
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。風味豊かな赤

身と脂肪の微妙なバランス

が生み出す味わいをご堪能

ください。

きめ細やかな霜降り、深い

コクと風味豊かな味わいが

特徴のしまね和牛肩ロース

をご堪能ください。

寄付額 寄付額

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。

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。

寄付額 寄付額

10,000 20,000円 円

1-3
奥出雲和牛

肩ロースすき焼き用
1-4

奥出雲和牛

肩ロース焼き肉用

1-1 奥出雲和牛切り落とし500g 1-2 しまね和牛肩ロースすき焼き用650g

○黒毛和牛切り落とし

(500g)

○肉

○冷凍

○JAしまね雲南地区本部

○黒毛和牛肩ロース(650g)

○肉

○冷凍

○JAしまね雲南地区本部

○奥出雲和牛肩ロース

（600g）

○肉

○冷凍

○JAしまね雲南地区本部

○奥出雲和牛肩ロース

（600g）

○肉

○冷凍

○JAしまね雲南地区本部20,000 20,000円 円



奥出雲和牛を100％使用し

たハンバーグと「多岐いち

じく」が入ったレバーペー

ストのセットです。

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。

寄付額 寄付額

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。

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。脂のし

つこさを感じさせない味わ

いですので、幅広い年代の

方にお楽しみいただけま

す。

寄付額 寄付額

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。

「奥出雲和牛」のサーロイ

ンと内もも肉のロースト

ビーフ。食塩とスパイスで

下味をつけ、低温でじっく

り仕上げました。オリジナ

ルスパイスとセットでお届

けします。

寄付額 寄付額

20,000 25,000円 円

1-7
奥出雲和牛

サーロインステーキ
1-8

奥出雲和牛のプレミアム

ローストビーフ モモ(300g)

1-5
奥出雲和牛のプレミアムハンバーグと多岐い

ちじく入りレバーペーストのセット
1-6

奥出雲和牛のプレミアムハンバーグ３個セッ

ト

○ハンバーグ1個(130g) x ２　い

ちじく入りレバーペースト(90g)×

１

○肉

○冷凍

○㈱田部

○ハンバーグ1個(130g) x 3

○肉

○冷凍

○㈱田部

○奥出雲和牛サーロインス

テーキ(200g×3枚)

○肉

○冷凍

○JAしまね雲南地区本部

○サーロインモモ(約300g)

○肉

○冷凍

○㈱田部30,000 40,000円 円

1-9
奥出雲和牛のプレミアムローストビーフ モ

モ(300g）とハンバーグ(4個)セット
1-10

奥出雲和牛プレミアムローストビーフ サー

ロイン(300g)と内もも(300g）のセット

○ローストビーフモモ

(300g)ハンバーグ(130g)

○肉

○冷凍

○㈱田部

○ローストビーフサーロイ

ン(300g)内もも(300g)

○肉

○冷凍

○㈱田部65,000 85,000円 円



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。

寄付額 寄付額

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。

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。

寄付額 寄付額

10,000 15,000円 円

2-3 雲南産きぬむすめ10kg 2-4 雲南産コシヒカリ10kg

2-1 プレミアムつや姫たたら焔米４kg 2-2 プレミアムつや姫たたら焔米８kg

○雲南産つや姫たたら焔米

4kg(2kg×2袋)

○米

○常温

○JAしまね雲南地区本部

○雲南産つや姫たたら焔米

8kg(2kg×4袋)

○米

○常温

○JAしまね雲南地区本部

○雲南産きぬむすめ

10kg(5kg×2)

○米

○常温

○藤本米穀店

○雲南産コシヒカリ10㎏

○米

○常温

○藤本米穀店15,000 15,000円 円



雲南市で最も奥深い山里、

吉田町・宇山地区産の優良

米！

できるだけ農薬を使わない

栽培で、昔ながらのハデ干

し(天日干し乾燥)にこだ

わったコシヒカリです。

※実際のパッケージと若干

異なります

寄付額 寄付額

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

りんをお楽しみください。

島根発の品種、程よい粘り

であっさりめの食感が特徴

のきぬむすめです。白くツ

ヤがあり、外観品質にもと

ても優れます。

寄付額 寄付額

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。「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。

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。

寄付額 寄付額

15,000 15,000円 円

2-7
菅谷たたらの幸三点セット（米、酒、みり

ん）
2-8 「吉田げんき米」きぬむすめ8kg

2-5 吉田町・宇山営農組合「うやま米」 2-6 ハデ干し清流米６kg

○雲南産うやま米８kg(2kg

×4)

○米

○常温

○藤本米穀店

○ハデ干し清流米６kg(3kg

x 2)

○米

○常温

○農事組合法人　すがや

○コシヒカリ2kg、清酒

720ml、本みりん500ml

○米

○常温

○農事組合法人すがや

○「吉田げんき米」きぬむ

すめ８kg(2kg×4)

○米

○常温

○有限会社藤本米穀店15,000 15,000円 円

2-9
吉田町・宇山営農組合  ｢エコ米うやま米｣玄

米30㎏
2-10

【定期便6回コース】

プレミアムつや姫たたら焔米8kg

○雲南産うやま米玄米30㎏

○米

○常温

○藤本米穀店

○雲南産つや姫たたら焔米

8kg(2kg×4袋)×6回

○米

○常温

○JAしまね雲南地区本部
6回

50,000 80,000円 円



奥出雲地域の酪農家たちが

育てた牛の良質な生乳を原

料としたチーズです。

奥出雲地域でのびのびと飼

育された牛の新鮮な生乳を

たっぷり使用したきすき

ヨーグルトと、平地飼い卵

を使用した手作りカスター

ドプリンを詰め合せまし

た。

寄付額 寄付額

奥出雲地域で育てられた牛

の生乳をたっぷりと使用し

たきすきヨーグルトと、平

地飼い卵を使用した手作り

カスタードプリンを詰め合

せました。

自然豊かな奥出雲地域での

びのび育てた乳牛の新鮮な

生乳と平地飼いの鶏の有精

卵を使用した、濃厚なめら

かでありながら後味さっぱ

りのプレミアムアイスク

リームです。

寄付額 寄付額

10,000 10,000円 円

3-3 プリン(8個)ヨーグルト(8個)セット 3-4
プレミアムアイスクリーム(VANAGA)

6個セット

3-1 チーズ2個セット 3-2
乳製品Ｂセット(きすきヨーグルト・カス

タードプリン・ノンホモ牛乳)

○イズモ・ラ・ルージュ、

プロボローネチーズ各1個

○乳製品

○冷蔵

○木次乳業

○ヨーグルト4個、プリン4

個、ノンホモ牛乳1本

○乳製品

○冷蔵

○木次乳業

○ヨーグルト8個、プリン8

個

○乳製品

○冷蔵

○木次乳業

○バニラ他(120ml×6個)

○乳製品

○冷凍

○木次乳業10,000 10,000円 円



自然豊かな奥出雲地域での

びのび育てた乳牛の新鮮な

生乳と平地飼いの鶏の有精

卵を使用したアイスクリー

ムです。豪州産の香り豊か

な塩漬けブラックオリーブ

を使用しています。

自然に恵まれた自社農園で

平飼いし、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。

寄付額 寄付額

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」と地元島根県の米粉

を使用したばうむくーへん

のセットです。「ままたま

ごばうむ」のそふと＆はー

どを一度に楽しめます。

寄付額 寄付額

地元のこだわり素材を最大

限に活かした2層仕立ての

ぷりんです。

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、ヨーグルトなど全国的

に高い評価を頂いておりま

す。

寄付額 寄付額

10,000 10,000円 円

3-7
温泉たまごと米たまご「おこめのめぐみ」(6

個入パック)のセット
3-8 ままたまごばうむセット

3-5
プレミアムアイスクリーム(VANAGA)

ブラックオリーブ＆バニラセット
3-6 平飼い八雲鶏　彩り天佑卵

○ブラックオリーブ3個、

バニラ2個

○乳製品

○冷凍

○木次乳業

○たなべのたまご（10個×

３パック）

○卵

○冷蔵

○㈱田部

○温泉たまご5個×6P、米

たまご6個×6P

○卵

○冷蔵

○㈲木次ファーム

○バームクーヘン(S)1個、

バームハード2個

○卵・乳製品

○常温

○㈱田部10,000 10,000円 円

3-9 ままたまごぷりん浮わり6個入 3-10 プリン・ヨーグルトとチーズDXセット

○ぷりん(120g×6個)

○卵・乳製品

○冷凍

○㈱田部

○ヨーグルト8個、プリン8

個、チーズ3個他

○乳製品

○冷蔵

○木次乳業10,000 30,000円 円



島根県雲南市に伝統的に伝

わる名品【焼さば】　脂が

のったジューシーなさばを

まるごと串焼きにしまし

た。

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。

寄付額 寄付額

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。お米には奥出雲

地方の風土で育まれた「コ

シヒカリ」を使用した手づ

くりの棒寿司です。

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。

寄付額 寄付額

10,000 10,000円 円

4-3 焼鯖棒寿司2本入り 4-4 活うなぎ蒲焼・国産(1本）

4-1 雲南市の名産　焼さばセット 4-2 【雲南名物】焼き鯖（2本）

○焼さば(500g×2本/ノル

ウェー産)

○食品

○冷蔵

○長谷川鮮魚店

○焼き鯖(約400g×2本、焼

鯖醤油1個付)

○食品

○冷蔵

○石田魚店

○焼鯖棒寿司(約400g×2本

入り)

○食品

○冷蔵

○石田魚店

○活うなぎ(約200g×1本、

タレ1個付)

○食品

○冷凍

○石田魚店10,000 10,000円 円



島根県の自然豊かな奥出雲

にある創業180年老舗の醤

油とポン酢のセット。体に

やさしい昔の製法で職人が

つくる本物の醤油。じっく

りとした時が香りを作る本

物の醤油をお届けします。

米麹のつかった鍋スープや

体にやさしい昔の製法を受

け継いだ職人がつくる本物

のしょうゆ。じっくりとし

た時が香りを作る本物の醤

油をセットでお届けしま

す。

寄付額 寄付額

地元産の大豆とお米100％

の麹を使い、1年間熟成さ

せた自然醸造の手作り味噌

とこだわりの梅加工のセッ

トです。

雲南市産のもち米を自家製

のだしで炊き込み、うな

ぎ、しまね和牛肉をそれぞ

れ熊笹の葉で包んだ手作り

のおにぎりです。

寄付額 寄付額

水田と健康を守る願いを込

めた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。

お鍋のシメやサラダなど、

どのような調理法にも利用

いただけます。

桜名所の雲南市の八重桜を

麺に練りこみました。冷た

くひやしてお召し上がりく

ださい。ピンクとミドリの

麺はいろどりも良く、大人

の方だけでなくお子様にも

喜ばれます。

寄付額 寄付額

10,000 10,000円 円

4-7 ふるさとの味【味噌と梅加工品】 4-8 笹巻きおこわ　はしま

4-5 【創業180年老舗】醤油・ポン酢セット 4-6 【創業180年老舗】醤油・お好み鍋セット

○かつおだし、こいくち醤

油各500ml、ゆずぽんず他

○食品

○常温

○紅梅しょうゆ

○かつおだし、こいくち醤

油各500ml、ゆずぽんず他

○食品

○常温

○紅梅しょうゆ

○神代味噌、神代味噌(伯方の塩)

各450g・うめぼし 200g・梅もよ

う、梅の里　各150g

○食品

○冷蔵

○フレッシュファーム神代

○はしま10個セット(うな

ぎ5個+しまね和牛肉5個)

○食品

○冷凍

○胡桃(くるみ)10,000 10,000円 円

10,000 10,000円 円

4-9 TAMAMORI(田守り)麺９袋セット 4-10 さくらめんギフト「桜まつり」

○米粉麺（100g×9袋）

○食品

○常温

○木村有機農園

○乾麺×9, めんつゆ×9

○食品

○常温

○大原森林組合



ミネラルたっぷりの水で育

てた玄米の麺です。なるべ

く環境に負荷を与えない栽

培方法でつくったお米を使

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。

吉田くんのふるさと雲南市内

で栽培した鷹の爪を練りこん

だ旨辛ラーメン、ラーメンに

練りこんである鷹の爪の一味

唐辛子各種、オロチの爪唐辛

子、しまねの金ゴマ・エゴマ

各1袋、など全て無農薬で育

てました。

寄付額 寄付額

島根県江川産のあゆの稚魚

を斐伊川の清らかな伏流水

を利用して、斐伊川の石を

配し清流を再現した池で養

殖しました。

氷詰め鮮魚で出荷しますの

であゆの爽やかな香りがお

楽しみいただけます。

こだわりの純米無濾過生原

酒で、雲南市の米の旨味

を。雪解けを使い仕上げ

た、うまさスッキリの定番

辛口。

寄付額 寄付額

雲南市ゆかりの永井隆博士

が描かれた色紙「しっぽも

ひと役」から名前と姿をい

ただいたかわいい小倉最

中。昔ながらの頑固職人手

作り。あずき風味あふれる

小倉餡と、香ばしくしっか

りした最中種。

空気も水も、食もおいし

い、三拍子そろった雲南市

でつくった手作り和菓子と

焙煎した珈琲のセット。お

いしいの一言です。

寄付額 寄付額

4-11
グルテンフリーの白米麺・玄米麺ミックス日

本海のあごだし麺つゆセット
4-12

吉田くんらーめん＆吉田の唐辛子三兄弟セッ

ト+α

○玄米麺・白米麺各3袋、

麺つゆ250ml×1本

○食品

○常温

○宮内舎

○乾麺(2食分×2)，金ゴマ・エゴ

マ(各1袋)，唐辛子1個，吉田の唐

辛子(赤・青・マイルド）各１

○食品

○常温

○有限会社　田井産業10,000 10,000円 円

10,000 10,000円 円

4-15
自慢の手作り小倉最中 しっぽもひと役12個

入り
4-16 雲南市名物「金福だんご」と珈琲のセット

4-13 【期間限定】奥出雲　斐伊川あゆ 4-14
KAKEYA 純米 無濾過生原酒（むろかなまげ

んしゅ）

○生あゆ １０匹

○食品

○冷蔵

○斐伊川漁業協同組合

○無濾過生原酒(720ml)

○酒

○冷蔵

○日本酒応援団

○小倉最中 12個

○食品

○常温

○しっぽもひと役本舗天満

屋

○金福だんご5串×3P、珈

琲(ブレンド3袋)

○食品

○常温

○金時堂10,000 10,000円 円



山間地の豊かな環境で育っ

たもち米だけを使用。玄米

のもち米を蒸し、杵と臼で

つきあげたもち米をねり、

加工。人の手で作った真心

こもった逸品です。

島根県雲南市産の小豆に16

種の国産雑穀を加えてじっ

くり柔らかく煮込んだ、餅

入りぜんざいのセットで

す。

寄付額 寄付額

杜のワイン白は、青リンゴ

の香りがしいきいきろした

酸を感じる爽快な味の白ワ

インです。ぶどうジュース

は、丹誠こめた完熟ぶどう

の豊かな甘さと爽やかな酸

味をお楽しみください。

出来たお酒を濾過やアル

コール度調整をしないで詰

めた無濾過生原酒で、蔵の

特徴を存分に味わっていた

だけます。

寄付額 寄付額

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、その手軽さからお子さ

まにも大人気です！

卵かけご飯専用醤油の先駆

けとなった「おたまはん」

(関西風・関東風)、玉ねぎ

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。

寄付額 寄付額

10,000 10,000円 円

4-19 奥出雲葡萄園　ワイン・ジュースセット 4-20 「雲」純米吟醸　無濾過生原酒

4-17 昔懐かし故郷の和菓子 4-18 出雲ぜんざい(雑穀入り)３個セット

○金福だんご15串・9串、

ふるさと(きなこ餅)×2箱

○食品

○常温

○金時堂

○ぜんざい(約136g x 3個)

○食品

○冷凍

○㈱田部

○杜のワイン白　ぶどう

ジュース

○ワイン

○常温

○奥出雲葡萄園

○無濾過生原酒(720ml)

○酒

○冷蔵

○木次酒造株式会社10,000 10,000円 円

15,000 15,000円 円

4-21 【数量限定】秀品シャインマスカット 4-22 お餅・調味料セット

○シャインマスカット2房

(約1.2㎏)

○食品

○冷蔵

○ギアファーム

○おたまはん、玉ねぎド

レッシング他

○食品

○常温

○吉田ふるさと村



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

のピリッとした風味と香

り・旨みを味わい下さい。

雲南市三刀屋町産の酒米

「五百万石」と蔵のすぐ近

くに沸く岩清水を使い、地

元で生まれ育った蔵元杜氏

が精米から醸造に至るまで

全ての工程に関わり、丁寧

に醸したお酒です。

寄付額 寄付額

山里のこだわりの食文化を

お届けします。お客様の顔

を思い浮かべながら1本1本

巻いています。

【毎年6月発送】

地元産のエコもち米を臼と

杵で餅つきをし、1個1個匠

の技で仕上げています。ね

ばりの強い餅です。

寄付額 寄付額

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。

山間部にある緑豊かな町で、

この土地の自然に向き合い、

ここでしか出来ない葡萄づく

り・ワイン造りをしていま

す。小さなワイナリーだから

できる、1本1本が丁寧で想い

のこもったワインを是非お楽

しみください。

寄付額 寄付額

4-23 奥出雲の山椒詰合せセット　4品目 4-24 「泡雲」　スパークリング純米酒　750mL

○奥出雲山椒ジャコのり、

山椒オリーブオイル他

○食品

○常温

○いずも八山椒

○スパークリング純米酒

(750ml)

○酒

○冷蔵

○木次酒造株式会社15,000 15,000円 円

20,000 20,000円 円

4-27 お餅セット 4-28 奥出雲葡萄園　杜のワイン3本セット

4-25 【期間限定】笹巻き 4-26 【期間限定】丸餅(平餅)

○25本(約800g)

○餅

○冷蔵

○うすの会

○10個×5P

○餅

○常温

○うすの会

○杵つきまるもち、玄米・

五穀・蕎麦もち

○餅

○常温

○吉田ふるさと村

○(白・赤・ロゼ)各750ml

○ワイン

○常温

○有限会社　奥出雲葡萄園20,000 20,000円 円



絶品！海の幸『のどぐろ』

に山の幸『塩こうじ』を

マッチング。

ほっぺが落ちても知らない

よ♪

地元で生まれ育った蔵元杜

氏が精米から醸造に至るま

で全ての工程に関わり、丁

寧に醸したスパークリング

純米酒と純米吟醸無濾過生

原酒のセットです。

寄付額 寄付額

豊かな自然環境の中で、農

薬や化学肥料を使わず、不

耕起で育てたこだわりの野

菜と、加工品などを詰め合

わせたセットです。

※写真はイメージです。季

節によって内容は異なりま

す。

素晴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、手間暇

かけた手作りお礼品ばかり

厳選した品でございます。

寄付額 寄付額

季節が変わるたびに届く酒

蔵からのお手紙をイメージ

し、酒蔵秘蔵の日本酒と島

根の極上おつまみと、蔵・

地域の情報をセットにしま

した。

季節が変わるたびに届く酒

蔵からのお手紙をイメージ

し、酒蔵秘蔵の日本酒と島

根の極上おつまみと、蔵・

地域の情報をセットにしま

した。

寄付額 寄付額

25,000 25,000円 円

4-31 旬の自然農野菜おまかせセットＡ 4-32 雲南市特産品セットＣ

4-29
島根特産・海と山の幸のコラボ！驚きの美味

さ《のどぐろ塩糀漬け》
4-30

木次酒造　「泡雲」・「雲」純米吟醸　無濾

過生原酒　セット

○のどぐろ500ｇ（3尾～5

尾）

○食品

○冷凍

○石田魚店

○スパークリング純米酒 (750ml )

無濾過生原酒 (720ml)

○酒

○冷蔵

○木次酒造株式会社

○季節の野菜７～10種類

○食品

○冷蔵

○フタバ印の野菜

○生そば、しょうが番茶、

じゃこのり他

○食品

○冷蔵

○掛合の里30,000 30,000円 円

4-33 しまね・酒蔵四季だより(秋・冬) 4-34 しまね・酒蔵四季だより(春・夏)

○日本酒他

○食品

○竹下本店

○日本酒他

○食品

○竹下本店30,000 30,000円 円



多様な味わいが楽しめる

「奥出雲大東銘茶のセッ

ト」。濃厚な味わいと甘い

香りが特徴の煎茶をはじ

め、香ばしさと味わいの

「だいとう番茶」の詰め合

わせ。

豊かな自然の中で農薬や化

学肥料、動物性堆肥は一切

使用しない安心安全なやさ

しいお茶です。

寄付額 寄付額

雲南市内で採れた農産品と

番茶を程好くブレンドしま

した。気分に合わせてお召

し上がりください。

雲南市で自然栽培した茶葉を

収穫し、独自製法で作った飲

みやすい和紅茶と、冬の時期

に収穫した茶葉と茶樹を丁寧

に薪火焙煎して作った、独自

の風味と心身が温まるほうじ

茶（３年晩茶）と和紅茶のオ

リジナル焼き菓子です。

寄付額 寄付額

10,000 10,000円 円

5-3 フレーバー番茶セット 5-4 尺の内農園　和紅茶・ほうじ茶セット

5-1 奥出雲大東銘茶詰合せ　D-3 5-2 有機栽培セット

○煎茶、奥出雲大東煎茶、

上粉茶、だいとう番茶

○茶

○常温

○JAしまね雲南地区本部

○緑茶50g、番茶100g×2、

ティーバッグ3g×7P×2

○茶

○常温

○藤原茶問屋

○番茶ティーバッグ10P×

4、番茶30g

○茶

○常温

○藤原茶問屋

○和紅茶(36gティーバック)x1、和紅

茶(45gリーフ)x1、3年晩茶(36gティー

バック)x1、3年晩茶(100gリーフ)x1、

焼き菓子３品

○茶

○常温

○就業支援事業所尺の内農園10,000 10,000円 円



奥出雲の自然豊かな地で育てた乳牛の

新鮮な「生乳」を使用し、68℃でゆっ

くり「低温殺菌」したこだわりアイス

をベースに、明治元年創業の老舗茶問

屋の伝統ある製茶技術で作られた6種

類のお茶を食べる感覚でアイスクリー

ムにしました。また、特別に作り上げ

た濃厚な特上煎茶アイスもとても美味

しいです。お茶好きには堪らない贅沢

なお茶アイスセットです。

特上玉緑茶「才次郎」と不

昧公番茶をそれぞれ生地に

練りこんだロールケーキで

す。濃厚な煎茶アイスと一

緒にお楽しみ下さい。

寄付額 寄付額

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

ら採られたお茶を100％使

用し製造した香り豊かな味

わいのあるお茶です。

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。

寄付額 寄付額

地元産のお茶６種類（玉緑茶、緑

茶、番茶、麦茶、玄米茶、焙じ玉

緑茶）をアイスクリームにしまし

た。

スティックタイプの粉末緑茶は、

アイスにかけて召し上がっても良

いですし、携帯用のお茶として

ペットボトルに入れて振るだけで

美味しいお茶ができます。

地元のお茶を使った「お茶

三昧」のセットです。お茶

好きの方にはたまらない逸

品の選りすぐりです。

寄付額 寄付額

10,000 10,000円 円

5-7 ふる里の味　出雲のこころ3種セット 5-8 奥出雲大東銘茶詰合せ

5-5 食べるお茶アイス【贅沢】セット 5-6 うんなんスイーツセット

○濃い特上煎茶アイス90ml x 3

個、アイスミルク90ml x 6個

○茶

○冷凍

○藤原茶問屋

○ロールケーキ2本、アイ

スクリーム3個

○茶

○冷凍

○藤原茶問屋

○出雲のこころ、ひの川、

八雲ほまれ　各150g

○茶

○常温

○砂子原茶業組合

○煎茶４種、上粉茶、うる

ち玄米茶、だいとう番茶

○茶

○常温

○JAしまね雲南地区本部15,000 15,000円 円

5-9 食べるお茶アイス【極み】セット 5-10 うんなん茶三昧セット

○月に才次郎(粉末緑茶) 1g x 6

個、アイスミルク90ml x 6個

○茶

○冷凍

○藤原茶問屋

○番茶、緑茶、うどん、そ

うめん、茶団子他

○茶

○常温

○藤原茶問屋15,000 30,000円 円



アルプロンが日本人の身体

を考えて開発したプロテイ

ンです。

JR木次線木次駅に作られた

看板をモチーフにした木製

キーホルダー2枚セットで

す。モチーフとなった看板

は大分県臼杵市のう♡(す

き)プロジェクトの木次版

です。

寄付額 寄付額

雲南市でしか手に入らない

刺繍トートバッグと雲南市

で藍染め、刺繍した手作り

ミニハンカチのセットで

す。

雲南市非公式キャラクター

雲子ちゃんを刺繍した抗菌

ガーゼ使用の立体マスクと

抗菌ダブルガーゼ使用の白

無地プリーツマスク、雲子

ちゃん刺繍入りマスクケー

スの3点セットです。

寄付額 寄付額

10,000 10,000円 円

6-3
うんなん刺繍トートバッグ&藍染め手作りミ

ニハンカチセット
6-4

雲子ちゃん抗菌ガーゼマスク＆マスクケース

セット

6-1 IZMOプロテイン【健】セット（チョコ） 6-2 木～ほるだ～　き♡セット

○プロテイン350g、プロテ

インO2 350g

○その他

○常温

○アルプロン

○木製キーホルダー×2

○その他

○その他

○つむぎ

○トートバッグ, ミニハン

カチ

○その他

○その他

○光栄刺繍

○マスク(立体・プリーツ)

各1 マスクケース

○その他

○その他

○光栄刺繍10,000 10,000円 円



使い込むほどに美しい飴色

に変化していくヌメ革。毎

日使いながら、少しずつ変

化していく革の表情を楽し

んでください。

四季の中でその時できる体

験をして、季節の食材を活

用した山の幸料理をご賞味

いただきます。

寄付額 寄付額

【とりあえず様子見てきて

プラン(1回訪問)】元気な

うちからご両親のとなりに

「ナスくる」離れて暮らす

高齢のご家族のもとへ、コ

ミュニティナースが「１

回」ご訪問します。

出雲神楽を撮影した写真を

加工してプリントしたマス

ク

接触冷感の布（ポリエステ

ル）

白黒2枚セット、カラー2枚

セットからお選びいただけ

ます。

寄付額 寄付額

出雲神楽を撮影した写真を

加工してプリントしたマス

ク

2種類からお選びいただけ

ます。

出雲神楽を撮影した写真を

加工してプリントしたT

シャツ

ドライTシャツ（ポリエス

テル100％）

5種類の中からお選びいた

だけます。

寄付額 寄付額

10,000 10,000円 円

6-7 お元気応援隊「ナスくる」利用券(1回分) 6-8 出雲神楽マスク（冷感）2枚セット

6-5 総手縫いで仕立てたヌメ革カードケース 6-6 峯寺遊山荘　お食事付き各種体験

○カードケース11cm×

6.5cm

○その他

○その他

○革工房 蕾

○お食事付き各種体験1名様

分

○その他

○その他

○一般社団法人　峯寺弥山望

○ナスくるサービス利用券(1回分)

○その他

○その他

○Cｏｍｍｕｎｉｔｙ　Nｕｒｓｅ

Cｏｍｐａｎｙ　株式会社

○冷感マスク2枚セット

○その他

○常温

○有限会社田部写真館10,000 10,000円 円

10,000 10,000円 円

6-9 出雲神楽マスク（手作り）2枚セット 6-10 出雲神楽Tシャツ

○手作りマスク2枚セット

○その他

○常温

○有限会社田部写真館

○Tシャツ1枚

○その他

○常温

○有限会社田部写真館



雲南市産広葉樹の天然乾燥

薪です。よく乾燥している

良質の薪です。

島根県雲南市大東町で育った無農

薬綿かとシーアイランドコットン

をルーツにもつアメリカ産オーガ

ニック超長綿を使用した100％の

平編みソックスです。編み地の美

しさが分かるように平編みにして

います。編目が細かく引き締まっ

ているため、ドレッシーな仕上が

りとなっています。

寄付額 寄付額

雲南市の中心市街地にある

ビジネスホテルです。24時

間対応のフロントデスク、

無料Wi-Fiを提供していま

す。

雲南市の東部、標高806mの三郡

山の麓（355m）にあキャンプ

場、その中に木々に囲まれた4棟

のコテージがあり後ろには長谷川

（久野川支流）が流れていて、水

遊びもできるのでリフレッシュす

るのに最適な場所です。また、宿

泊時にお渡しします地元久野で収

穫されたおいしいお米での夕食も

お楽しみ下さい。

寄付額 寄付額

雲南市に自社工場を持つア

ルプロンの日本人のための

プロテインです。

園主が約30年前から栽培を

手掛け、中国地方最多品種

の400種の多種栽培を行っ

ています。

寄付額 寄付額

6-11 雲南市　里山の薪（中割） 6-12 雲南市産コットン平編みソックス　ネイビー

○乾燥薪20kg

○その他

○常温

○合同会社グリーンパワー

うんなん

○平編みソックスネイビー

○その他

○常温

○加藤完一商店10,000 10,000円 円

20,000 20,000円 円

6-15 IZMOプロテイン【成】セット（チョコ） 6-16 石照庭園　花しょうぶ品種見計らい12株

6-13 雲南市ホテル上代宿泊チケット(1泊朝食付) 6-14
かみくの桃源郷コテージ宿泊券（1泊/定員4

名様）【コシヒカリ1kgのお土産付き】

○1泊朝食付1名様分

○その他

○その他

○有限会社上代

○コテージ宿泊券(1泊/定員4

名様分)

○その他

○その他

○株式会社　かみくの桃源郷

○プロテイン１kg、プロテ

インO2 １kg

○その他

○常温

○アルプロン

○ポット苗6株×2箱

○その他

○常温

○石照庭園20,000 25,000円 円



日本の伝統工芸術である組

子細工を自分で組み立て完

成させる手のひらサイズの

置き飾りの組子作成キット

です。

表面がデコボコしている独

特な表情が魅力の柔らかな

「シュリンクレザー」を使

用しているため、一つ一つ

表情が違う唯一無二の

「ネームホルダー」に仕上

がります。

寄付額 寄付額

石照庭園別棟、本格数寄屋

造りの「近江屋」にて、滝

を眺めながら、和膳を堪

能。・吉田ふるさと村農産

加工品おみやげ付き。

良質な素材を職人の目利き

で厳選した雲南市の野菜や

吉田町産米をふんだんに

使った季節の映える創作会

席をお楽しみください。山

里仕込みのサバ棒寿司はお

土産にご好評です。

寄付額 寄付額

理想の身体づくりをサポー

ト。味と品質にこだわって開

発したおいしいプロテインで

す。ハイスペックプロテイン

からエントリー層向けに加

え、女性用スムージー、ジュ

ニア用プロテインまで幅広い

方々にお飲みいただけます。

ふるさと雲南市で暮らす親

御さんのご自宅に、郵便局

社員等が毎月１回訪問し、

生活状況を確認して、その

結果をご家族様へお知らせ

するサービスです。

寄付額 寄付額

30,000 35,000円 円

6-19 奥出雲石照庭園入園と和膳 6-20
会席たむら 田村旅館 宿泊チケット(1泊2食

付)

6-17 舟木木工所のくみこころ７０ｇ×３種セット 6-18 本革のネームホルダー

○組子作成キット×３

○その他

○常温

○舟木木工所

○ネームホルダー

○その他

○常温

○革工房　蕾

○石照庭園入園・和食付(2

名様分)

○その他

○その他

○石照庭園

○1泊2食付1名様分

○その他

○その他

○会席たむら　田村旅館35,000 35,000円 円

35,000 55,000円 円

6-21 EXシリーズ　プロテインセット 6-22 みまもり訪問サービス(６か月)

○360g×12食分(２

個)360g×18食分(4個)

○その他

○常温

○アルプロン

○月1回の訪問×6回

○その他

○その他

○日本郵便株式会社



島根県雲南市大東町で育った無農

薬綿花と、シーアイランドコット

ンをルーツにもつアメリカ産オー

ガニック超長綿を使用した綿

100％のニットポロシャツです。

農薬を一切使わない、人にも自然

にも優しいコットンを使用してい

ます。大切な人への贈り物として

使用いただけるようギフトボック

スに入れてお届けします。

平成29年にリニューアル

オープン。

季節の食材を使いお食事に

もこだわっております。大

浴場は落ち着ける空間で

す。

寄付額 寄付額

1891年(明治24年)創業。

「日本のさくら名所100

選」に選定された「斐伊川

堤防桜並木」に向かい合う

本館と、大正時代に建造し

た別館があり、閑静な茅葺

の茶室がある日本庭園を眺

めることができます。

自然のままの木立が眺めら

れる純和室の部屋です。ま

た、のどぐろ付きの夕食を

囲炉裏のある食事処で召し

上がっていただきます。朝

食も和食をご用意しており

ます。

寄付額 寄付額

「玉鋼」の墨流しとイタリ

ア製本革のハイブリッド。

重量感があり、携帯用で身

近に「玉鋼」を感じられる

唯一無二のもの。裏面の

「玉鋼」は長年培った技術

で仕上げた鏡面仕上げ。

幻のハガネ「玉鋼」を裏面

に沸かし付した片刃包丁。

墨流しと呼ばれる水面に墨

汁を落とした時の二つと無

い模様です。

寄付額 寄付額

6-23
雲南市産コットン18Gニットポロシャツ　ネ

イビー
6-24 国民宿舎　清嵐荘　ペア宿泊券

○その他

○常温

○加藤完一商店

○1泊2食付2名様分

○その他

○その他

○株式会社　吉田ふるさと

村70,000 75,000円 円

80,000 115,000円 円

6-27 玉鋼　靴べら M 6-28 鐵泉玉鋼　墨流し三徳包丁

6-25
日本庭園の老舗旅館「天野館」ペア宿泊券

(２食付)
6-26 海潮荘宿泊券（ペア宿泊券)

○別館宿泊券2名様分

○その他

○その他

○天野館

○1泊2食付２名様分

○その他

○その他

○有限会社　牛尾荘

○靴べら(105㎜)

○その他

○常温

○株式会社　田部

○刃渡り6寸(18ｃｍ)155ｇ

○その他

○常温

○株式会社　田部130,000 600,000円 円



賞味期限・注意事項

商品番号 商品名／賞味期限／注意事項

1-1

産品名：奥出雲和牛切り落とし500g

・賞味期限30日

・賞味期限は約1ヶ月ございますが、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。

※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下さい。

1-2

産品名：しまね和牛肩ロースすき焼き用650g

・賞味期限30日

・賞味期限は約1ヶ月ございますが、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。

※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下さい

1-3

産品名：奥出雲和牛

肩ロースすき焼き用

・賞味期限30日

・賞味期限は約1ヶ月ございますが、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。

※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下さい。

1-4

産品名：奥出雲和牛

肩ロース焼き肉用

・賞味期限30日

・賞味期限は約1ヶ月ございますが、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。

※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下さい。

1-5

産品名：奥出雲和牛のプレミアムハンバーグと多岐いちじく入りレバーペーストのセット

奥出雲和牛のプレミアムハンバーグ ポワブルベールソース添え[ハンバーグ(130g)×2袋、ポワブルベールソース(40g)×2袋]

　　原産地:島根県/製造地:群馬県

 　　賞味期限:発送日から30日

・島根県産多伎いちじく入りレバーペースト[90g×1袋]

　　原産地:鹿児島県/製造地:東京都

 　　賞味期限:発送日から30日

1-6

産品名：奥出雲和牛のプレミアムハンバーグ３個セット

消費期限：30日間

・発送日基準で賞味期限30日保障

・お申込みから10日以内でお届けいたしますが、原料事情等により、お届けまで20日間程お時間をいただく場合がございます。

・冷凍庫（-18℃以下）で保存し、賞味期限内にお早めにお召し上がりください。

・一度解凍したものを再び凍らせると、品質が変わることがありますのでご注意ください。

（ソースは付きません。画像はイメージです。）

1-7

産品名：奥出雲和牛

サーロインステーキ

・賞味期限30日

・賞味期限は約1ヶ月ございますが、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。

※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下さい。



1-8

産品名：奥出雲和牛のプレミアム

ローストビーフ モモ(300g)

・賞味期限発送日より30日

・お申し込みから10日間程度でお届け致しますが、原料事情等により、20日間程度頂く場合がございます。

・冷凍庫(-18℃以下)で保存し、賞味期限内にお早めにお召し上がりください。

・一度解凍したものを再び凍らせると、品質が変わることがありますのでご注意ください。

・スライスする際は肉の繊維方向に対して垂直に包丁を入れて、肉の繊維を切るようにしてください。

1-9

産品名：奥出雲和牛のプレミアムローストビーフ モモ(300g）とハンバーグ(4個)セット

・発送日基準で賞味期限30日保証

・お申し込みから10日間程度でお届け致しますが、原料事情等により、20日間程度頂く場合がございます。

・冷凍庫(-18℃以下)で保存し、賞味期限内にお早めにお召し上がりください。

・一度解凍したものを再び凍らせると、品質が変わることがありますのでご注意ください。

・ローストビーフをスライスする際は肉の繊維方向に対して垂直に包丁を入れて、肉の繊維を切るようにしてください。

(ソースは付きません。画像は盛り付けイメージです。)

1-10

産品名：奥出雲和牛プレミアムローストビーフ サーロイン(300g)と内もも(300g）のセット

・発送日基準で賞味期限30日保証

・お申し込みから10日間程度でお届け致しますが、原料事情等により、20日間程度頂く場合がございます。

・冷凍庫(-18℃以下)で保存し、賞味期限内にお早めにお召し上がりください。

・一度解凍したものを再び凍らせると、品質が変わることがありますのでご注意ください。

・スライスする際は肉の繊維方向に対して垂直に包丁を入れて、肉の繊維を切るようにしてください。

(画像は盛り付けイメージです。)

2-1

産品名：プレミアムつや姫たたら焔米４kg

・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ください。

・できるだけお早めにお食べください。

2-2

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。

2-3
産品名：雲南産きぬむすめ10kg

直射日光を避け、冷暗所で保管してください。

2-4
産品名：雲南産コシヒカリ10kg

直射日光を避け、冷暗所で保管してください。

2-5
産品名：吉田町・宇山営農組合「うやま米」

直射日光を避け、冷暗所で保管してください。

2-6
産品名：ハデ干し清流米６kg

直射日光を避け、常温保存してください。

2-7

産品名：菅谷たたらの幸三点セット（米、酒、みりん）

・賞味期限：・本みりん 1年半

・米(清流米) 13℃前後にて保存、・清酒(要四郎) 10℃前後にて保存

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。



2-8
産品名：「吉田げんき米」きぬむすめ8kg

直射日光、高温多湿を避け、冷暗所で保管してください。

2-9

産品名：吉田町・宇山営農組合  ｢エコ米うやま米｣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。

2-10

産品名：【定期便6回コース】

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。

3-1
産品名：チーズ2個セット

・賞味期限 イズモ・ラ・ルージュ[4ケ月] プロボローネチーズ[5か月]

3-2
産品名：乳製品Ｂセット(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 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

3-3
産品名：プリン(8個)ヨーグルト(8個)セット

・賞味期限 きすきヨーグルト15日, カスタードプリン6日

3-4

産品名：プレミアムアイスクリーム(VANAGA)

6個セット

荷物が到着次第冷凍庫で保管ください。

3-5

産品名：プレミアムアイスクリーム(VANAGA)

ブラックオリーブ＆バニラセット

荷物が到着次第冷凍庫で保管ください。

3-6

産品名：平飼い八雲鶏　彩り天佑卵

・賞味期限 14日

・10℃以下で保存し、生食の場合は賞味期限内にお召し上がりください。

・賞味期限経過後、またヒビが入った卵はお早めに加熱調理してお召し上がりください。

3-7

産品名：温泉たまごと米たまご「おこめのめぐみ」(6個入パック)のセット

・賞味期限 ・温泉たまご:10日・米たまご「おこめのめぐみ」:13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。

3-8

産品名：ままたまごばうむセット

・消費期限 14日

3-9

産品名：ままたまごぷりん浮わり6個入

・消費期限 製造日より冷凍状態で180日

冷凍状態での納品となります。解凍後は10℃以下の冷蔵庫にて保存ください。解凍後、開封後はすぐにお召し上がりください。



3-10

産品名：プリン・ヨーグルトとチーズDXセット

・賞味期限:・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

4-1

産品名：雲南市の名産　焼さばセット

・消費期限 出荷日+3日

※直射日光や高温を避けて保存してください。

4-2

産品名：【雲南名物】焼き鯖（2本）

・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。

4-3

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。

4-4

産品名：活うなぎ蒲焼・国産(1本）

・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。

4-5

産品名：【創業180年老舗】醤油・ポン酢セット

消費期限：かつおだし(500ml)365日/ゆずぽんず(260ml)365日/こいくち醤油(500ml)365日/うすくち醤油(500ml)365日/うまみ

(500ml)365日

4-6

産品名：【創業180年老舗】醤油・お好み鍋セット

消費期限：各180日

消費期限：かつおだし(500ml)365日/ゆずぽんず(260ml)365日/こいくち醤油(500ml)365日/食べる醤油(70g)180日/しょうゆ麹

鍋スープ(200ml)180日　　　　　※季節によっては、すぐに発送できない場合がございます。詳しくはお問合せください。

4-7

産品名：ふるさとの味【味噌と梅加工品】

消費期限：180日間

・防腐剤等は添加していませんので、お早めにお召し上がりください。

・「うめぼし」は塩分が結晶化して白く粉を吹いたようになることがありますが、品質に問題はありません。

4-8

産品名：笹巻きおこわ　はしま

・賞味期限各90日

4-9

産品名：TAMAMORI(田守り)麺９袋セット

・賞味期限:1年

賞味期限は1年となっていますが、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無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。

4-10

産品名：さくらめんギフト「桜まつり」

・賞味期限 1年

内容量:・桜花めん(乾麺)70g×6, ・桜葉めん(乾麺)70g×3, ・めんつゆ60g×9

原材料:・桜花めん:小麦粉、桜の花、食塩、コチニール色素, ・桜葉めん:小麦粉、食塩、桜の葉、クチナシ色素, ・めんつゆ:ぶど

う糖果糖液糖、食塩、醤油、みりん、風味原料(鰹節)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料

常温保存



4-11

産品名：グルテンフリーの白米麺・玄米麺ミックス日本海のあごだし麺つゆセット

●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。●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。

4-12

産品名：吉田くんらーめん＆吉田の唐辛子三兄弟セット+α

消費期限：すべて製造日より1年

・すべての製品は常温保存が可能ですが、ラーメン以外の製品は開封後出来るだけ早くお召し上がりいただくことをお勧めいた

します。

・画像はイメージです。

4-13

産品名：【期間限定】奥出雲　斐伊川あゆ

消費期限：冷蔵庫に入れお早くご賞味下さい。冷凍すれば保存がききます。

・期間限定出荷のため、発送は7月3日～9月30日までです。

・出荷の時期によりサイズが異なります。7月は1匹約50g程度でありますが、8月は約60g、9月には約70g～のサイズとなりま

す。

4-14

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。

4-15

産品名：自慢の手作り小倉最中 しっぽもひと役12個入り

・賞味期限:製造後40日

内容量:小倉最中しっぽもひと役4個入り×3

原材料:十勝産小豆、砂糖、島根県産もち米、水飴、寒天

保存方法:直射日光を避け常温で保存。

4-16

産品名：雲南市名物「金福だんご」と珈琲のセット

・賞味期限 金福だんご/1か月 ダイヤモンドブレンド/3か月

珈琲は鮮度が一番です。開封されたら冷凍保存をおすすめします。

4-17

産品名：昔懐かし故郷の和菓子

・賞味期限 製造日より31日

※保存料添加物なしのため、開封されましたらできるだけ早めにお召し上がりください。

4-18

産品名：出雲ぜんざい(雑穀入り)３個セット

・賞味期限30日

・お申し込みから10日間程度でお届け致しますが、原料事情等により、20日間程度頂く場合がございます。

・冷凍庫(-18℃以下)で保存し、賞味期限内にお早めにお召し上がりください。

・一度解凍したものを再び凍らせると、品質が変わることがありますのでご注意ください。

(画像は盛り付けイメージです。)

4-19

産品名：奥出雲葡萄園　ワイン・ジュースセット

杜のワイン白　原材料：ぶどう(日本産）酸化防止剤(亜硫酸塩)内容量：750ml　保存方法：直射日光や高温を避けて冷暗所で保

管　ぶどうジュース　原材料：ぶどう(島根県産・山形県産)酸化防止剤(亜硫酸塩)内容量：500ml　保存方法：直射日光や高温を

避けて常温で保管



4-20

産品名：「雲」純米吟醸　無濾過生原酒

本お礼品は冷蔵でのお届けとなりますので、到着後は冷蔵庫での保存をお願い致します。　　未開封の場合でも高温になる場所

や光が当たるような所で保管しますと、風味や色が変化することがあります。　　開封後は風味や色が変化していきますので、

早めにお召し上がり下さい。

4-21

産品名：【数量限定】秀品シャインマスカット

消費期限：10日

※9月上旬ごろより順次発送　※ギアファームは、小さなブドウ園のため、生産量に限りがあります。　※天候により熟期がず

れ、10日程度発送が前後する場合がございますので、ご了承ください。　※丁寧に梱包しておりますが、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。なお、外れ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。

4-22

産品名：お餅・調味料セット

・賞味期限・おたまはん:1年・おにぎりみそ:180日・玉ねぎドレッシング:180日・豚々拍子　豚丼のつゆ:180日・玄米餅、五穀

餅、蕎麦餅:90日

・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下さい。

4-23

産品名：奥出雲の山椒詰合せセット　4品目

・賞味期限:奥出雲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, 山椒ルイボ

スティー 1年

※「奥出雲のはじかみ」は山椒の風味を長持ちさせるために、開封後は冷凍保存をお奨めします。

4-24

産品名：「泡雲」　スパークリング純米酒　750mL

・本お礼品は冷蔵でのお届けとなりますので、到着後は冷蔵庫での保存をお願い致します。

・未開封の場合でも、高温になる場所や光が当たるような所で保管しますと、風味や色が変化することがあります。

・開封後は風味や色が変化していきますので、早めにお召し上がり下さい。

4-25

産品名：【期間限定】笹巻き

・賞味期間:10日

内容量:25本(約800g)

原材料:餅米粉100%(雲南市産)

保存方法:冷蔵

4-26

産品名：【期間限定】丸餅(平餅)

【12月中に順次発送】・賞味期限:30日

内容量:10個入り真空パック×5

原材料:餅米(雲南市)

保存方法:常温

4-27

産品名：お餅セット

・賞味期限90日

・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下さい。

4-28

産品名：奥出雲葡萄園　杜のワイン3本セット

杜のワイン（白）750ml　杜のワイン（赤）750ml　杜のワイン（ロゼ）750ml

原材料：ぶどう（日本産）

※賞味期限はございませんが、直射日光や高温多湿を避けて冷暗所で保管いただき、開栓後はお早めにお召し上がりください。



4-29

産品名：島根特産・海と山の幸のコラボ！驚きの美味さ《のどぐろ塩糀漬け》

・消費期限 冷凍30日

のどぐろを急速冷凍し、おいしさをそのままとじ込め「冷凍便」で全国へ 発送致します。(冷凍は発送のためで、長期保存のた

めではございませんので、御早めにお召し上がり下さい。)

※凍ったままグリル等で焼きますと、きれいに焼き上がり、美味しくいただけます。

4-30

産品名：木次酒造　「泡雲」・「雲」純米吟醸　無濾過生原酒　セット

・本お礼品は冷蔵でのお届けとなりますので、到着後は冷蔵庫での保存をお願い致します。

・未開封の場合でも、高温になる場所や光が当たるような所で保管しますと、風味や色が変化することがあります。

・開封後は風味や色が変化していきますので、早めにお召し上がり下さい。

4-31
産品名：旬の自然農野菜おまかせセットＡ

※お申込みから2週間程度でお届けしますが、野菜の生育や天候により遅れる場合があります。

4-32

産品名：雲南市特産品セットＣ

原材料:・しょうが番茶(番茶、しょうが)、・じゃこのり(のり、食用油脂、じゃこ、山椒、醤油、還元水飴、砂糖、醗酵調味液、

醸造酢)、・舞茸たし醤油(うすくち醤油、糖類、食塩、乾舞茸、乾椎茸、かつおエキス、昆布エキス、調味料、甘味料、酒

精)、・奥出雲ワイン(750ml)、・生そば(麺(そば粉、小麦粉、食塩)、つゆ(醤油、砂糖、鰹節、宗田鰹節、食塩、みりん、昆布、

椎茸、清酒))、・赤唐辛子にんにく(唐辛子、にんにく、食塩)、・梅どれっしんぐ(梅肉、醸造酢、梅酢、砂糖類、昆布エキス、

酵母エキス、しょうゆ、ペッパー、ガーリック、調味料)、・松笠みそ(米、大豆、食塩)、・出雲誉大吟醸(米、米こうじ、醸造ア

ルコール)

4-33

産品名：しまね・酒蔵四季だより(秋・冬)

《11月配送分》

内容量:・日本酒大吟醸720ml/島根県、・板わかめ約10g/島根県、・のどぐろ干物約60g/島根県

原材料:・日本酒(大吟醸):米、米麹、醸造アルコール、・板わかめ:わかめ、塩、・のごぐろ干物:のどぐろ(赤ムツ)

賞味期限:・日本酒(大吟醸)1年、・板わかめ1ヶ月、・のどぐろ干物2週間

保存方法:冷暗所に保存

《2月配送分》

内容量:・日本酒大吟醸にごり酒720ml/島根県、・酒粕、・しじみ甘露煮約100g/島根県、・赤天約100g/島根県

原材料:・日本酒(大吟醸):米、米麹、醸造アルコール、・しじみ甘露煮:しじみ、食塩、砂糖、醤油、水飴、生姜、・赤天:魚肉、

砂糖、塩、大豆たんぱく、還元水あめ、米発酵調味料、唐辛子、ブドウ糖、植物油/加工、澱粉、調味料、着色料

賞味期限:・日本酒(大吟醸)1年、・しじみ甘露煮2週間、・赤天2週間

保存方法:冷暗所に保存

4-34

産品名：しまね・酒蔵四季だより(春・夏)

《5月配送分》

内容量:・日本酒純米大吟醸720ml/島根県、・甘酒720ml、・あごのやき約120g/島根県、・出雲そば約200g/島根県

原材料:・日本酒(純米大吟醸・純米・にごり):米、米麹、・甘酒:米麹、・あごのやき:魚肉(飛魚、たら)、卵白、醸造酒、砂糖、

食塩、でん粉、醗酵調味料、魚介エキス、加工デンプン(小麦由来)、調味料(アミノ酸等)、保存料(ソルビン酸)、(原材料の一部

に大豆を含む)、・出雲そば:そば粉、小麦粉、小麦たん白、食塩、酸味料

賞味期限:・日本酒(大吟醸)1年、・甘酒2週間、・あごのやき2週間、・出雲そば2週間

保存方法:冷暗所に保存

《8月配送分》

内容量:・日本酒純米酒720ml/島根県、・梅酒720ml、・イチジクのドライフルーツ約100g/島根県

原材料:・日本酒(純米酒):米、米麹、・梅酒:日本酒、梅、砂糖、・イチジクのドライフルーツ:イチジク(島根県多伎町産)、砂糖

(てんさい(国産))、ワイン(ぶどう(国産))、レモン果汁(レモン(国産))

賞味期限:・日本酒(純米酒)1年、・梅酒6ヶ月、・イチジクのドライフルーツ2週間

保存方法:冷暗所に保存



5-1

産品名：奥出雲大東銘茶詰合せ　D-3

・賞味期限180日

・開封後はお早めにお飲みください。

・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。

5-2

産品名：有機栽培セット

・賞味期限1年

内容量:・有機玉緑茶50g、・有機ほうじ茶100g、・有機3年番茶100g、・有機桑の葉茶3g×7P、・有機焙じ桑の葉茶3g×7P

産地:緑茶[島根県]、桑葉[島根県]

注意事項:高温多湿を避け、移り香に注意して下さい。

5-3

産品名：フレーバー番茶セット

・賞味期限1年

内容量:・生姜と番茶2g×10P、・青じそと番茶3g×10P、・梅と番茶3g×10P、・山椒と番茶3g×10P、・有機3年番茶30g

原材料:緑茶[島根県]、生姜[島根県]、青じそ[島根県]、梅肉[島根県]、山椒[島根県]

5-4
産品名：尺の内農園　和紅茶・ほうじ茶セット

消費期限：お茶１年、焼き菓子２か月

5-5

産品名：食べるお茶アイス【贅沢】セット

消費期限：製造日より1年

・要冷凍（-18℃以下で保存）

・画像はイメージです。

5-6

産品名：うんなんスイーツセット

・賞味期限1年

内容量:・不昧公番茶ロール1本、・才次郎煎茶ロール1本、・濃い特上煎茶アイス90ml×3個

原材料:緑茶[島根県]、アイスミルク(生乳、乳製品、ビートグラニュー糖、ブドウ糖、乳化安定剤(増粘多糖類))

5-7

産品名：ふる里の味　出雲のこころ3種セット

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。

5-8

産品名：奥出雲大東銘茶詰合せ

・賞味期限180日

●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。

5-9

産品名：食べるお茶アイス【極み】セット

消費期限：製造日より1年

・要冷凍（-18℃以下で保存）

・画像はイメージです。

5-10

産品名：うんなん茶三昧セット

・賞味期限:緑茶1年、茶団子30日

内容量:・有機3年番茶100g、・有機ほうじ番茶100g、・有機桑の葉茶3g×7P、・有機焙じ桑の葉茶3g×7P、・有機玉緑茶(八十

八夜摘み)100g、・茶うどん300g、・茶そうめん300g、・茶団子10個×2P、・山翠100g、・焙炉仕上茶100g

原材料:緑茶[島根県]、桑[島根県]、小麦[国産]、茶団子(砂糖、水飴、もち米、きな粉、緑茶、食塩)

6-1

産品名：IZMOプロテイン【健】セット（チョコ）

消費期限：製造より２年

賞味期限は製造より２年となりますので、お届け時には２年以内での賞味期限となります。



6-2

産品名：木～ほるだ～　き♡セット

内容量:木製キーホルダー(シール付、くり抜きセット)サイズ:6.9×3.2×0.6(cm)

一点一点手作りの作品となっておりますので、色合い・木目などに違いがあります。また、木製ですので濡れると変色または色

移りする場合がございます。

※木の種類は季節により異なります。

6-3

産品名：うんなん刺繍トートバッグ&藍染め手作りミニハンカチセット

内容量:・トートバッグ１個：W36×H37×D11, ・手作り藍染めミニハンカチ１枚

・刺繍部分は使っているうちに糸に毛羽立ちなどが起こってしまう場合があります。また、引っ掛けや引っ張り、摩擦などで糸

が切れてしまう場合がありますのでご注意ください。

・藍染めハンカチは、手染めのため色ムラがありますのでご了承ください。また、洗濯時に他のものと一緒に洗濯されますと色

移りする可能性がありますので、他の物と分けて洗濯してください。

・ハンドメイド品ですので記載されたサイズと多少誤差がある場合がございます。ご了承ください。

※画像はイメージです。

6-4

産品名：雲子ちゃん抗菌ガーゼマスク＆マスクケースセット

・刺繍部分は使っているうちに糸に毛羽立ちなどが起こってしまう場合があります。また、引っ掛けや引っ張り、摩擦などで糸

が切れてしまう場合がありますのでご注意ください。

・ハンドメイド品ですので記載されたサイズと多少誤差がある場合がございます。ご了承ください。

※画像はイメージです。

6-5

産品名：総手縫いで仕立てたヌメ革カードケース

材質:本牛革

色:ナチュラル

サイズ:11cm×6.5cm ポケット×2

注意事項:天然素材ですのでキズ、シワ等見られる場合があります。また手作業で製作しておりますので作品ごとに色や形がわず

かに異なる一点物としてご理解ください。

6-6

産品名：峯寺遊山荘　お食事付き各種体験

【各種体験の例】

・ムササビ野鳥の巣箱作り　・写経と座禅　・日本ミツバチのレクチャー　　・山菜を採って食べる　・タケノコ掘り　・笹巻

き作りとササユリに会う　　・カブトムシ、クワガタ、タマムシ採集　・中秋の名月　・キノコ狩り　・紅葉ウォーキングと山

の幸を食べる　・松明行列と初日の出登山

6-7

産品名：お元気応援隊「ナスくる」利用券(1回分)

【ご利用の流れ】

①寄附お申込みの際、お礼の品のお届け先は寄附者様のご住所をお選びください。

②入金完了後、ナスくるサービスの利用券とともにナスくるご利用案内が寄附者様のご自宅に届きます。

③②に記載されている流れに沿ってナスくるの申込みをしていただき、サービス利用開始日時が決定します。

④ご希望日にご家族のもとへナスくるサービスが伺います。（1回）

【ご注意】

・雲南市のみでのサービス提供になります。

 　ご利用者様が雲南市におられない場合はサービスを利用できません。

 　また、その場合の返金やキャンセルは一切受け付けられませんのでご了承ください。

・有効期限は利用券発行から1年

6-8

産品名：出雲神楽マスク（冷感）2枚セット

・簸の川大蛇退治カラー2枚セット

・簸の川大蛇退治墨絵風2枚セット

お好きなデザインをお選びいただけます。

【原材料】ポリエステル100％

【ご注意】乾燥機に入れたり直接アイロンをかけるのはおやめください。



6-9

産品名：出雲神楽マスク（手作り）2枚セット

・簸の川大蛇退治と茅の輪セット

・簸の川大蛇退治と草薙の剣セット

・簸の川大蛇退治と須佐之男命セット

お好きなデザインをお選びいただけます。

サイズ：男女兼用14㎝×11㎝（片面）

【原材料】表布ーポリエステル100％（吸湿・速乾）、内布ー綿100％（抗菌加工ダブルガーゼ）

【ご注意】乾燥機に入れたり直接アイロンをかけるのはおやめください。

6-10

産品名：出雲神楽Tシャツ

・須佐之男命の墨絵風

・簸の川大蛇退治カラー

・簸の川大蛇退治の墨絵風

・須佐之男命と稲田姫カラー

・簸の川大蛇退治ブルー

Sサイズ：身幅47㎝　Mサイズ：身幅50㎝　Lサイズ：身幅53㎝

ご希望のサイズとお好きなデザインをお選びいただけます。

6-11

産品名：雲南市　里山の薪（中割）

【樹種】ナラ、クヌギ、などの広葉樹

長さ：40㎝　割サイズ：中割　乾燥：天然乾燥、含水率15％未満　箱サイズ：45㎝×36㎝×35㎝

6-12

産品名：雲南市産コットン平編みソックス　ネイビー

【原材料・成分】組成：綿100％　カラー：ネイビー　サイズ：25-27㎝

【洗濯・お手入れについて】・液温は40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができます。・漂白処理はできません。・洗濯処

理後のタンブル乾燥処理はできません。・日陰でのつり干し乾燥をしてください。・底面温度１５０℃を限度としてアイロン仕

上げ処理ができます。・石油系溶剤でのドライクリーニンフ処理ができます。・洗濯の際はネットを使用してください。

6-13

産品名：雲南市ホテル上代宿泊チケット(1泊朝食付)

・有効期限:発行より1年

ホテル上代にお一人様、一泊朝食付きでお泊りいただけるチケットです。一か月前までにご予約下さい。

6-14

産品名：かみくの桃源郷コテージ宿泊券（1泊/定員4名様）【コシヒカリ1kgのお土産付き】

消費期限：宿泊券使用期限：発行日より1年

・寄附お申込み受付後、かみくの桃源郷より宿泊券（コテージ1泊・定員4名様）を送付致します。

・宿泊のお越しの際に、お土産としてコシヒカリ1kgをお渡しします。

・宿泊券に記載の連絡先まで必ず全予約のお電話をお願いします。7月と8額予約は50日前までに、それ以外は30日前までにご予

約ください。希望日に添えない場合がございますので、あらかじめお問い合わせください。

・ふるさと納税返礼品の宿泊券をご使用の旨を予約時に必ずお伝えください。

・ご利用の際は宿泊券を必ずご持参ください、お忘れの場合は事由にかかわらずサービスの提供ができません。

・宿泊券は期限迄に必ずご利用ください。期日を過ぎた宿泊券はご利用頂けません。

・宿泊券の払い戻し等は出来ません。

・新型コロナウイルス感染症対策のため、急遽施設が休館となる場合があります。その時は別の日に変更することが可能です。

・寝具代は別途1組につき440円必要となります。

・コテージにアメニティはありません。併設している売店で購入かご持参をお願いします。

・バーベキューハウス利用希望者は、前もって予約ください。別途料金1人あたり200円必要となります。

・画像はイメージです。

6-15
産品名：IZMOプロテイン【成】セット（チョコ）

賞味期限：製造から2年



6-16

産品名：石照庭園　花しょうぶ品種見計らい12株

紫、青、白など、多様な花を咲かせる株を選んで、それぞれの種を変えて12株を、栽培ハウツーとともにお送りします。プラン

ターでの栽培も簡単です。

【ご注意】開花見込み株を入れておりますが、まれに初年は環境変化から開花しない場合があります。継続で栽培すれば翌年開

花する見込みです。

5月後半から6月にかけての株は、次年の開花のために花、葉を切って出荷したします。ご了承ください。

6月以降の開花中、もしくは開花直後の株を出荷するため。その年の開花はありません。

6-17
産品名：舟木木工所のくみこころ７０ｇ×３種セット

原材料名：桧・杉　　　　　　　　　　　内容量：1個　７０ｇ

6-18

産品名：本革のネームホルダー

■サイズ：　本体：横11cm x 縦8cm、ネックストラップ：100cm(調整可能)

■原材料：　本体：牛革（シュリンクレザー）、ネックストラップ：牛革丸紐（ナチュラル）、真鍮金具

※画像はイメージです。全てを手作業で制作しておりますので作品ごとに色や形がわずかに異なる一点ものとしてご理解くださ

い。

※天然皮革ですので、傷、しわ、色むら等見られる場合があります。

※お申込みの前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願いいたします。

※写真と実物では色が異なって見える場合があります。

6-19

産品名：奥出雲石照庭園入園と和膳

・石照庭園入園、数寄屋座敷「近江屋」での和食

・2名ペアでの参加

6-20

産品名：会席たむら 田村旅館 宿泊チケット(1泊2食付)

・予約方法は、寄附申込み後に届く宿泊券IDとともに、2カ月前までに予約してください。

・朝食・夕食付き。

6-21
産品名：EXシリーズ　プロテインセット

・賞味期限540日

6-22

産品名：みまもり訪問サービス(６か月)

※お申込み後、サービスの利用規約及び重要事項に合意いただけない場合やサービスをご利用になられる方の都合その他の事由

により、サービス提供がされない場合があります。この場合でも、寄附金を返金することはいたしませんので、ご了承くださ

い。（利用規約及び重要事項についてはお近くの郵便局にて必ずご確認ください。）

※ みまもりを受ける方が、雲南市に居住していることが必要です。

※ みまもりを受ける方や、メールでの報告を受ける方の利用同意が事前に得られていることが必要です。

※ 寄附金の入金確認後、契約書類を郵送させていただきますので、必要事項をご記入の上、ご返送をお願いいたします。なお、

契約書類郵送のため、ご登録いただいた氏名、住所、電話番号等の情報が、日本郵便株式会社に提供されます。



6-23

産品名：雲南市産コットン18Gニットポロシャツ　ネイビー

【原材料・成分】組成：綿100％　カラー：ネイビー

サイズ：M　着丈：61.0㎝　身幅：46.5㎝　肩幅：38.5㎝　袖丈：22.5㎝　袖幅：15.0㎝　裾幅：34.5㎝

サイズ：L 　着丈：62.0㎝　身幅：49.5㎝　肩幅：40.0㎝　袖丈：23.0㎝　袖幅：16.5㎝

裾幅：36.5㎝※着丈が短めです。ご注意下さい。

【洗濯・お手入れについて】

・液温は40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができます。

・漂白処理はできません。

・洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできません。

・日陰でのつり干し乾燥をしてください。

・底面温度１５０℃を限度としてアイロン仕上げ処理ができます。

・石油系溶剤でのドライクリーニンフ処理ができます。

・洗濯の際はネットを使用してください。

6-24

産品名：国民宿舎　清嵐荘　ペア宿泊券

消費期限：発行日より1年間有効

・本券にて２名様まで無料でご宿泊いただけます。

・お電話でご予約の際、本券ご利用の旨をお伝えいただき、ご到着時フロント係員にお渡しください。

6-25

産品名：日本庭園の老舗旅館「天野館」ペア宿泊券(２食付)

・別館2名様の宿泊券。

・予約方法は、寄附申込み後に届く宿泊券IDとともに、2カ月前までに予約してください。

・朝食・夕食付き。

6-26

産品名：海潮荘宿泊券（ペア宿泊券)

・予約方法は、寄附申込み後に届く宿泊券IDとともに、2カ月前までに予約してください。

・朝食・夕食付き。

6-27

産品名：玉鋼　靴べら M

※画像はイメージです。

玉鋼製品について：玉鋼は炭素鋼でございます。たたら製鉄で生産された鉄はステンレスではございませんので錆が出てきま

す。錆びにくく保管する為には、

①柔らかい布で汚れをふき取って下さい。

②椿油等を柔らかい布に染み込ませて塗って下さい。

③多湿のところでは露出させないでください。

【錆が出た場合】市販されている錆落としを柔らかい布に染み込ませて速やかにふき取って下さい。錆びの跡が残る場合もござ

いますが、こうした経年変化も、風合いとしてお楽しみいただけたら幸いでございます。

その他メンテナンスにつきましてはお問合せ下さい。

6-28

産品名：鐵泉玉鋼　墨流し三徳包丁

※画像はイメージです。

玉鋼製品について：玉鋼は炭素鋼でございます。たたら製鉄で生産された鉄はステンレスではございませんので錆が出てきま

す。錆びにくく保管する為には、

①柔らかい布で汚れをふき取って下さい。

②椿油等を柔らかい布に染み込ませて塗って下さい。

③多湿のところでは露出させないでください。

【錆が出た場合】市販されている錆落としを柔らかい布に染み込ませて速やかにふき取って下さい。錆びの跡が残る場合もござ

いますが、こうした経年変化も、風合いとしてお楽しみいただけたら幸いでございます。

その他メンテナンスにつきましてはお問合せ下さい。

R312a


