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■寄附額１万円コース

1-1
プリン(8個)ヨーグルト(8個)

セット 1-2 乳製品セットB(きすきヨーグルト・
カスタードプリン・ノンホモ牛乳) 1-3

・きすきヨーグルト［90g×8個/島根県］
・カスタードプリン［100ml×8個/島根県］

・きすきヨーグルト［90g×4個/島根県］
・カスタードプリン［100ml×4個/島根県］
・ノンホモ牛乳［900ml/島根県］

奥出雲地域の酪農家達が育てた牛の良質な生乳
を原料とした、体に優しいプリンとヨーグルト
の詰合せです。

奥出雲地域の酪農家達が育てた牛の良質な生
乳を原料としたノンホモ牛乳と体に優しいプ
リンとヨーグルトです

木次乳業有限会社

1-7 焼鯖棒寿司2本入り

今一度、“こめづくり”の文化を！
暮らしの中にあるいくつもの選択の中に真剣に選
ばれるものであれば幸いです。

1-9

こだわりの純米無濾過生原酒で、その土地の米の
旨味を。雪解け、うまさスッキリの定番辛口。

郷土の味、雲南市名物「焼き鯖」。
1本600g以上の脂ののったサバを仕入れ、竹の
串に刺し豪快に焼き上げた逸品です。

木次乳業有限会社 合同会社　宮内舎

・玄米麺：100g×5袋
・麺つゆ：250ml×1本

・玄米麺：100g×3袋
・白米麺：100g×2袋
・麺つゆ 250ml×1本

KAKEYA 純米 無濾過生原酒　〔720ml/島根
県雲南市〕

有限会社　石田魚店

グルテンフリーの玄米麺と日
本海のあごだし麺つゆセット 1-4

グルテンフリーの白米麺と日
本海のあごだし麺つゆセット 1-5

KAKEYA 純米 無濾過生原
酒（むろかなまげんしゅ）

『うなぎの美味しさはタレで決まる！自慢の
味・活うなぎ蒲焼！』国産・活うなぎ蒲焼(1本
入り）

合同会社　宮内舎

1-10 プレミアムつや姫たたら焔米

牛飼いの神の地として、古くより牛との関わりの
深い奥出雲地方。大自然の恵みと受け継がれてき
た人の技が最高級と呼べる和牛を産み出しまし
た。風味豊かな赤身と脂肪の絶妙なバランスが生
み出す味わいをご堪能ください。

焼き鯖（1本あたり約360g～400g程度）2本
入り、焼鯖醤油1個付き
〔製造地：雲南市〕

竹下本店

活うなぎ(約200g)1本入り、うなぎのタレ1個付
き
〔加工地：雲南市〕

黒毛和牛切り落とし（500g）

1-6 【雲南名物】焼き鯖2本入り 1-8 奥出雲和牛切り落とし

JAしまね　雲南地区本部有限会社　石田魚店 有限会社　石田魚店

雲南市プレミアムつや姫たたら焔米 4kg（2kg
×2袋）

優れた品質の砂鉄と豊かな森に包まれた山里は、
たたらの聖地であり稲作の王国です。中国山地の
清水と、寒暖差の大きい山間地の贅沢な自然の恵
みを受けながら、心を込めた米作りで生まれたこ
の米は、ふっくらとした香り高いお米として評価
されております。環境と体にやさしい栽培を基準
に、鉄分を多く含んだ専用肥料による土づくり、
大粒選別によるこだわりの調製、タンパク値仕分
けにより食味の良いお米に仕上がりました。

JAしまね　雲南地区本部

焼鯖棒寿司（約400g）2本入り
〔製造地：雲南市〕

今一度、“こめづくり”の文化を！
暮らしの中にある、いくつもの選択の中に真剣に
選ばれるものであれば幸いです。

愛知県三河一色産の生きた鰻を手際よく割き、何
百本と焼いた家伝の「うなダレ」にくぐらせ、焼
き上げた蒲焼きです。

雲南市より、懐かしいふる里の味「焼き鯖」
お届けいたします。お米は奥出雲地方の風土
に育まれた「コシヒカリ」を使用しておりま
す。

※返礼品は裏面にもあります。 



・才次郎（100g）
・茶うどん（300g×2袋）
・茶そうめん（300g×1袋）

自然豊かな雲南市の食材で造った、安全安心の特
産品です。自然豊かな雲南市のこだわりの食材を
つかい、手間暇かけた手作りの品です。6点の組
み合わせも満足していただけるよう厳選しまし
た。

山間地の豊かな環境で育ったもち米だけを使用。
玄米で仕入れたもち米を蒸し、杵と臼でつきあげ
たもち米をねり、加工。人の手で作られる真心こ
もった逸品。

お茶のまこい雲南市加茂町砂子原産煎茶。
砂子原のお茶は地元6ha余りの茶畑から採れ
るやぶきた茶を100%使用し、製造した香り
豊かな味わいのあるお茶です。

240年の歴史ある大東茶。特上玉緑茶「才次
郎」と「才次郎」の粉末を練り込んだ「うど
ん」と「素麺」の爽やかなセット商品です。

砂子原茶業組合 金時堂株式会社 道の駅　掛合の里 有限会社　木村有機農園

・出雲のこころ（100g）
・ひの川（100g）
・一葉（100g）

雲南産米４品種食べ比べセット(1.5kg×2種、
1㎏×2種)

1-11

株式会社藤原茶問屋

奥出雲の自然豊かな地で採れた「生乳」と、大東
茶のコラボで生まれた「出雲の食べるお茶アイ
ス」と特上玉緑茶「才次郎」が入ったロールケー
キです。

たまごかけごはんがうまい！
「たなべのたまご」は、自然に恵まれた自社
農園「たなべ森の鶏舎」で、地面を自由に動
き回る平飼いで飼育し、環境、餌、水など全
てに手間暇を惜しまず、丁寧に育てた健やか
な鶏から産まれた安全安心で質の高いたまご
です。

TAMAMORI麺は茹で伸びせず、コシが強く喉越
しがとても良いのが特徴です。
お鍋のシメ、ドレッシングと和えてサラダに、パ
スタ風など、どのような調理法にも合うので、既
存の麺の代用としてもご利用いただけます。

雲南産米4品種
食べ比べセット 1-12

平飼い有精卵
たなべのたまご 1-13

■寄附額１万円コース

有限会社　藤本米穀店 株式会社　田部 株式会社　田部 有限会社木次ファーム 株式会社藤原茶問屋

あっさりとした食べやすい温泉たまごと、日本人
の原点「米」を食べた鶏が産んだ生卵のセットで
す。

平飼い有精卵「たなべのたまご」を贅沢に使用し
たぷりん3種(たまごぷりん・ムースショコラ・牛
乳ぷりん）のバラエティセットです。
トロリとした口溶けと、たまごの風味豊かな一味
違うぷりんをどうぞお楽しみください。

島根県雲南市は島根県内でも有数の良質米産地
です。その雲南米の４品種をセットにしまし
た。
有名品種から、島根県から始まった品種まで、
お好みのお米を見つけてください。

・食べるお茶アイス（90ml×6個）
・才次郎ロールケーキ（240g×1個）

森の国たなべのたまごぷりん（104g×3個）、
森の国たなべのたまごぷりんムースショコラ
（95g×3個）、森の国たなべのたまご牛乳ぷり
ん（96g×3個）

・温泉たまご（5個入り×6パック）
・米たまご「おこめのめぐみ」（6個×6パック）

1-16 大東茶涼香セット 1-17 ふるさとの味　煎茶セット 1-18 昔懐かし故郷の和菓子 1-19 雲南市特産品6点セットＡ 1-20 TAMAMORI麺セット

・金福だんご15串×1、9串×1箱
・ふるさと×2箱

奥出雲そば、椎茸かけ醤油、梅ドレッシング、か
らみちょ、ヘルシー茸、しょうが番茶

米粉100%麺　（100g入×9袋【島根県雲南市
産米粉100%使用】）

1-15 大東茶スイーツセット

たなべのたまご（10個×4パック）

たなべのたまごぷりん
3種セット 1-14

温泉たまご＋米たまご
6個入りパックセット



煎茶：姫ぼたる（100ｇ）、新玉（100ｇ）、
奥出雲大東煎茶（180ｇ）、上粉茶（200
ｇ）、番茶：だいとう番茶（100ｇ）

厳選した春の新芽で、濃厚な味わいと甘い香り
が特徴の「姫ぼたる」。とろみのある味と香ば
しい香りが特徴の「新玉（しんぎょく）」。新
芽のやわらかい部分がたくさん入った「上粉
茶」。厳選したブレンドで多様な味わいが楽し
める「奥出雲大東煎茶」。丹念に焙りあげた香
ばしさと味わいの「だいとう番茶」。どれも島
根県雲南市産の茶葉をふんだんに使用した銘茶
です。添加物は一切使用していません。素朴で
すが、お茶本来の味をお楽しみいただける奥出
雲の恵み「奥出雲銘茶」をどうぞご賞味くださ

・ミスト（80g）×1本
・ソープ（80g）×1個

出雲湯村温泉株式会社

■寄附額１万円コース

・ミスト（80g）×1本
・ソープ（80g）×1個

出雲湯村温泉は、温泉ミネラルを豊富に含
み、保湿効果に優れた美肌の湯です。そんな
湯村温泉水100％の無添加ミストと、自然由
来の成分を加えて作ったお肌にも環境にも優
しい手作り石けんをセットでお届けします。

出雲湯村温泉は、温泉ミネラルを豊富に含
み、保湿効果に優れた美肌の湯です。そんな
湯村温泉水100％の無添加ミストと、自然由
来の成分を加えて作ったお肌にも環境にも優
しい手作り石けんをセットでお届けします。

1-24

出雲湯村温泉株式会社

shinsuiミスト
ソープ（無香料）1-21 奥出雲大東銘茶詰合せ 1-22

shinsuiミスト
ソープ（ラベンダー）セット 1-23

shinsuiミスト
ソープ（ヒノキ）セット

・ミスト（80g）×1本
・ソープ（80g）×1個

■寄附額1万5千円コース

JAしまね　雲南地区本部 出雲湯村温泉株式会社

プレミアムつや姫
たたら焔米8kg 1.5-2

吉田町・宇山営農組合
「うやま米」 1.5-3

雲南市プレミアムつや姫たたら焔米(ほむらま
い)
８kg(2kg×4)

出雲湯村温泉は、温泉ミネラルを豊富に含み、保
湿効果に優れた美肌の湯です。そんな湯村温泉水
100％の無添加ミストと、自然由来の成分を加え
て作ったお肌にも環境にも優しい手作り石けんを
セットでお届けします。

雲南産コシヒカリ
10kg 1.5-4

雲南産きぬむすめ
10kg（5kg×2） 1.5-5

雲南産米4品種
食べ比べセット2kg×4

島根県雲南産コシヒカリ10㎏ 島根県雲南産きぬむすめ10kg(5kg×2) ・コシヒカリ（1.5kg）
・つや姫（1kg）
・きぬむすめ（1.5kg）
・ハナエチゼン（1kg）

1.5-1

雲南市で最も奥深い山里、吉田町・宇山地区
産の優良米！

島根県内でも有数の良質米産地,雲南市産のお米
の4品種をセットにしました。有名品種から島根
県から始まった品種まで、お好みのお米を見つけ
てください。
◇コシヒカリ：粘りと甘みがある美味しいお米の
定番です。◇きぬむすめ：あっさりとした食感、
ほどよい甘み、ツヤと白さが特徴です。◇つや
姫：張りがあり噛むともっちり、冷めても美味し
いです。◇ハナエチゼン：あっさりと食べやすい
お米です。

優れた品質の砂鉄と豊かな森に包まれた山里
は、たたらの聖地であり稲作の王国です。中国
山地の清水と、寒暖差の大きい山間地の贅沢な
自然の恵みを受けながら、心を込めた米作りで
生まれたこの米は、ふっくらとした香り高いお
米として評価されております。環境と体にやさ
しい栽培を基準に、鉄分を多く含んだ専用肥料
による土づくり、大粒選別によるこだわりの調
製、タンパク値仕分けにより食味の良いお米に
仕上がりました。

島根県雲南市は島根県内でも有数の良質米産地で
す。そんな雲南市で収穫された「きぬむすめ」を
どうぞご賞味ください。

「うやま米」8kg（2kg×4）

島根県雲南市は島根県内でも有数の良質米産地で
す。そんな雲南市で収穫された「コシヒカリ」を
どうぞご賞味ください。

JAしまね　雲南地区本部 有限会社　藤本米穀店 有限会社　藤本米穀店 有限会社　藤本米穀店 有限会社　藤本米穀店

  人と自然と歴史と食と 

 たくさんの幸にありがとう。 

  幸運なんです。雲南です。 
 



ダノベーターインターナショナル株式会社 有限会社木次ファーム

1.5-13

自社農園たなべ森の鶏舎

出雲ぜんざい雑穀入り（１パック約136ｇ）

たなべ森の鶏舎からの
贈り物

島根県雲南市で生まれ、平飼いでのびのび育てら
れた鶏のもも肉を使って、ゆず風味のつくねにし
ました。出汁をきかせやさしい味に仕上げた野菜
やしいたけのあんと一緒にお召し上がりくださ
い。

ダノベーターインターナショナル株式会社

島根県の米農家さんと連携し、島根県産の飼
料米を約10%配合した自家配合飼料を鶏に不
え生産された生卵と、風味を引き立てるタレ
付きの温泉たまごのセットです。お友達、ご
家族でたっぷり贅沢に雲南市産の卵をご堪能
ください。

島根県環境保健公社による水質検定で「たいへん
きれいな水」と判定された、斐伊川の源流と標高
400mの高地で育て上げたお米です。また、その
お米を使用した清酒「要四郎」と本みりんを作り
ましたので本物の味をお楽しみください。

・島根の米たまご　おこめのめぐみ　(10玉
入パック×6パック)
・温泉たまご(5玉入パック×10パック/【タ
レ5袋付き】)

たなべのたまごぷりん(104g×3)、たなべのたま
ごぷりんムースショコラ(95g×3)、たなべのた
まごマドレーヌタルト(33g×5)、たなべのたま
ご吉田村マヨネーズ(170g×1)、ままたまごケ
チャップ(200g×1)

合同会社　宮内舎

山から一番に湧き出るミネラルたっぷりの水で育
てた玄米の麺です。安全安心な無農薬・化学肥料
丌使用の玄米を使用し、身体にも環境にも優しい
麺です。グルテンフリーで小麦アレルギーの方も
安心です。

農事組合法人　すがや

自然豊かな雲南市で栽培された小豆に16種の国
産雑穀を加え、じっくり柔らかく煮込みまし
た。
 雲南市で栽培されたこだわりのもち米をていね
いに蒸し上げ、杵でついた、もっちり柔らかな
お餅と、ぷちぷちとした雑穀の食感が楽しい出
雲ぜんざいです。

中国山地の緑あふれる山々に囲まれた“たなべ養
鶏場”で元気よく育った鶏達が産んだ平飼い有精
卵“たなべのたまご”を使用しております(ケ
チャップは別)。素材にこだわった品々を是非お
楽しみください。

1.5-14
菅谷たたらの幸三点セット

（米、酒、みりん）
・米(清流米)2kg
・清酒(要四郎)720ml
・本みりん500ml

1.5-15 <グルテンフリー>無農薬の玄米麺と日
本海のあごだしめんつゆセット

・玄米麺　（100g×7食）
・麺つゆ　（250ml×1本）

1.5-11
出雲ぜんざい（雑穀入り）

7個セット
1.5-12

島根の米たまご「おこめのめぐ
み」と温泉たまごのセット

奥出雲で生まれ、奥出雲で肥育された「奥出雲和
牛」100％のビーフハンバーグです。うま味調
味料を使わずシンプルな素材で作ったハンバーグ
ですので、奥出雲和牛ならではの旨みと甘みが味
わえるハンバーグです。調理に便利な真空1個包
装です。

木次乳業有限会社 金時堂株式会社 いずも八山椒有限会社 ダノベーターインターナショナル株式会社

質の良い生乳は豊かな自然の中で生まれます。
島根県奥出雲の酪農家の生乳を使用した牛乳、
その生乳の良さを生かしたヨーグルト、チーズ
などを製造しています。木次乳業のこだわりあ
る製品をお楽しみ下さい。

和菓子に使用するもち米は、契約農家で栽培
し、和菓子職人自らが田植えから稲刈りまで
見届けたもち米を使用しています。もち米を
杵と臼でつく独自の製法を用い、全て手づく
りで愛情をたっぷり込め、一つひとつ丁寧に
粘りがある餅に仕上げています。珈琲は中米
の厳選した豆だけを使い、ベテラン焙煎士が
製造した香り高い珈琲です。

奥出雲地方の雲南市で自然栽培した香り高い山椒
を使用した商品の詰合せ。山椒ピリッとした風味
と香り・旨みを味わい下さい。

1.5-10
奥出雲和牛のプレミアムハ

ンバーグ4個セット
ノンホモ牛乳(ビン)900ml×1、のむヨーグル
ト(ぶどう)(りんご)500ml×各1イズモ、ラ・
ルージュ180g×1、ナチュラルスナッカー
70g×1、木次無塩バター150g×1

金福だんご15串、9串（もち米、小豆、大手
亡、よもぎ）、珈琲（ブレンド）、ご縁餅
（粉末緑茶）

奥出雲山椒ジャコのり（2個）、奥出雲のはじか
み（1個）、山椒オリーブオイル（1本）、山椒
ルイボスティー（1個）

島根のゆず風味鶏だんご野菜あん（1個約200
ｇ）

真空パックハンバーグ（1個約130g×4個）

奥出雲の山椒詰め合わせ
セット

1.5-9
島根のゆず風味鳥団子

野菜あん　4個セット
とにかくうまい珈琲と

お菓子のセット
1.5-8

■寄附額1万5千円コース

1.5-6 乳製品Ａセット 1.5-7



　
創業以来50年地元雲南市加茂町で育ったやぶき
た茶は、地元6ha余りの茶畑から採れたお茶を
100%使用し製造した香り豊かな味わいのあるお
茶です。

米粉100%麺　（100g入×14袋【島根県雲南
市産米粉100%使用】）

ヤマタノオロチ伝説で有名な地”雲南市”で栽培
された唐辛子は「オロチの爪」の名をもつ大型の
唐辛子です。味はイメージと違い、辛味はマイル
ドで香りが良いのが自慢です。オロチの爪をはじ
め雲南市で栽培されている良質なスパイスが食欲
をそそります。

煎茶:姫ぼたる(100g)、新玉(100g)、赤川
(100g)、奥出雲大東煎茶(180g)、上粉茶
(200g)
玄米茶:うるち玄米茶(170g)
番茶:だいとう番茶(150g)

有限会社　木村有機農園 株式会社　吉田ふるさと村 株式会社　吉田ふるさと村 株式会社　藤原茶問屋 砂子原茶業組合

卵かけご飯専用醤油「おたまはん」、ドレッ
シング、おにぎりみそ、杵つき餅などのバラ
エティに富んだ製品をご用意しました。専用
調味料の先駆けとなった「おたまはん」。懐
かしい味の卵かけご飯をお召し上がり下さ
い。

TAMAMORI麺は茹で伸びせず、コシが強く喉
越しがとても良いのが特徴です。
お鍋のシメ、ドレッシングと和えてサラダに、
パスタ風など、どのような調理法にも合うの
で、既存の麺の代用としてもご利用いただけま
す。

雲南市で最も古いお茶の産地、大東で作られた
「大東茶」。240年の歳月を守り続けた先人たち
の想いが受け継がれた番茶シリーズです。地元の
農産品をブレンドしたフレーバーティーをはじ
め、プレーンの番茶も低カフェインですので、小
さなお子様からご年配の方まで美味しく召し上が
れます。柔らかい団子もお茶うけにピッタリで
す。

1.5-16

奥出雲ワイン:やわらかな渋みと特有の酸味、山葡
萄らしい野趣に富んだ味わいのワイン。出雲生そ
ば:麺の幅が広く、色が黒く、のどごしのよさが決
め手。赤唐辛子にんにく:ジ～ンとくる辛さとほの
かなニンニクの香り。舞茸めんつゆ:地元産の舞茸
を使っためんつゆ、オロチの目玉:黒糖味のあめ。

【地元ブランド】
ふるさと番茶セット

お餅セット

■寄附額1万5千円コース

TAMAMORI麺セット 1.5-17 お餅・調味料セット 1.5-18 スパイシーセット 1.5-19 1.5-20
ふる里の味　出雲のこころ

銘茶セット

おたまはん（関西風・関東風）吉田くん
150ml、おにぎりみそ（山椒・生姜）70g、
玉ねぎドレッシング150ml、豚々拍子　豚丼
のつゆ150ml、玄米餅240g、五穀餅

丌昧公番茶（100g）、山椒番茶（3g×15P）、
うめ番茶（3g×15P）、青じそ番茶（3g×
15P）、生姜番茶（2g×15P）、茶団子（10個
×2P）

焼肉のたれ（中辛）150ml、おにぎりみそ（山
椒・生姜・唐辛子）70g、しょうがドレッシング
150ml、丂味唐辛子15g、一味唐辛子15g、青
とうがらし＆ニンニク60g、赤唐辛子にんにく
60g、からみちょ60g

・出雲のこころ(150g)
・八雲ほまれ(150g)
・ひの川(150g)

1.5-21 奥出雲大東銘茶詰合せ 1.5-22 雲南銘菓セットＢ 1.5-23 1.5-24 雲南市特産品5点セット 1.5-25
shinsui　スパ　トリートメント

ローション
・麦っこ 8個
・神話ろまん 12個
・銅鐸最中 8個

奥出雲ワイン(720ml)、出雲生そば(420g)、赤
唐辛子にんにく(60g)、舞茸めんつゆ(500ml)、
オロチの目玉(170g)

　
奥出雲大東茶は、安永2年(1773年)、松平治卿
(はるさと・松江藩主丌昧公)の命により茶樹を
取り寄せ、栽培が始まりました。中国山地の岩
清水と、寒暖差のあるこの地域で育んだ茶葉
は、香り高く甘み良いとして高く評価されてお
ります。

国産栗を自家製つぶあんと麦焦がし粉(はった
い粉)で包んでじっくり焼き上げた昔ながらの
和菓子の定番「麦っこ」。加茂町で出土した
入れ子銅鐸をイメージした求肥入り最中の
「銅鐸最中」、焦がしバター使用のバニラ味
とココア味の2種類のフィナンシェ「神話ろま
ん」。どれも菓子工房たてたにが自信を持っ
てお届けするお菓子セットです。

寒暖に富んだ奥出雲の地で育った、お米本来の甘
さが残る餅米を使用しています。杵でしっかりと
搗きあげることで粘りとコシの強いお餅に仕上
がっています。玄米餅、雑穀を加えた五穀餅、蕎
麦の実を加えた蕎麦餅などいろいろな味をお楽し
みください。

出雲湯村温泉水で作った多機能化粧水
（105ml）

　
出雲湯村温泉水をベースに、出雲地方と縁の深い
21種類の和漢植物エキス、天然由来美容成分を
たっぷりつめ込みました。ラベンダーのほのかな
香りと、出雲湯村の自然の恵みでお肌と心を満た
すリラックスタイムをお過ごしください。

JAしまね　雲南地区本部 菓子工房　たてたに 株式会社吉田ふるさと村 道の駅　掛合の里 出雲湯村温泉株式会社

お餅セット（杵つきまるもと540g、杵つきまる
こもち300g、杵つき玄米餅240g、杵つき玄米
餅240g、杵つき五穀餅240g、杵つき蕎麦餅
240g）



■寄附額2万円コース
『うなぎの美味しさはタレで決まる！自慢の
味・活うなぎ蒲焼！』国産・活うなぎ蒲焼(2
本入り）

活うなぎ（1本約200g)2本入り、うなぎのタレ
2個付き
〔加工地：雲南市〕

愛知県三河一色産の生きた鰻を手際よく割き、何
百本と焼いた家伝の「うなダレ」にくぐらせ、焼
き上げた蒲焼きです。

有限会社　石田魚店ギアファーム

2-1【数量限定】秀品
シャインマスカット

自然が育んだ真夏の宝石！
シャインマスカット2房詰め合わせ(約1.2㎏)

石照庭園入園・お食事ペアチケット（抹茶席付
き）＋お土産付き

出雲湯村温泉は、出雲國風土記に老若男女が集
う湯治場”漆仁の湯”として紹介されていま
す。古くは出雲大社への参拝客がお参りの前に
身を清め、旅の疲れを癒やすための神聖な場と
して賑わっていました。 そんな出雲湯村温泉の
ミネラル成分はそのままに、細菌やカビなどを
安全に分解・除去してミストをつくりました。
弱アルカリ性の源泉100%ミストをぜひご利用
ください。

出雲湯村温泉株式会社

石照庭園お食事・お土産付
ペアチケット2-2

シャインマスカットは、酸味はほとんどなくさわ
やかな甘みがあり、種無しでそのまま美味しく食
べられるぶどうです。皮を剥いだり種を出す煩わ
しさがないため、一度食べると手が止まらなくな
ります！その手軽さからお子さまにも大人気で
す！また、ぶどうに汚れが付かないよう収穫の1
か月前に1房ずつ丁寧に袋を掛け、皆様が安心し
てそのまま食べて頂けるようにしております。大
粒のぶどうを頬張って、口いっぱいに広がる幸せ
を思う存分お楽しみ下さい！

熱を加えずつくるので、出雲湯村温泉の豊富
な温泉ミネラルや自然由来の美容成分がその
まま残っています。顔も身体もしっとり潤い
ます。合成界面活性剤、防腐剤、パラベン、
酸化防止剤、合成着色料は無添加で、生分解
される環境にもやさしい石けんです。

黒毛和牛肩ロース（600g） 黒毛和牛肩ロース（600g） 黒毛和牛肩ロース（650g）

■寄附額1万5千円コース

1.5-26
shinsui スパ　ピュア　ミスト

3本セット
1.5-27

shinsui　スパ　ナチュラル
ソープ3個セット

1.5-28

出雲湯村温泉水100%ミスト(80g×3本) shinsui スパ ナチュラルソープ３個セット
（ラベンダー、ひのき、無香料　各80g）

出雲誉大吟醸、飛魚だし出雲生そば、ジャコの
り、赤唐辛子にんにく、舞茸だし醤油、しょうが
番茶

出雲湯村温泉株式会社

奥出雲和牛【冷凍】
肩ロースすき焼き用600g 2-3 奥出雲和牛【冷凍】

肩ロース焼き肉用600g 2-4 しまね和牛【冷凍】
肩ロースすき焼き用650g 2-5 2-6 雲南市特産6点セットC

道の駅　掛合の里

自然豊かな雲南市の食材で造った、安全安心の特
産品です。自然豊かな雲南市のこだわりの食材を
つかい、手間暇かけた手作りの品です。6点の組
み合わせも満足していただけるよう厳選しまし
た。

牛飼いの神の地として、古くより牛との関わり
の深い奥出雲地方。大自然の恵みと受け継がれ
てきた人の技が最高級と呼べる和牛を産み出し
ました。風味豊かな赤身と口の中でとろける上
品な甘さの霜降りが、抜群のバランスの黒毛和
牛肉です。

牛飼いの神の地として、古くより牛との関わ
りの深い奥出雲地方。大自然の恵みと受け継
がれてきた人の技が最高級と呼べる和牛を産
み出しました。風味豊かな赤身と口の中でと
ろける上品な甘さの霜降りが、抜群のバラン
スの黒毛和牛肉です。

JAしまね　雲南地区本部 JAしまね　雲南地区本部 JAしまね　雲南地区本部 石照庭園

回遊式日本庭園「石照庭園」は東京椿山荘庭園、
広島三景園を設計した巨匠・伊藤邦衛氏による日
本庭園。2町歩の敷地に滝と巨石を組み、散策道
を配置しています。ゆっくり、静かな時間をお楽
しみください。ご入園・ランチ（お一人様1500
円相当、古代米ごはんと野菜料理）・抹茶席付き
（いずれも2名様）。お帰りに1000円相当の地
元産品お土産をお贈りします。入園・お食事ペア
チケット。有効期間（発行より1年間）

きめ細やかな霜降り、深いコクと風味豊かな味わ
いが特徴の黒毛和牛肩ロースをご堪能ください。

数量 

  人と自然と歴史と食と 

 たくさんの幸にありがとう。 

  幸運なんです。雲南です。 

 



奥出雲で生まれ、奥出雲で肥育された希少な
「奥出雲和牛」の内もも肉を使用したロースト
ビーフです。香味野菜とスパイスで下味をつ
け、高温で表面を香ばしくローストした後、低
温でじっくり中心部まで火を通すことで、しっ
とり柔らかな食感に仕上げています。香味野菜
とスパイスが和牛肉本来の風味と甘みを引き立
たせ、凝縮された赤身肉の旨みと上質な脂の美
味しさをご堪能いただけます。脂のしつこさを
まったく感じさせない味わいですので、幅広い
年代の方にお楽しみいただけるローストビーフ

食べるお茶アイス（70ml×6個×2箱）、極
上玉緑茶「山翆」（100g）、焙炉仕上茶
（100g）、特上玉緑茶「才次郎」
（100g）、茶団子（10個×2P）

奥出雲の自然豊かな地で育てた乳牛の新鮮な
「生乳」を使用。68℃でゆっくり「低温殺
菌」した生乳をこだわりのアイスベースに、
明治元年創業の老舗茶問屋の伝統あるこだわ
り製法で出来上がった6種類のお茶アイスで
す。まるでお茶を食べているような深い味わ
いです。
また、藤原茶問屋で代々受け継がれている玉
緑茶の中でも最高品の「山翆」と茶師こだわ
りの逸品「焙炉仕上茶」、創業者の想いを形
にした「才次郎」と併せてご堪能下さい。

出雲誉大吟醸(720ml)、舞茸だししょうゆ
(500ml)、オロチの爪(10g)、出雲生そば
(420g)、公園飴(25g)、乾燥椎茸(150g)、さし
みしょうゆ(500ml加工地:雲南市)・じゃこのり
(80g加工地:雲南市)・梅ほし(200g加工地:雲南
市)・ミルクジャム(70g加工地:雲南市)

出雲湯村温泉は、無色透明で少しトロみのあるお
湯で、包みこむように心も身体も芯まであたため
てくれます。そんな出雲湯村温泉の温泉水100%
の無添加ミストと、21種類の和漢植物エキスを
たっぷりつめ込んだ自然派の多機能ローションを
セットでお届けいたします。

黒毛和牛サーロイン（600g） 雲南産米10種食べ比べ(1.5㎏×10種) 出雲誉純米吟醸、奥出雲ワイン、舞茸めんつゆ、
梅どれっしんぐ、そばのはし、乾燥椎茸、青唐辛
子にんにく、梅ピリサルサ、青じそ番茶

島根県吉田町産
米（ハデ干たたら米）3㎏・清酒（要四郎）
720ml・本みりん500ml

■寄附額3万円コース

3-1 3-2
きすきヨーグルト90g×8）、カスタードプリン
（100ml×8）、イズモ・ラ・ルージュ（180g
×1）、カマンベール・イズモ（120g×1）、プ
ロボローネチーズ（380g×1）、ナチュラルス
ナッカー（70g×2）

牛飼いの神の地として、古くより牛との関わり
の深い奥出雲地方。大自然の恵みと受け継がれ
てきた人の技が最高級と呼べる和牛を産み出し
ました。風味豊かな赤身と口の中でとろける上
品な甘さの霜降りが、抜群のバランスの黒毛和
牛肉です。最上級のサーロインを使用したス
テーキで贅沢なひと時を堪能ください。

自然豊かな雲南市の食材で造った、安全安心の特
産品です。自然豊かな雲南市のこだわりの食材を
つかい、手間暇かけた手作りの品です。9点の組
み合わせも満足していただけるよう厳選しまし
た.。

道の駅　掛合の里 農事組合法人　すがや

奥出雲和牛【冷凍】サーロ
インステーキ200g×3枚

ごはんソムリエＳＥＬＥＣＴ
｢雲南米10種食べ比べセッ 3-3

プリン・ヨーグルトとチーズ
DXセット 3-5

すがやたたらの幸
バリューセット

3-8 雲南市特産品10点セット

ローストビーフ（1個約250g）

JAしまね　雲南地区本部 有限会社　藤本米穀店 木次乳業有限会社

3-9 shinsui ローション(1本)&ミス
トセット(3本) 3-103-6 奥出雲和牛のプレミアム

ローストビーフ 3-7 【地元ブランド】
食べるお茶アイスセット

若槻屋宿泊＋石照庭園入
園ペアチケット

出雲湯村温泉水100%ミスト （80g×3）、出雲
湯村温泉水で作った多機能化粧水 （105ml×1）

「ツーリズムの宿・若槻屋」宿泊、
回遊式庭園「石照庭園」入園ペアチケット

ダノベーターインターナショナル株式会社 株式会社　藤原茶問屋 道の駅　掛合の里 出雲湯村温泉株式会社 石照庭園・鉄の歴史村

日本で初めてパスチャライズ牛乳を製造・販売し
た乳業メーカーです。牛乳、生乳の良さを生かし
たチーズ、ヨーグルトなどは全国的にも高い評価
を頂いております。厳選した素材にこだわった製
品づくりをしています。

創業124周年を迎える藤本米穀店の若手5
代目・藤本真由（ごはんソムリエ）がセレ
クトした「雲南米10種食べ比べセット」
です。雲南地域は県内でも有数の良質米産
地で、場所や品種、栽培方法などにそれぞ
れ個性があります。10種類の雲南産米
を、どうぞお楽しみください。

3-4 雲南市特産品9点セット

島根県環境保健公社による水質検定で「たいへん
きれいな水」と判定された、斐伊川の源流と標高
400ｍの高地で育て上げた、すがやブランド米
です。そのお米を使用した清酒要四郎と本みりん
も作りましたので本物の味をお楽しみください。
大好評の”菅谷たたらの幸三点セット”の清酒・
要四郎と本みりんが２本に増量！さらに、お米は
昔ながらの手法で自然乾燥された”ハデ干たたら
米”の5㎏パックと大変お得なセットになってい
ます！

すばらしい環境と景観の良い耕作地でのこだ
わり食材の生産から始まり、手のかかった手
作業を重ねた手作り品ばかり。10点の組み合
わせも満足して頂けるよう厳選した品です。

椿山荘・広島三景園の設計者で知られる造園家・
伊藤邦衛氏による2町歩の敷地に巨石を組んだ回
遊式日本庭園「石照庭園」と、築150年の庄屋
屋敷を活かした宿泊施設・古民家レストラン「若
槻屋」の、入園・宿泊（朝食付き、1泊2日）の
ペアチケットです。周辺には、日本遺産「たた
ら」の土蔵群がいまも残り、菅谷たたら山内、鉄
の歴史博物館、湯村温泉など、鉄師が過ごした江
戸から明治の風景を現代に伝えています。



奥出雲和牛のローストビー
フとハンバーグセット

ダノベーターインターナショナル株式会社

5-2 雲南市プレミアムつや姫「た
たら焔米」　玄米30㎏ 5-3

13-1 湯乃上館ペア宿泊券（平
日限定）＋化粧品セット

・ローストビーフ（1個約250g）
・真空パックハンバーグ（1個約130g×4個）

奥出雲和牛のもも肉のローストビーフと奥出
雲和牛100%のビーフハンバーグを楽しめ
る贅沢なセットです。

■寄附額4万円コース ■寄附額5万円コース

有限会社　藤本米穀店 有限会社　藤本米穀店 株式会社　藤原茶問屋

4-1 5-1
コシヒカリ　玄米30㎏

　
全国の茶産地に劣らない、ここでしか味わえない
逸品をセットにしました。長い歴史の中で育まれ
た想いを味わってください。

吉田町・宇山営農組合
｢エコ米うやま米｣玄米30㎏

【地元ブランド】
ふるさと大東茶セット

島根県雲南市吉田町の宇山営農組合が丹精込めて
栽培したコシヒカリです。宇山は中国地方有数の
豪雪地帯で、標高が約500mと非常に高く、山か
らの清らかな雪どけ水と昼夜の寒暖差により、と
ても美味しいお米が育ちます。「うやま米」はま
さに、天・地・人の揃ったお米、島根県の中でも
トップレベルと言って良い品質です。「うやま
米」の中でも、農薬・化学肥料を抑えて栽培した
島根県エコロジー農産物に認定された、人にも環
境にも優しいお米です。

たたら焔米　玄米30㎏ 才次郎（80g×2本）、兵左衛門（100g×2
本）、山翆（100g）神様とお茶（3g×5Ｐ：2
箱）、焙炉仕上茶（70g）、丌昧公番茶（100g
×2本）茶うどん（300g×2袋）茶そうめん
（300g×2袋）プレミアム玄米茶（80g）、プ
レミアム勾玉玄米茶（100g）、8orochi大東茶
（3g×8P）

平成28年から栽培が始まった島根県の新ブランド
米です。雲南市は島根県内でも有数の農産物の宝
庫として知られ、その品質は県内屈指です。たた
ら焔米（ほむらまい）は、雲南市内で収穫された
「つや姫」の中で最も高い基準を満たした厳選さ
れたお米です。最高級のプレミアム米をどうぞご
賞味ください。

湯乃上館ペア宿泊券(平日限定)＋化粧品セット 湯乃上館 ペア宿泊券（土日祝可）＋化粧品セット

15-1 湯乃上館ペア宿泊券（土日
祝可）＋化粧品セット

出雲湯村温泉株式会社 出雲湯村温泉株式会社

■寄附額15万円コース

出雲湯村温泉にある湯乃上館は、江戸時代から続
く旅館で、現在の建物は明治6年に建てられた築
140年の古民家です。1日2組限定で、地のもの
を中心に、こだわり抜いた季節の素材をひとつひ
とつ手仕事で調理しています。現代の建築では味
わえない古き良き時代の日本を感じられるお宿で
す。出雲湯村温泉は出雲国風土記に“薬湯”とし
て謳われた由緒ある温泉。その温泉水を使用して
作った化粧品にはできるだけ自然由来の成分を配
合しました。

出雲湯村温泉にある湯乃上館は、江戸時代か
ら続く旅館で、現在の建物は明治6年に建てら
れた築140年の古民家です。1日2組限定で、
地のものを中心に、こだわり抜いた季節の素
材をひとつひとつ手仕事で調理しています。
現代の建築では味わえない古き良き時代の日
本を感じられるお宿です。出雲湯村温泉は出
雲国風土記に“薬湯”として謳われた由緒あ
る温泉。その温泉水を使用して作った化粧品
にはできるだけ自然由来の成分を配合しまし
た。

■寄附額13万円コース

  人と自然と歴史と食と 

 たくさんの幸にありがとう。 

  幸運なんです。雲南です。 

 

  人と自然と歴史と食と 

 たくさんの幸にありがとう。 

  幸運なんです。雲南です。 
 

  人と自然と歴史と食と 

 たくさんの幸にありがとう。 

  幸運なんです。雲南です。 

 

  人と自然と歴史と食と 

 たくさんの幸にありがとう。 

  幸運なんです。雲南です。 

 



1.5
-1

産品名：プレミアムつや姫たたら焔米８ｋｇ
夏や蒸し暑い時期には虫などの繁殖を防ぐ
ためにも湿気を避け、15℃以下の涼しい場
所で保管して、できるだけお早めにお食べく
ださい。

1-
21

産品名：奥出雲大東銘茶詰合せ
消費期限：180日
※開封後は早めにお飲みください。また、使用
後は密閉し湿気のないところに保管してくださ
い。※12/31～1/3の間は発送できません。

1.5-6

産品名：乳製品Aセット
・ノンホモ牛乳(ビン)夏季:7日、冬季:8日
・のむヨーグルト(ぶどう)(りんご)：15日・イ
ズモ・ラ・ルージュ:4ヶ月
・ナチュラルスナッカー：35日
・木次無塩バター：90日

1.5-13

産品名：たなべ養鶏場からの贈り物
賞味期限：60日間
●ぷりん・マドレーヌは開封後は直ちにお
召し上がりください。
●マヨネーズ・ケチャップは開栓後はキャッ
プをきちんと閉め、冷蔵庫(5℃～10℃)で保
存し、なるべく早めにお召し上がり下さい

産品名：とにかくうまい珈琲とお菓子の
セット
消費期限：餅類・製造日より約1か月、珈
琲・焙煎後3ヵ月

1.5-8

産品名：奥出雲の山椒詰合せセット５品
目
・雲南山椒ジャコのり頼むからごはんくだ
さい：120日
・奥出雲のはじかみ：1年
・山椒オリーブオイル：1年
・山椒茶：1年
・山椒ルイボスティー：1年

1.5-10

1.5-
16

産品名：TAMAMORI麺セット
賞味期限：未開封で3ヶ月
開封後はお早めにお召し上がり下さい。

1.5-
15

産品名：<グルテンフリー>無農薬の玄米麺
と日本海のあごだしめんつゆセット
・玄米麺：60日
・麺つゆ：365日
●玄米麺は完全〈グルテンフリー〉ですが、
麺つゆの原材料には小麦を使用していま
す。
※これは麺の原材料の澱粉が水分蒸散に
よって溶け出したものです。製品の品質には

産品名：ふる里の味　出雲のこころ銘茶セッ
ト
●賞味期限は約6か月ですが、味が損なわ
れないように窒素ガスを封入してあり、冷蔵
庫に入れておけば1年程度はおいしくお召し
上がりいただけると思います。
●開封後はできるだけ早く使い切るか、でき
るだけ外気に触れないように密閉し、冷蔵
庫に入れて保管して下さい。
●移り香には充分注意をして下さい。

産品名：菅谷たたらの幸三点セット
・米(清流米)　　13℃前後で保存
・清酒(要四郎)　10℃前後で保存
・本みりん　　　1年半
米(清流米)は、美味しく召し上がっていただく
ため、到着後1ヶ月以内の消費をお勧めい
たします。お米と本みりんは直射日光を避
け、常温保存してください。清酒「要四郎」は
冷蔵10℃以下で保存してください。

1.5
　-17
　‐18
　-23

産品名：お餅・調味料セット、スパイシーセッ
ト、お餅セット
開封後は冷蔵庫（10℃以下）に保存し、賞
味期限に関わらずお早目にお召し上がりｌく
ださい。

1.5-
21

産品名：奥出雲大東銘茶詰合せ
●開封後はお早めにお飲みください。また
使用後は密閉し湿気のないところに保管し
てください。
●12/31～1/3の間は発送できません。

1.5-12

産品名：島根の米たまご「おこめのめぐみ」
と温泉たまごのセット
・島根の米たまご　おこめのめぐみ：12日
・温泉たまご：10日
●お礼品到着後は、必ず冷蔵庫(10℃以下)
で保存してください。
●お礼品の発送に1週間～2週間程度いた
だく場合がございます。

産品名：島根のゆず風味鳥団子野菜あん4
個セット
消費期限：発送日基準で30日

1.5-
14

1.5-
20

No. 商品名・賞味期限・注意事項

1-22
1-23
1-24

産品名：shinsuiミスト&ソープ　セット
使用期限：ともに製造日より3年
※製品に記載しております注意事項をよく読
んでからご使用ください。

1.5-7

産品名：奥出雲和牛のプレミアムハンバー
グ4個セット
消費期限：発送日基準で30日

1.5-
19

産品名：【地元ブランド】ふるさと番茶セット
お茶の賞味期限は1年となりますが、茶団
子の場合、長くて1ヶ月と短かいため、お礼
品到着後は、お早めに召し上がりください。1.5-11

産品名：出雲ぜんざい(雑穀入り）
消費期限：賞味期限30日

No. 商品名・賞味期限・注意事項 No. 商品名・賞味期限・注意事項商品名・賞味期限・注意事項

1－
20

産品名：ＴＡＭＡＭＯＲＩ麺
消費期限：1年
※消費期限は1年となっておりますが包材の
袋にピンホール（細かな穴）が生じた場合に
は脱酸素剤の効果がなくなりカビ等発生の
原因となりますのでご注意のうえ出来るだけ
早めにお召し上がり下さい。

1.5
- 2
- 3
- 4
- 5

産品名：｢うやま米」8㎏・雲南産コシヒカリ
10㎏・雲南産きぬむすめ10㎏・雲南産4品
種食べ比べセット
直射日光を避け、冷暗所で保管して下さ
い。

1.5-9

産品名：雲南市特産品6点セットＡ
消費期限：奥出雲そば（150日）、椎茸かけ
醤油（1年）、梅ドレッシング（100日）、からみ
ちょ（180日）、ヘルシー茸（100日）、しょうが
番茶（100日）
※賞味期限は3か月でございますが、お届
けよりなるべく早く賞味いただければより満
足感があると思います。

1-9

産品名：奥出雲和牛切り落とし
消費期限：30日
※消費期限は約1か月ございますが、お届
け直後は特に美味しく味わって頂けますの
で、早めの調理をお奨め致します。
※1月1日～1月3日　出荷不可

1-14

産品名：温泉たまご+米たまご6個入りパック
セット
消費期限：温泉たまご…製造日+11日、米たま
ご…製造日+14日
※商品到着後は、必ず冷蔵庫（10℃以下）で保
存してください。
※商品発送に1週間～2週間程度いただく場合
がございます。

産品名：ふるさとの味　煎茶セット
消費期限：6か月
※開封後は冷蔵庫に入れて保管し早い時
期にご使用ください。
※開封後は出来るだけ早く冷蔵庫に入れて
ください。

1-3

産品名：グルテンフリーの玄米麺と日本海の
あごだし麺つゆセット
賞味期限：玄米麺：約3カ月　麺つゆ：約半年
●玄米麺は完全〈グルテンフリー〉ですが、
麺つゆの原材料には小麦を使用していま
す。
※これは麺の原材料の澱粉が水分蒸散に
よって溶け出したものです。製品の品質には
まったく問題ありません。
●急激な温度変化により、玄米麺の袋内に
稀に水滴が発生することがあります。

1－
13

産品名：たなべのたまごぷりん3種セット
消費期限：60日
※開封後は早めにお召し上がりください。

1－
19

1－
12

産品名：平飼い有精卵たなべのたまご
消費期限：14日
※10℃以下で保存し、生食の場合は消費期
限内にお召し上がりください。
※消費期限経過後、またヒビが入った卵は
早めに加熱調理してお召し上がりください。

1-8

産品名：昔懐かし故郷の和菓子
消費期限：製造日より約1か月

No. 商品名・賞味期限・注意事項 № 商品名・賞味期限・注意事項 No.

産品名：乳製品セットB(きすきヨーグルト・カ
スタードプリン・ノンホモ牛乳)
賞味期限：6日
・きすきヨーグルト15日
・カスタードプリン6日
・ノンホモ牛乳7日※ノンホモ牛乳は牛乳本
来の性質や栄養を損なうことのないように熱
処理した牛乳です。また均質化を行っていま
せんので、さらっとして生乳に近い風味をお
楽しみ頂けます。1〜2昼夜静置させると上
部にクリームの層ができますので、よく振っ
てからお飲み下さい。

1-7
産品名：雲南産米4品種食べ比べセット
賞味期限：精米年月日から出来るだけ早めに
お召し上がりください。
※直射日光を避け、冷暗所で保管してくださ

産品名：大東茶涼香セット
賞味期限：1年
※お茶の保管は、高温多湿を避け温度の低い
ところで保存願います。
※本品製麺工場では蕎麦も製造しております。
蕎麦、小麦アレルギーの方はご注意ください。

1－
11

産品名：『うなぎの美味しさはタレで決ま
る！自慢の味・活うなぎ蒲焼！』国産・活う
なぎ蒲焼(1本入り）
消費期限：30日
※活うなぎ蒲焼を急速冷凍し、おいしさをそ
のままとじ込め「冷凍便」で発送いたしま
す。
※冷凍は発送のためで冷凍保存のためで
はございませんので、美味しいうち（お早
め）にお召し上がりください。
※画像はイメージです。

1－
17

1－
10

産品名：プレミアムつや姫たたら焔米
賞味期限：該当なし・精米年月日記載
※夏や蒸し暑い時期には米の虫が発生する場
合がございます。虫の発生を防ぐためにも出来
るだけ早めにお食べいただくか、15℃以下の涼
しい温度と低い湿度で保管をお願い致します。

1－
15

産品名：大東茶スイーツセット
賞味期限：1年

※小麦・卵アレルギーの方はご注意くださ
い。

※要冷凍（-18℃以下で保存）

1－
18

商品名・賞味期限・注意事項 No. 商品名・賞味期限・注意事項

1-1
産品名：プリン(8個)ヨーグルト(8個)セット
賞味期限：6日
プリン(8個)ヨーグルト(8個)セット

1-4

産品名：グルテンフリーの白米麺と日本海
のあごだし麺つゆセット
賞味期限：玄米麺、白米麺：約３カ月
麺つゆ：約半年
 ●白米麺は完全〈グルテンフリー〉です
が、麺つゆの原材料には小麦を使用して
います。
●急激な温度変化により、玄米麺の袋内
に稀に水滴が発生することがあります。
※これは半生の麺より水分が蒸散したも
のです。製品の品質にはまったく問題あり
ません。袋内にある脱酸素剤の働きで温
度が安定すれば、水滴は消えます。
●袋に白色の斑点のようなものが表れる
ことがあります。
※これは麺の原材料の澱粉が水分蒸散
によって溶け出したものです。製品の品質
にはまったく問題ありません。

1-6

産品名：【雲南名物】焼き鯖2本入り
消費期限：出荷日+3日
※電子レンジで20秒ほど温めることで、より
美味しくいただけます。
※できるだけ早くお召し上がりください。

1-2

賞味期限・注意事項
No. 商品名・賞味期限・注意事項 商品名・賞味期限・注意事項 No.No. 商品名・賞味期限・注意事項 No.

1－
16

産品名：焼鯖棒寿司2本入り
消費期限：出荷日+3日
※電子レンジで20秒ほど温めることで、より
美味しくいただけます。
※できるだけ早くお召し上がりください。

1-5

産品名：KAKEYA 純米 無濾過生原酒（む
ろかなまげんしゅ）
賞味期限：1年
●生酒につき、要冷蔵保存となります。
●ご自宅の冷蔵庫などで保管ください。



1.5
‐28

産品名：自然が育んだ真夏の宝石！シャイ
ンマスカット2房詰め合わせ（約1.2㎏）
※天候により熟期がずれ、10日間程度発送
が前後する場合がございます。
※丁寧に梱包していますが、輸送中の振動
により実が房から外れてしまう場合がござい
ます。外れました実も味や鮮度への影響は
ございませんので、美味しくお召し上がり頂
けます。

13－1

No. 商品名・賞味期限・注意事項

2－1

産品名：『うなぎの美味しさはタレで決ま
る！自慢の味・活うなぎ蒲焼！』国産・活
うなぎ蒲焼(2本入り）
消費期限：30日
※活うなぎ蒲焼を急速冷凍し、おいしさを
そのままとじ込め「冷凍便」で発送いたし
ます。
※冷凍は発送のためで冷凍保存のため
ではございませんので、美味しいうち（お
早め）にお召し上がりください。
※画像はイメージです。

商品名：湯乃上館 ペア宿泊券（平日限定）
＋化粧品セット
[注意事項]
・当宿泊券は平日限定です。宿泊のご予約
は直接湯乃上館までお願いします。
・1日2組限定の宿です。予約状況によって
はご希望に添えない場合があります。
・宿泊券の払い戻し、キャンセル等はお受
けできません。
・その他の注意事項は、宿泊券に同封する
案内文書をご覧ください。
●ミスト・ローション・石けんの注意事項は、
1.5-25、1.5-26、1.5-27をご覧ください。

商品名：湯乃上館 ペア宿泊券（平日限定）
＋化粧品セット
[注意事項]
・当宿泊券は平日限定です。宿泊のご予約
は直接湯乃上館までお願いします。
・1日2組限定の宿です。予約状況によって
はご希望に添えない場合があります。
・宿泊券の払い戻し、キャンセル等はお受
けできません。
・その他の注意事項は、宿泊券に同封する
案内文書をご覧ください。

●ミスト・ローション・石けんの注意事項は、
1.5-25、1.5-26、1.5-27をご覧ください。

No. 商品名・賞味期限・注意事項
産品名：エコ米うやま米 玄米30㎏・たたら
焔米 玄米30㎏
仕入れた玄米をそのまま出荷致します。
必ず石抜き機能付きの精米機をご利用くだ
さい。
直射日光を避け、冷暗所で保管してくださ
い。

5-1
5-2

15－1

商品名・賞味期限・注意事項

産品名：奥出雲和牛のプレミアムロースト
ビーフとハンバーグセット
・ローストビーフ（1個約250g）　発送日基準
で賞味期限30日保証
・真空パックハンバーグ（1個約130g）　発送
日基準で賞味期限32日保証

3－6

産品名：奥出雲和牛のプレミアムロースト
ビーフ
・ローストビーフ発送日基準で賞味期限30日
保証

No.

商品名：【地元ブランド】ふるさと大東茶セッ
ト
賞味期限：１年
・お茶の保管は、高温多湿を避け温度の低
いところで保存願います。
・黒豆を使ったお茶がありますので、大豆ア
レルギーの方はご注意ください。
・本品製麺工場では、蕎麦も製造しておりま
す。蕎麦・小麦アレルギーの方はご注意下
さい。

3－5

産品名：菅谷たたらの幸三点セット
・米(ハデ干したたら米)　13℃前後で保存
・清酒(要四郎)　10℃前後で保存
・本みりん　　　1年半
●米(清流米)は、美味しく召し上がっていた
だくため、到着後1ヶ月以内の消費をお勧め
いたします。
お米と本みりんは直射日光を避け、常温保
存してください。
清酒「要四郎」は冷蔵10℃以下で保存してく
ださい。 5-3

1.5-
25

3‐9

産品名：ｓｈｉｎｓｕｉ スパ ナチュラルソープ３
個セット
【ご使用上の注意】
・お肌に異常が生じていないかよく注意し
て使用してください。お肌に合わないとき
即ち次のような場合には、使用を中止して
ください。そのまま使用を続けますと、症
状を悪化させることがありますので、皮膚
科医等にご相談されることをおすすめしま
す。
（１）使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、
色抜け（白斑等）や黒ずみ等の異常があ
らわれた場合。

2－6

産品名：雲南市特産品6点セットC
・出雲誉大吟醸(1年)、・飛魚だし出雲生そ
ば　(60日)、・ジャコのり(200日)、赤唐辛子
にんにく（180日）、・,舞茸だし醤油(１年),、
しょうが番茶(180日)

●到着後なるべく早くお召し上がりください。
●画像はイメージです。

産品名：奥出雲和牛（すき焼き、焼肉)、しま
ね和牛（すき焼き用）
●消費期限は1ヵ月です。お早めにお召し
上がりください。
●取り扱いは通年ですが1/1～1/3は取り
扱い致しませんのでご了承ください。 3－4

2－5

商品名：「ツーリズムの宿・若槻屋」宿泊、
回遊式庭園「石照庭園」入園ペアチケット
[注意事項]
　・寄付お申し込み後、宿泊券と入園券を送
付いたします。
　・宿泊は事前にお電話（0854-74-9055）
等にてご予約願います。
　・移動手段は返礼に含まれていません。
マイカー等をご用意ください。

商品名・賞味期限・注意事項 No. 商品名・賞味期限・注意事項 No.
産品名：雲南市特産品9点セット
・出雲誉大吟醸(1年)、・奥出雲ワイン（開封
後7日)　、・舞茸めんつゆ
(1年)、梅どれっしんぐ(100日)、そばのはし(1
年)、)、・乾燥椎茸(1年)、・青唐辛子にんにく
（180日）、梅ピリサルサ（60日）、・青じそ番
茶（180日）

●到着後なるべく早くお召し上がりください。
●画像はイメージです。

4-1

商品名・賞味期限・注意事項 No. 商品名・賞味期限・注意事項

1.5-
22

産品名：雲南銘菓セットB
消費期限：10日 麦っこ10日、神話ろまん10
日、銅鐸最中10日

1.5-
26

13－
9

産品名：shinsui　スパ　ピュア　ミスト　3本
セット
使用期限：3年
【ご使用上の注意】
・缶を振らないでください。
・缶を真横や逆さにしてスプレーしないでく
ださい。全ての量がスプレー出来ない可
能性があります。
・開封後はなるべくお早めに使いきってく
ださい。
・お肌に合わないときは、ご使用をおやめ
ください。
【高温に注意】
加圧されている製品のため、下記の注意
を守ること。
・温度が４０℃以上となる所に置かないこ
と。
・火の中に入れないこと。
・使いきって捨てること。
※窒素ガス使用

2-2
2‐3
2‐4

1.5-
24

産品名：雲南市特産品５点セット
・奥出雲ワイン：開栓後7日
・出雲生そば：150日
・赤唐辛子にんにく：180日
・舞茸めんつゆ：1年
・オロチの目玉：100日

●到着後なるべく早くお召し上がり下さい。
●画像はイメージです。

賞味期限・注意事項
No. 商品名・賞味期限・注意事項 No.

●容器本体はガラス製です。お取扱には十
分ご注意ください。
●極端に高温又は低温の場所、直射日光
のあたる場所には保管しないでください。

産品名：shinsui スパ　トリートメントローショ
ン
使用期限：3年
【ご使用上の注意】
●お肌に異常が生じていないかよく注意して
使用してください。
●植物由来成分、植物由来精油を配合して
おりますので、経時により香りや色が変わる
ことがありますが、品質には問題ございませ
ん。
●開封後はお早めにご使用ください。
●目に入らないようにご注意ください。万一
目に入った場合には、すぐに水又はぬるま
湯で十分に洗い流してください。
●傷やはれもの、しっしん等、異常のある部
位にはお使いにならないでください。
●化粧品がお肌に合わないとき、即ち次の
ような場合には、使用を中止してください。
※そのまま化粧品類の使用を続けますと、
症状を悪化させることがありますので、皮膚
科専門医等にご相談されることをおすすめし
ます。
1.使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜
け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた
場合。
2.使用したお肌に、直射日光が当たって上記
のような異常があらわれた場合。
【保管及び取扱上の注意】
●使用後は必ずしっかり蓋をしめてくださ
い。

（２）使用したお肌に、直射日光があたって
上記のような異常があらわれた場合。
・傷やはれもの、しっしん等、異常のある
部位にはお使いにならないでください。
・目に入らないように注意し、入ったときは
こすらずにすぐ洗い流してください。目に
異物感が残るときは眼科医へご相談下さ
い。

1.5
‐27

3-9

産品名：【地元ブランド】食べるお茶アイス
セット
・食べるお茶アイス：消費期限1年
・山翆：賞味期限1年
・焙炉仕上茶：賞味期限1年
・才次郎：賞味期限1年
【お申し込みからお届けまでの流れ】
①お申し込み後、株式会社　藤原茶問屋よ
り申込書を送付いたします。
②申込書の内容をご確認・ご記入いただき、
株式会社　藤原茶問屋へご返送ください。
③ご返送いただいた申込書を確認後、7日
(準備出来次第)以降にお礼品を発送いたし
ます。

3－7

産品名：雲南市特産品10点セット
・出雲誉大吟醸(1年)、・舞茸だししょうゆ(1
年)、・オロチの爪(1年)、・出雲生そば(150
日)、・公園飴(100日)、・乾燥椎茸(1年)、・さ
しみしょうゆ(1年)、・じゃこのり(200日)、・梅
ほし(1年)、・ミルクジャム(100日)

●到着後なるべく早くお召し上がりください。
●画像はイメージです。

3－8

産品名：プリン・ヨーグルトとチーズDXセット
・きすきヨーグルト：15日  ・カスタードプリ
ン：6日  ・イズモ・ラ・ルージュ：4ヶ月  ・カマ
ンベール・イズモ：35日  ・プロボローネチー
ズ：4ヶ月
・ナチュラルスナッカー：40日

3－3

3-10

商品名：「ツーリズムの宿・若槻屋」宿泊、
回遊式庭園「石照庭園」入園ペアチケット
[注意事項]
　・寄付お申し込み後、宿泊券と入園券を送
付いたします。
　・宿泊は事前にお電話（0854-74-9055）
等にてご予約願います。
　・移動手段は返礼に含まれていません。
マイカー等をご用意ください。

No. 商品名・賞味期限・注意事項

3－1

産品名：奥出雲和牛サーロインステーキ
●消費期限は1ヵ月です。お早めにお召し
上がりください。
●取り扱いは通年ですが1/1～1/3は取り
扱い致しませんのでご了承ください。

3－2
産品名：雲南産10種食べ比べセット
直射日光を避け、冷暗所で保管して下さ
い。


