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佐賀県 白石町

【有明海産まる等級一番摘み】
塩海苔１６０枚（８０枚×２
個 ）[ＩＡＡ001]
5,000円

塩海苔（8切80枚）２個入

【佐賀のり食べ比べ】
佐賀海苔ボトル３本セット
[ＩＡＥ001]
5,000円

味海苔（8切56枚）
塩海苔（8切56枚）
焼海苔（8切56枚）

【玉ねぎの旨味をギュッと凝縮 
】白石産たまねぎ１００％使用
たまねぎスープ[ＩＡＡ002]

5,000円

1袋（6g）×8袋×2個

松尾青果のこだわり白石れんこ
ん１ｋｇ（５００ｇ×２袋入
り）[ＩＢＤ002]
5,000円

■内容量約1kg（500g×2袋）10
0～150gの蓮根が4節入っていま
す。※保存しやすい小分け袋で
お届けします！

白石産もち米使用大福もち
（白、赤、よもぎ）
[ＩＡＭ002]
5,000円

約80g×10個

白石産たまねぎたっぷり肉まん
詰め合わせ【五反田茶屋】
[ＩＡＭ001]
5,000円

約70g×10個

【手軽においしい！】白石れん
こんのまぜご飯の具（３種）【
べんがら】［ＩＡＺ００３］

5,000円

100g×6袋
■親鶏×2
■生姜×2
■牛すじ×2

ドライフラワーガーランド【ｙ
ｕｍｉｋｏｆａｃｔｏｒｙ】
[ＩＢＹ001]
5,000円

■内容量個数：1つ
■長さ(本体部分)：約30cm
■長さ（全体※ワイヤー部分含
　　　む）約40cm
■幅：約5cm

白石産もち麦９００ｇ
【道の駅しろいしカンパニー】
[ＩＡＡ003]
6,000円

300g×3袋

白石産冷凍いちご
（さがほのか・淡雪・真紅の美
鈴）７５０ｇ[ＩＡＰ002]
6,000円

（さがほのか・淡雪・真紅の美
鈴）750g

白石産冷凍いちご
（さがほのか・淡雪・パールホ
ワイト）７５０ｇ[ＩＡＱ001]
6,000円

（さがほのか・淡雪・パールホ
ワイト）750g

【贅沢２種食べ比べ】白石産冷
凍いちご（淡雪・パールホワイ
ト）７５０ｇ[ＩＡＱ002]
6,000円

750g
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佐賀県　白石町

白石産冷凍いちご
（さがほのか・パールホワイ
ト）７５０ｇ[ＩＡＱ003]
6,000円

750g

松尾青果のこだわり白石れんこ
ん約１．５ｋｇ（４節入り）
[ＩＢＤ003]
6,000円

■内容量約1.5kg※300～350gの
蓮根が4節入っています。

テンペ詰め合わせ
(テンペ１５０ｇ×３袋／テン
ペ味噌８００g×1)[ＩＡＩ005]
6,000円

てんぺ150g×3
てんぺ味噌800g ×1

【小分けがうれしい！】牧場直
営店の黒毛和牛１００％ミンチ
１０００ｇ[ＩＡＸ004]
7,000円

1000g（500g×2パック）

【先行予約】新品種いちご「い
ちごさん」（２４０ｇ×２パッ
ク）[ＩＢＪ001]
7,000円

240g×2パック

1月中旬より順次発送予定

【レンコンの名産地！】白石町
産泥付きれんこん（４ｋｇ）
[ＩＡＫ015]
7,000円

4kg

【さがほのかの旨味を凝縮】苺
ジャム【しろいし特産物直売所
】［ＩＡＩ００２］

7,000円

230g×3個入り

【身体にやさしい発酵食品！】
てんぺ味噌・米こうじセット
[ＩＡＩ001]
7,000円

てんぺ味噌800g×2
米こうじ500 g×1

【野菜の旨味をギュッと凝縮】
白石産野菜のピクルスとドレッ
シングのセット[ＩＡＡ004]
7,000円

・ピクルス220g
・ドレッシング200ml

たまねぎドレッシング＆
いちごさんジャムセット

[ＩＡＡ017]

7,000円

・たまねぎドレッシング
（300ml ）×1本
・いちごさんジャム
（120 ml）×2個

【有明海の伝統的漁具】オイス
ターナイフ（牡蠣剥き）【川﨑
鍛冶屋】［ＩＡＮ００７］

7,000円

【規格等】全長：約24cm持ち手
：約12cm重量：約70g※サイズ
は若干の差異があります

【人気商品！】牧場直営店の黒
毛和牛ローストビーフ用モモブ
ロック５００ｇ[ＩＡＸ005]
8,000円

500g（1つ又は2つのブロック
の合計で）
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佐賀県　白石町

【色つや・旨味・粘り際立つ】
白石産ひのひかり５ｋｇ
[ＩＡＫ002]
8,000円

5kg

【４年連続特Ａ受賞】白石産夢
しずく５ｋｇ【佐賀県農業協同
組合】［ＩＡＫ００３］

8,000円

5kg

【先行予約】縁起の良い紅白さ
がほのかとパールホワイト２２
０ｇ［ＩＡＱ００４］

8,000円

220g（1パック）

2022年1月以降順次出荷

【先行予約】（化粧箱入り）白
石産いちご「さがほのか」４０
０ｇ［ＩＡＰ００３］

8,000円

400g×1箱（12～18粒）

12月より順次発送予定

【先行予約】白石産いちご「い
ちごさん」（１５０ｇ×６パッ
ク）[ＩＡＫ016]
8,000円

平積み150g（約6粒前後）×6パ 
ック

12月下旬から順次発送予定

佐賀県有明海産一番摘み海苔
セット(きざみ焼のり２袋／塩
のり2ケース入り)[ＩＡＹ004]
8,000円

きざみ焼のり2袋
塩のり2ケース（各8切48枚入）
※ギフト用の場合、包装・のし
対応が可能です。ご希望される
場合は、備考欄にご記入くださ
い。

ありたどり３種の熟成むね肉お
かずセット
[ＩＡＧ060]
8,000円

【内容量】
・熟成むね肉のしょうゆ揚げ1袋
　(230ｇ)
・熟成むね肉のカレー揚げ1袋
（230g）
・熟成むね肉のとり天1袋
（230g）

【１１年連続特Ａ受賞】白石産
さがびより５ｋｇ【佐賀県農業
協同組合】［ＩＡＫ００１］

9,000円

5kg

激レアいちご『咲姫』（２５０
ｇ×２パック ）【中村いちご農
園】[ＩＣＢ001]
9,000円

250g×2パック

1月中旬より順次発送予定
※収穫により1粒ごとのサイズ
が異なりますので 、ご了承くだ
さいますようお願いいたしま
す。

【先行予約】淡雪＆さがほのか
赤白いちごセット各２２０ｇ
［ ＩＡＰ００７］

9,000円

淡雪220gさがほのか220g

1月中旬より順次発送予定
※収穫により1粒のサイズが異
なります。サイズは指定出来ま
せん。

焼き海苔（全形３０枚）
【道の駅しろいしカンパニー】

[ＩＡＡ005]
9,000円

全形10枚入り×3袋

【毎日の食卓に】佐賀のりおか
ず１ケース５個入り（計１０ケ
ース）[ＩＡＥ003]
9,000円

8切6枚×5袋10個入
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佐賀県　白石町

【どんなお料理にもあう！】た
まねぎドレッシング４本セット
［ＩＡＡ０１９］

9,000円

たまねぎドレッシング（300ml
）×4本

佐賀県産黒毛和牛贅沢ロースス
テーキ２５０ｇ×１枚
[ＩＡＧ015]
10,000円

250g×1枚（1パックでお届け）

【人気商品！】牧場直営店の手
作りハンバーグ（１４０ｇ×８
個）[ＩＡＸ001]
10,000円

140g×8個

【小分けがうれしい！】牧場直
営店の黒毛和牛の切り落とし１
２００ｇ[ＩＡＸ003]
10,000円

1.2kg（400g×3パック）

【牧場直送】佐賀県産しろいし
牛とろり煮込み用７００ｇ【有
限会社佐賀セントラル牧場】

10,000円

700g

佐賀県産黒毛和牛贅沢切り落と
し５００ｇ１パック
[ＩＡＧ001]
10,000円

500g×1パック
※1枚1枚重ねて 、巻きにした
状態でお届けします（2～3巻
き）。一度に食べきれない場合
は、1巻きごとにラ ップをして
保存することも可能です。

佐賀県産黒毛和牛贅沢スライス
すき焼き・しゃぶしゃぶ用モモ 
・ウデ４５０ｇ１パック

10,000円

450g×1パック

佐賀牛贅沢スライスすき焼き・
しゃぶしゃぶ用モモ・ウデ３５
０ｇ１パック

10,000円

350g×1パック

佐賀牛贅沢切り落とし４００ｇ
【株式会社いろは精肉店】

10,000円

400g×1パック※1枚1枚重ねて 
、巻きにした状態でお届けしま
す（2～3巻き）。一度に食べき
れない場合は、1巻きごとにラ 
ップをして保存することも可
能です。

【牧場直送】佐賀県産しろいし
牛焼肉用盛り合わせセット
（希少部位）４２０ｇ

10,000円

420g

【牧場直送】牛肉１００％ふん
わりロールステーキ１００ｇ×
８個[ＩＡＨ018]
10,000円

100g×8個

【牧場直送】佐賀県産しろいし
牛サイコロステーキ
（希少部位 ）３５０ｇ

10,000円

350g
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佐賀県　白石町

やましょうもつ鍋セット（醤油
味）２人前［ＩＡＬ００１］

10,000円

・小腸260g
・ちゃんぽん麺2玉
・濃縮醤油スープ
　（Sサイズ）1袋

【牧場直送】岩塩と牛肉のみで
作った手ごねハンバーグ１００
ｇ×８個[ＩＡＨ015]
10,000円

100g×8個
※1つ1つ個包装してお届けい
たします。

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
１２０ｇ×５個[ＩＡＨ016]
10,000円

120g×5個
※1つ1つ個包装してお届けい
たします。

【牧場直送】佐賀県産しろいし
牛万能切落し１０００ｇ
[ＩＡＨ005]
10,000円

1000g

【ボリューム満点！】ありたど
りもも肉５袋＆熟成むね肉２袋
詰め合わせ[ＩＡＧ059]
10,000円

・ありたどりモモ肉5袋
・ありたどり熟成ムネ肉2袋
　　　　　　　　　合計2.1kg

【たっぷりうれしい！】
ありたどりもも肉（１ｋｇ×２
袋）[ＩＡＧ061]
10,000円

ありたどりモモ肉1kg×2袋
　　　　　　　　　（計2kg）

牧場直営店の手作りメンチカツ
（８５ｇ×１０個）
[ＩＡＸ002]

10,000円

85g×10個

白石産冷凍いちご
（さがほのか・淡雪・真紅の美
鈴）１．５ｋｇ[ＩＡＰ001]
10,000円

（さがほのか・淡雪・真紅の美
鈴）1.5kg

【期間限定】ほんのりピンク白
いちご希少な「淡雪」２２０ｇ
×２パック［ＩＡＰ００５］

10,000円

220g×2パック

1月中旬より順次発送予定

※収穫により1粒のサイズが異
なります。サイズは指定出来ま
せん。

白石ふるさと納税に新品種！上
品な香りの「かおり野」２３５
ｇ×２パック［ＩＡＰ００８］

10,000円

約235g×2パック

12月より順次出荷

【先行予約】その美味しさ四つ
星級！新品種「よつぼし」２３
５ｇ×２パック[ＩＡＰ００９]
10,000円

約235g×2パック

1月より順次出荷

【先行予約】赤白「パールホワ
イト」＆「さがほのか」各２２
０ｇ［ＩＡＱ００５］

10,000円

各220g

1月中旬より順次発送予定

※収穫により1粒のサイズが異
なります。サイズは指定出来ま
せん。
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佐賀県　白石町

【先行予約】赤白「いちごさん
」＆「パールホワイト」セット
各２２０ｇ［ＩＢＧ００２］

10,000円

1月中旬より順次発送予定

いちごさん220g×1パック、
パ ールホワイト220g×1パック
※ 収穫により1粒のサイズが異
なります。サイズは指定出来
ません。

【先行予約】いちごに想いをの
せて「恋みのり」２４０ｇ×２
パック［ＩＢＨ００１］

10,000円

240g×2パック

12月より順次発送予定

※収穫により1粒のサイズが異
なります。

【先行予約】味のバランスのよ
い希少な白いちご「天使のいち
ご」２２０ｇ×２パック

10,000円

220g×2パック

1月中旬より順次発送予定

※収穫により1粒のサイズが異
なります。サイズは指定出来ま
せん。

【先行予約】期待の新ブランド
いちご「いちごさん」（化粧箱
入り４００ｇ）[ＩＢＪ002]
10,000円

400g(化粧箱入り)

1月中旬より順次発送予定

【贅沢な味わい】新撰佐賀のり
５帖（焼きのり全形１０枚×５
袋）【佐賀県有明海漁協協同組

10,000円

焼のり全形10枚×5袋

【期間限定】【オーガニック（
有機ＪＡＳ認定）】酵素新玉ね
ぎとおまかせ野菜セット５ｋ…

10,000円

酵素新玉ねぎとお野菜を合わせ
て総重量5kg▶おまかせお野菜は
以下のお野菜の中から1～2品入
ります。【パプリカ、なす、と
うもろこし、かぼちゃ、ミン…

【身体にやさしい発酵食品！】
テンペ詰め合わせ
[ＩＡＩ006]
10,000円

・てんぺ150g×3
・てんぺ味噌800g ×1
・てんぺハンバーグ

（3個入） ×1

【ホクホクおいしい！】こだわ
り白石れんこん３ｋｇ【れんこ
んの家やました】［ＩＡＷ０…

10,000円

■内容量3kg

※れんこんL～2Lサイズで7節〜
11節入り（節数は前後する場合
がございます。） 
※鮮度を保つため、れんこんは
泥付きの状態でお送りします。

【ミシュランシェフも認めた】
田島屋れんこん３ｋｇ（泥付
き ）【田島屋れんこん】

10,000円

■内容量れんこん（L～2Lサイ
ズ）3kg※8節〜11節入り（節数
は前後する場合がございます。
）※鮮度を保つため、れんこん
は泥付きの状態でお送りします
。…

【極上の１本】【ＴｈｅＳＡＧ
Ａ認定酒】能古見純米大吟醸７
２０ｍｌ×１本【渕上酒店】

10,000円

能古見純米大吟醸720ml1本
※直射日光を避け、風通しがよ
い冷暗所で保管してください。
※ギフト用の場合、包装・のし
対応が可能です。

【食卓をより贅沢に！】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

【口の中でとろける！】玉ねぎ
たっぷりカレーセット（４袋分
）【玉葱農家陣内ちひろ】［…

10,000円

【内容量】玉ねぎカレー（180g
）×4袋【原材料】玉葱、豚肉
、カレールウ、カレー粉、カレ
ーペースト、砂糖、ニンニク、
生姜、オリーブオイル、出汁（
…
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佐賀県　白石町

【手軽に一品！】玉ねぎたっぷ
りおかずセット（スープ／カレ
ー各種２袋入り）【玉葱農家…

10,000円

【内容量】玉ねぎスープ（210g
）×2袋玉ねぎカレー（180g）
×2袋【原材料】≪玉ねぎスー
プ≫原材料玉葱、鶏挽肉、バタ
ー、チキンコンソメ、卵、片栗
粉、…

【ギフトにもおすすめ！】玉ね
ぎづくし加工品詰め合わせセッ
ト（スープ／カレー／ドレッ…

10,000円

【内容量】玉ねぎスープ（210g
）×1袋玉ねぎカレー（180g）
×1袋大人の玉ねぎドレッシン
グ150ml×1本子供の玉ねぎドレ
ッシング150ml×1本【原材料】
≪玉…

玉ねぎたっぷりスープセット
（５袋分）【玉葱農家陣内ちひ
ろ】[ＩＡＯ006]

10,000円

【内容量】
玉ねぎスープ（210g ）×5袋

【季節の彩りを楽しむ】ドライ
フラワーリース（フレーム付
き ）[ＩＢＹ002]
10,000円

■内容量個数：1つ

・フレームサイズ
　　　　　　32.5cm×24.5cm
・リースの直径　約16cm

【職人技光る】三徳包丁小サイ
ズ（刃渡り約１０．３ｃｍ）鉄
／黒打ち／白鋼【川﨑鍛冶屋…

10,000円

全長：約22.5cm刃渡：約10.3cm
刃幅：約3.7cm形状：両刃心材
：白鋼（白紙1号）側材：鉄柄
材：朴木※サイズは若干の差異
があります

【首に巻き着ける！】新感覚！
まほうのネックウォーマー【有
限会社ジーンスレッド】［Ｉ…

10,000円

■内容1個入■カラーブラック/
レッド/グリーンのうち、いず
れかをお選びいただけます。
※ ご希望があれば備考欄にご記
入ください。

【栄養たっぷりヘルシー！】れ
んこんハンバーグとれんこんチ
ップスセット【べんがら】［…

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、プレーン）×各
2食
○れんこんチップス（30g× 2
袋…

【ギフトにもおすすめ！】佐賀
県有明海産一番摘み海苔セット
（焼のり／塩のり各３ケース…

11,000円

・焼ケース3板のり全形6枚分
　（8切48枚入）
・塩ケース3板のり全形6枚分
　（8切48枚入）
※ギフト用の場合、包装・の
し対応が可能です。

【ギフトにもおすすめ！】佐賀
県有明海産一番摘み海苔セット
（焼・塩のり各１ケース／焼…

11,000円

・焼・塩のりケース
　各1全形6枚分（8切48枚入）
・焼きのり1袋全形10枚分
　（半切20枚入）
・塩のり2袋全形10枚分
　（半切20枚入）
※ ギフト用の場合、包装・のし
対 応が可能です。

【ギフトにもおすすめ！】佐賀
県有明海産一番摘み海苔セット
（焼のり３袋／塩のり２袋各…

11,000円

・焼きのり3袋
（板のり全形10枚入）
・塩のり2袋
（板のり全形10枚入）

※ギフト用の場合、包装 ・のし
対応が可能です。

【素材の味そのまま！】無添加
玉ねぎドレッシング（きざみ１
本・おろし２本）と新鮮玉ね…

11,000円

・玉ねぎきざみドレッシング　
200m l×1本

・玉ねぎおろしドレッシング
200ml×2本

・玉ねぎ・・・約2k g

【素材の味そのまま！】無添加
玉ねぎドレッシング（きざみ２
本・おろし１本）と新鮮玉ね…

11,000円

・玉ねぎきざみドレッシング
200m l×2本

・玉ねぎおろしドレッシング
200ml×1本

・玉ねぎ・・・約2k g
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佐賀県　白石町

【期間限定！】おいしさ絶品！
こだわりれんこん約２ｋｇ【黒
木農園】［ＩＡＵ００１］

11,000円

約2kg
※鮮度を保つため、れんこん
は泥付きの状態でお送りしま
す。

・…

【ギフトにもおすすめ！】白石
米を使ったご当地純米酒セット
７２０ｍｌ×２本（肥前蔵心・

11,000円

・『矢野酒造』肥前蔵心純米酒
　　72 0ml×1本
・『矢野酒造』農民藝術論　　
　　720ml×1本
※直射日光を避け 、風通しがよ
い冷暗所で保管してください。

【サガン鳥栖応援！】ライトメ
ッシュＵＶカラーマスク【有限
会社ジーンスレッド】［ＩＡ…

11,000円

■内容1個入り■サイズSサイズ
（子ども用）Mサイズ（女性向
け）Lサイズ（男性向け）■カ
ラー応援ブルー応援ピンク応援
ハーフカラー上記3色のいずれ
かを…

【耳へのストレス一切なし！】
耳にかけないライトメッシュベ
ルトマスク【有限会社ジーン…

11,000円

■内容1個入り■サイズSサイズ
（子ども用）Mサイズ■カラー
ホワイト/ブラック/ブルー/グ
レー/ピンク/パープルのいずれ
かをお選びいただけます。※ご
希望…

【暑い夏を快適に！】リピータ
ー続出！ライトメッシュＵＶマ
スク【有限会社ジーンスレッ…

11,000円

■内容1個入り■サイズSサイズ
（子ども用）Mサイズ（女性向
け）Lサイズ（男性向け）■カ
ラーホワイトメッシュ（マスク
表面）×ホワイト（マスク裏面
）ホ…

【先行予約】ほんのりピンクな
白いちご希少「淡雪」（化粧箱
入り４００ｇ）[ＩＡＰ004]
12,000円

400g（12～18粒）

1月中旬より順次発送予定

【先行予約】赤白いちご「いち
ごさん」＆「パールホワイト」
化粧箱４００ｇ[ＩＢＧ001]
12,000円

400g（約15粒～18粒）

1月中旬より順次発送予定

※収穫により1粒のサイズが異
なります 。サイズは指定出来ま
せん。※ 白いちごが1/3、赤い
ちごが2/3の割合となります。

【先行予約】味のバランスのよ
い希少な白いちご「天使のいち
ご」（化粧箱入り４００ｇ）

12,000円

400g

1月中旬より順次発送予定

※収穫により1粒のサイズが異
なります。サイズは指定出来ま
せん。

【先行予約】酸味ひかえめ高糖
度！いちご「こはる」（２４０
ｇ×２パック）[ＩＺＺ００４]
12,000円

240g×2パック

1月中旬より順次発送予定

【ギフトにもおすすめ！】【Ｔ
ｈｅＳＡＧＡ認定酒】能古見辛
口飲み比べセット

12,000円

・能古見純米吟醸辛口720ml1本
・能古見特別純米辛口720ml1本

※直射日光を避け、風通しがよ
い冷暗所で保管してください。

【ギフトにもおすすめ！】【Ｔ
ｈｅＳＡＧＡ認定酒】能古見お
すすめ飲み比べセット

12,000円

・能古見純米吟醸720ml1本
・能古見特別純米720ml1本

※直射日光を避け、風通しがよ
い冷暗所で保管してください。

【マイルドな味わい！】子供の
たまねぎドレッシング１５０ｍ
ｌ×６本[ＩＡＯ002]
12,000円

■内容量150ml×6本
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佐賀県　白石町

【クセになるおいしさ！】大人
のたまねぎドレッシング１５０
ｍｌ×６本[ＩＡＯ003]
12,000円

■内容量150ml×6本

たまねぎドレッシング（大人用
１５０ｍｌ×３本／子供用１５
０ｍｌ×3本[ＩＡＯ004]
12,000円

■内容量大人用150ml×3本
　　　　子供用150ml×3本

佐賀牛贅沢ロースステーキ２５
０ｇ×１枚（計２５０ｇ）【株
式会社いろは精肉店】［ＩＡＧ

13,000円

250g×1枚（1パックでお届け）

【２０年ぶりの期待の新ブラン
ド】いちごさんジャム６本入り
［ＩＡＡ０１８］

13,000円

いちごさんジャム（120ml）
　　　　　　　　　　　×6個

【職人技光る】三徳包丁中サイ
ズ（刃渡り約１３．５ｃｍ）鉄
／黒打ち／白鋼【川﨑鍛冶屋…

13,000円

全長：約26.5cm刃渡：約13.5cm
刃幅：約4.2cm形状：両刃心材
：白鋼（白紙1号）側材：鉄柄
材：朴木※サイズは若干の差異
があります

【サガン鳥栖ファン必見！】選
手も愛用！ライトメッシュＵＶ
マスク×サガン鳥栖【有限会社

13,000円

■内容1個入り■サイズSサイズ
（子ども用）Mサイズ（女性向
け）Lサイズ（男性向け）■カ
ラーホワイト×ブルーホワイト
×ピンクネイビー×ブラック上
記3色…

【ソフトバンクホークスファン
必見！】ライトメッシュＵＶマ
スク×ソフトバンクホークス（

13,000円

■内容1個入り■サイズSサイズ
（子ども用）Mサイズ（女性向
け）Lサイズ（男性向け）■カ
ラーホワイト×イエロー（英文
字）ホワイト×イエロー（Shロ
ゴ）…

【ソフトバンクホークスファン
必見！】ライトメッシュＵＶマ
スク×ソフトバンクホークス（

13,000円

■内容1個入り■サイズSサイズ
（子ども用）Mサイズ（女性向
け）Lサイズ（男性向け）■カ
ラーブラック×イエロー（英文
字）ブラック×イエロー（Shロ
ゴ）…

【ギフトにもおすすめ！】白石
米を使ったご当地純米酒セット
７２０ｍｌ×３本

14,000円

・『松浦一酒造』松浦一純米酒
辛口720ml1本

・『矢野酒造』肥前蔵心純米酒
720ml1本

・『基山商店』基峰鶴超辛口純
米酒720ml1本

【極上の１本】【ＴｈｅＳＡＧ
Ａ認定酒】肥前蔵心純米大吟醸
権右衛門７２０ｍｌ×１本

14,000円

・肥前蔵心純米大吟醸権右衛門
72 0ml1本

※直射日光を避け、風通しがよ
い冷暗所で保管してください。
※ギフト用の場合、包装 ・のし
対応が可能です。

【人気商品！】牧場直営店の黒
毛和牛ローストビーフ用モモブ
ロック１０００ｇ

15,000円

1000g（2つ又は3つのブロック
の合計で）

【牧場直送】佐賀県産和牛焼肉
用盛り合わせセット
（希少部位 ）４６０ｇ

15,000円

460g
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佐賀県　白石町

やましょうもつ鍋セット（醤油
味）３～４人前［ＩＡＬ００２
］

15,000円

小腸390gちゃんぽん麺2玉濃縮
醤油スープ（Lサイズ）1袋

【色つや・旨味・粘り際立つ】
白石産ひのひかり１０ｋｇ（５
ｋｇ×２袋）【佐賀県農業協同

15,000円

10kg※5kg×2袋

【４年連続特Ａ受賞】白石産夢
しずく１０ｋｇ（５ｋｇ×２袋
）【佐賀県農業協同組合】［Ｉ

15,000円

10kg※5kg×2袋

【先行予約】上品な甘さ！希少
な白いちご「パールホワイト」
２２０ｇ×２[ＩＺＺ003]
15,000円

220g×2パック

1月中旬より順次発送予定

※収穫時期により1粒のサイ
ズが異なります。サイズは指
定出来ません。

【佐賀のり食べ比べ】佐賀のり
（有明の華）味海苔・塩海苔
（ 各８切６枚１５セット）

15,000円

・味海苔（8切6枚）15袋
・焼海苔（ 8切6枚）15袋

【ギフトにもおすすめ！】佐賀
のり御のり詰め合わせセット【
佐賀県有明海漁協協同組合白…

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

【やみつきになる甘さ！】松尾
青果のこだわり白石れんこん４
ｋｇ[ＩＢＤ001]
15,000円

■内容量約4kg※約10～14節入
っています。

【職人技光る】三徳包丁中サイ
ズ（刃渡り約１５．５ｃｍ）ス
テンレス／白鋼【川﨑鍛冶屋…

15,000円

全長：約26.5cm刃渡：約15.5cm
刃幅：約3.8cm形状：両刃心材
：白鋼（白紙1号）側材：ステ
ンレス柄材：茶染木※サイズは
若干の差異があります

【業界初のエイジングケアマス
ク】つけながら肌ケア！ナノプ
ラチナモイストマスク【有限…

15,000円

■内容1個入り■サイズMサイズ
（女性向け）Lサイズ（男性向
け）■カラーホワイト/ブラッ
ク/ゴールドのいずれかをお選
びいただけます。※ご希望のサ
イズ…

【スポーツしながら肌ケアも！
】ナノプラチナモイストマスク
／スポーツブラックタイプ【…

15,000円

■内容1個入り■サイズMサイズ
（女性向け）Lサイズ（男性向
け）■カラーブラックベース×
（レッド/ブルー/ベージュ/グ
リーン/ピンク/ゴールドブラッ
ク）…

佐賀県産黒毛和牛贅沢ロースス
テーキ２００ｇ×２枚（計４０
０ｇ）【株式会社いろは精肉店

16,000円

200g×2枚（1パックでお届け）

【１１年連続特Ａ受賞】白石産
さがびより１０ｋｇ（５ｋｇ×
２袋）【佐賀県農業協同組合】

16,000円

10kg※5kg×2袋
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佐賀県　白石町

【ギフトにもおすすめ！】【Ｔ
ｈｅＳＡＧＡ認定酒】味わい深
い純米酒飲み比べセット

16,000円

・東一特別純米720ml1本
・能古見特別純米720ml1本
・能古見特別純米辛口720ml1本
※直射日光を避け 、風通しがよ
い冷暗所で保管してください。

【職人技光る】三徳包丁大サイ
ズ（刃渡り約１６．０ｃｍ）鉄
／黒打ち／白鋼【川﨑鍛冶屋…

16,000円

全長：約29.5cm刃渡：約16.0cm
刃幅：約4.6cm形状：両刃心材
：白鋼（白紙1号）側材：鉄柄
材：朴木※サイズは若干の差異
があります

【Ｎ－７】白石産いちご「淡雪
」＆「パールホワイト」セット

17,000円

淡雪（220g×1パック）、パー
ルホワイト（220g×1パック）
※収穫により1粒のサイズが異
なります。サイズは指定出来ま
せん。

【上質な味わい】焼佐賀のり金
１０枚×１０袋（計１００枚入
り）[ＩＡＥ005]
17,000円

焼きのり全形10枚×10袋

【期間限定・数量限定】極上れ
んこん約２ｋｇ大切な人へのギ
フトにもおすすめ！

17,000円

約2kg
※鮮度を保つため、れんこん
は泥付きの状態でお送りしま
す。新鮮なれんこんをお楽しみ
ください。

【あなたの足のお悩み解消！】
まほうのフットウォーマー【有
限会社ジーンスレッド】［Ｉ…

17,000円

■内容1組入り■サイズ（ふく
らはぎ最大周囲）Sサイズ：26
～31Mサイズ：30～35Lサイズ：
34～39※実際の伸縮では＋4cm
伸びます■カラーブラック/グ
レーの…

【あたたかさ段違い！】まほう
のウエストウォーマー（腹巻）
【有限会社ジーンスレッド】…

17,000円

■内容1個入り■サイズ（ウエ
スト周り）Sサイズ：58～64Mサ
イズ：64～70Lサイズ：69～77L
Lサイズ：77～85■カラーブラ
ック/グレーのいずれかをお選
びい…

【抗ウイルス×花粉ブロック×
消臭効果】まほうのプロテクシ
ョン保温マスク【有限会社ジー

17,000円

■内容1個入り（15g）■カラー
ブラック/グレー/ピンク/ホワ
イト/ブルーのうち、いずれか
をお選びいただけます。ご希望
があれば備考欄にご記入くださ
い…

佐賀県産黒毛和牛贅沢ロースス
ライスすき焼き・しゃぶしゃぶ
用４５０ｇ１パック

18,000円

450g×1パック

佐賀県産黒毛和牛贅沢ロース焼
肉用４５０ｇ１パック

【株式会社いろは精肉店】

18,000円

450g×1パック

【牧場直送】佐賀県産和牛至福
の切落し１０００ｇ【有限会社
佐賀セントラル牧場】

18,000円

1000g（500g×2パック）

【牧場直送】佐賀県産和牛ステ 
ーキ食べ比べセット（希少部
位 ）４２０ｇ[ＩＡＨ021]

18,000円

420g
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佐賀県　白石町

【圧倒的リピート率！】佐賀県
産黒毛和牛贅沢切り落とし１ｋ
ｇ（１０００ｇ×１パック）

18,000円

1000g×1パック
※1枚1枚重ねて 、巻きにした状
態でお届けします（4～5巻
き）。一度に食べきれない場合
は、1巻きごとにラ ップをして
保存することも可能 です。

【職人技光る】三徳包丁大サイ
ズ（刃渡り約１７．５ｃｍ）ス
テンレス／白鋼【川﨑鍛冶屋…

18,000円

【規格等】全長：約29.5cm刃渡
：約17.5cm刃幅：約4.4cm形状
：両刃心材：白鋼（白紙1号）
側材：ステンレス柄材：茶染木
※サイズは若干の差異がありま
す

【ギフトにもおすすめ！】【Ｔ
ｈｅＳＡＧＡ認定酒】おすすめ
純米吟醸酒飲み比べセット

19,000円

・能古見純米吟醸720ml1本
・岩の蔵純米吟醸720ml1本
・幸姫純米吟醸RISE720ml1本
※直射日光を避け 、風通しがよ
い冷暗所で保管してください。

【あと味スッキリ！】こだわり
の甘酒５００ｍｌ×４本【白浜
農産】［ＩＢＬ０１４］

19,000円

500ml×4本

佐賀県産黒毛和牛贅沢スライス
すき焼き・しゃぶしゃぶ用肩ロ 
ース・リブロース６００ｇ

20,000円

600g×1パック

佐賀県産黒毛和牛贅沢ロースス
テーキ２５０ｇ×２枚（計５０
０ｇ）【株式会社いろは精肉店

20,000円

250g×2枚（1パックでお届け）

【牧場直送】佐賀県産和牛サイ
コロステーキ（希少部位）５０
０ｇ[ＩＡＨ014]
20,000円

500g

【贅沢な味わい】牧場直営店の
黒毛和牛ロースステーキ（８０
０ｇ）[ＩＡＸ007]
20,000円

800g（200g～300g×3～4枚）

【牧場直送】佐賀県産しろいし
牛厚切りサーロインステーキ６
００ｇ[ＩＡＨ019]
20,000円

200g×3枚、または300g×2枚

【牧場直送】佐賀県産しろいし
牛すきやき・しゃぶしゃぶ用赤
身スライス（モモ・ウデ）

20,000円

800g※部位はモモ部位か、ウデ
部位のいずれかになります。

【牧場直送】佐賀県産しろいし
牛モモブロック（ローストビー
フ用）１０００ｇ

20,000円

1000g（500g×2）

佐賀牛贅沢スライスすき焼き・
しゃぶしゃぶ用モモ・ウデ７０
０ｇ１パック[ＩＡＧ032]
20,000円

700g×1パック
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佐賀県　白石町

佐賀県産黒毛和牛贅沢スライス
すき焼き・しゃぶしゃぶ用モモ 
・ウデ９００ｇ

20,000円

900g（450g×2パック）

【牧場直送】佐賀県産しろいし
牛すきやき・しゃぶしゃぶ用ス
ライス（ロース）６００ｇ

20,000円

600g※部位はロースか肩ロース
のいずれかになります。

佐賀牛贅沢ロースステーキ２０
０ｇ×２枚（計４００ｇ）【株
式会社いろは精肉店】

20,000円

200g×2枚（1パックでお届け）

佐賀牛贅沢切り落とし１０００
ｇ１パック１枚１枚丁寧に巻い
てお届け！

20,000円

1000g×1パック
※1枚1枚重ねて 、巻きにした状
態でお届けします（4～5巻
き）。一度に食べきれない場合
は、1巻きごとにラ ップをして
保存することも可能 です。

【牧場直送】佐賀県産しろいし
牛焼肉用盛り合わせセット（高
級希少部位含む）８００ｇ

20,000円

800g

【牧場直送】佐賀県産しろいし
牛サイコロステーキ（希少部
位 ）７００ｇ[ＩＡＨ013]
20,000円

700g

【牧場直送】佐賀県産しろいし
牛厚切りサーロインステーキ６
００ｇ（約３００ｇ×２枚）

20,000円

600g（約300g×2枚）※部位は
サーロイン・リブロースのいず
れかでお届けします。

【牧場直送】
牛肉１００％ふんわりロールス
テーキ１００ｇ× １６個

20,000円

100g×16個※1つ1つ個包装して
お届けいたします。

【牧場直送】岩塩と牛肉のみで
作った手ごねハンバーグ１００
ｇ×１６個

20,000円

100g×16個
※1つ1つ個包装してお届けい
たします。

【牧場直送】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１２０ｇ×１０個

20,000円

120g×10個
※1つ1つ個包装してお届けい
たします。

【職人技光る】三徳包丁大サイ
ズ（刃渡り約１７．５ｃｍ）ス
テンレス／青鋼【川﨑鍛冶屋…

20,000円

全長：約29.5cm刃渡：約17.5cm
刃幅：約4.4cm形状：両刃心材
：青鋼（青紙2号）側材：ステ
ンレス柄材：黒染木※サイズは
若干の差異があります

【ギフトにもおすすめ！】【Ｔ
ＨＥＳＡＧＡ認定酒】能古見お
すすめ飲み比べセット

21,000円

・能古見純米大吟醸720ml1本
・能古見純米吟醸720ml1本
・能古見特別純米720ml1本
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佐賀県　白石町

佐賀県産和牛ボリ ュームたっぷ
り手ごねハンバーグ１３０ｇ×
１０個[ＩＡＨ017]

22,000円

130g×10個

【牧場直送】佐賀県産和牛焼肉
用盛り合わせセット（希少部位
）８００ｇ［ＩＡＨ００４］

25,000円

800g

佐賀牛贅沢ロースステーキ２５
０ｇ×２枚（計５００ｇ）【株
式会社いろは精肉店】

25,000円

250g×2枚（1パックでお届け）

佐賀牛贅沢スライスすき焼き・
しゃぶしゃぶ用肩ロース・リブ
ロース５００ｇ１パック

25,000円

500g×1パック

【牧場直送】佐賀県産和牛赤身
ブロック（モモ・ウデ）８００
ｇ[ＩＡＨ008]
26,000円

400g×2
（手造り粒マスタード付き）

【牧場直送】佐賀県産和牛ステ
ーキ食べ比べセット（サーロイ
ン・希少部位）１５０ｇ×４枚

27,000円

希少部位ステーキ150g×2枚
サ ーロインステーキ150g×2枚

【日本ギフト大賞２０２０受賞
】目を休めながら見える！日本
製アイウォーマー（アイマス…

28,000円

■内容1個入り（40g）■カラー
ブルー/ブラック/グレー/ピン
クのうち、いずれかをお選びい
ただけます。ご希望があれば
備考欄にご記入ください。

【牧場直送】佐賀県産和牛赤身 
・霜降りすきやきセット（モモ 
・肩ロース）８００ｇ

29,000円

・佐賀県産黒毛和牛（佐賀県
白石町産）モモうすぎり300g
・肩ロース500g

佐賀牛贅沢スライスすき焼き・
しゃぶしゃぶ用モモ・ウデ１ｋ
ｇ（５００ｇ×２パック）

29,000円

1000g（500g×2パック）

佐賀県産黒毛和牛贅沢スライス
すき焼き・しゃぶしゃぶ用肩ロ 
ース・リブロース９００ｇ

30,000円

900g×1パック

佐賀県産黒毛和牛贅沢ロースス
テーキ２５０ｇ×３枚（計７５
０ｇ）[ＩＡＧ017]
30,000円

250g×3枚（1パックでお届け）

【牧場直送】佐賀県産しろいし
牛サーロインブロック１０００
ｇ[ＩＡＨ012]
30,000円

1000g
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佐賀県　白石町

佐賀牛贅沢ロースステーキ２０
０ｇ×３枚（計６００ｇ）【株
式会社いろは精肉店】

30,000円

200g×3枚（1パックでお届け）

【牧場直送】佐賀県産しろいし
牛すきやき・しゃぶしゃぶ用ス
ライス（ロース）９００ｇ

30,000円

900g

【牧場直送】佐賀県産しろいし
牛厚切りサーロインステーキ９
００ｇ（約３００ｇ×３枚）

30,000円

900g（約300g×3枚）
※部位はサーロイン・リブ
ロースのいずれかでお届けしま
す。

やましょうもつ鍋セット（醤油
味）６～８人前［ＩＡＬ００３
］

30,000円

・小腸390g×2袋
・ちゃんぽん麺4玉
・濃縮醤油スープ（Sサイズ・
　Lサイズ各1袋）

佐賀県産黒毛和牛贅沢ロースス
テーキ２００ｇ×４枚（計８０
０ｇ）[ＩＡＧ021]
32,000円

200g×4枚（1パックでお届け）

【お得な３枚セット！】暑い夏
を快適に！ライトメッシュＵＶ
マスク【有限会社ジーンスレ…

32,000円

■内容3個入り■サイズSサイズ
（子ども用）Mサイズ（女性向
け）Lサイズ（男性向け）■カ
ラーホワイトメッシュ（マスク
表面）×ホワイト（マスク裏面
）ホ…

【牧場直送】佐賀県産和牛ステ 
ーキ食べ比べ（ヒレ１５０ｇ・
サーロイン３００ｇ）

34,000円

ヒレステーキ150g
サーロインステーキ300g

佐賀県産黒毛和牛贅沢ロースス
ライスすき焼き・しゃぶしゃぶ
用９００ｇ１パック

36,000円

900g×1パック

佐賀県産黒毛和牛贅沢ロース焼
肉用９００ｇ１パック【株式会
社いろは精肉店】[ＩＡＧ029]
36,000円

900g×1パック

【圧倒的リピート率！】佐賀県
産黒毛和牛贅沢切り落とし２ｋ
ｇ（１０００ｇ×２パック）

36,000円

2000g（1000g×2パック）
※1枚1枚重ねて、巻きにした
状態でお届けします（4～5巻
き/1パック）。

佐賀牛贅沢ロースステーキ２５
０ｇ×３枚（計７５０ｇ）【株
式会社いろは精肉店】［ＩＡＧ

38,000円

250g×3枚（1パックでお届け）

佐賀牛贅沢ロースステーキ２０
０ｇ×４枚（計８００ｇ）【株
式会社いろは精肉店】［ＩＡＧ

40,000円

200g×4枚（1パックでお届け）
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佐賀県　白石町

佐賀牛贅沢切り落とし２０００
ｇ（１０００ｇ×２パック）１
枚１枚丁寧に巻いてお届け！【

40,000円

2000g（1000g×2パック）
※1枚1枚重ねて、巻きにした
状態でお届けします（4～5巻
き/1パック）。

【牧場直送】佐賀県産しろいし
牛厚切りサーロインステーキ１
．２ｋｇ（約３００ｇ×４枚）

40,000円

1.2kg（約300g×4枚）
※部位はサーロイン・リブ
ロースのいずれかでお届けしま
す。

【お得な３枚セット！】業界初
エイジングケアマスク！ナノプ
ラチナモイストマスク【有限…

42,000円

■内容3個入り■サイズMサイズ
（女性向け）Lサイズ（男性向
け）■カラーホワイト/ブラッ
ク/ゴールドのいずれかをお選
びいただけます。※ご希望のサ
イズ…

佐賀牛贅沢スライスすき焼き・
しゃぶしゃぶ用赤身モモ１．５
ｋｇ（７５０ｇ×２パック）【

44,000円

1.5kg（750g×2パック）

佐賀牛贅沢切り落とし１．５ｋ
ｇ（７５０ｇ×２パック）【株
式会社いろは精肉店】［ＩＡＧ

44,000円

1.5kg（750g×2パック）

佐賀県産黒毛和牛贅沢ヒレステ
ーキ５００ｇ（２～３枚入）希
望枚数カット対応可能【株式…

45,000円

500g×1パック（2～3枚入）

佐賀県産黒毛和牛贅沢ヒレブロ
ック５００ｇ【株式会社いろは
精肉店】［ＩＡＧ０３６］

45,000円

500g

佐賀県産黒毛和牛贅沢ロースス
テーキ２００ｇ×６枚（計１．
２ｋｇ）【株式会社いろは精肉

48,000円

200g×6枚（1パックでお届け）

佐賀県産黒毛和牛贅沢ヒレサイ
コロステーキ６００ｇ１パック
【株式会社いろは精肉店】

48,000円

600g×1パック

佐賀県産黒毛和牛贅沢スライス
すき焼き・しゃぶしゃぶ用肩ロ 
ース・リブロース１．５ｋｇ

50,000円

1500g（750g×2パック）

佐賀県産黒毛和牛贅沢ロースス
テーキ２５０ｇ×５枚（計１２
５０ｇ）【株式会社いろは精肉

50,000円

250g×5枚（1パックでお届け）

佐賀牛贅沢ヒレステーキ５００
ｇ（２～３枚入）希望枚数カッ
ト対応可能【株式会社いろは…

50,000円

500g×1パック（2～3枚入）
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佐賀県　白石町

佐賀牛贅沢ヒレブロック５００
ｇ【株式会社いろは精肉店】［
ＩＡＧ０３９］

50,000円

500g

佐賀牛贅沢ロースステーキ２０
０ｇ×５枚（計１０００ｇ）
【 株式会社いろは精肉店】

50,000円

200g×5枚（1パックでお届け）

佐賀牛贅沢ロースステーキ２５
０ｇ×４枚（計１０００ｇ）
【 株式会社いろは精肉店】

50,000円

250g×4枚（1パックでお届け）

【牧場直送】佐賀県産しろいし
牛厚切りサーロインステーキ１
．５ｋｇ（約３００ｇ×５枚）

50,000円

1.5kg（約300g×5枚）
※部位はサーロイン・リブ
ロースのいずれかでお届けしま
す。

佐賀牛贅沢スライスすき焼き・
しゃぶしゃぶ用肩ロース・リブ
ロース１０００ｇ（５００ｇ×

50,000円

1000g（500g×2パック）

【お得な３枚セット！】抗ウイ
ルス×花粉ブロック×消臭効果
！プロテクション保温マスク【

52,000円

■内容3個入り■カラーブラッ
ク/グレー/ピンク/ホワイト/ブ
ルーのうち、いずれかをお選び
いただけます。※ご希望があれ
ば備考欄にご記入ください。備
考…

【圧倒的リピート率！】佐賀県
産黒毛和牛贅沢切り落とし３ｋ
ｇ（１０００ｇ×３パック）

54,000円

3000g（1000g×3パック）
※1枚1枚重ねて、巻きにした
状態でお届けします（4～5巻
き/1パック）。

佐賀牛贅沢ロースステーキ２５
０ｇ×５枚（計１２５０ｇ）
【 株式会社いろは精肉店】

63,000円

250g×5枚（1パックでお届け）

佐賀牛贅沢スライスすき焼き・
しゃぶしゃぶ用肩ロース・リブ
ロース１５００ｇ

75,000円

1500g（500g×3パック）

佐賀県産黒毛和牛贅沢ロースス
テーキ２００ｇ×１０枚（計２
ｋｇ）【株式会社いろは精肉店

80,000円

200g×10枚（5枚入り2パック）

佐賀県産黒毛和牛贅沢ヒレサイ
コロステーキ１ｋｇ（１０００
ｇ×１パック）[ＩＡＧ014]
80,000円

1000g×1パック

佐賀県産黒毛和牛贅沢ヒレステ 
ーキ１０００ｇ希望枚数カット
対応可能[ＩＡＧ024]

90,000円

1000g×1パック
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佐賀県　白石町

佐賀県産黒毛和牛贅沢ヒレブロ
ック１０００ｇ【株式会社いろ
は精肉店】［ＩＡＧ０２５］

90,000円

牛ヒレブロック（1000g）※1～
3ブロックでお届けいたします
。

佐賀県産黒毛和牛贅沢スライス
すき焼き・しゃぶしゃぶ用肩ロ 
ース・リブロース３ｋｇ

100,000円

3000g（1000g×3パック）

佐賀県産黒毛和牛贅沢ロースス
テーキ２５０ｇ×１０枚（計
２ ．５ｋｇ）[ＩＡＧ019]
100,000円

250g×10枚（5枚入り2パック）

佐賀県産黒毛和牛贅沢ロースブ
ロック２５００ｇ【株式会社い
ろは精肉店】［ＩＡＧ０２６］

100,000円

2500g（1ブロックでお届け）

佐賀牛贅沢ヒレステーキ１００
０ｇ（５～６枚入）希望枚数カ 
ット対応可能

100,000円

1000g×1パック（5～6枚入）

佐賀牛贅沢ヒレブロック１００
０ｇ【株式会社いろは精肉店】
［ＩＡＧ０４０］

100,000円

1000g
※1～3ブロックでお届けいた
します。

佐賀牛贅沢ロースステーキ２０
０ｇ×１０枚（計２０００ｇ）
【株式会社いろは精肉店】

100,000円

200g×10枚（5枚入り2パック）

佐賀牛贅沢ロースステーキ２５
０ｇ×１０枚（計２５００ｇ）
【株式会社いろは精肉店】

125,000円

250g×10枚（5枚入り2パック）

佐賀県産黒毛和牛贅沢ロースブ
ロック４ｋｇ【株式会社いろは
精肉店】［ＩＡＧ０２７］

160,000円

4kg（約2kg×2ブロック）

佐賀県産黒毛和牛贅沢スライス
すき焼き・しゃぶしゃぶ用肩ロ 
ース・リブロース６ｋｇ

200,000円

6000g（1000g×6パック）
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