
41425

佐賀県 白石町

【A-8】白石産　たまねぎ（10kg）

5,000円

10kg

【A-5】有明海苔3本セット

5,000円

味海苔（8切56枚）、塩海苔（8切56
枚 ）、焼海苔（8切56枚）

【A-6】塩海苔

5,000円

塩海苔（8切80枚）２個入

【A-19】白石産たまねぎ100%使用
たまねぎスープ

5,000円

1袋(6g)×8袋×2個

【A-24】白石産　もち麦

5,000円

300g×3袋

【A-26】白石れんこんのまぜご飯の
具

5,000円

100g×5袋（生姜×2、牛すじ×1、
まぐろ×1、親鶏×1）

【A-29】白石産たまねぎたっぷり肉
まん　詰め合わせ

5,000円

約70g×10個

【A-30】白石産もち米使用
大福もち（白、赤、よもぎ）

5,000円

約80g×10個

【A-33】からだにぜいたく「大安吉
日トマトケチャップ2個」

5,000円

230g×2個

【A-34】からだにぜいたく「大安吉
日トマトドレッシング2本」

5,000円

200ml×2本

【G-1】苺ジャム

6,000円

230ｇ×３個入り

【H-1】てんぺ味噌・米こうじセッ
ト

7,000円

てんぺ味噌800ｇ×2、米こうじ500
ｇ ×1

※お礼の品の発送にはおおむね1か月程度お時間をいただいております。

※写真はイメージです。

期間限定
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【I-2】白石産　ひのひかり(5kg)

8,000円

5kg

【I-3】白石産　夢しずく(5kg)

8,000円

5kg

【I-4】野々香ドレッシング（3本セ
ット）

8,000円

フレンチドレッシング、ジャポネソ
ース、蓮根ドレッシング各200ml×3
本

【I-8】焼き海苔（全形30枚）

9,000円

全形10枚入り×3袋

【B-6】てんぺ詰合せ

10,000円

・てんぺ・ハンバーグ5個（てんぺ
入り）・メンチカツ5個（てんぺ入
り）・ジャンボ餃子（※テンペは入
っていません）

【B-19】新撰佐賀のり5帖

10,000円

焼のり全形10枚×5袋

【B-28】佐賀県産黒毛和牛（ロース
ステーキ250g×1枚）

10,000円

250ｇ×1枚

【B-36】冷凍いちご（さがほのか・
淡雪・恋みのり）

10,000円

（さがほのか・淡雪・恋みのり）1k
g

【B-37】佐賀のりおかず５個詰１ケ
ース

10,000円

8切6枚×5袋　10個入

【B-41】やましょう「2人前もつ鍋
」セット＜冷凍＞

10,000円

小腸・赤センマイ・シマチョウ　26
0g、ちゃんぽん麺2玉、濃縮醤油ス
ープ　Ｓサイズ1個、

【B-43】佐賀牛モモ・ウデ（すきや
き・しゃぶしゃぶ用）350g

10,000円

モモまたはウデ肉　350g

【Ｂ-46】（佐賀県産しろいし牛）
牧場直送
とろり煮込み用セット700ｇ

10,000円

700g
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【Ｂ-48】牧場直送　岩塩と牛肉の
みで作った手ごねハンバーグ　8個

10,000円

100g×8個

【Ｂ-50】（佐賀県産しろいし牛）
ボリュームたっぷり手ごねハンバー
グ　5個

10,000円

120g×5個

【B-52】（佐賀県産しろいし牛）牧
場直送　希少部位盛り合わせ焼肉
セット 420ｇ

10,000円

420g

【Ｂ-53】牧場直送
牛肉100％ふんわりロールステーキ
8個

10,000円

100g×8個

【B-54】佐賀県産黒毛和牛（切落し
500g）

10,000円

500ｇ（うで、モモ、バラ使用）

【B-55】佐賀県産黒毛和牛モモ・ウ
デ（すきやき・しゃぶしゃぶ用）45
0g

10,000円

モモまたはウデ肉　450g

【Ｂ-56】（佐賀県産しろいし牛）
牧場直送　万能切落し　900ｇ

10,000円

900g

【B-57】白石産玉ねぎたっぷり佐賀
牛コロッケとれんこんメンチカツセ
ット

10,000円

○佐賀牛コロッケ：100g×6個、○
れんこんメンチカツ：100g×6個

【J-4】れんこんハンバーグとれん
こんチップスセット

11,000円

○れんこんハンバーグ（130g×8食
）・・・（デミソース入り、照り焼
きソース入り、たまねぎソース入り
）×各2食、（プレーン、黒胡椒）
×各1食○れんこんチップス（30g×
2袋）・・・プレーン、うすしお

【L-1】白石米を使ったご当地日本
酒セット

14,000円

720ｍｌ×3本

【M-2】白石産
ひのひかり（10kg）

15,000円

10kg

【M-3】白石産　夢しずく（10kg）

15,000円

10kg
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【M-4】佐賀のり　有明の華

15,000円

味海苔（8切6枚）15袋、焼海苔（8
切6枚）15袋

【M-5】佐賀のり　御のり

15,000円

味のり8切5枚×16袋、焼のり8切5枚
×16袋、焼のり2切8枚×4袋

【M-9】やましょうもつ鍋セット（3
～4人前）〈冷凍〉

15,000円

小腸400g、ちゃんぽん麺2玉、濃縮
醤油スープ１ケ

【N-4】佐賀県産黒毛和牛（ロース
ステーキ200g×2枚）

16,000円

200ｇ×2枚

【N-6】（期間限定）特別栽培米七
夕こしひかり（新米5kg×2袋）

16,000円

七夕こしひかり（5kg×2袋）

【N-2】佐賀のり　焼のり金

17,000円

焼きのり全形10枚×10袋

【O-4】佐賀県産黒毛和牛（切落し1
000g）

18,000円

1000ｇ（うで、モモ、バラ使用）

【O-5】佐賀県産黒毛和牛（ロース
）焼肉用　450g

18,000円

450ｇ（リブロース・サーロイン使
用）

【O-6】佐賀県産黒毛和牛
ローススライス（450g）

18,000円

450g

【F-9】佐賀県産黒毛和牛（ロース
ステーキ250g×2枚）

20,000円

250ｇ×2枚

【F-16】牧場直送トロうますきやき
・しゃぶしゃぶ用セット　800g

20,000円

佐賀県産しろいし牛　800g
※部位はモモ部位か、ウデ部位のい
ずれかになります。

【F-17】（佐賀県産しろいし牛）牧
場直送　厚切りサーロインステーキ
600ｇ

20,000円

佐賀県産しろいし牛
200ｇ×3枚、または300ｇ×2枚

期間限定

※8月7日前後より発送予定
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【F-18】（佐賀県産しろいし牛）牧
場直送　ローストビーフ用モモブ
ロック1㎏

20,000円

佐賀県産しろいし牛
1㎏（500ｇ×2）

【F-19】牧場直送　希少部位焼肉セ
ット（高級希少部位含む）800ｇ

20,000円

佐賀県産しろいし牛（800g）

【F-21】牧場直送トロトロすきやき
・しゃぶしゃぶ用セット　600g

20,000円

佐賀県産しろいし牛　600g
※部位はロースか肩ロースのいずれ
かになります。

【F-22】佐賀県産黒毛和牛　肩ロー
ス・リブロース（すき焼き用）600g

20,000円

肩ロースまたはリブロース（スライ
ス）600g

【F-23】牧場直送
希少部位サイコロステーキ　700ｇ

20,000円

佐賀県産しろいし牛（700g）

【C-11】佐賀県産黒毛和牛（ロース
ステーキ250g×3枚）

30,000円

250g×3枚

【C-16】やましょうもつ鍋セット（
6～8人前）〈冷凍〉

30,000円

小腸400g×２袋、ちゃんぽん麺4
玉、濃縮醤油スープ２ケ

【C-18】（佐賀県産しろいし牛）牧
場直送　サーロインブロック　1㎏

30,000円

佐賀県産しろいし牛　1㎏

【C-19】佐賀県産黒毛和牛　肩ロー
ス・リブロース（すき焼き用）900g

30,000円

肩ロースまたはリブロース（スライ
ス）900g

【P-6】佐賀県産黒毛和牛（ロース
ステーキ200g×4枚）

32,000円

200ｇ×4枚

【P-7】佐賀県産黒毛和牛（切落し2
,000g）

36,000円

2,000g（うで、モモ、バラ使用）

【P-9】佐賀県産黒毛和牛（ロース
）焼肉用900g

36,000円

900ｇ（リブロース、サーロイン使
用）
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【P-10】佐賀県産黒毛和牛
ローススライス（900g）

36,000円

900g

【Q-1】白石産
ひのひかり（10kg×3回）

41,000円

10kg×3回

【R-1】白石産
夢しずく（10kg×3回）

42,000円

10kg×3回

【S-2】佐賀牛（切落し1.5kg）

44,000円

1.5kg（うで、モモのみ使用）

【S-3】佐賀牛（ももスライス）1.5
kg

44,000円

1.5kg

【T-3】佐賀県産黒毛和牛（ロース
ステーキ200g×6枚）

48,000円

200g×6枚

【D-7】佐賀県産黒毛和牛（ロース
ステーキ250g×5枚）

50,000円

250g×5枚

【D-9】佐賀県産黒毛和牛牛ヒレ（
サイコロステーキ）600g

50,000円

牛ヒレサイコロステーキ600ｇ

【D-12】佐賀県産黒毛和牛　肩ロー
ス・リブロース（すき焼き用）1500
g

50,000円

肩ロースまたはリブロース（スライ
ス）1500g

【U-1】佐賀牛（ロースステーキ用2
00g×3枚）

53,000円

200g×3枚

【V-4】佐賀県産黒毛和牛（切落し3
.0kg）

54,000円

3.0kg（うで、モモ、バラ使用）

【W-3】佐賀県産黒毛和牛（ロース
ステーキ200g×10枚）

80,000円

200g×10枚

※1か月に1回発送いたします。 ※1か月に1回発送いたします。
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【W-2】佐賀県産黒毛和牛牛ヒレ（
サイコロステーキ）1000g

81,000円

牛ヒレサイコロステーキ1000ｇ

【X-1】佐賀牛（ロースステーキ用2
00g×5枚）

87,000円

200g×5枚

【X-2】佐賀牛（ローススライス500
g×2箱）

87,000円

500g×2箱

【E-9】佐賀県産黒毛和牛（ロース
ブロック2500g）

100,000円

2500g

【E-11】佐賀県産黒毛和牛（ロース
ステーキ250g×10枚）

100,000円

250g×10枚

【E-13】佐賀県産黒毛和牛　肩ロー
ス・リブロース（すき焼き用）3000
g

100,000円

肩ロースまたはリブロース（スライ
ス）3000g

【E-15】佐賀県産黒毛和牛牛ヒレブ
ロック（1000g）

100,000円

牛ヒレブロック（1000g）※1個～3
個でお届けいたします。

【AB-1】佐賀県産黒毛和牛（ロース
ブロック4kg)

162,000円

4kg（※約2kgブロック×2個のお届
けです。）

【AC-1】佐賀牛(ロースステーキ用2
00g×5)+(ローススライス500g×2)

173,000円

佐賀牛：200g×5枚、佐賀牛：500g
×2箱

【AD-3】1年間毎月もつ鍋が届く！
やましょうもつ鍋セット

180,000円

小腸400g×12回、ちゃんぽん麺2玉
×12回、濃縮醤油スープ１ケ×12
回、自家製柚子胡椒50g（初回の
み）　

【AD-4】佐賀県産黒毛和牛　肩ロー
ス・リブロース（すき焼き用）6000
g

200,000円

肩ロースまたはリブロース
（スライス）　6000g
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数量限定

※1か月に1回発送いたします。
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