
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。

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。

寄附額 寄附額

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。

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。

寄附額 寄附額

10,000 15,000円 円

1-3
島根のゆず風味鳥団子野菜あん

4個セット
1-4 しまね和牛肩ロースすき焼き用650g

1-1 奥出雲和牛切り落とし500g 1-2
奥出雲和牛のプレミアムハンバーグ

４個セット

○黒毛和牛切り落とし

[500g]

○肉

○冷凍

○JAしまね雲南地区本部

○約130g×4個

○食品

○冷凍

○ダノベータインターナ

ショナル

○4個セット(1個約200g)

○食品

○冷凍

○ダノベータインターナ

ショナル

○黒毛和牛肩ロース

(650g)

○肉

○冷凍

○JAしまね雲南地区本部15,000 20,000円 円



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。

寄附額 寄附額

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。

寄附額 寄附額

食塩とスパイスだけのシン

プルな下味が黒毛和牛本来

の肉の風味と甘みを引き立

たせており、さらにサーロ

インならではの上質な脂の

美味しさをお楽しみいただ

けます。

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 寄附額

20,000 20,000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(250g)

1-5
奥出雲和牛

肩ロースすき焼き用
1-6

奥出雲和牛

肩ロース焼き肉用

○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

○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

○約250g(1個)

○肉

○冷凍

○ダノベータインターナ

ショナル30,000 30,000円 円

40,000 40,000円 円

1-9
奥出雲和牛のプレミアムローストビーフ サー

ロイン(300g)
1-10

奥出雲和牛のローストビーフ(250g）と

ハンバーグ(4個)セット

○ブロック(300g以上保

証)

○肉

○冷凍

○ダノベータインターナ

ショナル

○(ロ)250g・(ハ)130g×4

○肉

○冷凍

○ダノベータインターナ

ショナル



「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。

寄附額

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。

雲南市吉田町の豊かな自然

の中で安全安心の減農薬栽

培のお米です。新嘗祭で献

上したお米と同じ地域で栽

培したお米です。

寄附額 寄附額

1-11
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(250g）のセット

○(サ)300g・(モ)250g

○肉

○冷凍

○ダノベータインターナ

ショナル70,000 円

2-1 プレミアムつや姫たたら焔米４kg 2-2 清流米5㎏

○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

○清流米5㎏

○米

○常温

○農事組合法人すがや10,000 10,000円 円



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。

寄附額 寄附額

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

「コシヒカリ」をどうぞご

賞味ください。

雲南市で最も奥深い山里、

吉田町・宇山地区産の優良

米！

寄附額 寄附額

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。

寄附額 寄附額

15,000 15,000円 円

2-5 雲南産コシヒカリ10kg 2-6 吉田町・宇山営農組合「うやま米」

2-3 プレミアムつや姫たたら焔米８kg 2-4 雲南産きぬむすめ10kg

○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

○雲南産うやま米８kg

（2kg×4）

○米

○常温

○藤本米穀店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 菅谷たたらの幸  バリューセット

○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

○米3kg・清酒720ml・本

みりん500ml

○米

○常温

○農事組合法人すがや15,000 30,000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。

寄附額 寄附額

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。

寄附額 寄附額

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

○卵・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

○卵・乳製品

○冷蔵

○木次乳業

○ヨーグルト8個、プリン

8個

○卵・乳製品

○冷蔵

○木次乳業

○バニラ他(120ml×6個)

○卵・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

な塩漬けﾌﾞﾗｯｸｵﾘｰﾌﾞを使

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。

寄附額 寄附額

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。

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。

寄附額 寄附額

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。

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。

寄附額 寄附額

10,000 10,000円 円

3-7
たなべのたまごぷりん

3種セット
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 平飼い有精卵　たなべのたまご

○ブラックオリーブ3個、

バニラ2個

○卵・乳製品

○冷凍

○木次乳業

○たなべのたまご（10個

×３パック）

○卵・乳製品

○冷蔵

○㈱田部

○ぷりん３種×3個

○卵・乳製品

○常温

○㈱田部

○バームクーヘン

SOFT(S)1個、バームハー

ド(STICK)2個

○卵・乳製品

○常温

○㈱田部10,000 10,000円 円

10,000 10,000円 円

3-9 ままたまごぷりん浮わり6個入 3-10
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

○ぷりん(120g×6個)

○卵・乳製品

○冷凍

○㈱田部

○温泉たまご5個×6P、米

たまご6個×6P

○卵・乳製品

○冷蔵

○㈲木次ファーム



日本初の低温殺菌牛乳「パ

スチャライズ牛乳」と、親

鳥の餌にまでこだわった

「木次ファームの卵」を使

用。プリン容量は1.6リッ

トルで、なんとプリン16

個分です。可愛いバケツ付

き。

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。

寄附額 寄附額

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。

寄附額

3-11
誕生日やパーティーに大人気の

お取り寄せ「バケツプリン」
3-12

プレミアムアイスクリーム(VANAGA)

12個セット

○プリン容量1.6リットル

×1個（プリン16個分）

○卵・乳製品

○冷蔵

○簸上堂

○バニラ他120ml×12個

○卵・乳製品

○冷凍

○木次乳業10,000 20,000円 円

3-13 プリン・ヨーグルトとチーズDXセット

○ヨーグルト8個、プリン

8個、チーズ3個他

○卵・乳製品

○冷蔵

○木次乳業30,000 円



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。

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。

寄附額 寄附額

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。

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。

寄附額 寄附額

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。

中国山地の山々に囲まれ、

自然に恵まれた地域で栽培

しています。糖度が高く果

汁を豊富に含み口当たりの

良いのが特徴です。メロン

づくりの匠が丹精込めて育

て上げた逸品です。

寄附額 寄附額

10,000 10,000円 円

4-3
KAKEYA 純米 無濾過生原酒（むろかなまげ

んしゅ）
4-4 TAMAMORI(田守り)麺９袋セット

4-1 【雲南名物】焼き鯖（2本） 4-2 【創業180年老舗】醤油・ポン酢セット

○焼き鯖約400g×2本、焼

鯖醤油1個付

○食品

○冷蔵

○石田魚店

○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

○酒（720ml）

○食品

○冷蔵

○日本酒応援団

○米粉麺（100g×9袋）

○食品

○常温

○木村有機農園10,000 10,000円 円

10,000 10,000円 円

4-5 雲南市特産品セットＡ 4-6 雲南市吉田町菅谷産「メロン」

○しょうが番茶、じゃこの

り他

○食品

○掛合の里

○アムスメロン2玉

○食品

○農事組合法人すがや



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。

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。

寄附額 寄附額

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。

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。

寄附額 寄附額

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。

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。

寄附額 寄附額

4-7
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
4-8

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100g×6袋、麺つ

ゆ250ml×1本

○食品

○常温

○宮内舎

○玄米麺・白米麺各3袋、

麺つゆ250ml×1本

○食品

○常温

○宮内舎10,000 10,000円 円

10,000 10,000円 円

4-11 雲南市の名産　焼さばセット 4-12 雲南市名物「金福だんご」と珈琲のセット

4-9 さくらめんギフト「桜まつり」 4-10
自慢の手作り小倉最中 しっぽもひと役12個入

り

○乾麺×9, めんつゆ×9

○食品

○常温

○大原森林組合

○4個入り×3

○食品

○常温

○しっぽもひと役本舗天満

屋

○焼さば（500g×2本/ノ

ルウェー産）

○食品

○冷蔵

○長谷川鮮魚店

○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



「奥出雲和牛」を100％使

用した、和牛の味わいを存

分に楽しめる贅沢なハン

バーグと島根県雲南市産の

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。

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。

寄附額 寄附額

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。

※画像はイメージです。季

節によって内容が異なりま

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。

寄附額 寄附額

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。

雲南市で育てられた平飼い

鶏のもも肉を使ったゆず風

味の鶏つくね入り野菜あん

かけと雲南市産の小豆に

16種の国産雑穀を加えて

じっくり柔らかく煮上げ

た、餅入りぜんざいのセッ

トです。

寄附額 寄附額

10,000 10,000円 円

4-15 旬の自然農野菜おまかせセットB 4-16 焼鯖棒寿司2本入り

4-13
奥出雲和牛ハンバーグ(2個)＆出雲ぜんざい(2

個)
4-14 笹巻きおこわ　はしま

○ハンバーグ(約130g×2

個) ぜんざい(約136g×2

個)

○食品

○冷凍

○ダノベータインターナ

○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)

○季節の野菜5～7種類

○食品

○冷蔵

○フタバ印の野菜

○焼鯖棒寿司(約400g×2

本入り)

○食品

○冷蔵

○石田魚店10,000 10,000円 円

10,000 10,000円 円

4-17 昔懐かし故郷の和菓子 4-18
島根のゆず風味鶏だんご(2個)と出雲ぜんざい

(2個)のセット

○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

○鶏だんご(約200g×2個)

ぜんざい(約136g×2個)

○食品

○冷凍

○ダノベータインターナ

ショナル



30倍濃縮の液体おだしで

す。少量で味が決まる万能

時短調味料です。色も薄

く、素材の色合いをより鮮

やかに仕上げてくれます。

一度使うと手放せない魔法

のおだしです。

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！

寄附額 寄附額

30倍濃縮の液体かつおだ

しと、各種しょうゆのセッ

トです。

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。

寄附額 寄附額

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。

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。辛味はマイルドで香り

が良いのが自慢です。

寄附額 寄附額

4-19
【創業天保年間　老舗醤油屋】一度使うと手

離せない万能調味料かつおだしセット
4-20 【数量限定】秀品シャインマスカット

○かつおだし1L×3本

○食品

○常温

○紅梅しょうゆ

○シャインマスカット2房

(約1.2㎏)

○食品

○冷蔵

○ギアファーム15,000 15,000円 円

15,000 15,000円 円

4-23 お餅セット 4-24 スパイシーセット

4-21
【創業天保年間　老舗醤油屋】おふくろの味

調味料セット
4-22 お餅・調味料セット

○かつおだし、しょうゆ、

他

○食品

○常温

○紅梅しょうゆ

○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

○杵つきまるもち、玄米・

五穀・蕎麦もち

○食品

○常温

○吉田ふるさと村

○焼肉のたれ、おにぎりみ

そ3個他

○食品

○常温

○吉田ふるさと村15,000 15,000円 円



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。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

のピリッとした風味と香

り・旨みを味わい下さい。

寄附額 寄附額

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。

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。

寄附額 寄附額

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。

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。

寄附額 寄附額

15,000 15,000円 円

4-27 活うなぎ蒲焼・国産(1本） 4-28 出雲ぜんざい(雑穀入り)７個セット

4-25 とにかくうまい珈琲とお菓子のセット 4-26 奥出雲の山椒詰合せセット　4品目

○金福だんご、珈琲×2

箱、ご縁餅(きなこ餅)

○食品

○常温

○金時堂

○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

○活うなぎ(約200g)1本入

り、タレ1個付き

○食品

○冷凍

○石田魚店

○7個セット(1パック約

136g)

○食品

○冷凍

○ダノベータインターナ

ショナル15,000 15,000円 円

20,000 20,000円 円

4-29 雲南市特産品セットＢ 4-30 笹巻き

○しょうが番茶、じゃこの

り、ワイン他

○食品

○常温

○掛合の里

○25本(約800g)

○食品

○冷蔵

○うすの会



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。

雲南市で焙煎された香り高

い珈琲と窯元へ特注した珈

琲がさめにくい金時堂特製

マグカップ

寄附額 寄附額

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。

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♪

寄附額 寄附額

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。

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。

寄附額 寄附額

4-31 丸餅(平餅) 4-32
雲南珈琲工場より直送。特製マグカップと珈

琲セット

○10個×5P

○食品

○常温

○うすの会

○ブレンドコーヒー

(120g8袋)・特製マグカッ

プ(2個)

○食品

○常温

○金時堂20,000 20,000円 円

25,000 25,000円 円

4-35 雲南市特産品セットＣ 4-36 しまね・酒蔵四季だより(秋・冬)

4-33
『家伝のうなダレ！自慢の味！』国産・活う

なぎ蒲焼(2本入り）
4-34

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》

○活うなぎ（約200g×2

本）、タレ2個付き

○食品

○冷凍

○石田魚店

○のどぐろ500ｇ（3尾～5

尾）

○食品

○冷凍

○石田魚店

○しょうが番茶、じゃこの

り、他

○食品

○掛合の里

○日本酒他

○食品

○竹下本店30,000 30,000円 円



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。

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。

寄附額 寄附額

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。

「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。

寄附額 寄附額

4-37 しまね・酒蔵四季だより(春・夏) 4-38 旬の自然農野菜おまかせセットＡ

○日本酒他

○食品

○竹下本店

○季節の野菜７～10種類

○食品

○冷蔵

○フタバ印の野菜30,000 30,000円 円

10,000 10,000円 円

5-1 うんなんスイーツセット 5-2 ふるさとの味　煎茶セット

○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(100g)、

ひの川(100g)、一葉

(100g)

○茶

○常温

○砂子原茶業組合



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。

弊社管理の有機JAS認証茶

園及び有機JAS認証桑園で

栽培した緑茶や桑葉で作っ

たお茶です。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。

寄附額 寄附額

特上玉緑茶「才次郎」の粉

末を国産小麦と塩のみで練

り込んだうどんとそうめん

です。水出し専用の煎茶と

共に「涼香」をお楽しみ下

さい。

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。

寄附額 寄附額

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。

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。

寄附額 寄附額

5-3 フレーバー番茶セット 5-4 有機栽培セット

○番茶ティーバッグ10P×

4、番茶30g

○茶

○常温

○藤原茶問屋

○緑茶50g、番茶100g×

2、ティーバッグ3g×7P×

2

○茶

○常温

○藤原茶問屋10,000 10,000円 円

10,000 10,000円 円

5-7 奥出雲大東銘茶詰合せ 5-8 うんなん茶三昧セット

5-5 涼香セット 5-6 奥出雲大東銘茶詰合せ　D-3

○うどん300g×2、そうめ

ん300g×2、煎茶50g

○茶

○常温

○藤原茶問屋

○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

○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

○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



雲南の四季を感じられる逸

品です。自然豊かな情緒溢

れる奥出雲の情景を浮かべ

ながらお召し上がりくださ

い。

雲南の四季を感じられる逸

品です。自然豊かな情緒溢

れる奥出雲の情景を浮かべ

ながらお召し上がりくださ

い。

寄附額 寄附額

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。

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。

寄附額 寄附額

5-9 うんなん季節の便り【四季】セット 5-10 うんなん季節の便り【わらべ】セット

○煎茶、番茶、うどん、そ

うめん、他

○茶

○常温

○藤原茶問屋

○緑茶、煎茶、うどん、そ

うめん、茶団子、他

○茶

○常温

○藤原茶問屋50,000 50,000円 円

10,000 10,000円 円

6-1
IZMOプロテイン【健】セット（フレーバー

おまかせ）
6-2 木～ほるだ～　き♡セット

○ホエイプロテイン

350g、ホエイプロテイン

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



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。

雲南市の形を刺繍したトー

トバック（W30×H35×

D10)と「多根ふれ藍工

房」で藍染めした手作り手

ぬぐいセット。

寄附額 寄附額

雲子ちゃんを刺繍したラン

チバック、ランチクロス、

ミニハンカチのセットで

す。

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。

寄附額 寄附額

子どもたちの健康を守るた

めに、安全性評価が高い食

品添加物の強力除菌成分ク

ロラス酸を配合した消臭除

菌剤。

子どもたちの健康を守るた

めに、安全性評価が高い食

品添加物の強力除菌成分ク

ロラス酸を配合した消臭除

菌剤。

寄附額 寄附額

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

うんなん刺繍トートバック＆藍染てぬぐい

セット

○トートバッグ, ミニハン

カチ

○その他

○その他

○光栄刺繍

○その他

○常温

○光栄刺繍10,000 10,000円 円

10,000 10,000円 円

6-7
ケア・フォー　ノロバリアプラススプレー

300g
6-8 ケア・フォー　ノロバリアプラス1kg

6-5
雲子ちゃん刺繍ランチバック＆ランチクロス

＆ミニハンカチセット
6-6 総手縫いで仕立てたヌメ革カードケース

○その他

○常温

○光栄刺繍

○本牛革11cm×6.5cm

○その他

○常温

○革工房 蕾

○消臭除菌剤300g/1本・

トリガースプレー1本

○その他

○常温

○本部三慶株式会社

○消臭除菌剤　1kg/1本

○その他

○常温

○本部三慶株式会社10,000 15,000円 円



「たたら製鉄」で栄えた吉

田町をガイドが2時間、皆

様のお車を先導・ご案内致

します。初めてのご訪問で

も安心です。

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。

寄附額 寄附額

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。

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。

寄附額 寄附額

雲南市に自社工場を持つア

ルプロンのプロテインで

す。乳酸菌BC-30を配合し

たIZMOプロテインとさら

にvinitrox(天然の疲労回

復素材)を配合したIZMO

O2プロテインに、HMBを

セットにしました。

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。

寄附額 寄附額

20,000 20,000円 円

6-11
日本庭園の老舗旅館「天野館」宿泊券(1名様

分)
6-12 雲南市ホテル上代宿泊チケット(1泊朝食付)

6-9
菅谷たたら山内マイカーツアー（ペアご招

待）
6-10

回遊式日本庭園「石照庭園」お食事付きペア

チケット

○菅谷たたら山内マイカー

ツアー（ペアご招待）

○その他

○その他

○吉田ふるさと村

○石照庭園入園・お食事ペ

アチケット＋お土産付き

○その他

○その他

○石照庭園・鉄の歴史村

○本館宿泊券1名様分

○その他

○その他

○天野館

○1泊朝食付1名様分

○その他

○その他

○有限会社上代20,000 20,000円 円

30,000 35,000円 円

6-13
IZMOプロテイン【柔】セット（フレーバー

おまかせ）
6-14 奥出雲石照庭園入園と和膳

○ホエイプロテイン1kg、

ホエイプロテインO2

1kg、他

○その他

○常温

○アルプロン

○石照庭園入園、和食2名

様分

○その他

○その他

○石照庭園



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。

乳酸菌BC-30を配合した

IZMOプロテインとさらに

vinitrox(天然の疲労回復

素材)を配合したIZMO O2

プロテインに、BCAA、ク

レアチン、グルタミン、

HMB、シェイカーをセッ

トにしました。

寄附額 寄附額

妊娠中、出産後と子供と過

ごす日々を重ねるほどにツ

ヤ感が増し、味わい深く、

世界で1つだけの風合いに

育てることが出来ます。パ

スポートケース、手帳ケー

ス、通帳ケースとしても

ずっと長い間お使いいただ

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。

寄附額 寄附額

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、抹茶を用い

た和食コース料理の堪

能。・提供は細川三斎流景

山勉氏(市内加茂町)・奥出

雲の抹茶文化を堪能。

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。

寄附額 寄附額

6-15
雲南市ホテル上代宿泊ペアチケット(1泊朝食

付)
6-16

IZMOプロテイン【超】セット（フレーバー

おまかせ）

○1泊朝食付2名様分

○その他

○その他

○有限会社上代

○ホエイプロテイン1kg、

ホエイプロテインO2

1kg、他

○その他

○常温

○アルプロン40,000 50,000円 円

50,000 55,000円 円

6-19 本格日本庭園で茶懐石 6-20
日本庭園の老舗旅館「天野館」ペア宿泊券(朝

食・夕食付)

6-17
将来、我が子へ贈る。革製母子手帳ケース(受

注生産)
6-18

日本庭園の老舗旅館「天野館」ペア宿泊券(朝

食付)

○本牛革 16cm×21cm

○その他

○常温

○革工房 蕾

○別館宿泊券2名様分

○その他

○その他

○天野館

○石照庭園入園、茶懐石2

名様分

○その他

○その他

○石照庭園

○別館宿泊券2名様分

○その他

○その他

○天野館70,000 80,000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：奥出雲和牛のプレミアムハンバーグ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。画像は盛り付けイメージです。)

1-3

産品名：島根のゆず風味鳥団子野菜あん4個セット

・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。

(画像は盛り付けイメージです。)

1-4

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

1-5

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。

1-6

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。

1-7

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(250g)

・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 サーロイン(300g)

・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。

(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：奥出雲和牛のローストビーフ(250g）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。)

1-11

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(250g）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：清流米5㎏

できるだけ早めにお召し上がりください。



2-3
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。

2-4
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。

2-5
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。

2-6
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。

2-7

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：菅谷たたらの幸  バリューセット

・賞味期限 ・本みりん　1年半

・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。

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

3-6

産品名：平飼い有精卵　たなべのたまご

・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：たなべのたまごぷりん3種セット

・賞味期限60日

・開封後はお早めにお召し上がりください。

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：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。

3-11

産品名：誕生日やパーティーに大人気のお取り寄せ「バケツプリン」

・消費期限 出荷日+3日

※冷蔵状態でお送りしますので、お礼品が届きましたら冷蔵庫で保存してください。

3-13

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：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。

4-4

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。

4-5

産品名：雲南市特産品セットＡ

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)、・舞茸だし醤油(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)、・生そば(麺(そば粉、小麦粉、食塩)、つゆ(醤油、砂糖、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)

4-6
産品名：雲南市吉田町菅谷産「メロン」

内容量:アムスメロン2玉



4-7

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2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。

・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。

4-9

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

4-10

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。

4-11

産品名：雲南市の名産　焼さばセット

・賞味期限 出荷日＋3日

・直射日光や高温多湿をさけて保存してください。

4-12

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。

4-13

産品名：奥出雲和牛ハンバーグ(2個)＆出雲ぜんざい(2個)

・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。

(ソースは付きません。画像は盛り付けイメージです。)

4-14

産品名：笹巻きおこわ　はしま

・賞味期限各90日

4-16

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。

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：島根のゆず風味鶏だんご(2個)と出雲ぜんざい(2個)のセット

・賞味期限 鶏だんご・ぜんざい共に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。(画像は盛り付けイメージです。)

4-19

産品名：【創業天保年間　老舗醤油屋】一度使うと手離せない万能調味料かつおだしセット

・賞味期限1年半

内容量:かつおだし1L×3本

4-21

産品名：【創業天保年間　老舗醤油屋】おふくろの味調味料セット

・賞味期限:・かつおだし、甘露さしみ、こいくち、うまみ各1年半、・うすくち1年

内容:・かつおだし1L、・こいくち1L×2本、・甘露さしみ1L、・うすくち1L、・うまみ1L

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：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。

4-24

産品名：スパイシーセット

・賞味期限・七味唐辛子・一味唐辛子:1年・焼肉のたれ(中辛):300日・おにぎりみそ(山椒・生姜・唐辛子):180日・青とうがらし&ニンニク:180日・赤唐辛子にんにく:180

日・からみちょ:180日・しょうがドレッシング:180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。

4-25

産品名：とにかくうまい珈琲とお菓子のセット

・賞味期限 餅類:製造日より約1か月 珈琲:焙煎後3か月

保存料添加物不使用のため、開封されましたらできるだけ早めにお召し上がり下さい。



4-26

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。

4-27

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。

4-28

産品名：出雲ぜんざい(雑穀入り)７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。)

4-29

産品名：雲南市特産品セットＢ

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)、・舞茸だし醤油(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)

4-30

産品名：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

4-31

産品名：丸餅(平餅)

・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

4-32

産品名：雲南珈琲工場より直送。特製マグカップと珈琲セット

・賞味期限 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。

4-33

産品名：『家伝のうなダレ！自慢の味！』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。

4-34

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。

4-35

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)

4-36

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



4-37

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：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))

5-2

産品名：ふるさとの味　煎茶セット

・賞味期限180日

・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るので、冷蔵庫に入れておけば1年程度は美味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。

・移り香には十分注意して下さい。

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：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。

5-5

産品名：涼香セット

・賞味期限1年

内容量:・茶うどん300g×2袋、・茶そうめん300g×2袋、・水出し専用煎茶50g

注意事項:高温多湿を避け、移り香に注意して下さい。

5-6

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。

5-7

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。

5-8

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)

5-9

産品名：うんなん季節の便り【四季】セット

・賞味期限:・緑茶1年、・茶団子30日

内容量:《春セット》・桜ほうじ茶2袋、さくら日和茶2箱、・特上玉緑茶80g、《夏セット》・新茶50g、・水出し煎茶50g、・青じそと番茶1袋、・有機桑の葉茶3g×

7P、・有機焙じ桑の葉茶3g×7P、・茶うどん300g、・茶そうめん300g、《秋セット》・神様とお茶1煎パック9袋、・勾玉玄米茶100g、・焙炉仕上茶60g、《冬セッ

ト》・有機3年番茶100g、・山翠100g、・茶団子2袋

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

5-10

産品名：うんなん季節の便り【わらべ】セット

・賞味期限1年

内容量:《春から夏セット》・山翠100g、・水出し用ボトル300ml、・特上水出し用煎茶50g、・上撰水出し用煎茶50g、・茶うどん300g、・茶そうめん300g、・有機3年

番茶100g、《秋～冬セット》・山翠100g、・焙炉仕上茶100g、・プレミアム勾玉玄米茶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、・生姜と番茶2g×10P、・茶団子串付き10個×2P

原材料産地:緑茶[島根県]、・桑[島根県]、小麦[国産]、・生姜[島根県]、・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（フレーバーおまかせ）

・賞味期限:製造から2年

・内容量:・IZMOホエイプロテイン 350g(チョコ・ストロベリー・カフェオレ・バニラのいずれか)、・IZMOホエイプロテインO2 350g(チョコ・ストロベリー・カフェオ

レ・バニラのいずれか)

主な原材料:・IZMOホエプロテイン(乳清たんぱく)、・IZMOホエイプロテインO2(乳清たんぱく)

保存方法:常温

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。

6-6

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

6-7

産品名：ケア・フォー　ノロバリアプラススプレー300g

・使用期限 開封後6ヶ月 未開封12ヶ月

・ご使用の前に、ラベル裏に記載しております「取り扱い上の注意」をご確認ください。

・スプレー装着後は、6ヶ月以内にお使い下さい。

・保管の際は直射日光を避け、冷暗所にて密栓してください。

・パッケージは予告無く変更する場合がございます。

6-8

産品名：ケア・フォー　ノロバリアプラス1kg

・使用期限 開封後6ヶ月 未開封12ヶ月

・ご使用の前に、ラベル裏に記載しております「取り扱い上の注意」をご確認ください。

・保管の際は直射日光を避け、冷暗所にて密栓してください。

6-9

産品名：菅谷たたら山内マイカーツアー（ペアご招待）

・使用期限 申込日から1年

・年末年始、毎週月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日)は催行致しません。

・本お礼品は旅行お礼品であるため催行までに以下の手続きが必要となります。

 【お申込みの流れ】

(1)寄付申込後、吉田ふるさと村から申込書類をお送りいたします。届きましたら、必要事項記入の上、吉田ふるさと村にお送りください。

(2)希望日の1週間前までに希望日をお伝えください。(予約状況によってはご希望に添えない場合がございます)

※3名様以上でご利用される場合は、3名様以降お一人様2,000円(税込)を当日お支払いください。

6-10

産品名：回遊式日本庭園「石照庭園」お食事付きペアチケット

・有効期限 発行より1年間

・寄付お申し込み後、入園券とお食事券を送付いたします。

・来園・お食事は事前にお電話(0854-48-0033)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。

6-11

産品名：日本庭園の老舗旅館「天野館」宿泊券(1名様分)

・本館1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。

・食事はつきません。

6-12

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。

6-13

産品名：IZMOプロテイン【柔】セット（フレーバーおまかせ）

・賞味期限:製造から2年

・内容量:・IZMOホエイプロテイン 1kg(チョコ・ストロベリー・カフェオレ・バニラのいずれか)、・IZMOホエイプロテインO2 1kg(チョコ・ストロベリー・カフェオ

レ・バニラのいずれか)、・IZMO HMB 240カプセル

・主な原材料:・IZMOホエプロテイン(乳清たんぱく)、・IZMOホエイプロテインO2(乳清たんぱく)、・IZMO HMB(澱粉、デキストリン、カルシウム)

・保存方法:常温

6-14

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

6-15

産品名：雲南市ホテル上代宿泊ペアチケット(1泊朝食付)

・有効期限:発行より1年

ホテル上代にお二人様、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。



6-16

産品名：IZMOプロテイン【超】セット（フレーバーおまかせ）

賞味期限:製造から2年

内容量:・IZMOホエイプロテイン 1kg(チョコ・ストロベリー・カフェオレ・バニラのいずれか)、・IZMOホエイプロテインO2 350g(チョコ・ストロベリー・カフェオ

レ・バニラのいずれか)、・IZMOホエイプロテインO2 1kg(チョコ・ストロベリー・カフェオレ・バニラのいずれか)、・IZMO BCAA 450カプセル、・IZMO クレアチン

300カプセル、・IZMO グルタミン 300カプセル、・IZMO HMB 240カプセル、・IZMOシェイカー 400ml 1個

主な原材料:・IZMOホエプロテイン(乳清たんぱく)、・IZMOホエイプロテインO2(乳清たんぱく)、・IZMO BCAA(澱粉、デキストリン/L-ロイシン、プルラン、L-イソロ

イシン、L-バリン)、・IZMO クレアチン(クレアチンモノハイドレート、デキストリン)、・IZMO グルタミン(デキストリン/グルタミン、プルラン、ステアリン酸Ca、微

粒酸化ケイ素)、・IZMO HMB(澱粉、デキストリン、カルシウム)

保存方法:常温

6-17

産品名：将来、我が子へ贈る。革製母子手帳ケース(受注生産)

材質:本牛革(ソフト)

色:こげ茶

サイズ:・外寸16cm×21cm、・ポケット大×4、・ポケット小×1、・カード×9

注意事項:使用している革は、店主自ら買い付けに行ったこだわりの天然素材です。天然素材ですので、キズ、シワ、色むら等見られる場合があります。また、全てを手

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。

6-18

産品名：日本庭園の老舗旅館「天野館」ペア宿泊券(朝食付)

・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。

・朝食付き。

6-19

産品名：本格日本庭園で茶懐石

・石照庭園別棟、数寄屋座敷「近江屋」での茶懐石

・抹茶、日本酒付きの和食コース

・2名ペアでの参加

6-20

産品名：日本庭園の老舗旅館「天野館」ペア宿泊券(朝食・夕食付)

・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。


