｆ－１１９ｐ．置き畳ダイケン和紙
カラー（胡桃色）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不
可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るダイケン畳表を使用したオリジナルフローリング用置き
畳。
芯材に伊藤園の茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わり、市
松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F-119q 30,000
Ｆ－１１９ｑ．置き畳ダイケン和紙
カラー（青磁色）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不
可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るダイケン畳表を使用したオリジナルフローリング用置き
畳。
芯材に伊藤園の茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わり、市
松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F-119r 30,000
Ｆ－１１９ｒ．置き畳ダイケン和紙
カラー（小麦色）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不
可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るダイケン畳表を使用したオリジナルフローリング用置き
畳。
芯材に伊藤園の茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わり、市
松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

F-120b 30,000
Ｆ－１２０ｂ．置き畳セキスイ美草
カラー（グリーン）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不
可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るセキスイ美草畳表を使用したオリジナルフローリング
用置き畳。
芯材に伊藤園の茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わり、市
松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F-120c 30,000
Ｆ－１２０ｃ．置き畳セキスイ美草
カラー（ピンク）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不
可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るセキスイ美草畳表を使用したオリジナルフローリング
用置き畳。
芯材に伊藤園の茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わり、市
松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F-120d 30,000
Ｆ－１２０ｄ．置き畳セキスイ美草
カラー（リーフグリーン）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不
可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るセキスイ美草畳表を使用したオリジナルフローリング
用置き畳。
芯材に伊藤園の茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わり、市
松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F-120e 30,000
Ｆ－１２０ｅ．置き畳セキスイ美草
カラー（イエロー）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不
可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るセキスイ美草畳表を使用したオリジナルフローリング
用置き畳。
芯材に伊藤園の茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わり、市
松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F-120f 30,000
Ｆ－１２０ｆ．置き畳セキスイ美草
カラー（ライトイエロー）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不
可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るセキスイ美草畳表を使用したオリジナルフローリング
用置き畳。
芯材に伊藤園の茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わり、市
松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F-120h 30,000
Ｆ－１２０ｈ．置き畳セキスイ美草
カラー（アイボリー）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不
可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るセキスイ美草畳表を使用したオリジナルフローリング
用置き畳。
芯材に伊藤園の茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わり、市
松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F-120i 30,000
Ｆ－１２０ｉ．置き畳セキスイ美草
カラー（グレー）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不
可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るセキスイ美草畳表を使用したオリジナルフローリング
用置き畳。
芯材に伊藤園の茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わり、市
松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F-120j 30,000
Ｆ－１２０ｊ．置き畳セキスイ美草
カラー（ブルーバイオレット）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不
可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るセキスイ美草畳表を使用したオリジナルフローリング
用置き畳。
芯材に伊藤園の茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わり、市
松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F-120k 30,000
Ｆ－１２０ｋ．置き畳セキスイ美草
カラー（ブラウン）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不
可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るセキスイ美草畳表を使用したオリジナルフローリング
用置き畳。
芯材に伊藤園の茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わり、市
松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F-120m 30,000
Ｆ－１２０ｍ．置き畳セキスイ美草
カラー（ダークブラウン）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不
可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るセキスイ美草畳表を使用したオリジナルフローリング
用置き畳。
芯材に伊藤園の茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わり、市
松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

F-120n 30,000
Ｆ－１２０ｎ．置き畳セキスイ美草
カラー（チャコール）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不
可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るセキスイ美草畳表を使用したオリジナルフローリング
用置き畳。
芯材に伊藤園の茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わり、市
松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F-120p 30,000
Ｆ－１２０ｐ．置き畳セキスイ美草
カラー（ブラック）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不
可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るセキスイ美草畳表を使用したオリジナルフローリング
用置き畳。
芯材に伊藤園の茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わり、市
松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F-120q 30,000
Ｆ－１２０ｑ．置き畳セキスイ美草
カラー（ラテブラウン）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不
可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るセキスイ美草畳表を使用したオリジナルフローリング
用置き畳。
芯材に伊藤園の茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わり、市
松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F-120r 30,000
Ｆ－１２０ｒ．置き畳セキスイ美草
カラー（インディゴ）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不
可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るセキスイ美草畳表を使用したオリジナルフローリング
用置き畳。
芯材に伊藤園の茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わり、市
松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F-121 30,000
Ｆ－１２１．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2～３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

F-123 30,000

Ｆ－１２３．・アスタキサンチン　サ
プリメント12mg
・シラ　オールイワンフェイスクリー
ム

【内容量】
・1袋30粒（約1か月分）×1

・1個30ml×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
ています。

佐賀産アスタキサンチンが12mg摂取できる食品です。さらにアマニ油
を配合し、飲みやすいソフトカプセルに仕上げました。

オールインワンフェイスクリームは化粧水、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。伸びの良い
クリームがお肌を保護しながらうるおい、ハリ、ツヤを与えます。
さわやかなベルガモットの香りが好評です。
【提供元】㈱アルビータ

F-138 30,000
Ｆ－１３８．シラ　ボディ＆フェイス
ケア　3点セット

【内容量】
シルキーボディソープ：300ml×1本
フェイシャルソープ：200ml×1本
オールインワンフィスクリーム：30ml　×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
あらゆるスキンコンディションの方でもヒアルロン酸とアスタキサンチンが
うるおいを与えしっとりとした洗いあがりを実感できます。毎日のシャ
ワータイムが癒しの時間へと変わります。
フェイシャルソープ
毛穴に詰まった汚れを低刺激の泡が優しく落とします。
保湿成分であるアスタキサンチンやセラミド配合で洗いあがりはさっぱり
しながらもうるおいを保ちます。
オールインワンフェイスクリーム
紫外線や乾燥によるダメージを受けた肌に保湿成分アスタキサンチ
ン、スクワランが角質層のすみずみまで浸透し、みずみずしくうるおいや
ハリを与えます。
朝など忙しい時間にスキンケアを手軽に済ますことが出来ます。
【提供元】㈱アルビータ

F-139 30,000
Ｆ－１３９．４０スリムチェストマ
ルーン２四段【諸富家具】

【内容量】
W390×D395×H800_1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

シンプルなデザインで様々なお部屋の雰囲気に合わせやすいチェスト
です。
ロングセラーで沢山の方々にご愛用頂いております。
引き出しには天然の桐素材を使用し、木目を活かした温かみのある品
に仕上げています。
横幅が比較的コンパクトですので、諦めていたスペースの有効活用や
デスク脇の収納としても
お使い頂けます。
画像と実際のお届けする商品では、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】【伝票不要】㈱中村敬木工

F-141 30,000
Ｆ－１４１．銀だらづくし （西京漬
詰合せ８切）

【内容量】
銀だら （西京漬詰合せ８切）
【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

銀だら西京漬が８切入ったお得な詰合せです。
脂の乗った銀だらを、西京味噌で漬込んだ、銀だら好きにはたまらな
い味です。
おもてなしに、特別な日に、ギフトに、喜ばれる一品をどうぞ。

【提供元】東京竹八株式会社



No. 寄附金額 内容量等 説明

B031-001 31,000
B031-001．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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

B032-001 32,000
B032-001．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

B032-004 32,000
B032-004．【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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

B033-001 33,000
B033-001．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

B033-002 33,000
B033-002．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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

B034-001 34,000
B034-001．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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

B035-001 35,000
B035-001．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

B035-002 35,000
B035-002．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

B035-003 35,000
B035-003．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

B035-004 35,000
B035-004．佐賀の美味しい醬
油と調味料のセット

【内容量】
こいくち壽醬油　5リットル
かつおだし醬油　5リットル
佐賀のえびす醬油　3リットル
さしみ醬油３６０ml　1本
すだちポン酢300ｍｌ　1本
白だし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

甘さ九州一番に輝いた佐賀のえびす醬油3L、うす塩でかけ醤
油に最適なかつおだし醬油5L,九州の甘口さしみ醬油、香り高
い徳島県産のすだちを使用したすだちぽん酢、お料理が美味し
く仕上がる白だし。
【提供元】（有）池田醤油醸造店

F2-016 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

F2-017 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

F2-021 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。

F2-023b 35,000
Ｆ２－０２３ｂ．置き畳セキスイ美
草アースカラー&シュクレ（ナイト
フォレスト）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るセキスイ美草畳表アースカラー&シュクレシリー
ズを使用したオリジナルフローリング用置き畳。芯材に伊藤園の
茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わ
り、市松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F2-023c 35,000
Ｆ２－０２３ｃ．置き畳セキスイ美
草アースカラー&シュクレ（デザー
ト）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るセキスイ美草畳表アースカラー&シュクレシリー
ズを使用したオリジナルフローリング用置き畳。芯材に伊藤園の
茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わ
り、市松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F2-023d 35,000
Ｆ２－０２３ｄ．置き畳セキスイ美
草アースカラー&シュクレ（ジオ）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るセキスイ美草畳表アースカラー&シュクレシリー
ズを使用したオリジナルフローリング用置き畳。芯材に伊藤園の
茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わ
り、市松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

F2-023f 35,000
Ｆ２－０２３ｆ．置き畳セキスイ美
草アースカラー&シュクレ（ミッド
ナイト）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るセキスイ美草畳表アースカラー&シュクレシリー
ズを使用したオリジナルフローリング用置き畳。芯材に伊藤園の
茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わ
り、市松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F2-023g 35,000
Ｆ２－０２３ｇ．置き畳セキスイ美
草アースカラー&シュクレ（サンド
ビーチ）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るセキスイ美草畳表アースカラー&シュクレシリー
ズを使用したオリジナルフローリング用置き畳。芯材に伊藤園の
茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わ
り、市松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F2-023h 35,000
Ｆ２－０２３ｈ．置き畳セキスイ美
草アースカラー&シュクレ（オータ
ムリーブス）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るセキスイ美草畳表アースカラー&シュクレシリー
ズを使用したオリジナルフローリング用置き畳。芯材に伊藤園の
茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わ
り、市松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F2-023i 35,000
Ｆ２－０２３ｉ．置き畳セキスイ美草
アースカラー&シュクレ（ボルケー
ノ）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るセキスイ美草畳表アースカラー&シュクレシリー
ズを使用したオリジナルフローリング用置き畳。芯材に伊藤園の
茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わ
り、市松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F2-023j 35,000
Ｆ２－０２３ｊ．置き畳セキスイ美
草アースカラー&シュクレ（オレン
ジ）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るセキスイ美草畳表アースカラー&シュクレシリー
ズを使用したオリジナルフローリング用置き畳。芯材に伊藤園の
茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わ
り、市松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F2-023k 35,000
Ｆ２－０２３ｋ．置き畳セキスイ美
草アースカラー&シュクレ（ソー
ダ）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るセキスイ美草畳表アースカラー&シュクレシリー
ズを使用したオリジナルフローリング用置き畳。芯材に伊藤園の
茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わ
り、市松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F2-023m 35,000
Ｆ２－０２３ｍ．置き畳セキスイ美
草アースカラー&シュクレ（ピー
チ）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るセキスイ美草畳表アースカラー&シュクレシリー
ズを使用したオリジナルフローリング用置き畳。芯材に伊藤園の
茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わ
り、市松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F2-023n 35,000
Ｆ２－０２３ｎ．置き畳セキスイ美
草アースカラー&シュクレ（メロン）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るセキスイ美草畳表アースカラー&シュクレシリー
ズを使用したオリジナルフローリング用置き畳。芯材に伊藤園の
茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わ
り、市松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F2-023p 35,000
Ｆ２－０２３ｐ．置き畳セキスイ美
草アースカラー&シュクレ（クレー
プ）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るセキスイ美草畳表アースカラー&シュクレシリー
ズを使用したオリジナルフローリング用置き畳。芯材に伊藤園の
茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わ
り、市松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F2-023q 35,000
Ｆ２－０２３ｑ．置き畳セキスイ美
草アースカラー&シュクレ（ミック
ス）

【内容量】
内容量：1枚
サイズ82cm×82cm厚み約15mm
【受付期間】通年
【配送方法】大型配送※一部地域配送不可
【発送時期】入金確認後、約3週間

青畳工房が作るセキスイ美草畳表アースカラー&シュクレシリー
ズを使用したオリジナルフローリング用置き畳。芯材に伊藤園の
茶殻を配合した芯材を使用。
裏面は全面不織布滑り止めでズレにくくなっております。
隣り合う畳の向きを90度づつ変えることで光の反射具合が変わ
り、市松模様に見えます。
【提供元】株式会社ＷＴ

F2-024 35,000
Ｆ２－０２４．佐賀牛ロースステー
キ２００ｇ×３枚

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



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

F2-030 35,000
Ｆ２－０３０．佐賀牛ローストビーフ
と佐賀牛黄金比本生ハンバーグ
セット

【内容量】
佐賀牛ローストビーフ　２５０ｇ　１本
佐賀牛＆佐賀県産豚肉ハンバーグ100ｇ２個入×
２袋
ジャポネソース　３００ml　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

【黄金比本生ハンバーグ】
佐賀を代表するブランド牛”佐賀牛”と佐賀産豚を使用した本生
ハンバーグ。
〔本生〕旨味を引き出したお肉を生のまま急速冷凍しているため
鮮度が保たれ、焼き上がりがジューシーになります。
佐賀牛と佐賀産豚の使用割合から見出した”黄金比”、ふっくら
ジューシーで
肉の旨味をしっかりと味わうことができる特別なハンバーグで
す。
1袋に真空パックされた100gのハンバーグが2個入っています。
100gですので食べきりやすいサイズです。
【ローストビーフ】
全国でも有数のブランド黒毛和牛として定評のある
『佐賀牛』を使用したローストビーフです。
この機会にご賞味ください。
【ジャポネソース】
玉ねぎの甘みとコクを最大限に引き出して作った無添加ジャポ
ネソースはお肉だけでなく様々なお料理に合わせてお使い頂け
ます。

F2-032 35,000
Ｆ２－０３２．４０チェスト４段　スプ
ラウト

【内容量】
W39cm×D40cm×H72cm(脚をつけるとH78cm)_1
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

天然木の色合いを活かした三色の引き出しを組み合わせたカ
ラフルなチェスト。
取っ手にはピンクのクリスタル、脚は天然木を使用しており、引き
出しを入れ替えて自分好みの配色を楽しむ事が出来ます。画
像と実際のお届けする商品では、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

F2-033 35,000
Ｆ２－０３３．４０スリムチェストマ
ルーン２五段【諸富家具】

【内容量】
W390×D395×H970_1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

シンプルなデザインで様々なお部屋の雰囲気に合わせやすい
チェストです。
ロングセラーで沢山の方々にご愛用頂いております。
引き出しには天然の桐素材を使用し、木目を活かした温かみの
ある品に仕上げています。
横幅が比較的コンパクトですので、諦めていたスペースの有効
活用やデスク脇の収納としても
お使い頂けます。
画像と実際のお届けする商品では、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】【伝票不要】㈱中村敬木工



No. 寄附金額 内容量等 説明

B036-001 36,000
B036-001．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

B036-002 36,000
B036-002．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)
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。
なべ家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。
上品な折箱に詰めてお届けします。
【提供元】なべ家きぶん

B036-005 36,000
B036-005．完熟光樹とまと１０
０％ジュース（小４）

【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

選果基準をクリアした青果として販売されてる光
樹とまと８個を使い、濃厚でしかも飲みやすくトマト
を食べてるような味わいを感じます。青臭さが無く
トマト嫌いな方にも好んで飲んでいただけます。
【提供元】（株）サインズ

B036-006 36,000
B036-006．完熟光樹とまと１０
０％ジュース（大２）

【内容量】
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

選果基準をクリアした青果として販売されてる光
樹とまと20個を使い、濃厚でしかも飲みやすくトマ
トを食べてるような味わいを感じます。青臭さが無
くトマト嫌いな方にも好んで飲んでいただけます。
【提供元】（株）サインズ

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

B037-001 37,000

B037-001．ラジオに生出演１回
（１０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Ｐ
Ｒ、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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

B038-001 38,000
B038-001．７．５ｍｍ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

お礼の品
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B040-005 40,000
B040-005．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

B040-022 40,000
B040-022．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

G-001 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）

G-003 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

G-004 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

G-008 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
600ｇ
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約2週間

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

G-013 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

G-024 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

G-036 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

G-037 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

G-038 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

G-040 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

G-041 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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

G-045 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

G-055 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

G-056 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

G-057 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

G-058 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

G-063 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

G-064 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

G-065 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

G-067 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

G-068 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

G-073 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

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



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

G-079 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

G-082 40,000
Ｇ－０８２．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2～３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

G-093 40,000
Ｇ－０９３．シラ　ボディ＆ヘアケア　5
点セット

【内容量】
モイスチャライジングハンドクリーム：50ml×1本
モイスチャライジングボディクリーム：110ml×1本
スカルプシャンプー：300ml×1本
スカルプコンディショナー：300ml×1本
シルキーボディソープ：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

モイスチャライジングハンドクリーム
毎日の手洗い、消毒や家事などで荒れた手肌をアスタキサンチンやヒアル
ロン酸などの保湿成分が水分と油分のバランスを整え、さらっとした使用感
です。
モイスチャライジングボディクリーム
肘や膝、かかと等、乾燥を繰り返すと固くなりやすい箇所にうるおいを与
え、肌をなめらかにします。アスタキサンチンやヤシ油などの天然油脂から
作られる保湿成分が、ツヤのあるしっとりとした肌に仕上げます。
スカルプシャンプー
フケ、かゆみ、頭皮のにおいやベタつきなどの皮脂汚れをすっきり落としま
す。頭皮をアスタキサンチンが保湿し、さらに加水分解ケラチンにより毛髪
を保護することで切れ毛や枝毛を防ぎます。
スカルプコンディショナー
ドライヤーやヘアアイロンなどの熱で傷んだ髪をγ－ドコサラクトンが補修し
アスタキサンチンが質感を整え、絡みにくく毛先までつやのある仕上がりに
なります。また、ヘアカラーした髪の色落ちも防いで美しい髪色をキープしま
す。
シルキーボディソープ
あらゆるスキンコンディションの方でもヒアルロン酸とアスタキサンチンがうる
おいを与えしっとりとした洗いあがりを実感できます。毎日のシャワータイム

G-094 40,000 Ｇ－０９４．４５チェスト３段　オルガ

【内容量】
W45cm×D40cm×H63cm_1本
【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

桐材の落ち着いた雰囲気に、アクセントとなる黒の取っ手とダイワデザイン
が特徴です。
表面材の仕上げもオイル塗装を施しており、木材の質感が活かされるナ
チュラルな仕上りとなっております。画像と実際のお届けする商品では、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

G-095 40,000 Ｇ－０９５．４０チェスト５段　スプラウト

【内容量】
W39cm×D40cm×H89cm(脚をつけると
H95cm)_1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

天然木の色合いを活かした三色の引き出しを組み合わせたカラフルなチェ
スト。
取っ手にはピンクのクリスタル、脚は天然木を使用しており、引き出しを入
れ替えて自分好みの配色を楽しむ事が出来ます。画像と実際のお届けす
る商品では、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

G-096 40,000
Ｇ－０９６．４０スリムチェストマルーン
２六段【諸富家具】

【内容量】
W390×D395×H1140_1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

シンプルなデザインで様々なお部屋の雰囲気に合わせやすいチェストで
す。
ロングセラーで沢山の方々にご愛用頂いております。
引き出しには天然の桐素材を使用し、木目を活かした温かみのある品に仕
上げています。
横幅が比較的コンパクトですので、諦めていたスペースの有効活用やデス
ク脇の収納としてもお使い頂けます。
画像と実際のお届けする商品では、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】【伝票不要】㈱中村敬木工

G-097 40,000
Ｇ－０９７．43.5ﾁｪｽﾄキャンディ４段
(全6色)

【内容量】
435×397×737
・引出し内寸：幅33.5ｃｍ×奥33.5ｃｍ×高10.5ｃ
ｍ(全て共通)
・表面：MDF（ウレタン塗装）
・引出し側面：ファルカタ材
・その他：プリント化粧繊維板
・色：オリーブ、ターコイズブルー、パープル、マホ
ガニー、キャメル、ホワイトの全６色
【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

お部屋のちょっとした隙間にピッタリ!クラシックな雰囲気のスリムチェスト。パ
ソコン横やお子様の衣類、ちょっとした書類入れに。サイズも２種類高さも２
種類カラーは６種類ご用意しております。取っ手も引きやすいクリスタルを
仕様しております。全段スライドレール付きで、軽い力でスムーズに開閉が
できます。届いてすぐに使える完成品です。　　　　　　　　　　　　　　　　　 
【注意事項】・取っ手は、お受取人様にて取り付けとなります。・備考欄にご
希望の色を入力下さい。
【提供元】㈱中村敬木工

G-099 40,000
Ｇ－０９９．プリザーブドフラワーBOX　
L

【内容量】
【花材】
バラ・ジニア・アジサイなどのプリザーブドフラワー、
フェイクグリーンなど
※仕入れの状況によって若干変わる場合があり
ます。
【花器】
器：紙製
蓋：透明プラスチック製
【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

保護用のクリアケースが本体と一体化しているスタイリッシュなデザインのプ
リザーブドフラワーです。

※花色は白になりますが、ほかの色をご希望の場合は備考欄にご記入くだ
さい。
【提供元】㈱保険ライフ（花音）



No. 寄附金額 内容量等 説明

B045-002 45,000
B045-002．手織り佐賀錦　長
財布革　白

【内容量】
タテ10㎝×ヨコ19.5㎝×厚み3㎝
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2週間

１９９３年に佐賀県より「伝統的地場産品」の指定を受けた佐賀
錦。
縦紙に本金を使用し緯糸は撚りの強い絹糸で菱模様を織りあ
げる非常に根気のいる手作業で、精緻な技術を要するため、
一日わずかしか織ることができません。
縦紙に変わり縦紙を使用し緯糸は撚りの強い絹糸で網代模様
を織り上げています。
カード、お札、小銭もたくさん入り厚くなってもスナップが付いて
いるので調節が出来ます。
【提供元】佐賀錦振興協議会

G2-006 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

G2-007 45,000
Ｇ２－００７．60-3LC収納家具
BR【諸富家具】

【内容量】
サイズ　591×445×700（ＣＨ710）
（mm）
前板材料～桐無垢集成材
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金
確認後、発送までに約２～３カ月要し
ますのでご了承ください。
※在庫がある場合は、順次発送いた
します。

桐材を使用した自然な仕上がりの収納家具。
ボリューム感があり、長く使用できるしっかりとした造りとなってい
ます。
・引出しは二重構造なので、とても丈夫な上、しっかりとした造り
です。
・大引出には、スライドレールが付いているので、スムーズに開
閉ができます。（下１段目フルスライドレール）
・キャスターを付属していますが、キャスターなしでも使用可能
です。（キャスターはご利用者様でのお取り付けとなります）

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方は、寄付お申込
み前に配送可能地域であるかお問い合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー

G2-008 45,000
Ｇ２－００８．60-3LC収納家具
NA【諸富家具】

【内容量】
サイズ　591×445×700（CH710）
（mm）
　前板材料～桐無垢集成材
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金
確認後、発送までに約２～３カ月要し
ますのでご了承ください。

桐材を使用した自然な仕上がりの収納家具。
ボリューム感があり、長く使用できるしっかりとした造りとなってい
ます。
・引出しは二重構造なので、とても丈夫な上、しっかりとした造り
です。
・大引出には、スライドレールが付いているので、スムーズに開
閉ができます。（下１段目フルスライドレール）
・キャスターを付属していますが、キャスターなしでも使用可能
です。（キャスターはご利用者様でのお取り付けとなります）

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方は、寄付お申込
み前に配送可能地域であるかお問い合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー

G2-009 45,000
Ｇ２－００９．60-3LC収納家具
白【諸富家具】

【内容量】
サイズ　591×445×700（CH710）
（mm）
前板材料～桐無垢集成材
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金
確認後、発送までに約２～３カ月要し
ますのでご了承ください。

桐材を使用した自然な仕上がりの収納家具。
ボリューム感があり、長く使用できるしっかりとした造りとなってい
ます。
・引出しは二重構造なので、とても丈夫な上、しっかりとした造り
です。
・大引出には、スライドレールが付いているので、スムーズに開
閉ができます。（下１段目フルスライドレール）
・キャスターを付属していますが、キャスターなしでも使用可能
です。（キャスターはご利用者様でのお取り付けとなります）

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方は、寄付お申込
み前に配送可能地域であるかお問い合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー

G2-011 45,000
Ｇ２－０１１．佐賀の天然醸造醤
油詰め合わせ

【内容量】
自然一醤油900ml×2・ぽん酢醤油
700ml×1・熟つゆ700ml×2・だし醤
油300ml×2・酒みりん700ml×1・淡
口醤油1000ml×2・自然一米味噌
700g×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）

G2-012 45,000
Ｇ２－０１２．４５チェスト４段　オ
ルガ

【内容量】
W45cm×D40cm×H81cm_1本
【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

桐材の落ち着いた雰囲気に、アクセントとなる黒の取っ手とダイ
ワデザインが特徴です。
表面材の仕上げもオイル塗装を施しており、木材の質感が活か
されるナチュラルな仕上りとなっております。画像と実際のお届
けする商品では、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



G2-013 45,000
Ｇ２－０１３．６０チェスト３段　オ
ルガ

【内容量】
W60cm×D40cm×H63cm_1本
【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

桐材の落ち着いた雰囲気に、アクセントとなる黒の取っ手とダイ
ワデザインが特徴です。
表面材の仕上げもオイル塗装を施しており、木材の質感が活か
されるナチュラルな仕上りとなっております。画像と実際のお届
けする商品では、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

G2-014 45,000
Ｇ２－０１４．４０チェスト６段　スプ
ラウト

【内容量】
W39cm×D40cm×H106cm(脚をつ
けるとH112cm)_1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

天然木の色合いを活かした三色の引き出しを組み合わせたカ
ラフルなチェスト。
取っ手にはピンクのクリスタル、脚は天然木を使用しており、引
き出しを入れ替えて自分好みの配色を楽しむ事が出来ます。
画像と実際のお届けする商品では、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

G2-015 45,000
Ｇ２－０１５．43.5ﾁｪｽﾄキャン
ディ5段(全6色)

【内容量】
435×397×910
・引出し内寸：幅33.5ｃｍ×奥33.5ｃ
ｍ×高10.5ｃｍ(全て共通)
・表面：MDF（ウレタン塗装）
・引出し側面：ファルカタ材
・その他：プリント化粧繊維板
・色：オリーブ、ターコイズブルー、パー
プル、マホガニー、キャメル、ホワイト
の全６色
【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

お部屋のちょっとした隙間にピッタリ!クラシックな雰囲気のスリム
チェスト。パソコン横やお子様の衣類、ちょっとした書類入れに。
サイズも２種類高さも２種類カラーは６種類ご用意しておりま
す。取っ手も引きやすいクリスタルを仕様しております。全段ス
ライドレール付きで、軽い力でスムーズに開閉ができます。届い
てすぐに使える完成品です。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　【注意事項】・取っ手は、お受取人様にて取り
付けとなります。・備考欄にご希望の色を入力下さい。
【提供元】㈱中村敬木工

G2-016 45,000
Ｇ２－０１６．60ﾁｪｽﾄキャンディ４
段(全6色)

【内容量】
595×397×737
・引出し内寸：幅50ｃｍ×奥33.5ｃｍ
×高10.5ｃｍ(全て共通)
・表面：MDF（ウレタン塗装）
・引出し側面：ファルカタ材
・その他：プリント化粧繊維板
・色：オリーブ、ターコイズブルー、パー
プル、マホガニー、キャメル、ホワイト
の全６色
【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

お部屋のちょっとした隙間にピッタリ!クラシックな雰囲気のスリム
チェスト。パソコン横やお子様の衣類、ちょっとした書類入れに。
サイズも２種類高さも２種類カラーは６種類ご用意しておりま
す。取っ手も引きやすいクリスタルを仕様しております。全段ス
ライドレール付きで、軽い力でスムーズに開閉ができます。届い
てすぐに使える完成品です。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【注意事項】・取っ手は、お受取人様にて取り付けとなります。・
備考欄にご希望の色を入力下さい。
【提供元】㈱中村敬木工



No. 寄附金額 内容量等 説明

B050-001 50,000
B050-001．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

B050-002 50,000
B050-002．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

B050-003 50,000

B050-003．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

B050-012 50,000
B050-012．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

B050-015 50,000
B050-015．佐賀牛A5サーロインス
テーキ４枚

【内容量】
4枚　（1枚250ｇ）
【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

日本が誇るブランド和牛の中でも最上位クラスの品
質を条件にしているのが「佐賀牛」です。
（公社）日本食肉格付協会の肉質等級規格に定め
られた最高品質5等級及び、4等級の脂肪交雑-
No7以上”のものを厳選し「佐賀牛」と呼びます。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」と明確に区別されています。
「Ａ５等級」をはじめ、肉質の優れたものだけを厳選
した佐賀牛のロースステーキをお届けします。
【提供元】株式会社Synergy

B050-016 50,000
B050-016．佐賀牛A5ロース しゃぶ
しゃぶすき焼き用１kg

【内容量】
1㎏
【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

5等級佐賀牛のロースを使用したすき焼き・しゃぶ
しゃぶ用スライス。
しっとりとした食感や見た目も美しい見事なサシは、
手にされた方も大変喜ばれる逸品となっておりま
す。
全国でも有数のブランドとして定評のある「佐賀牛」
は、肉質等級・脂肪交雑（サシ）の優れたものだけ
に贈られる称号です。「Ａ５等級」をはじめ、肉質の
優れたものだけを厳選しています。
ジューシーで、舌にとろけるやわらかさです。ロース
の特徴は、肉質はきめ細かくて柔らかく、脂の上質
な旨みをともなった高級部位のひとつです。
【提供元】株式会社Synergy

B050-017 50,000
B050-017．佐賀牛　上焼肉セット1
ｋｇ

【内容量】
佐賀牛ロース1ｋｇ
【受付期間】年中可能
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約１か月

全国でも有数のブランドとして「佐賀牛」は、肉質等
級・脂肪交雑（サシ）の優れたものだけに贈られる
称号です。「Ａ６等級」をはじめ、肉質の優れたもの
だけを厳選しています。佐賀牛の最大の特徴は、
「艶さし」と呼ばれる細やかな霜降りです。きめが細
かくとても柔らかい赤身と、鮮やかな色、そして和牛
独特の甘みと風味が豊富なことも佐賀牛の特徴で
す。高級佐賀牛のロース上焼肉セットをお届けしま
す。

事業者：がばいフーズ
【提供元】株式会社Synergy

B050-018 50,000 B050-018．佐賀牛　ヒレ　200ｇ×2

【内容量】
200ｇ×2
【受付期間】年中可能
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1か月

美食家が牛肉を語る上で、絶対に欠かせないのが
シャトーブリアンという部位で、俗にヒレ（フィレ）と呼
ばれている部位のお肉の部分の、最も中心の部分
をシャトーブリアンと呼びます。牛1頭から約６００ｇ
程度しか取れないとても希少性の高い部位で、流
通する大部分が高級レストランや料理店に納めら
れており、私たちが市場で見かけることはほぼない
ようです。またこのシャトーブリアン、ただ単に希少
価値が高いというだけではなく、牛の肉の部位の中
では最も美味であると言われており、まさに牛肉の
最高級の部位といっても過言ではないといえます。
【提供元】株式会社Synergy

H-002 50,000
Ｈ－００２．佐賀牛ロースステーキ２６
０ｇ×３枚

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

大人気の佐賀牛を、贅沢に分厚くカットしたロース
ステーキしてお届けします。“艶さし”と呼ばれる、や
わらかな赤身の中にきめ細かな脂肪が入った美し
い霜降りが特徴です。
【提供元】（株）スチームシップサガ

H-003 50,000
Ｈ－００３．希少！佐賀牛とうがらしブ
ロック　１ｋｇ

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

佐賀牛の”とうがらし”をブロックでお届けします。とう
がらしは、1頭から少ししかとれない希少な部位で
す。自家製ローストビーフを作るもよし、家族で焼肉
パーティするもよし、贅沢に分厚くカットするもよし、
お好みでお召しあがりいただけます。是非この機会
にご賞味ください。
【提供元】（株）スチームシップサガ

H-005 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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

H-022 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。

【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

H-023 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

H-024 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

H-032 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

H-038 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

H-039 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

H-040 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

H-042 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

H-045 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



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

H-046 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

H-047 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

H-049 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

H-050 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

H-051 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

H-052 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

H-065 50,000
Ｈ－０６５．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2～３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

H-066 50,000
Ｈ－０６６．45幅ランドリー収納BR【諸
富家具】

【内容量】
サイズ　432×420×1750（mm）
前板材料～MDF
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発
送までに約２～３カ月要しますのでご了承くださ
い。
※在庫がある場合は、順次発送いたします。

収納スペースが多く、用途に応じた収納が可能。
スライドカウンターが付いているので置台に使用す
る事ができます。
上段の扉内部には、移動棚が１枚付いているので、
収納に便利です。　

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方は、
寄付お申込み前に配送可能地域であるかお問い
合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー

H-067 50,000
Ｈ－０６７．45幅ランドリー収納NA【諸
富家具】

【内容量】
サイズ　432×420×1750（mm）
前板材料～MDF
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発
送までに約２～３カ月要しますのでご了承くださ
い。
※在庫がある場合は、順次発送いたします。

収納スペースが多く、用途に応じた収納が可能。
スライドカウンターが付いているので置台に使用す
る事ができます。
上段の扉内部には、移動棚が１枚付いているので、
収納に便利です。　

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方は、
寄付お申込み前に配送可能地域であるかお問い
合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

H-068 50,000
Ｈ－０６８．45幅ランドリー収納白【諸
富家具】

【内容量】
サイズ　432×420×1750（mm）
前板材料～MDF
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発
送までに約２～３カ月要しますのでご了承くださ
い。

収納スペースが多く、用途に応じた収納が可能。
スライドカウンターが付いているので置台に使用す
る事ができます。
上段の扉内部には、移動棚が１枚付いているので、
収納に便利です。　

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方は、
寄付お申込み前に配送可能地域であるかお問い
合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー

H-069 50,000
Ｈ－０６９．60-3LCD押入れ収納BR
【諸富家具】

【内容量】
サイズ　591×550×700（CH710）（mm）
前板材料～桐無垢集成材
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発
送までに約２～３カ月要しますのでご了承くださ
い。
※在庫がある場合は、順次発送いたします。

桐材を使用した自然な仕上がりの収納家具。
ボリューム感があり、長く使用できるしっかりとした造
りとなっています。
・引出しは二重構造なので、とても丈夫な上、しっ
かりとした造りです。
・大引出には、スライドレールが付いているので、ス
ムーズに開閉ができます。（下１段目フルスライド
レール）
・キャスターを付属していますが、キャスターなしで
も使用可能です。（キャスターはご利用者様でのお
取り付けとなります）

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方は、
寄付お申込み前に配送可能地域であるかお問い
合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー

H-070 50,000
Ｈ－０７０．75-3LC収納家具BR【諸
富家具】

【内容量】
サイズ　731×445×700（CH710）（mm）
前板材料～桐無垢集成材
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発
送までに約２～３カ月要しますのでご了承くださ
い。
※在庫がある場合は、順次発送いたします。

桐材を使用した自然な仕上がりの収納家具。
ボリューム感があり、長く使用できるしっかりとした造
りとなっています。
・引出しは二重構造なので、とても丈夫な上、しっ
かりとした造りです。
・大引出には、スライドレールが付いているので、ス
ムーズに開閉ができます。（下１段目フルスライド
レール）
・キャスターを付属していますが、キャスターなしで
も使用可能です。（キャスターはご利用者様でのお
取り付けとなります）

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方は、
寄付お申込み前に配送可能地域であるかお問い
合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー

H-071 50,000
Ｈ－０７１．60-3LCD押入れ収納NA
【諸富家具】

【内容量】
サイズ　591×550×700（CH710）（mm）
前板材料～桐無垢集成材
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発
送までに約２～３カ月要しますのでご了承くださ
い。
※在庫がある場合は、順次発送いたします。

桐材を使用した自然な仕上がりの収納家具。
ボリューム感があり、長く使用できるしっかりとした造
りとなっています。
・引出しは二重構造なので、とても丈夫な上、しっ
かりとした造りです。
・大引出には、スライドレールが付いているので、ス
ムーズに開閉ができます。（下１段目フルスライド
レール）
・キャスターを付属していますが、キャスターなしで
も使用可能です。（キャスターはご利用者様でのお
取り付けとなります）

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方は、
寄付お申込み前に配送可能地域であるかお問い
合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー

H-072 50,000
Ｈ－０７２．75-3LC収納家具NA【諸
富家具】

【内容量】
サイズ　731×445×700（CH710）（mm）
前板材料～桐無垢集成材
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発
送までに約２～３カ月要しますのでご了承くださ
い。
※在庫がある場合は、順次発送いたします。

桐材を使用した自然な仕上がりの収納家具。
ボリューム感があり、長く使用できるしっかりとした造
りとなっています。
・引出しは二重構造なので、とても丈夫な上、しっ
かりとした造りです。
・大引出には、スライドレールが付いているので、ス
ムーズに開閉ができます。（下１段目フルスライド
レール）
・キャスターを付属していますが、キャスターなしで
も使用可能です。（キャスターはご利用者様でのお
取り付けとなります）

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方は、
寄付お申込み前に配送可能地域であるかお問い
合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー

H-073 50,000
Ｈ－０７３．60-3LCD押入れ収納白
【諸富家具】

【内容量】
サイズ　591×550×700（CH710）（mm）
前板材料～桐無垢集成材　
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発
送までに約２～３カ月要しますのでご了承くださ
い。
※在庫がある場合は、順次発送いたします。

桐材を使用した自然な仕上がりの収納家具。
ボリューム感があり、長く使用できるしっかりとした造
りとなっています。
・引出しは二重構造なので、とても丈夫な上、しっ
かりとした造りです。
・大引出には、スライドレールが付いているので、ス
ムーズに開閉ができます。（下１段目フルスライド
レール）
・キャスターを付属していますが、キャスターなしで
も使用可能です。（キャスターはご利用者様でのお
取り付けとなります）

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方は、
寄付お申込み前に配送可能地域であるかお問い
合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

H-074 50,000
Ｈ－０７４．75-3LC収納家具白【諸
富家具】

【内容量】
サイズ　731×445×700（710）
前板材料～桐無垢集成材　
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発
送までに約２～３カ月要しますのでご了承くださ
い。
※在庫がある場合は、順次発送いたします。

桐材を使用した自然な仕上がりの収納家具。
ボリューム感があり、長く使用できるしっかりとした造
りとなっています。
・引出しは二重構造なので、とても丈夫な上、しっ
かりとした造りです。
・大引出には、スライドレールが付いているので、ス
ムーズに開閉ができます。（下１段目フルスライド
レール）
・キャスターを付属していますが、キャスターなしで
も使用可能です。（キャスターはご利用者様でのお
取り付けとなります）

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方は、
寄付お申込み前に配送可能地域であるかお問い
合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー

H-077 50,000
Ｈ－０７７．・シラ　　アルビータ　ミック
スセット

【内容量】
・サプリメント1袋30粒×1
・ハンドクリーム1個50ml×1
・ボディクリーム　ドライ1本110ml×1
・スカルプシャンプー1本300ml×1
・スカルプコンディショナー1本300ml×1
・シルキーボディソープ1本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

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ています。

アスタキサンチンサプリメントとボディケア商品の詰
め合わせです。
食生活では十分に補うことが難しいアスタキサンチ
ンを体の内からサプリメントで、体の外からは化粧品
であなたをサポートします。

【提供元】㈱アルビータ

H-084 50,000 Ｈ－０８４．４５チェスト５段　オルガ

【内容量】
W45cm×D40cm×H99cm_1本
【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

桐材の落ち着いた雰囲気に、アクセントとなる黒の
取っ手とダイワデザインが特徴です。
表面材の仕上げもオイル塗装を施しており、木材の
質感が活かされるナチュラルな仕上りとなっており
ます。画像と実際のお届けする商品では、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

H-085 50,000 Ｈ－０８５．６０チェスト４段　オルガ

【内容量】
W60cm×D40cm×H81cm_1本
【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

桐材の落ち着いた雰囲気に、アクセントとなる黒の
取っ手とダイワデザインが特徴です。
表面材の仕上げもオイル塗装を施しており、木材の
質感が活かされるナチュラルな仕上りとなっており
ます。画像と実際のお届けする商品では、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

H-086 50,000 Ｈ－０８６．８０チェスト３段　オルガ

【内容量】
W80cm×D40cm×H63cm_1本
【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

桐材の落ち着いた雰囲気に、アクセントとなる黒の
取っ手とダイワデザインが特徴です。
表面材の仕上げもオイル塗装を施しており、木材の
質感が活かされるナチュラルな仕上りとなっており
ます。画像と実際のお届けする商品では、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

H-087 50,000
Ｈ－０８７．60ﾁｪｽﾄキャンディ5段(全
6色)

【内容量】
595×397×910
・引出し内寸：幅50ｃｍ×奥・引出し内寸：幅33.5
ｃｍ×奥33.5ｃｍ×高10.5ｃｍ(全て共通)
・表面：MDF（ウレタン塗装）
・引出し側面：ファルカタ材
・その他：プリント化粧繊維板
・色：オリーブ、ターコイズブルー、パープル、マホ
ガニー、キャメル、ホワイトの全６色
【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

お部屋のちょっとした隙間にピッタリ!クラシックな雰
囲気のスリムチェスト。パソコン横やお子様の衣類、
ちょっとした書類入れに。サイズも２種類高さも２種
類カラーは６種類ご用意しております。取っ手も引
きやすいクリスタルを仕様しております。全段スライ
ドレール付きで、軽い力でスムーズに開閉ができま
す。届いてすぐに使える完成品です。
【注意事項】・取っ手は、お受取人様にて取り付けと
なります。・備考欄にご希望の色を入力下さい。
【提供元】㈱中村敬木工



No. 寄附金額 内容量等 説明

B051-001 51,000
B051-001．８．５ｍｍ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

B051-002 51,000
B051-002．【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

B051-003 51,000
B051-003．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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

B060-004 60,000
B060-004．【12回定期便】ドライ＆
プリザーブドフラワー

【内容量】
ドライフラワー＆プリザーブドフラワー(ミモザ・ス
モークツリー・バラ・スターチス・ユーカリ・パンパス
グラスなど季節やカラーに合わせて約10グラム
×12
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】

季節のドライフラワー＆プリザーブドフラワー12回
定期便です。
花瓶やフラワーベースに活けて頂いたり、壁にマス
キングテープなどで張っていただく事でさりげない
日常にお花をお楽しみ頂けます。
お好みのアロマオイルやフレグランスを滴下して頂
ければ植物のエネルギーで癒しの空間をお楽しみ
いただけます。
お色はホワイト、イエロー、ブルー、レッドとなりま
す。
月替わりでそれぞれのお色をお届けします。

※写真はイメージです。季節により花材が異なりま
す。

B060-005 60,000
B060-005．【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

B060-008 60,000
B060-008．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

J-003 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

J-012 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

J-013 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

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

J-014 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

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

J-016 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



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

J-017 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

J-018 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

J-022 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

J-023 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

J-024 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

J-029 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

J-030 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

J-031 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

J-032 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



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

J-033 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

J-034 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

J-036 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

J-037 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

J-038 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

J-039 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

J-040 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

J-042 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（Ｂ
ＭＳ・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

J-045 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



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

J-047 60,000
Ｊ－０４７．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2～３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

J-048 60,000
Ｊ－０４８．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2～３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

J-049 60,000
Ｊ－０４９．45幅サニタリー収納BR【諸
富家具】

【内容量】
サイズ　432×420×1750（mm）
前板材料～MDF
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発
送までに約２～３カ月要しますのでご了承くださ
い。
※在庫がある場合は、順次発送いたします。

収納スペースが多く、用途に応じた収納が可能。
スライドカウンターが付いているので置台に使用す
る事ができます。
上段の扉内部には、移動棚が１枚付いているの
で、収納に便利です。
大引出には、スライドレールが付いているので、ス
ムーズに開閉ができます。（下１段目フルスライド
レール）

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方
は、寄付お申込み前に配送可能地域であるかお
問い合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー

J-050 60,000
Ｊ－０５０．60幅ランドリー収納BR【諸
富家具】

【内容量】
サイズ　592×420×1750（mm）
前板材料～MDF
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発
送までに約２～３カ月要しますのでご了承くださ
い。
※在庫がある場合は、順次発送いたします。

収納スペースが多く、用途に応じた収納が可能。
スライドカウンターが付いているので置台に使用す
る事ができます。
上段の扉内部には、移動棚が１枚付いているの
で、収納に便利です。　

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方
は、寄付お申込み前に配送可能地域であるかお
問い合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー

J-051 60,000
Ｊ－０５１．45幅サニタリー収納NA
【諸富家具】

【内容量】
サイズ　432×420×1750（mm）
前板材料～MDF
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発
送までに約２～３カ月要しますのでご了承くださ
い。
※在庫がある場合は、順次発送いたします。

収納スペースが多く、用途に応じた収納が可能。
スライドカウンターが付いているので置台に使用す
る事ができます。
上段の扉内部には、移動棚が１枚付いているの
で、収納に便利です。
大引出には、スライドレールが付いているので、ス
ムーズに開閉ができます。（下１段目フルスライド
レール）

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方
は、寄付お申込み前に配送可能地域であるかお
問い合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー

J-052 60,000
Ｊ－０５２．60幅ランドリー収納NA【諸
富家具】

【内容量】
サイズ　592×420×1750（mm）
前板材料～MDF
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発
送までに約２～３カ月要しますのでご了承くださ
い。

収納スペースが多く、用途に応じた収納が可能。
スライドカウンターが付いているので置台に使用す
る事ができます。
上段の扉内部には、移動棚が１枚付いているの
で、収納に便利です。　

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方
は、寄付お申込み前に配送可能地域であるかお
問い合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー

J-053 60,000
Ｊ－０５３．45幅サニタリー収納白【諸
富家具】

【内容量】
サイズ　432×420×1750（mm）
前板材料～MDF
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発
送までに約２～３カ月要しますのでご了承くださ
い。
※在庫がある場合は、順次発送いたします。

収納スペースが多く、用途に応じた収納が可能。
スライドカウンターが付いているので置台に使用す
る事ができます。
上段の扉内部には、移動棚が１枚付いているの
で、収納に便利です。
大引出には、スライドレールが付いているので、ス
ムーズに開閉ができます。（下１段目フルスライド
レール）

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方
は、寄付お申込み前に配送可能地域であるかお
問い合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー

J-054 60,000
Ｊ－０５４．60幅ランドリー収納白【諸
富家具】

【内容量】
サイズ　592×420×1750（mm）
前板材料～MDF
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発
送までに約２～３カ月要しますのでご了承くださ
い。
※在庫がある場合は、順次発送いたします。

収納スペースが多く、用途に応じた収納が可能。
スライドカウンターが付いているので置台に使用す
る事ができます。
上段の扉内部には、移動棚が１枚付いているの
で、収納に便利です。　

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方
は、寄付お申込み前に配送可能地域であるかお
問い合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

J-055 60,000
Ｊ－０５５．75-3LCD押入れ収納BR
【諸富家具】

【内容量】
サイズ　731×550×700（CH710）（mm）
前板材料～桐無垢集成材
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発
送までに約２～３カ月要しますのでご了承くださ
い。

桐材を使用した自然な仕上がりの収納家具。
ボリューム感があり、長く使用できるしっかりとした
造りとなっています。
・引出しは二重構造なので、とても丈夫な上、しっ
かりとした造りです。
・大引出には、スライドレールが付いているので、ス
ムーズに開閉ができます。（下１段目フルスライド
レール）
・キャスターを付属していますが、キャスターなしで
も使用可能です。（キャスターはご利用者様でのお
取り付けとなります）

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方
は、寄付お申込み前に配送可能地域であるかお
問い合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー

J-056 60,000
Ｊ－０５６．90-3LC収納家具BR【諸
富家具】

【内容量】
サイズ　881×445×700（CH710）（mm）
前板材料～桐無垢集成材
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発
送までに約２～３カ月要しますのでご了承くださ
い。
※在庫がある場合は、順次発送いたします。

桐材を使用した自然な仕上がりの収納家具。
ボリューム感があり、長く使用できるしっかりとした
造りとなっています。
・引出しは二重構造なので、とても丈夫な上、しっ
かりとした造りです。
・大引出には、スライドレールが付いているので、ス
ムーズに開閉ができます。（下１段目フルスライド
レール）
・キャスターを付属していますが、キャスターなしで
も使用可能です。（キャスターはご利用者様でのお
取り付けとなります）

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方
は、寄付お申込み前に配送可能地域であるかお
問い合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー

J-057 60,000
Ｊ－０５７．75-3LCD押入れ収納NA
【諸富家具】

【内容量】
サイズ　731×550×700（710）（cm）
前板材料～桐無垢集成材
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発
送までに約２～３カ月要しますのでご了承くださ
い。

桐材を使用した自然な仕上がりの収納家具。
ボリューム感があり、長く使用できるしっかりとした
造りとなっています。
・引出しは二重構造なので、とても丈夫な上、しっ
かりとした造りです。
・大引出には、スライドレールが付いているので、ス
ムーズに開閉ができます。（下１段目フルスライド
レール）
・キャスターを付属していますが、キャスターなしで
も使用可能です。（キャスターはご利用者様でのお
取り付けとなります）

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方
は、寄付お申込み前に配送可能地域であるかお
問い合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー

J-058 60,000
Ｊ－０５８．90-3LC収納家具NA【諸
富家具】

【内容量】
サイズ　881×445×700（CH710）（mm）
前板材料～桐無垢集成材
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発
送までに約２～３カ月要しますのでご了承くださ
い。
※在庫がある場合は、順次発送いたします。

桐材を使用した自然な仕上がりの収納家具。
ボリューム感があり、長く使用できるしっかりとした
造りとなっています。
・引出しは二重構造なので、とても丈夫な上、しっ
かりとした造りです。
・大引出には、スライドレールが付いているので、ス
ムーズに開閉ができます。（下１段目フルスライド
レール）
・キャスターを付属していますが、キャスターなしで
も使用可能です。（キャスターはご利用者様でのお
取り付けとなります）

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方
は、寄付お申込み前に配送可能地域であるかお
問い合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー

J-059 60,000
Ｊ－０５９．75-3LCD押入れ収納白
【諸富家具】

【内容量】
サイズ　731×550×700（CH710）（mm）
前板材料～桐無垢集成材
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発
送までに約２～３カ月要しますのでご了承くださ
い。

桐材を使用した自然な仕上がりの収納家具。
ボリューム感があり、長く使用できるしっかりとした
造りとなっています。
・引出しは二重構造なので、とても丈夫な上、しっ
かりとした造りです。
・大引出には、スライドレールが付いているので、ス
ムーズに開閉ができます。（下１段目フルスライド
レール）
・キャスターを付属していますが、キャスターなしで
も使用可能です。（キャスターはご利用者様でのお
取り付けとなります）

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方
は、寄付お申込み前に配送可能地域であるかお
問い合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

J-060 60,000
Ｊ－０６０．90-3LC収納家具白【諸
富家具】

【内容量】
サイズ　881×445×700（CH710）（mm）
前板材料～桐無垢集成材
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発
送までに約２～３カ月要しますのでご了承くださ
い。
※在庫がある場合は、順次発送いたします。

桐材を使用した自然な仕上がりの収納家具。
ボリューム感があり、長く使用できるしっかりとした
造りとなっています。
・引出しは二重構造なので、とても丈夫な上、しっ
かりとした造りです。
・大引出には、スライドレールが付いているので、ス
ムーズに開閉ができます。（下１段目フルスライド
レール）
・キャスターを付属していますが、キャスターなしで
も使用可能です。（キャスターはご利用者様でのお
取り付けとなります）

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方
は、寄付お申込み前に配送可能地域であるかお
問い合わせください。
※諸富家具は「佐賀県指定伝統的地場産品」の

J-063 60,000 Ｊ－０６３．ラダーラック（クリ）

【内容量】
１個
長さ1600ｘ幅530ｘ厚み24ｍｍ
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約3カ月

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：オイル塗装
塗装には天然植物油を主成分とした食品衛生法
適合塗料の安心安全なオイルを使っています。
※一つ一つ手間をかけて製作しておりますので、
お届けまでにお時間を頂いております。ご了承くだ
さい。
□ご購入の際の注意点
天然無垢板使用の手作り品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。
濡れた物を長時間放置した時に色移りする場合
があります。
寸法表示には多少の誤差があります。
【提供元】栗秋木工

J-064 60,000 Ｊ－０６４．ラダーラック（チェリー）

【内容量】
１個
長さ1600ｘ幅530ｘ厚み24ｍｍ
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約3カ月

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：オイル塗装
塗装には天然植物油を主成分とした食品衛生法
適合塗料の安心安全なオイルを使っています。
※一つ一つ手間をかけて製作しておりますので、
お届けまでにお時間を頂いております。ご了承くだ
さい。
□ご購入の際の注意点
天然無垢板使用の手作り品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。
濡れた物を長時間放置した時に色移りする場合
があります。
寸法表示には多少の誤差があります。
【提供元】栗秋木工

J-065 60,000 Ｊ－０６５．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
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約3カ月

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：オイル塗装
塗装には天然植物油を主成分とした食品衛生法
適合塗料の安心安全なオイルを使っています。
※一つ一つ手間をかけて製作しておりますので、
お届けまでにお時間を頂いております。ご了承くだ
さい。
□ご購入の際の注意点
天然無垢板使用の手作り品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。
濡れた物を長時間放置した時に色移りする場合
があります。
寸法表示には多少の誤差があります。
【提供元】栗秋木工

J-069 60,000 Ｊ－０６９．６０チェスト５段　オルガ

【内容量】
W60cm×D40cm×H99cm_1本
【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

桐材の落ち着いた雰囲気に、アクセントとなる黒の
取っ手とダイワデザインが特徴です。
表面材の仕上げもオイル塗装を施しており、木材
の質感が活かされるナチュラルな仕上りとなってお
ります。画像と実際のお届けする商品では、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

J-070 60,000 Ｊ－０７０．８０チェスト４段　オルガ

【内容量】
W80cm×D40cm×H81cm_1本
【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

桐材の落ち着いた雰囲気に、アクセントとなる黒の
取っ手とダイワデザインが特徴です。
表面材の仕上げもオイル塗装を施しており、木材
の質感が活かされるナチュラルな仕上りとなってお
ります。画像と実際のお届けする商品では、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

J-071 60,000 Ｊ－０７１．８０チェスト５段　オルガ

【内容量】
W80cm×D40cm×H99cm_1本
【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

桐材の落ち着いた雰囲気に、アクセントとなる黒の
取っ手とダイワデザインが特徴です。
表面材の仕上げもオイル塗装を施しており、木材
の質感が活かされるナチュラルな仕上りとなってお
ります。画像と実際のお届けする商品では、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



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

J-072 60,000 Ｊ－０７２．６０チェスト６段マルーンⅡ

【内容量】
W60cm×D39cm×H105cm(脚をつけると
H111cm)_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ヶ月

三色で構成されたナチュラルテイストのチェスト。
天然木を色分けして塗装した個性的なデザインで
お部屋を彩る商品です。
脚と取っ手は木製を使用しており、温かみのある
チェストになっております。
脚と取っ手は寄附者様にて取付となります。
画像と実際にお届けする商品では、色の濃さ・木
目の雰囲気等が異なる場合や、節が入る場合が
ございます。ご理解の上ご検討ください。
【提供元】㈱中村敬木工

J-073 60,000
Ｊ－０７３．９０ローチェスト４段マルー
ンⅡ

【内容量】
W90cm×D39cm×H70cm(脚をつけると
H76cm)_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ヶ月

三色で構成されたナチュラルテイストのチェスト。
天然木を色分けして塗装した個性的なデザインで
お部屋を彩る商品です。
脚と取っ手は木製を使用しており、温かみのある
チェストになっております。
脚と取っ手は寄附者様にて取付となります。
画像と実際にお届けする商品では、色の濃さ・木
目の雰囲気等が異なる場合や、節が入る場合が
ございます。ご理解の上ご検討ください。
【提供元】㈱中村敬木工

J-074 60,000
Ｊ－０７４．１２０ローチェスト３段マ
ルーンⅡ

【内容量】
W117cm×D39cm×H53cm(脚をつけると
H59cm)_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ヶ月

三色で構成されたナチュラルテイストのチェスト。
天然木を色分けして塗装した個性的なデザインで
お部屋を彩る商品です。
脚と取っ手は木製を使用しており、温かみのある
チェストになっております。
脚と取っ手は寄附者様にて取付となります。
画像と実際にお届けする商品では、色の濃さ・木
目の雰囲気等が異なる場合や、節が入る場合が
ございます。ご理解の上ご検討ください。
【提供元】㈱中村敬木工

J-075 60,000 Ｊ－０７５．１００ＴＶ台　マルーンⅡ

【内容量】
W101cm×D37cm×H39.5cm_(脚をつけると
H45.5cm)_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ヶ月

三色で構成されたナチュラルテイストのTV台で
す。
天然木を色分けして塗装した個性的なデザインで
お部屋を彩る商品です。
脚と取っ手は木製を使用しており、温かみのある
TV台になっております。
脚と取っ手は寄附者様にて取付となります。
画像と実際にお届けする商品では、色の濃さ・木
目の雰囲気等が異なる場合や、
節が入る場合がございます。ご理解の上ご検討く
ださい。
【提供元】㈱中村敬木工



No. 寄附金額 内容量等 説明

B065-001 65,000

B065-001．トートバック（コンビ）

【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。

【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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

B070-001 70,000
B070-001．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

K-003 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

K-014 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

K-016 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

K-021 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

K-022 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

K-027 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

K-028 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

K-029 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

K-030 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

K-040 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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

K-041 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
4.5ｃｍ

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

K-042 70,000
Ｋ－０４２．佐賀牛ロースステーキ２０
０ｇ×６枚

【内容量】
佐賀牛ロースステーキ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2～３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

K-043 70,000
Ｋ－０４３．60幅サニタリー収納BR
【諸富家具】

【内容量】
サイズ　592×420×1750（mm）
前板材料～MDF
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発送
までに約２～３カ月要しますのでご了承ください。
※在庫がある場合は、順次発送いたします。

収納スペースが多く、用途に応じた収納が可能。
スライドカウンターが付いているので置台に使用する事ができます。
上段の扉内部には、移動棚が１枚付いているので、収納に便利です。
大引出には、スライドレールが付いているので、スムーズに開閉ができま
す。（下１段目フルスライドレール）

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方は、寄付お申込み前に配
送可能地域であるかお問い合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー

K-044 70,000
Ｋ－０４４．75幅ランドリー収納BR【諸
富家具】

【内容量】
サイズ　742×420×1750（mm）
前板材料～MDF
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発送
までに約２～３カ月要しますのでご了承ください。
※在庫がある場合は、順次発送いたします。

収納スペースが多く、用途に応じた収納が可能。
スライドカウンターが付いているので置台に使用する事ができます。
上段の扉内部には、移動棚が１枚付いているので、収納に便利です。　

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方は、寄付お申込み前に配
送可能地域であるかお問い合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー

K-045 70,000
Ｋ－０４５．60幅サニタリー収納NA
【諸富家具】

【内容量】
サイズ　592×420×1750（mm）
前板材料～MDF
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発送
までに約２～３カ月要しますのでご了承ください。
※在庫がある場合は、順次発送いたします。

収納スペースが多く、用途に応じた収納が可能。
スライドカウンターが付いているので置台に使用する事ができます。
上段の扉内部には、移動棚が１枚付いているので、収納に便利です。
大引出には、スライドレールが付いているので、スムーズに開閉ができま
す。（下１段目フルスライドレール）

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方は、寄付お申込み前に配
送可能地域であるかお問い合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー

K-046 70,000
Ｋ－０４６．75幅ランドリー収納NA【諸
富家具】

【内容量】
サイズ　742×420×1750（mm）
前板材料～MDF
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発送
までに約２～３カ月要しますのでご了承ください。
※在庫がある場合は、順次発送いたします。

収納スペースが多く、用途に応じた収納が可能。
スライドカウンターが付いているので置台に使用する事ができます。
上段の扉内部には、移動棚が１枚付いているので、収納に便利です。　

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方は、寄付お申込み前に配
送可能地域であるかお問い合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー

K-047 70,000
Ｋ－０４７．60幅サニタリー収納白
【諸富家具】

【内容量】
サイズ　592×420×1750（mm）
前板材料～MDF
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発送
までに約２～３カ月要しますのでご了承ください。
※在庫がある場合は、順次発送いたします。

収納スペースが多く、用途に応じた収納が可能。
スライドカウンターが付いているので置台に使用する事ができます。
上段の扉内部には、移動棚が１枚付いているので、収納に便利です。
大引出には、スライドレールが付いているので、スムーズに開閉ができま
す。（下１段目フルスライドレール）

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方は、寄付お申込み前に配
送可能地域であるかお問い合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー

K-048 70,000
Ｋ－０４８．75幅ランドリー収納白【諸
富家具】

【内容量】
サイズ　742×420×1750（mm）
前板材料～MDF
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発送
までに約２～３カ月要しますのでご了承ください。
※在庫がある場合は、順次発送いたします。

収納スペースが多く、用途に応じた収納が可能です。
スライドカウンターが付いており置台に使用する事が可能です。
上段の扉内部には、移動棚が１枚付いておりますので、収納に便利です。　
大引出には、スライドレールが付いておりますので、スムーズに開閉するこ
とができます。（下１段目フルスライドレール）
※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方は、寄付お申込み前に配
送可能地域であるかお問い合わせください。
【提供元】㈱三友ファニチャー

K-049 70,000
Ｋ－０４９．90-3LCD押入れ収納BR
【諸富家具】

【内容量】
サイズ　881×550×700（CH710）（mm）
前板材料～桐無垢集成材
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発送
までに約２～３カ月要しますのでご了承ください。
※在庫がある場合は、順次発送いたします。

桐材を使用した自然な仕上がりの収納家具。
ボリューム感があり、長く使用できるしっかりとした造りとなっています。
・引出しは二重構造なので、とても丈夫な上、しっかりとした造りです。
・大引出には、スライドレールが付いているので、スムーズに開閉ができま
す。（下１段目フルスライドレール）
・キャスターを付属していますが、キャスターなしでも使用可能です。（キャ
スターはご利用者様でのお取り付けとなります）

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方は、寄付お申込み前に配
送可能地域であるかお問い合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

K-050 70,000
Ｋ－０５０．90-3LCD押入れ収納NA
【諸富家具】

【内容量】
サイズ　881×550×700（CH710）（mm）
前板材料～桐無垢集成材
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発送
までに約２～３カ月要しますのでご了承ください。
※在庫がある場合は、順次発送いたします。

桐材を使用した自然な仕上がりの収納家具。
ボリューム感があり、長く使用できるしっかりとした造りとなっています。
・引出しは二重構造なので、とても丈夫な上、しっかりとした造りです。
・大引出には、スライドレールが付いているので、スムーズに開閉ができま
す。（下１段目フルスライドレール）
・キャスターを付属していますが、キャスターなしでも使用可能です。（キャ
スターはご利用者様でのお取り付けとなります）

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方は、寄付お申込み前に配
送可能地域であるかお問い合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー

K-051 70,000
Ｋ－０５１．90-3LCD押入れ収納白
【諸富家具】

【内容量】
サイズ　881×550×700（CH710）（mm）
前板材料～桐無垢集成材　
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発送
までに約２～３カ月要しますのでご了承ください。
※在庫がある場合は、順次発送いたします。

桐材を使用した自然な仕上がりの収納家具。
ボリューム感があり、長く使用できるしっかりとした造りとなっています。
・引出しは二重構造なので、とても丈夫な上、しっかりとした造りです。
・大引出には、スライドレールが付いているので、スムーズに開閉ができま
す。（下１段目フルスライドレール）
・キャスターを付属していますが、キャスターなしでも使用可能です。（キャ
スターはご利用者様でのお取り付けとなります）

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方は、寄付お申込み前に配
送可能地域であるかお問い合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー



No. 寄附金額 内容量等 説明

B072-001 72,000
B072-001．遊覧飛行　３名様分
（約１３分）

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

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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

B076-001 76,000
B076-001．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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

B077-001 77,000
B077-001．スツール SPIRAL 
42H（ヒノキ）

【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3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。

 □パズルのように並べてユニークな形に変身。遊び道具としても活躍しま
す。三角形から作られていく組み合わせは、無限の可能性を秘めていま
す。子供たちには楽しみながら、考える力を身に付けてくれます。

 □使用しない時は、スタッキングすると場所を取りません。脚を揃えて重ね
ると渦を巻くように高く積み重ねられ、すっきりと美しい形になります。
カテゴリーには納まらないような、遊び心と機能性のあるスツールです。
1脚でも魅力的ですが、数が増えるとさらに魅力は広がります。

 □デザインを手がけたのは、一級建築士・構造エンジニアの野木村敦史
氏です。彼が手がける家具は、一つの完成したデザインでありながら、 組
合わせることにより様々な形へと変化していく、構造から生まれてくる新しい
デザインです。2007年の100%DESIGN TOKYOでは100%DESIGN PREMIO
を受賞するなど、沢山の話題をよんでいます。
【提供元】有限会社 志岐家具製作所

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

B080-001 80,000
B080-001．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

B080-003 80,000
B080-003．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

L-001 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

L-011 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

L-020 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

L-021 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

L-022 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

L-023 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

L-024 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

L-025 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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

L-026 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

L-027 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

L-028 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

L-036 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

L-037 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

L-044 80,000
Ｌ－０４４．75幅サニタリー収納BR
【諸富家具】

【内容量】
サイズ　742×420×1750（mm）
前板材料～MDF
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発送
までに約２～３カ月要しますのでご了承ください。
※在庫がある場合は、順次発送いたします。

収納スペースが多く、用途に応じた収納が可能。
スライドカウンターが付いているので置台に使用す
る事ができます。
上段の扉内部には、移動棚が１枚付いているので、
収納に便利です。
大引出には、スライドレールが付いているので、ス
ムーズに開閉ができます。（下１段目フルスライド
レール）

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方は、
寄付お申込み前に配送可能地域であるかお問い
合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー

L-045 80,000
Ｌ－０４５．75幅サニタリー収納NA
【諸富家具】

【内容量】
サイズ　742×420×1750
前板材料～MDF
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発送
までに約２～３カ月要しますのでご了承ください。
※在庫がある場合は、順次発送いたします。

収納スペースが多く、用途に応じた収納が可能。
スライドカウンターが付いているので置台に使用す
る事ができます。
上段の扉内部には、移動棚が１枚付いているので、
収納に便利です。
大引出には、スライドレールが付いているので、ス
ムーズに開閉ができます。（下１段目フルスライド
レール）

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方は、
寄付お申込み前に配送可能地域であるかお問い
合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー

L-046 80,000
Ｌ－０４６．75幅サニタリー収納白【諸
富家具】

【内容量】
サイズ　742×420×1750（mm）
前板材料～MDF
【受付期間】通年
【配送方法】大型家具配送
【発送時期】入金確認後、約１か月
※お申し込みが集中した場合、入金確認後、発送
までに約２～３カ月要しますのでご了承ください。
※在庫がある場合は、順次発送いたします。

収納スペースが多く、用途に応じた収納が可能。
スライドカウンターが付いているので置台に使用す
る事ができます。
上段の扉内部には、移動棚が１枚付いているので、
収納に便利です。
大引出には、スライドレールが付いているので、ス
ムーズに開閉ができます。（下１段目フルスライド
レール）

※離島(沖縄諸島含む)へのお届けご希望の方は、
寄付お申込み前に配送可能地域であるかお問い
合わせください。
※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】㈱三友ファニチャー



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

L-050 80,000 Ｌ－０５０．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）
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約3カ月

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：オイル塗装
塗装には天然植物油を主成分とした食品衛生法
適合塗料の安心安全なオイルを使っています。

□ご購入の際の注意点
天然無垢板使用の手作り品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。
濡れた物を長時間放置した時に色移りする場合が
あります。
寸法表示には多少の誤差があります。
【提供元】栗秋木工

L-051 80,000
Ｌ－０５１．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）
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約3カ月

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：オイル塗装
塗装には天然植物油を主成分とした食品衛生法
適合塗料の安心安全なオイルを使っています。

□ご購入の際の注意点
天然無垢板使用の手作り品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。
濡れた物を長時間放置した時に色移りする場合が
あります。
寸法表示には多少の誤差があります。
【提供元】栗秋木工

L-054 80,000
Ｌ－０５４．桐たんす　クローゼット収納
３段
（キャスター付）

【内容量】
返礼品サイズ
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】無し
【発送時期】

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。
光沢のある美しいシルバーの取っ手仕様の高級感
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。※お申し込みが集中
した場合お届けまでに１ヶ月程度お時間を頂く場合
がございます。

L-058 80,000 Ｌ－０５８．D S/M TRESTLE LEG NA

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

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。
【提供元】レグナテック㈱

L-059 80,000 Ｌ－０５９．D S/M TRESTLE LEG BK

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

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。
【提供元】レグナテック㈱

L-060 80,000 Ｌ－０６０．SUSPENDER TABLE S NA

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

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。
【提供元】レグナテック㈱

L-061 80,000 Ｌ－０６１．SUSPENDER TABLE S BK

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

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。
【提供元】レグナテック㈱



No. 寄附金額 内容量等 説明

B086-001 86,000 B086-001．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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

B088-002 88,000
B088-002．【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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

B090-001 90,000

B090-001．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

M-011 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

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

M-015 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

M-016 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

M-017 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

M-018 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

M-019 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

M-020 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

M-021 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

M-022 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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

M-031 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

M-032 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

M-035 90,000 Ｍ－０３５．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）
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約3カ月

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：オイル塗装
塗装には天然植物油を主成分とした食品衛生法適合塗料の安心安全な
オイルを使っています。

□ご購入の際の注意点
天然無垢板使用の手作り品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。
濡れた物を長時間放置した時に色移りする場合があります。
寸法表示には多少の誤差があります。
【提供元】栗秋木工

M-036 90,000 Ｍ－０３６．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）
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約3カ月

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：オイル塗装
塗装には天然植物油を主成分とした食品衛生法適合塗料の安心安全な
オイルを使っています。

□ご購入の際の注意点
天然無垢板使用の手作り品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。
濡れた物を長時間放置した時に色移りする場合があります。
寸法表示には多少の誤差があります。
【提供元】栗秋木工

M-037 90,000
Ｍ－０３７．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）
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約3カ月

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：オイル塗装
塗装には天然植物油を主成分とした食品衛生法適合塗料の安心安全な
オイルを使っています。

□ご購入の際の注意点
天然無垢板使用の手作り品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。
濡れた物を長時間放置した時に色移りする場合があります。
寸法表示には多少の誤差があります。
【提供元】栗秋木工

M-038 90,000
Ｍ－０３８．桐たんす　クローゼット収
納４段
（キャスター付）

【内容量】
返礼品サイズ
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ｍｍ
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】

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。
光沢のある美しいシルバーの取っ手仕様の高級感のある桐タンス。
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。※お申し込みが集中した場合お届けまでに１ヶ月程度お時間を頂
く場合がございます。
【提供元】株式会社マーゼルン



No. 寄附金額 内容量等 説明

B092-001 92,000
B092-001．引き車の積み木２４
Ｐ

【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

B092-002 92,000
B092-002．スツール SPIRAL 
42H（オーク）

【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3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。

 □パズルのように並べてユニークな形に変身。遊び道具としても活躍しま
す。三角形から作られていく組み合わせは、無限の可能性を秘めていま
す。子供たちには楽しみながら、考える力を身に付けてくれます。

 □使用しない時は、スタッキングすると場所を取りません。脚を揃えて重ね
ると渦を巻くように高く積み重ねられ、すっきりと美しい形になります。
カテゴリーには納まらないような、遊び心と機能性のあるスツールです。
1脚でも魅力的ですが、数が増えるとさらに魅力は広がります。

 □デザインを手がけたのは、一級建築士・構造エンジニアの野木村敦史
氏です。彼が手がける家具は、一つの完成したデザインでありながら、 組
合わせることにより様々な形へと変化していく、構造から生まれてくる新しい
デザインです。2007年の100%DESIGN TOKYOでは100%DESIGN PREMIO
を受賞するなど、沢山の話題をよんでいます。
【提供元】有限会社 志岐家具製作所

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

B095-001 95,000
B095-001．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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C100-001 100,000

C100-001．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

C100-003 100,000
C100-003．【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

C100-004 100,000
C100-004．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

C100-010 100,000
C100-010．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　

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

C100-011 100,000
C100-011．佐賀牛　ヒレ　200ｇ×
4

【内容量】
200ｇ×4
【受付期間】年中可能
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約1か月

美食家が牛肉を語る上で、絶対に欠かせないのがシャトーブリアンと
いう部位で、俗にヒレ（フィレ）と呼ばれている部位のお肉の部分の、最
も中心の部分をシャトーブリアンと呼びます。牛1頭から約６０１ｇ程度
しか取れないとても希少性の高い部位で、流通する大部分が高級レ
ストランや料理店に納められており、私たちが市場で見かけることはほ
ぼないようです。またこのシャトーブリアン、ただ単に希少価値が高いと
いうだけではなく、牛の肉の部位の中では最も美味であると言われて
おり、まさに牛肉の最高級の部位といっても過言ではないといえます。
【提供元】株式会社Synergy

N-004 100,000
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

N-006 100,000
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

N-025 100,000
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

N-032 100,000
Ｎ－０３２．SG10b佐賀牛肩ロース
しゃぶしゃぶ2.5ｋｇ

【内容量】
佐賀牛肩ロースしゃぶしゃぶ2,500g
【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

高級和牛の代名詞、佐賀牛！肉食男子、肉食女子 大歓迎！お誕
生日に、家族行事に、会社の行事に、大切な仲間とのパーティに。特
別な日には、みんなで佐賀牛♪ゲストから大歓声が起こりそうです♪
大人気の佐賀牛しゃぶしゃぶを2,500gお届けします。
お鍋でしゃぶしゃぶ王道の食べ方ももちろんおいしいですが、わたしの
おすすめの食べ方はフライパンでさっと軽く焼いて、ポン酢でいただく
焼きしゃぶです♪大根おろしも添えると、よりさっぱりとお召し上がりい
ただけます。
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

N-036 100,000
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

N-040 100,000
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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

N-041 100,000
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

N-042 100,000
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

N-043 100,000
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

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

N-046 100,000
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

N-047 100,000
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(500ｇ×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

N-062 100,000
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

N-063 100,000
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

N-064 100,000
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

N-065 100,000
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



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

N-066 100,000
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

N-074 100,000
Ｎ－０７４．桐たんす　クローゼット収
納５段
（キャスター付）

【内容量】
返礼品サイズ
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ｍ
ｍ
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】

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。
光沢のある美しいシルバーの取っ手仕様の高級感のある桐タンス。
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。※お申し込みが集中した場合お届けまでに１ヶ月程度お
時間を頂く場合がございます。
【提供元】株式会社マーゼルン

N-076 100,000
Ｎ－０７６．【偶数月定期便（年6回）】
佐賀牛

【内容量】
２月佐賀牛しゃぶしゃぶ300ｇ
４月佐賀牛ハンバーグ150ｇ×3個
６月佐賀牛赤身カルビ焼肉350ｇ
８月佐賀牛ロースステーキ400ｇ
（200ｇ×2枚）
10月佐賀牛すき焼き300ｇ
12月佐賀牛ローストビーフ400ｇ（2個
入りで）
【受付期間】通年
【配送方法】冷凍
【発送時期】入金確認後、約2週間

しゃぶしゃぶ、赤身カルビ焼肉、ロースステーキ等、色々な佐賀牛が
楽しめます！
【提供元】やまとフーズ

N-077 100,000
Ｎ－０７７．エヴニッシュ48バッグラッ
ク　WN

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブランドの商品
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㈱

N-078 100,000
Ｎ－０７８．エヴニッシュ48バッグラッ
ク　BC

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブランドの商品
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㈱

N-079 100,000
Ｎ－０７９．エヴニッシュ48バッグラッ
ク　Oak

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブランドの商品
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㈱

N-080 100,000 Ｎ－０８０．SUSPENDER SHELF NA

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

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。
【提供元】レグナテック㈱

N-081 100,000 Ｎ－０８１．SUSPENDER SHELF BK

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

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。
【提供元】レグナテック㈱

N-082 100,000
Ｎ－０８２．SUSPENDER TABLE M 
NA

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

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。
【提供元】レグナテック㈱

N-083 100,000
Ｎ－０８３．SUSPENDER TABLE M 
BK

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

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。
【提供元】レグナテック㈱

N-084 100,000 Ｎ－０８４．ジラーレ35 ST　WN

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブランドの商品
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㈱

N-085 100,000 Ｎ－０８５．ジラーレ35 ST　Oak

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブランドの商品
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㈱



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

N-086 100,000 Ｎ－０８６．『佐嘉』SAGA-17年-

【内容量】
750ｍｌ　（1本）Alc.41％
【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

窓乃梅酒造が17年の時をかけ熟成させた『佐嘉』シリーズの中で最も
貴重な熟成蒸留酒でございます。ただその希少性故に貯蔵量に限り
があり現在のところ一般販売を控えさせていただいている限定非売品
のお品になります。
【提供元】窓乃梅酒造㈱

Nｰ027 100,000
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

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



No. 寄附金額 内容量等 説明

C102-001 102,000
C102-001．モダンダブルライン
アコヤ真珠ピアス

【内容量】
真珠の種類：アコヤ本真珠（佐賀市弊社製
作加工）
真珠の色：ホワイト系
真珠のサイズ：約5㎜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(※WGをご
希望の場合は備考欄に「WG」とご記入下さ
い。）
全体の大きさ：約14㎜×約10㎜
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、約１ヶ月

世界に誇る美しい艶の『アコヤ真珠』　
日本の近海で生息するアコヤ貝が、悪天候や荒
波をも乗り越えて、少しずつ少しずつ、美しく織りな
されたアコヤ真珠そんな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厳選
し、当店にてピアスをお作りしました。
『シンプルモダンなダブルラインとアコヤ真珠のピ
アス』
カッコかわいいシンプルモダンなダブルラインに、
艶々のベビーパールがポイントとなったピアス。身
につける方の顔周りを、明るく、カッコよく、上品
に、女性らしさとお洒落度をアップしてくれそうで
す。どんなシチュエーションにもつけやすく、様々
なお洋服に合わせやすいです。普段のお洋服を
グレイドアップしてくれたり、仕事などの士気を高め
てくれそうです。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素敵なア
イテムです。
【提供元】株式会社美穂野

C102-002 102,000
C102-002．自然優美な雫のア
コヤ真珠ピアス

【内容量】
真珠の種類：アコヤ本真珠（佐賀市弊社製
作加工）
真珠の色：ホワイト系
真珠のサイズ：約5.0㎜　4.5㎜　4.0㎜
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(※WGをご
希望の場合は備考欄に「WG」とご記入下さ
い。）
全体の大きさ：約14×21㎜
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、約１ヶ月

世界に誇る美しい艶の『アコヤ真珠』　
日本の近海で生息するアコヤ貝が、悪天候や荒
波をも乗り越えて、少しずつ少しずつ、美しく織りな
されたアコヤ真珠そんな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厳選
し、当店にてピアスをお作りしました。
『艶々♪葉雫のアコヤ真珠ピアス』
艶々のアコヤ真珠がグラデーションに並び、可愛く
揺れるピアス。雨上がりの晴間の中に、葉っぱから
垂れ落ちる煌めく雫のようなもチーフです。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してくれそうです。耳の
ラインで合わせてつけても、反対向きにつけても、
どちらも上品に２通り楽しめます。様々なお洋服に
合わせやすく、普段のお洋服をグレイドアップしてく
れたり、仕事などの士気を高めてくれそうです。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素敵なアイテムです。　
【提供元】株式会社美穂野

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C107-001 107,000
C107-001．コトコト転がるＤＯＮＧ
ＵＲＩ

【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

C107-002 107,000
C107-002．スツール SPIRAL 
42H（ウォールナット）

【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3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。

 □パズルのように並べてユニークな形に変身。遊び道具としても活躍しま
す。三角形から作られていく組み合わせは、無限の可能性を秘めていま
す。子供たちには楽しみながら、考える力を身に付けてくれます。

 □使用しない時は、スタッキングすると場所を取りません。脚を揃えて重ね
ると渦を巻くように高く積み重ねられ、すっきりと美しい形になります。
カテゴリーには納まらないような、遊び心と機能性のあるスツールです。
1脚でも魅力的ですが、数が増えるとさらに魅力は広がります。

 □デザインを手がけたのは、一級建築士・構造エンジニアの野木村敦史氏
です。彼が手がける家具は、一つの完成したデザインでありながら、 組合
わせることにより様々な形へと変化していく、構造から生まれてくる新しいデ
ザインです。2007年の100%DESIGN TOKYOでは100%DESIGN PREMIOを
受賞するなど、沢山の話題をよんでいます。
【提供元】有限会社 志岐家具製作所

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C109-001 109,000
C109-001．シンプルモダンなア
コヤ真珠ピアス

【内容量】
真珠の種類：アコヤ本真珠（佐賀市弊社製
作加工）
真珠の色：ホワイト系
真珠のサイズ：約4.8㎜　約4.3㎜　　　　　　　
　　　　　　　　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(※WGをご
希望の場合は備考欄に「WG」とご記入下さ
い。）
全体の大きさ：横約11㎜×縦約9.5㎜
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、約１ヶ月

世界に誇る美しい艶の『アコヤ真珠』　
日本の近海で生息するアコヤ貝が、悪天候や荒
波をも乗り越えて、少しずつ少しずつ、美しく織りな
されたアコヤ真珠そんな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厳選
し、当店にてピアスをお作りしました
『シンプルモダンな直線ラインがかっこいい！アコ
ヤ真珠ピアス』
かっこいい直線ラインのメタルバーに、艶やかで女
性らしい印象のベビーパールがくっついているピア
ス。艶々の可愛いパールが可愛く華やかさを与
え、シンプルながらもモダンなカッコよさを合わせ
持つお洒落なデザインです。身につける方の顔周
りを、明るく、かっこよく、エレガントに、女性らしさと
お洒落度をアップしてくれそうです。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
ただける素敵なアイテムです。　
【提供元】株式会社美穂野

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C114-001 114,000
C114-001．ゆらゆら揺れる♬ア
コヤ真珠フックピアス

【内容量】
真珠の種類：アコヤ本真珠（佐賀市弊社製
作加工）
真珠の色：ホワイト系
真珠のサイズ：約7.5㎜　　　　　　　　　　　　　
　　　　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(※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38㎜
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、約１ヶ月

　世界に誇る美しい艶の『アコヤ真珠』　
日本の近海で生息するアコヤ貝が、悪天候や荒
波をも乗り越えて、少しずつ少しずつ、美しく織りな
されたアコヤ真珠そんな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厳選
し、当店にてピアスをお作りしました。
『ゆらゆら揺れる♬大人可愛いアコヤ真珠フックピ
アス』
艶々のアコヤ真珠がゆらゆらと揺れ動くシンプル
ながらも華やかさがあるフックタイプのピアス。パー
ルの動きがあることで、身につける方の顔周りを明
るく、かっこよく、エレガントに、女性らしさとお洒落
度をアップしてくれそうです。様々なお洋服に合わ
せやすく、普段のお洋服をグレイドアップしてくれた
り、仕事などの士気を高めてくれそうです。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
使いいただける素敵なアイテムです。　
【提供元】株式会社美穂野

C114-002 114,000
C114-002．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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C118-001 118,000 C118-001．リバーシ

【内容量】
盤×１、コマ６４個＋７個（予備）
【受付期間】通年
【配送方法】常温
【発送時期】入金確認後、約２週間

みんなが知ってるこのゲーム。親子で、友達と、ご
夫婦でも。コマがすべすべしてとても気持ちがいい
のです。一生ものですね。
【提供元】㈱飛鳥工房

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C120-001 120,000

C120-001．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

C120-002 120,000
C120-002．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

C120-003 120,000
C120-003．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

P-008 120,000

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

P-021 120,000
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

P-022 120,000
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

P-023 120,000
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

P-024 120,000
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。

P-042 120,000
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

P-043 120,000
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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

P-045 120,000
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

P-046 120,000
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

P-047 120,000
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）

P-056 120,000
Ｐ－０５６．桐たんす　総桐タンスヤマ
ブキ４段ＮＡ

【内容量】
商品サイズ
幅995　奥行440　高さ715　単位ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
引出し内寸サイズ
小引出し　幅440　奥行362　高さ118　単位ｍｍ
大引出し　幅930　奥行362　高さ118　単位ｍｍ
【受付期間】通年
【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。
洋室にも馴染むシンプルなデザインの総桐チェスト。
たとう紙も入る内寸サイズなので着物収納に最適
また引き出しの深さも十分あるので衣類もたっぷり収納できま
す。
本体表面にはオイル塗装を施し、自然な木の手触りや木目をよ
りお楽しみいただけます。
【提供元】株式会社マーゼルン

P-057 120,000
Ｐ－０５７．桐たんす　総桐タンスヤマ
ブキ４段ＢＲ

【内容量】
商品サイズ
幅995　奥行440　高さ715　単位ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
引出し内寸サイズ
小引出し　幅440　奥行362　高さ118　単位ｍｍ
大引出し　幅930　奥行362　高さ118　単位ｍｍ
【受付期間】通年
【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。
洋室にも馴染むシンプルなデザインの総桐チェスト。
たとう紙も入る内寸サイズなので着物収納に最適
また引き出しの深さも十分あるので衣類もたっぷり収納できま
す。
本体表面にはオイル塗装を施し、自然な木の手触りや木目をよ
りお楽しみいただけます。
【提供元】株式会社マーゼルン



No. 寄附金額 内容量等 説明

C139-001 139,000
C139-001．揺れチェーンとグラ
デのアコヤ真珠ピアス

【内容量】
真珠の種類：アコヤ本真珠（佐賀市弊社製
作加工）
真珠の色：ホワイト系
真珠のサイズ：約4.7㎜　3.5㎜
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(※WGをご
希望の場合は備考欄に「WG」とご記入下さ
い。）
全体の大きさ：約13×23㎜
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、約１ヶ月

世界に誇る美しい艶の『アコヤ真珠』　
日本の近海で生息するアコヤ貝が、悪天候や荒
波をも乗り越えて、少しずつ少しずつ、美しく織りな
されたアコヤ真珠そんな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厳選
し、当店にてピアスをお作りしました。
『揺れるチェーンと横ライングラデーションのアコヤ
真珠ピアス　』
艶々なアコヤ真珠が３珠ずつグラデーションに並
んだ、モダンで上品な横ラインのピアス。サイドから
細身のつながったチェーンが優しく揺れ動き、目
を奪われる可愛さです。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
度をアップしてくれそうです。様々なお洋服に合わ
せやすく、普段のお洋服をグレイドアップしてくれた
り、仕事などの士気を高めてくれそうです。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
使いいただける素敵なアイテムです。　
【提供元】株式会社美穂野

C139-002 139,000
C139-002．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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C150-002 150,000

C150-002．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

C150-003 150,000

C150-003．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。
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

C150-016 150,000
C150-016．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

C150-017 150,000
C150-017．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

Q-012 150,000

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

Q-013 150,000
Ｑ－０１３．佐賀牛ヒレステーキ　１ｋ
ｇ

【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

Q-021 150,000
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900
ｇ
【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

Q-026 150,000
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

Q-027 150,000
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

Q-028 150,000
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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

Q-029 150,000
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

Q-030 150,000
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

Q-031 150,000
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

Q-033 150,000
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㈱

Q-034 150,000
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㈱

Q-042 150,000
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㈱

Q-043 150,000
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㈱

Q-055 150,000
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

Q-056 150,000
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

Q-060 150,000
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

Q-061 150,000
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）

Q-062 150,000
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）



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

Q-064 150,000
Ｑ－０６４．桐たんす　総桐タンスヤ
マブキ６段ＮＡ

【内容量】
商品サイズ
幅995　奥行440　高さ1015　単位ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
引出し内寸サイズ
小引出し　幅440　奥行362　高さ118　単位ｍｍ
大引出し　幅930　奥行362　高さ118　単位ｍｍ
【受付期間】通年
【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。
洋室にも馴染むシンプルなデザインの総桐チェスト。
たとう紙も入る内寸サイズなので着物収納に最適
また引き出しの深さも十分あるので衣類もたっぷり収納できま
す。
本体表面にはオイル塗装を施し、自然な木の手触りや木目
をよりお楽しみいただけます。
【提供元】株式会社マーゼルン

Q-065 150,000
Ｑ－０６５．桐たんす　総桐タンスヤ
マブキ６段ＢＲ

【内容量】
商品サイズ
幅995　奥行440　高さ1015　単位ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
引出し内寸サイズ
小引出し　幅440　奥行362　高さ118　単位ｍｍ
大引出し　幅930　奥行362　高さ118　単位ｍｍ
【受付期間】通年
【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。
洋室にも馴染むシンプルなデザインの総桐チェスト。
たとう紙も入る内寸サイズなので着物収納に最適
また引き出しの深さも十分あるので衣類もたっぷり収納できま
す。
本体表面にはオイル塗装を施し、自然な木の手触りや木目
をよりお楽しみいただけます。
【提供元】株式会社マーゼルン

Q-066 150,000
Ｑ－０６６．桐たんす　総桐民芸タン
ス日和75幅４段

【内容量】
商品サイズ
幅750　奥行440　高さ760　単位ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
引出し内寸サイズ
小引出し　　幅319　奥行389　高さ125　単位ｍｍ
大引出し　　幅682　奥行389　高さ140　単位ｍｍ
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約2週間

桐タンス専門メーカーが生産する天然木の木目が際立つ焼
桐調の桐タンスです。
本体表面は1本1本丁寧にオイルフィニッシュで仕上げた味
わい深い民芸チェスト。
手間暇掛けて付けた装飾金具が重厚感を感じさせる桐たん
すになっています。
和風のインテリアとして和室でもリビングなどでもお部屋のアク
セントになります。
【提供元】株式会社マーゼルン

Q-069 150,000 Ｑ－０６９．イーズ　65デスク　BC

【内容量】
1台　W650　D420　H400/545/690(3段階）
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブランド
の商品です。
当デスクは、H400はフロアデスクとして、H545はソファに合わ
せて、H690はチェアに合わせてご利用いただくことができま
す。
天板にはタブレットやスマートフォンを立てかけられるよう溝が
掘られています。また、溝の中に充電コードを通せるよう貫通
穴を施しています。
在宅ワークは勿論、動画鑑賞などでも活躍する、オール無垢
材の質感をお楽しみいただけるデスクです。

Q-070 150,000 Ｑ－０７０．イーズ　65デスク　WN

【内容量】
1台　W650　D420　H400/545/690(3段階）
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブランド
の商品です。
当デスクは、H400はフロアデスクとして、H545はソファに合わ
せて、H690はチェアに合わせてご利用いただくことができま
す。
天板にはタブレットやスマートフォンを立てかけられるよう溝が
掘られています。また、溝の中に充電コードを通せるよう貫通
穴を施しています。
在宅ワークは勿論、動画鑑賞などでも活躍する、オール無垢
材の質感をお楽しみいただけるデスクです。

Q-071 150,000 Ｑ－０７１．イーズ　65デスク　Oak

【内容量】
1台　W650　D420　H400/545/690(3段階）
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブランド
の商品です。
当デスクは、H400はフロアデスクとして、H545はソファに合わ
せて、H690はチェアに合わせてご利用いただくことができま
す。
天板にはタブレットやスマートフォンを立てかけられるよう溝が
掘られています。また、溝の中に充電コードを通せるよう貫通
穴を施しています。
在宅ワークは勿論、動画鑑賞などでも活躍する、オール無垢
材の質感をお楽しみいただけるデスクです。

Q-072 150,000 Ｑ－０７２．ソーロ100シェルフ　WN

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブランド
の商品です。
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㈱

Q-073 150,000 Ｑ－０７３．ソーロ100シェルフ　Oak

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブランド
の商品です。
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㈱

Q-074 150,000 Ｑ－０７４．ジラーレ100CT　WN

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブランド
の商品です。
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㈱

Q-075 150,000 Ｑ－０７５．コット95CT　Oak

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブランド
の商品です。
タイルのように並べた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㈱



No. 寄附金額 内容量等 説明

C151-001 151,000
C151-001．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28ｍ
ｍ、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

C151-003 151,000
C151-003．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15ｍ
ｍ　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

C151-005 151,000
C151-005．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38ｍ
ｍ　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

C151-007 151,000
C151-007．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：D0.05ｃ
ｔ　K18またはK18WG、附属品：ケースと保証書
【提供元】㈱美穂野

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C153-001 153,000
C153-001．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5.0
ｍｍ　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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C154-001 154,000
C154-001．【定期便全12回】
季節の生花のフラワーボックス

【内容量】
生花のフラワーボックス（１個）
※全12回・毎月届きます。
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後約２か月

季節の生花が全12回・毎月届きます。
お花を蓋つきのボックス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。
箱に散りばめられた美しい花々がお部屋に彩りを与えてくれます。
国家資格「フラワー装飾技能士1級」を持つスタッフが、季節の生花を使っ
て作る華やかなアレンジメントをお届けします。
花材や色はすべておまかせです。
■お礼品の内容について
・生花アレンジメント[1個]
　　加工地:佐賀市
■注意事項/その他
※画像はイメージです。
※花材や色の指定はできません。
※お礼品の特性上、暑さ・寒さが厳しい地域へお届けの際は、 お礼品の
品質を維持できないことがございます。あらかじめご了承ください。
【提供元】㈱保険ライフ（花音）

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C185-001 185,000

C185-001．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ＣＤを送付いたします。
【提供元】㈱コミュニティジャーナル

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C186-001 186,000
C186-001．上品エレガント横並
びカーブラインピアス

【内容量】
真珠の種類：アコヤ本真珠（佐賀市弊社製
作加工）
真珠の色：ホワイト系
真珠のサイズ：約4.8㎜　4.2㎜　3.5㎜
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(※WGをご
希望の場合は備考欄に「WG」とご記入下さ
い。）
全体の大きさ：約6×20㎜
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、約１ヶ月

世界に誇る美しい艶の『アコヤ真珠』　
日本の近海で生息するアコヤ貝が、悪天候や荒
波をも乗り越えて、少しずつ少しずつ、美しく織りな
されたアコヤ真珠そんな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厳選
し、当店にてピアスをお作りしました。
『艶々♪エレガントグラデーション・カーブラインピ
アス』
艶々なアコヤ真珠がグラデーションに並んだ、モ
ダンで上品な横ラインのピアス。優しいカーブライ
ンが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してくれそう
です。様々なお洋服に合わせやすく、普段のお洋
服をグレイドアップしてくれたり、仕事などの士気を
高めてくれそうです。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素敵な
アイテムです。　
【提供元】株式会社美穂野

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C190-001 190,000
C190-001．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

C190-002 190,000
C190-002．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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C192-001 192,000
C192-001．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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C200-001 200,000

C200-001．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

C200-002 200,000
C200-002．【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

C200-003 200,000
C200-003．7.5-8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

C200-016 200,000
C200-016．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

C200-017 200,000
C200-017．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

R-001 200,000
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

R-008 200,000
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300
ｇ・ロースステーキ140ｇ×2・しゃぶしゃぶ300
ｇ・ローストビーフ
400ｇ【提供元】やまとフーズ

R-025 200,000
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



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

R-026 200,000
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

R-028 200,000
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(100ｇ×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

R-029 200,000
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

R-031 200,000
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㈱

R-032 200,000
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㈱

R-033 200,000
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㈱

R-035 200,000
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㈱

R-037 200,000
Ｒ－０３７．【諸富家具】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㈱

R-056 200,000
Ｒ－０５６．12回定期便　
佐賀県産牛豚鶏7.9kgコース　2-3
人分

【内容量】
  1月佐賀産豚ロースしゃぶしゃぶ用500ｇ
  2月佐賀産ありたどりもも1ｋｇ
  3月佐賀牛ハンバーグ（たれ付き）150ｇ×

3
  4月佐賀産豚ももスライス500ｇ
  5月佐賀産ありたどりももむね1ｋｇ×2
  6月ありたどりやきとり１５本（内訳：モモｘ3

本、モモネギマｘ3本、皮ｘ3本、砂肝ｘ3
本、きもｘ3本）

  7月佐賀産豚バラ焼肉用500ｇ
  8月佐賀産ありたどりもも1ｋｇ
  9月佐賀牛ハンバーグ（たれ付き）150ｇ×

3
  10月佐賀産豚肩ロース生姜焼き用500ｇ
  11月佐賀産豚バラスライス500ｇ
  12月佐賀牛ロース薄切り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

定期便【全１２回】（合計８．３kg、約2-3人分）
のお品物でございます。
ＪＡ認定　最高級ブランド牛『佐賀牛』、安心安
全の佐賀県産ブランド豚肉「肥前さくらポーク」、
さらに鶏肉「ありたどり」を１２カ月連続でお送り致
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）および、４等級の脂肪
交雑（ＢＭＳ・霜降り）-No７以上”の厳しい品質
をクリアした最高級黒毛和牛です。
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。
佐賀県内の『佐賀牛取扱指定店』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。
鶏肉は1kg、そのほかは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



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

R-059 200,000
Ｒ－０５９．モーダ30ポールハンガー
ミドル　Oak

【内容量】
1本  W298*D298*H1500
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2週間

レグナテック株式会社は1964年創業以来、佐
賀市諸富町で事業を営む老舗家具メーカーで
す。このポールハンガーは「シンプルで飽きのこ
ないインテリアの追求」をコンセプトとしたオリジナ
ルブランド「CLASSE」のアイテムです。玄関先や
お部屋で、上着や帽子を掛け、インテリアとして
楽しめます。枝のような突起にバックなど小物を
掛けてもおしゃれにお使いいただけます。高さは
150cmです。※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】レグナテック㈱

R-060 200,000
Ｒ－０６０．桐たんす　総桐民芸タン
ス日和75幅５段

【内容量】
商品サイズ
幅750　奥行440　高さ932　単位ｍｍ
材質・・・桐・桐合板
引出し内寸サイズ
小引出し　　幅319　奥行389　高さ125　
単位ｍｍ
大引出し　　幅682　奥行389　高さ140　
単位ｍｍ
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約2週間

桐タンス専門メーカーが生産する天然木の木目
が際立つ焼桐調の桐タンスです。
本体表面は1本1本丁寧にオイルフィニッシュで
仕上げた味わい深い民芸チェスト。
手間暇掛けて付けた装飾金具が重厚感を感じ
させる桐たんすになっています。
和風のインテリアとして和室でもリビングなどでも
お部屋のアクセントになります。
【提供元】株式会社マーゼルン

R-061 200,000
Ｒ－０６１．桐たんす　総桐民芸タン
ス日和100幅４段

【内容量】
商品サイズ
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
小引出し　　　幅282　奥行389　高さ125　
単位ｍｍ
大引出し　　　幅930　奥行389　高さ140　
単位ｍｍ
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約2週間

桐タンス専門メーカーが生産する天然木の木目
が際立つ焼桐調の桐タンスです。
本体表面は1本1本丁寧にオイルフィニッシュで
仕上げた味わい深い民芸チェスト。
手間暇掛けて付けた装飾金具が重厚感を感じ
させる桐たんすになっています。
和風のインテリアとして和室でもリビングなどでも
お部屋のアクセントになります。
【提供元】株式会社マーゼルン

R-062 200,000
Ｒ－０６２．桐たんす　総桐民芸タン
ス日和120幅３段

【内容量】
商品サイズ
幅1200　奥行440　高さ604　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140　
単位ｍｍ
大引出し　　　幅806　奥行389　高さ140　
単位ｍｍ
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約2週間

桐タンス専門メーカーが生産する天然木の木目
が際立つ焼桐調の桐タンスです。
本体表面は1本1本丁寧にオイルフィニッシュで
仕上げた味わい深い民芸チェスト。
手間暇掛けて付けた装飾金具が重厚感を感じ
させる桐たんすになっています。
和風のインテリアとして和室でもリビングなどでも
お部屋のアクセントになります。
【提供元】株式会社マーゼルン

R-063 200,000 Ｒ－０６３．コット115CT　WN

【内容量】
商品サイズ
幅1200　奥行440　高さ604　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140　
単位ｍｍ
大引出し　　　幅806　奥行389　高さ140　
単位ｍｍ
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約2週間

桐タンス専門メーカーが生産する天然木の木目
が際立つ焼桐調の桐タンスです。
本体表面は1本1本丁寧にオイルフィニッシュで
仕上げた味わい深い民芸チェスト。
手間暇掛けて付けた装飾金具が重厚感を感じ
させる桐たんすになっています。
和風のインテリアとして和室でもリビングなどでも
お部屋のアクセントになります。
【提供元】株式会社マーゼルン

R-064 200,000
Ｒ－０６４．モーダ30ポールハンガー
ミドル　BC

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作している
CLASSEブランドの商品です。
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㈱

R-065 200,000
Ｒ－０６５．モーダ30ポールハンガー
ミドル　WN

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作している
CLASSEブランドの商品です。
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㈱

R-066 200,000
Ｒ－０６６．クルヴァ　40スタンドミラー　
WN　ウレタン塗装

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作している
CLASSEブランドの商品です。
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。
【提供元】レグナテック㈱



No. 寄附金額 内容量等 説明

C205-001 205,000
C205-001．高級感！縦横2way
アコヤ真珠ピアス

【内容量】
真珠の種類：アコヤ本真珠（佐賀市弊社製
作加工）
真珠の色：ホワイト系
真珠のサイズ：約4.8㎜～約3.5㎜
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(※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16㎜
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、約１ヶ月

世界に誇る美しい艶の『アコヤ真珠』　
日本の近海で生息するアコヤ貝が、悪天候や荒
波をも乗り越えて、少しずつ少しずつ、美しく織りな
されたアコヤ真珠そんな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厳選
し、当店にてピアスをお作りしました。
『高級感がある奥深い艶！縦横2wayのアコヤ真
珠ピアス』
高級感がある奥深い艶感があるアコヤ真珠のベ
ビーパールをグラデーションに並べた素敵なピア
ス。優しいカーブラインのしっかりした安定感のあ
る土台も、見えないながらも高級感があります。ど
んなシチュエーションにも似合う、シンプルながら
もモダンな素敵さを持つお洒落なデザインです。。
程よい大きさで、様々なお洋服に合わせやすく、
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素敵なアイテムです。
【提供元】株式会社美穂野

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C223-002 223,000
C223-002．華やかラインアコヤ
真珠イヤーカフピアス

【内容量】
真珠の種類：アコヤ本真珠（佐賀市弊社製
作加工）
真珠の色：ホワイト系
真珠のサイズ：約4.2㎜　約4.6㎜　約3.5㎜
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(※WGをご
希望の場合は備考欄に「WG」とご記入下さ
い。）
全体の大きさ：長さ約28㎜
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、約１ヶ月

世界に誇る美しい艶の『アコヤ真珠』　
日本の近海で生息するアコヤ貝が、悪天候や荒
波をも乗り越えて、少しずつ少しずつ、美しく織りな
されたアコヤ真珠そんな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厳選
し、当店にてピアスをお作りしました。
『耳に沿った華やかな横ラインが可愛い♬アコヤ
真珠イヤーカフピアス』
艶々で大きさの異なるベビーパールを贅沢にしよ
うし、ランダムに並べたデザインが可愛いイヤーカ
フピアス。艶々の可愛いパールが耳に沿うようなこ
のデザインは、可愛さを兼ね備えたモダンでお洒
落なデザインです。つけ方は、ピアスホールに入
れて耳のふちに沿わせて挟みます。または通常
のピアスのようにさげても素敵です。様々なお洋服
に合わせやすく、。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素敵なア
イテムです。　
【提供元】株式会社美穂野

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C250-001 250,000

C250-001．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

C250-002 250,000

C250-002．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

C250-003 250,000
C250-003．8-8.5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

S-004 250,000

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

S-009 250,000
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㈱

S-025 250,000
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

S-026 250,000
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

S-030 250,000
Ｓ－０３０．ヴィータ　90コーヒーテー
ブル　D40　WN

【内容量】
1台　W905*D400*H380
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブランドの商
品です。
リビングの小物雑貨をきれいに収納できる棚と引き出し付きのコー
ヒーテーブルです。
目にふれる部分は、すべてウォルナットの天然素材を使用しており
ますので、外観はもちろん、手触り・質感もお楽しみ頂けます。
また、小ぶりなサイズですので、一人暮らしからファミリーまで、幅
広くご利用いただけます。

【提供元】レグナテック㈱

S-031 250,000
Ｓ－０３１．モーダ30ポールハンガー
ハイ　Oak

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブランドの商
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㈱

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

S-032 250,000
Ｓ－０３２．クレスポ180TVスタンド　
WN

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブランドの商
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㈱

S-033 250,000 Ｓ－０３３．ベルタ60シェルフA　WN

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

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。
A/Bの2タイプございます。
【提供元】レグナテック㈱

S-034 250,000 Ｓ－０３４．ベルタ60シェルフB　WN

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

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。
A/Bの2タイプございます。
【提供元】レグナテック㈱

S-035 250,000
Ｓ－０３５．タボーロ　90ローテーブル　
WN　ウレタン塗装

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブランドの商
品です。
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。
【提供元】レグナテック㈱

S-036 250,000
Ｓ－０３６．モーダ30ポールハンガー
ハイ　BC

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブランドの商
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㈱

S-037 250,000
Ｓ－０３７．モーダ30ポールハンガー
ハイ　WN

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブランドの商
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㈱

S-038 250,000
Ｓ－０３８．ヴィータ　90コーヒーテー
ブル　D50　WN

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブランドの商
品です。
リビングの小物雑貨をきれいに収納できる棚と引き出し付きのコー
ヒーテーブルです。
目にふれる部分は、すべてウォルナットの天然素材を使用しており
ますので、外観はもちろん、手触り・質感もお楽しみ頂けます。
また、小ぶりなサイズですので、一人暮らしからファミリーまで、幅
広くご利用いただけます。

【提供元】レグナテック㈱

S-039 250,000
Ｓ－０３９．ヴィータ　110コーヒーテー
ブル　D50　Oak

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブランドの商
品です。
リビングの小物雑貨をきれいに収納できる棚と引き出し付きのコー
ヒーテーブルです。
目にふれる部分は、すべてウォルナットの天然素材を使用しており
ますので、外観はもちろん、手触り・質感もお楽しみ頂けます。
また、小ぶりなサイズですので、一人暮らしからファミリーまで、幅
広くご利用いただけます。

【提供元】レグナテック㈱

S-040 250,000
Ｓ－０４０．ヴィータ　110コーヒーテー
ブル　D50　WN

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブランドの商
品です。
リビングの小物雑貨をきれいに収納できる棚と引き出し付きのコー
ヒーテーブルです。
目にふれる部分は、すべてウォルナットの天然素材を使用しており
ますので、外観はもちろん、手触り・質感もお楽しみ頂けます。
また、小ぶりなサイズですので、一人暮らしからファミリーまで、幅
広くご利用いただけます。

【提供元】レグナテック㈱

S-041 250,000
Ｓ－０４１．ティペットⅡ　70ドレッサー　
WN

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブランドの商
品です。
引出しが手元の高さにあり、化粧水など高さのあるボトルも収納で
き、出し入れがしやすくなっています。
三面鏡のミラーは使わない時には閉じておけます。
本体下部にコンセントと、フックが付いておりますので、ドライヤーや
ヘアアイロンを使いたいときにさっと取り出せます。
【提供元】レグナテック㈱



No. 寄附金額 内容量等 説明

C264-001 264,000
C264-001．【定期便全12回】季節
の生花のフラワーアレンジメント

【内容量】
生花アレンジメント（１個）
※全12回・毎月届きます。
【受付期間】通年
【配送方法】冷蔵
【発送時期】入金確認後約２か月

季節の生花が全12回・毎月届きます。
国家資格「フラワー装飾技能士1級」を持つスタッフが季節の生花
を使って作る華やかなアレンジメントをお届けします。
花材や色はすべておまかせです。
■お礼品の内容について
・生花アレンジメント[1個]
　　加工地:佐賀市
■原材料・成分
サイズ:100サイズダンボール(幅:300 × 奥行:300 × 高さ:400 
mm)にぴったりと入るくらいの大きさです。
バスケットなどの器は定期的に変更します。
花材や器の形状によってバランスを調整するため、大きさは若干
異なります。
■注意事項/その他
※画像はイメージです。
※花材や色の指定はできません。
※お礼品の特性上、暑さ・寒さが厳しい地域へお届けの際は、 お
礼品の品質を維持できないことがございます。あらかじめご了承く
ださい。

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C266-001 266,000
C266-001．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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C290-001 290,000
C290-001．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

C290-002 290,000
C290-002．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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C300-001 300,000
C300-001．8.5-9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

T-003 300,000
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

T-008 300,000
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

T-023 300,000
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㈱

T-026 300,000
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㈱

T-027 300,000
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㈱

T-028 300,000
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㈱

T-049 300,000
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）

T-051 300,000
Ｔ－０５１．12回定期便　
佐賀県産牛豚鶏13.5kgコース　4-5
人分

【内容量】
  1月佐賀産豚ロースしゃぶ用500ｇ×2
  2月佐賀産ありたどりももむね1kg×2
  3月佐賀牛ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞたれ付き150ｇ×5
  4月佐賀産豚ももスライス500ｇ×2
  5月佐賀産ありたどりももむね1kg×2
  6月ありたどりやきとり30本(内訳：モモｘ6本、

モモネギマｘ6本、皮ｘ6本、砂肝ｘ6本、きも
ｘ6本）

  7月佐賀産豚バラ焼肉用500ｇ×2
  8月佐賀産ありたどりももむね1kg×2
  9月佐賀牛ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞたれ付き150ｇ×5

  10月佐賀産豚肩ロース生姜焼き用500ｇ×
2

  11月佐賀産豚バラスライス500ｇ×2
  12月佐賀牛ロースしゃぶ用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

定期便【全１２回】（合計１４．４kg、約4-5人分）
のお品物でございます。
ＪＡ認定　最高級ブランド牛『佐賀牛』、安心安
全の佐賀県産ブランド豚肉「肥前さくらポーク」、
さらに鶏肉「ありたどり」を１２カ月連続でお送り致
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）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
した最高級黒毛和牛です。
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。
佐賀県内の『佐賀牛取扱指定店』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
鶏肉は1kg、そのほかは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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

T-058 300,000 Ｔ－０５８．ノード　55シェルフ　WN

【内容量】
1台　W550*D250*H1300
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作している
CLASSEブランドの商品です。
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られたシェルフ。
イレギュラーなパターンのデザインは縦置き、横
置きどちらでも使え、レイアウトにより様々な形の
収納として使えます。
【提供元】レグナテック㈱

T-059 300,000
Ｔ－０５９．ベール　90ブックシェルフ　
WN

【内容量】
1台　W910*D390*H1695
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作している
CLASSEブランドの商品です。
表面の戸板が傾斜しておりますので、雑誌や本
が倒れにくくディスプレイすることができます。
お気に入りの本をインテリアに取り入れて、飾れ
る本棚としてご使用いただけます。住空間をはじ
め、店舗や商業空間にもお使いいただけます。
戸板を跳ね上げると仕切りの無い収納スペース
になります。戸板は本体に差し込んで収納するこ
とができます。
【提供元】レグナテック㈱

T-060 300,000 Ｔ－０６０．スピッコ80コンソール　MIX

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作している
CLASSEブランドの商品です。
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㈱

T-061 300,000
Ｔ－０６１．スピッコ120コンソール　
MIX

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作している
CLASSEブランドの商品です。
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㈱

T-062 300,000
Ｔ－０６２．セルカ180TVスタンド　
Oak

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作している
CLASSEブランドの商品です。
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㈱

T-063 300,000
Ｔ－０６３．ルーシュ　45ディスプレイ
キャビネット　WN　オイル塗装

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作している
CLASSEブランドの商品です。
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。
【提供元】レグナテック㈱



No. 寄附金額 内容量等 説明

C310-001 310,000
C310-001．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

C310-002 310,000
C310-002．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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C330-001 330,000
C330-001．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

C330-002 330,000
C330-002．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

C330-003 330,000
C330-003．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

C330-004 330,000
C330-004．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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C333-001 333,000
C333-001．「名刺のり」と佐賀海
苔「有明一番」

【内容量】
名刺のり＜50枚入り×4缶・4柄＞
佐賀海苔有明海一番＜全形5枚入り× 3
袋、個包装8切5枚入り×18袋＞
【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2か月

「名刺のり」は、海苔の産地、佐賀市ならではの海
苔で出来ためずらしい名刺。アジアデザイン賞グ
ランプリなど、国際的な賞をいくつも受賞。名前や
連絡先、メッセージなどを入れることが出来ます。
「有明海一番」は、佐賀海苔の中でも、厳しい基
準をクリアした最高級の佐賀海苔。
【提供元】（株）佐賀広告センター

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C336-001 336,000
C336-001．【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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C340-001 340,000
C340-001．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

C340-002 340,000
C340-002．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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C346-001 346,000
C346-001．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83ｍ
ｍ　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



No. 寄附金額 内容量等 説明

C350-001 350,000
C350-001．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

C350-002 350,000
C350-002．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

C350-003 350,000
C350-003．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

C350-004 350,000
C350-004．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

C350-005 350,000
C350-005．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

C350-006 350,000
C350-006．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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C360-002 360,000
C360-002．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

C360-003 360,000
C360-003．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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C366-001 366,000
C366-001．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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C367-001 367,000

C367-001．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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C370-001 370,000
C370-001．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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C400-001 400,000
C400-001．60㎝真円系アコヤ真
珠ネックレス＆ブレス

【内容量】
真珠の種類：アコヤ本真珠（弊社製作加工）
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：装着時　最大約62.5㎝（長
さ調節可能）　装着しない場合クラスプ込み
約64.5ｃｍ
ブレスの長さ：装着時　最大約20.5㎝長さ調
節可能）　装着しない場合クラスプ込み約24
ｃｍ
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
【受付期間】通年
【配送方法】常温

世界に誇る美しい艶の『アコヤ真珠』　
日本の近海で生息するアコヤ貝が、悪天候や荒波をも乗り越えて、少しずつ少
しずつ、美しく織りなされたアコヤ真珠そんな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厳選し、当店にて素敵なネックレスとブレス
レットのセットをお作りしました。
人気商品を約62ｃｍのマチネサイズにしたネックレス。これにブレスレットをセッ
トにしました。また、こちらの品質は真円に近く、エクボや凹凸などの天然の傷な
どが少ない、照り艶の良好なものを選別しております。
※画像は参考商品です。
※バリエーションは少なくなりますが、より着脱簡単な通常のワンプッシュクラス
プに変更することも可能です。その際は備考欄に「ワンプッシュ希望」とご記入
下さい。
【提供元】株式会社美穂野

C400-002 400,000
C400-002．鍋島緞通 [手刺繍] 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

C400-003 400,000
C400-003．鍋島緞通 [手刺繍] 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

C400-004 400,000
C400-004．鍋島緞通 [手刺繍] 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

C400-005 400,000
C400-005．鍋島緞通 [手刺繍] 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

C400-006 400,000
C400-006．鍋島緞通 [手刺繍] 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

U-003 400,000 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

U-007 400,000
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

U-010 400,000
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。

U-012 400,000
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㈱

U-013 400,000
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



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

U-022 400,000
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㈱

U-036 400,000 Ｕ－０３６．サーラ　120ドロワー　WN

【内容量】
1台　W1174*D465*H900
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブランドの商品です。
つまみがデザインアクセントになっているドロワー。上段はアクセサリーや貴重
品、文具類のための浅い引出しとなっています。
仕上げ塗装は、水分や汚れに強くメンテナンスフリーの『ウレタン塗装』で仕上
げております。
【提供元】レグナテック㈱

U-037 400,000 Ｕ－０３７．サーラ　80ドロワー　WN

【内容量】
1台　W783*D465*H1268
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブランドの商品です。
つまみがデザインアクセントになっているドロワー。上段はアクセサリーや貴重
品、文具類のための浅い引出しとなっています。
仕上げ塗装は、水分や汚れに強くメンテナンスフリーの『ウレタン塗装』で仕上
げております。
【提供元】レグナテック㈱

U-038 400,000
Ｕ－０３８．スピッコ　80コンソール
テーブル　WN

【内容量】
1台　W809*D326*H850
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブランドの商品です。
オールウォルナットで製作し存在感がありながら足元のデザインやサイジングに
より軽やかさも併せ持つコンソールテーブルです。
【提供元】レグナテック㈱

U-039 400,000
Ｕ－０３９．グロッセ180TVスタンド　
WN

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

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。
【提供元】レグナテック㈱

U-040 400,000
Ｕ－０４０．グロッセ180TVスタンド　
WNスリム

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

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㈱

U-041 400,000
Ｕ－０４１．クォータ80キャビネット３D　
WN

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブランドの商品です。
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㈱

U-042 400,000
Ｕ－０４２．グロッセ160TVスタンド　
WN

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

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。
【提供元】レグナテック㈱

U-043 400,000
Ｕ－０４３．グロッセ160TVスタンド　
WNスリム

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

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㈱

U-044 400,000
Ｕ－０４４．グロッセ160TVスタンド　
Oak

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブランドの商品です。
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㈱

U-045 400,000
Ｕ－０４５．セルカ200TVスタンド　
WN

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブランドの商品です。
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㈱



No. 寄附金額 内容量等 説明

C413-001 413,000
C413-001．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）

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C440-001 440,000
C440-001．遊覧飛行　３名様
分（約８０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）

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C500-001 500,000
C500-001．【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

C500-002 500,000
C500-002．鍋島緞通 [手刺繍] 蟹
牡丹縁二重雷文 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。
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

C500-003 500,000
C500-003．鍋島緞通 [手刺繍] 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

C500-004 500,000
C500-004．鍋島緞通 [手刺繍] 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

C500-005 500,000
C500-005．鍋島緞通 [手刺繍] 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

C500-006 500,000
C500-006．鍋島緞通 [手刺繍] 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

C500-007 500,000
C500-007．鍋島緞通 [手刺繍] 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

C500-008 500,000
C500-008．鍋島緞通 [手刺繍] 蟹
牡丹文縁七宝 茶地桑色

【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】入金確認後、4～5か月

江戸元禄時代より佐賀藩鍋島家の献上品、御用品とし
て用いられてきた「鍋島緞通」。
大正元年創業以来、吉島家の技と心が350年の伝統を
今に受け継いでいます。
精緻な織と文様は、現代生活の中でも最高にモダンな
輝きをはなち、格調とやすらぎを演出いたします。
その柔らかな木綿の感触、座り心地の優しさは鍋島段
通の大きな魅力です。
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緞通となります。          ※鍋
島緞通は「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）鍋島緞通　吉島家

V-007 500,000 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

V-008 500,000
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

V-013 500,000
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

V-014 500,000
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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

V-015 500,000
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

V-016 500,000
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

V-017 500,000
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

V-021 500,000
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㈱

V-023 500,000
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㈱

V-024 500,000
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㈱

V-038 500,000
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

V-045 500,000 Ｖ－０４５．ノステラ80ドロワー　WN

【内容量】
1本  W800*D350*H947
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【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。※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】レグナテック㈱

V-046 500,000 Ｖ－０４６．ノステラ140ドロワー　WN

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブ
ランドの商品です。
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、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㈱

V-047 500,000
Ｖ－０４７．カージェ　135サイドボード　
WN

【内容量】
1本
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2か月

佐賀市諸富町の自社工場にて製作しているCLASSEブ
ランドの商品です。
前面の戸板・前板には木目を通した無垢材を使用して
おり、1点1点異なる表情をお楽しみいただけます。
サイドボードですが、オーディオ等のAV機器を収納でき
るよう、背面下部にコーダーを設置しております。
【提供元】レグナテック㈱



No. 寄附金額 内容量等 説明

C587-001 587,000
C587-001．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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C600-001 600,000
C600-001．鍋島緞通[手織] 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

C600-002 600,000
C600-002．鍋島緞通[手織] 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

C600-003 600,000
C600-003．鍋島緞通[手織] 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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C653-001 653,000
C653-001．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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C667-001 667,000

C667-001．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Ｐ
Ｒ、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

C667-002 667,000
C667-002．カージェ　180サイド
ボード　WN

【内容量】
1台　W1800*D415*H720
【受付期間】通年
【発送時期】入金確認後、約2か月

前面の戸板・前板には木目を通した無垢材を使
用しており、1点1点異なる表情をお楽しみいただ
けます。
サイドボードですが、オーディオ等のAV機器を収
納できるよう、背面下部にコーダーを設置しており
ます。
【提供元】レグナテック㈱

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

C800-001 800,000
C800-001．鍋島緞通[手織] 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

C800-002 800,000
C800-002．鍋島緞通[手織] 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

C800-003 800,000
C800-003．鍋島緞通[手織] 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

C800-004 800,000
C800-004．鍋島緞通[手織] 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

C800-005 800,000
C800-005．鍋島緞通[手織] 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

C800-006 800,000
C800-006．鍋島緞通[手織] 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

C800-007 800,000
C800-007．鍋島緞通[手織] 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

C800-010 800,000
C800-010．鍋島緞通[手織] 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

W-009 800,000
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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明お礼の品

W-010 800,000
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

W-011 800,000
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

W-012 800,000
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

W-013 800,000
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

W-020 800,000
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



No. 寄附金額 内容量等 説明

C834-001 834,000
C834-001．【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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

X-013 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

X-014 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

X-020 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

X-021 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

X-035 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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

D125-001 1,250,000
D125-001．鍋島緞通 [手刺
繍] 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

D125-002 1,250,000
D125-002．鍋島緞通 [手刺
繍] 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

D125-003 1,250,000
D125-003．鍋島緞通 [手刺
繍] 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

D125-004 1,250,000
D125-004．鍋島緞通 [手刺
繍] 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。

D125-005 1,250,000
D125-005．鍋島緞通 [手刺
繍] 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

D125-006 1,250,000
D125-006．鍋島緞通 [手刺
繍] 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

D125-007 1,250,000
D125-007．鍋島緞通 [手刺
繍] 蔓牡丹唐草縁まんじ文 うぐ
いす地

【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。
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

D125-008 1,250,000
D125-008．鍋島緞通 [手刺
繍] 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

D125-009 1,250,000
D125-009．鍋島緞通 [手刺
繍] 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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

D138-001 1,380,000
D138-001．防災用ポータブル
蓄電池　Ｅ－ＳＡＦＥ ＲＩＫＵ

【内容量】
ポータブル蓄電池本体　1台
15.5㎏
ソーラーパネル　3枚
1.8㎏×3
【受付期間】通年
【配送方法】無し
【発送時期】入金確認後、約2カ月

「いつも電気をそばに」
災害時でも普段と同じように電気を使えるようにと想いを込め、
災害に特化したポータブル蓄電池を開発しました。
安全性にこだわり、国産のバッテリーを使用。主に九州内各市
町村の避難所用として導入頂いています。
①圧倒的な保存性能。年1回の充電で使用可能。
②充電サイクル5000回の長寿命バッテリー
③広い使用温度‐25℃～60℃
緊急時に誰が使っても分かりやすいように、使いやすさやデザイ
ンにもこだわりました。
2020年に、災害時において有効に活用できる製品として防災
製品等推奨品マークに認証されました。
【サイズ】W370×D300×H183ｍｍ
【重量】約15.5㎏
【使用可能温度】放電：-25℃～60℃　充電：-10℃～45℃
【入力】
ソーラーパネルまたは100～240Ｖ（ＡＣ）
【出力】①ＡＣ100Ｖ②ＤＣ12～17Ｖ③ＵＳＢ-5Ｖ2.4Ａ④ＵＳＢ
－Ｔｙｐｅ－Ｃ　ＰＤ60⑤ＵＳＢ　ＱＣ3.0　5Ｖ/3Ａ,9Ｖ/2Ａ
【提供元】株式会社　KMTec

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

D150-001 1,500,000
D150-001．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

Y-008 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

お礼の品



No. 寄附金額 内容量等 説明

D200-001 2,000,000
D200-001．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

Z-001 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

Z-025 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



No. 寄附金額 内容量等 説明

D250-001 2,500,000
D250-001．鍋島緞通[手織] 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

D250-002 2,500,000
D250-002．鍋島緞通[手織] 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

D250-003 2,500,000
D250-003．鍋島緞通[手織] 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

D250-004 2,500,000
D250-004．鍋島緞通[手織] 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

D250-005 2,500,000
D250-005．鍋島緞通[手織] 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

D250-006 2,500,000
D250-006．鍋島緞通[手織] 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

D250-007 2,500,000
D250-007．鍋島緞通[手織] 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

D250-008 2,500,000
D250-008．鍋島緞通[手織] 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

D250-009 2,500,000
D250-009．鍋島緞通[手織] 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

お礼の品



D250-010 2,500,000
D250-010．鍋島緞通[手織] 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

D250-011 2,500,000
D250-011．鍋島緞通[手織] 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

D250-012 2,500,000
D250-012．鍋島緞通 [手刺繍] 
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



No. 寄附金額 内容量等 説明

Z2-001 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

Z2-002 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

Z2-003 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

Z2-004 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

Z2-005 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

Z2-006 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

Z2-007 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

Z2-008 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

Z2-009 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

Z2-010 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

お礼の品



Z2-011 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

Z2-012 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

Z2-013 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

Z2-014 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



No. 寄附金額 内容量等 説明

D330-001 3,300,000
D330-001．鍋島緞通 [手刺繍] 
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

D330-002 3,300,000
D330-002．鍋島緞通 [手刺繍] 
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



No. 寄附金額 内容量等 説明

Z3-004 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

Z3-005 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

お礼の品


