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R2 カタログ　　　　　　　　　  

ふるさと納税（寄附）をされた方に対し、心ばかりのお礼として当市の特産品を進呈しています。
【対象となるのは】市外に在住の方で、１回10,000円以上ふるさと納税(寄附)をされた方が対象となります。
お礼の品コースの合計金額が寄附金額の範囲内であれば、複数のお礼の品コースから組み合わせることができます。

●お届けの日時指定はお受けしておりません。
●長期不在のご予定や配送曜日希望等があれば該当欄にご記入ください。
　尚、長期不在等によりお礼の品をお受取りできなかった場合、再発送はできません。あらかじめご了承ください。
●のし・包装・名入れのご希望はお受けしておりません。
●お申し込み後のお礼の品の変更は受けかねますので、ご了承ください。
●ご注文の状況によっては、一時的に品切れが発生する場合があります。
●メーカーの都合により仕様などが変更される場合があります。
●色調が実物と異なる場合があります。
●写真は全てイメージです。小物類は商品に含まれません。

■ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について
　岡山市はふるさと納税の対象団体として、総務大臣から指定を受けております。寄附をいただいた場合は、
   税制上の特例控除を受けることができます。
■個人情報の取り扱いについて
　お寄せいただいた個人情報は、寄附金の受付及び入金に係る確認・連絡等に利用するものであり、それ以外の
   目的で   使用するものではありません。
　また、お礼の品の確認及び送付等を行うため「申込者情報」及び「寄附情報」等を本事業を連携して実施する委託
   会社に通知します。
■お礼の品について
　岡山市民の方、法人・団体等には、お礼の品は発送されません。あらかじめご了承ください。
■寄附金受領証明書について
　寄附金受領証明書は「申込者情報」の氏名・住所で発行します。
■一時所得について
　お礼の品の合計が50万円を超えた場合、または他の一時所得の金額との合計が50万円を超えている場合は、ふるさと
   納税のお礼の品は一時所得として課税されます。

お礼の品（お届け日）に関するお問合せは下記までお願いします。
================================
ふるさと納税商品お問合せセンター
TEL 0120-977-050
営業時間 9:30～17:30
土日祝日・12/29～1/3休み
＜メールでのお問合せ＞
https://inquiry.furusato360.biz/furusato_contact/contact_pref.php?pref_code=331007
================================

https://inquiry.furusato360.biz/furusato_contact/contact_pref.php?pref_code=331007


岡山市は、旭川と吉井川が瀬戸内海に注ぐ岡山平野の中央に位置し、南部は豊かに肥えた沃野、

北部には吉備高原につながる山並みがひろがっています。

平成21年4月1日には、全国で18番目の政令指定都市に移行し、新たなステージで魅力と活力あ

ふれる街づくりを進めています。

この街づくりを象徴するものとして、全国的にも知名度が高い昔話の主人公「桃太郎」に、未来へ

の躍動感、力強さと健康、白桃やマスカットに代表される特産物を重ね合わせ、 『桃太郎のまち岡

山』 を掲げ市民と行政が一体となったまちづくりに取り組んでいます。



『ふるさと納税』とは、個人の方が都道府県・市区町村に
寄附をすると、年間の寄附額のうち２千円を超える部分に
ついて、確定申告をすることなどにより、一定の上限額ま
で所得税や個人住民税が控除される制度です。

岡山市ふるさと納税



　◎民間事業者の３Ｗebサイト「ふるさとチョイス」､「さとふる」､「楽天ふるさと
　　納税」(岡山市ホームページにリンク)からのお申込み。

　◎所定の「寄附申込書」(市ホームページからダウンロードも可能)に記入し、郵送　　　　　　
　　又はファックスにてお申込み。
　岡山市ホームページにリンクする次の民間事業者Ｗebサイトからお願いします。

※郵便局からの払込をご希望の方は、岡山市税制課までご連絡ください。

◎インターネットによる決済　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（手数料は無料です。)　　　　　　　　

◎民間事業者の６ｗebサイト「ふるさとチョイス」、「さとふる」、「楽天ふるさと納税」、　「ふるなび」、
「ANAのふるさと納税」、「三越伊勢丹ふるさと納税」（岡山市のホームページにリンク）からのお申込み。

・「ふるさとチョイス」　・・・クレジット決済、マルチペイメント
・「さとふる」、「楽天ふるさと納税」、　「ふるなび」、「ANAのふるさと納税」「三越伊勢丹ふるさと納税」　・・・クレジット決済

　◎所定の「寄附申込書」(市ホームページからダウンロードも可能)に記入し、郵送又はファックス
　　にてお申込み。



寄附金の使途として選べる１１分野

1. 地域経済

2. 都市・交通・まちづくり

3. 歴史・文化・スポーツ

4. 女性・子育て

5. 教育

6. 市民協働

7. 健康・医療・福祉

8. 防災・安全・安心

9. 環境

10. 都市経営

11. 市政全般



[№5220-0012]備前黒毛和牛切り落とし
500g

[№5220-0029]岡山県産レスキューライス（7
年保存アルファ化米）6食入

[№5220-0129]ミモレ農園　有機JAS認定おま
かせ野菜とお米のセットA

[№5220-0780]令和3年産 岡山西大寺の幸せ
特別栽培米 ヒノヒカリ 数量限定 5kg

10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

岡山市東区瀬戸地域で育った「備前黒毛和
牛」は、生後約30ヵ月以上の長期肥育と飼料
にこだわって飼育された「ブランド黒毛和
牛」です。肉質はやわらかく、とろけるよう
な食感が特徴です。「備前黒毛和牛  切り落
とし」は、炒め物、肉じゃが、ハヤシライ
ス、すき焼き等幅広いお料理にご利用いただ
けます。

岡山産のお米を使用した「レスキューライス」
は、乾燥技術等で7年間保存を可能にしたアルファ
化米です。保存料を使わずパッケージングしてい
るのでおいしくて安全。いざという時も安心して

お召し上がりいただけます。
レスキューライス：白米 100g （出来上がり量：260g）×3
個
レスキューライス：わかめご飯 100g （出来上がり量：
260g）×1個
レスキューライス：ドライカレー 100g （出来上がり量：
260g）×1個
レスキューライス：ピラフ 100g （出来上がり量：260g）
×1個

岡山市北区にあるミモレ農園では、土地の水、電気、微生物
を整えるこだわりの農法でお野菜を育てています。土づくり
からこだわり、農薬を使用せず有機肥料で育てた安心・安全
なお野菜は「有機JAS認定」を取得しています。おいしさは
もちろん、カラダにも美味しい個性いっぱいのお野菜と、地
域の循環を想い、土づくり・栽培に関わり作り上げたお米を
セットでお届けします。

有機JAS認定季節の野菜（ほうれん草、小松菜、かぶ、にん
じん、春菊、大根、かぼちゃ、トマト・・・等）を7～8種類
※季節により野菜の内容は変わります。種類のご指定は出来
ません。
こしひかり（岡山県産、低農薬・有機肥料）3合
ひめのもち（岡山県産、農薬不使用・有機肥料）3合
市内産（5条1号）

ふるいち農園は平成28年に岡山県のエコファーマー
認定を受け、できるだけ栽培期間中は農薬や化学肥
料を使わないことを心がけている農園です。主な栽
培作物は水稲と麦です。安全・安心に加えて美味し
さも追求し、日々作物の生育状況に応じたきめ細か
い栽培管理を行い、品質の良い農産物の生産に努め
ています。

今回提供するふるいち農園の幸せ特別栽培米ヒノヒ
カリはデリケートで暑さに弱く作りにくい品種です
が、先代から数えて20年以上作り続け、試行錯誤を
繰り返し、田植えの時期を遅らせたり、肥料を見直
したりすることで、品質の良いヒノヒカリを生産し
ています。
農薬と化学肥料は岡山県慣行基準の半分以下に抑え
ています。最後の農薬の散布は収穫の約4ヶ月前の
田植え日でした。

[№5220-0317]岡山県産 特別栽培米 きぬむ
すめ 精米 2kg

[№5220-0051]令和４年産 岡山西大寺の幸せ
もち麦(キラリモチ) 数量限定 2kg(1kg×2)

[№5220-0052]令和４年産岡山西大寺の幸せ
もち麦(キラリモチ)数量限定2kg(500g
×4)

[№5220-0300]岡山県産 あさひ 10kg（5kg×
2袋）
【配達不可：北海道・沖縄・離島】

10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

「孫たちに安心安全な食材を」をモットーに
我が家の圃場では4年以上農薬・化学肥料を
使用していません。微生物の力で栽培してい
ます。春先には蓮華の花が咲き乱れ、田植前
には緑肥として水田に鋤き込んでいます。

ふるいち農園は平成28年に岡山県のエコ
ファーマー認定を受け、できるだけ栽培期間
中は農薬や化学肥料を使わないことを心がけ
ている農園です。主な栽培作物は水稲と麦で
す。安全・安心に加えて美味しさも追求し、
日々作物の生育状況に応じたきめ細かい栽培
管理を行い、品質の良い農産物の生産に努め
ています。

今回提供するふるいち農園の幸せもち麦(キ
ラリモチ)は、デリケートで栽培が難しい品
種ですが、雨が少なく、晴れの日が多い麦の
栽培にぴったりな岡山平野の恵まれた気象条
件を生かして、品質の良いキラリモチを生産
しています。自家精麦により削りたてのもち
麦を提供しています。

※一度軽く洗ってから炊飯してください。
※白米1合に対して幸せもち麦大さじ2杯を目安に混ぜて炊
飯してください。
※幸せもち麦が水を吸いますので、通常よりやや水加減を
多めにしてください。

コシヒカリ・ササニシキのルーツとなるお
米！朝日米
国内でも有数の大粒超晩生品種で、今では岡
山でしか栽培されておらず、食味の特徴は粘
りが少なく、あっさりとした味わいです。

申込期日 2022年10月15日

[№5220-0318]岡山県産 特別栽培米 朝日米
精米 2kg

[№5220-0680]令和４年産 岡山西大寺の幸せ
もち麦（キラリモチ）数量限定 2kg（200g×
10）

[№5220-0755]石原果樹園の備前乙女米 玄米
4kg（2㎏×2袋）

[№5220-0638]岡山はハレの日 もんげーセッ
ト‐1
【配達不可：離島】

10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

「孫たちに安心安全な食材を」をモットーに
我が家の圃場では4年以上農薬・化学肥料を
使用していません。微生物の力で栽培してい
ます。春先には蓮華の花が咲き乱れ、田植前
には緑肥として水田に鋤き込んでいます。

ふるいち農園は平成28年に岡山県のエコ
ファーマー認定を受け、できるだけ栽培期間
中は農薬や化学肥料を使わないことを心がけ
ている農園です。主な栽培作物は水稲と麦で
す。安全・安心に加えて美味しさも追求し、
日々作物の生育状況に応じたきめ細かい栽培
管理を行い、品質の良い農産物の生産に努め
ています。

今回提供するふるいち農園の幸せもち麦（キ
ラリモチ）は、デリケートで栽培が難しい品
種ですが、雨が少なく、晴れの日が多い麦の
栽培にぴったりな岡山平野の恵まれた気象条
件を生かして、品質の良いキラリモチを生産
しています。

備前乙女米って？
石原果樹園では、江戸時代よりお米を栽培し
ています。
西大寺地区の環境と乳酸菌栽培という新技術
により甘くてもっちりした深い味わいが出来
上がりました。

モチモチ甘く冷めても美味しい！お弁当やお
にぎりにも適した品種です。
『これじゃないといけない』とファンも多い
人気のお米です。
乳酸菌栽培で風味あって甘いです。
お好みで水を少し少なめに炊かれるのもオス
スメです。
※備前乙女は石原果樹園の登録商標です。

●岡山向日葵　(ひまわりと黒豆の食パン)　×1本（約
556g）
「ホクホク感がたまらないもんげ～リッチな食パン」
晴れの国岡山をイメージしたひまわりの種、黒豆をふんだん
に使用し、生地のしっとりとした食感にやわらかく甘く煮た
黒豆の質感、生地や塩味をきかせ炒ったひまわりの種のホク
ホク感が絶妙な逸品です。アクセントにクリームチーズを使
用することで、ぎっしりと詰まったひまわりの種と黒豆がた
まらない、まさにもんげ～リッチな食パンです。
●ハレの日のパン　×1本（約531g）
「岡山県産小麦粉100％の美味しさ！毎日食べたいふわもち
食パン」
毎日食べるものだからこそ、より小麦粉の風味を活かした商
品にしたいと考え、乳酸菌のみを抽出発酵するこだわりの製
法でお造りしています。無添加のマーガリンを使用すること
で毎日食べるものだからこそ健康なものをという想いにもお
応えできる食パンです。
●ラスク　2枚入り×1袋（1袋42g）
当店自慢のラスクもセットに含まれています。

岡山県 岡山市
ふるさと納税お礼の品一覧(令和４年１０月１３日現在)

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-0639]岡山はハレの日 もんげーセッ
ト‐2【配達不可：離島】

[№5220-0641]岡山はハレの日 セット‐2
【配達不可：離島】

[№5220-0612]清水屋 生クリームパン（12個
入り）【カスタード・生クリーム・チョコ】
【配達不可：離島】

[№5220-0613]清水屋 生クリームパン（12個
入り）【カスタード・生クリーム】
【配達不可：離島】

10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

「岡山向日葵」と「ジャージーみるく」、ラスク2セットの
セットです。
●岡山向日葵　(ひまわりと黒豆の食パン)
「ホクホク感がたまらないもんげ～リッチな食パン」
晴れの国岡山をイメージしたひまわりの種、黒豆をふんだん
に使用し、生地のしっとりとした食感にやわらかく甘く煮た
黒豆の質感、生地や塩味をきかせ炒ったひまわりの種のホク
ホク感が絶妙な逸品です。アクセントにクリームチーズを使
用することで、ぎっしりと詰まったひまわりの種と黒豆がた
まらない、まさにもんげ～リッチな食パンです。
●ジャージーみるく
「蒜山ジャージー牛乳を使用したミルクリッチな“生”食パ
ン」
岡山県蒜山にて豊かな自然の中で育った乳牛たちのお乳であ
る蒜山ジャージー牛乳を使用し、濃厚ミルク風味が楽しめる
美味しさです。
牛乳に加えて、はちみつにもこだわり、そのまま“生”で食
べて美味しいふわふわ食感のミルクリッチな食パンに仕上が
りました。
●ラスク
当店自慢のラスクもセットに含まれています。

●ハレの日のパン
「岡山県産小麦粉100％の美味しさ！毎日食べたい
ふわもち食パン」
毎日食べるものだからこそ、より小麦粉の風味を活
かした商品にしたいと考え、乳酸菌のみを抽出発酵
するこだわりの製法でお造りしています。無添加の
マーガリンを使用することで毎日食べるものだから
こそ健康なものをという想いにもお応えできる食パ
ンです。
●ジャージーみるく
「蒜山ジャージー牛乳を使用したミルクリッチな
“生”食パン」
岡山県蒜山にて豊かな自然の中で育った乳牛たちの
お乳である蒜山ジャージー牛乳を使用し、濃厚ミル
ク風味が楽しめる美味しさです。
牛乳に加えて、はちみつにもこだわり、そのまま
“生”で食べて美味しいふわふわ食感のミルクリッ
チな食パンに仕上がりました。
●ラスク
当店自慢のラスクもセットに含まれています。

清水屋の生クリームパンは、柔らかいふわふわの生
地に上質な生クリームがたっぷりとつまったスイー
ツのようなパンです。職人の高い技術と愛されるパ
ンを作りたいという想いで開発した生クリームパン
は、今ではネットや全国の販売店で大人気！テレビ
などでも多く取り上げられています。
特にパンづくりにこだわっているのが「水」。清水
屋の「清水」とはパン製造地に湧き出る美しい水を
使用したことが由来です。
日本の名水100選に選ばれた「雄町の冷泉」の源流
があるため、豊富な地下水に恵まれております。

カスタード65g×5個
生クリーム65g×5個
チョコ65g×2個

清水屋の生クリームパンは、柔らかいふわふわの生
地に上質な生クリームがたっぷりとつまったスイー
ツのようなパンです。職人の高い技術と愛されるパ
ンを作りたいという想いで開発した生クリームパン
は、今ではネットや全国の販売店で大人気！テレビ
などでも多く取り上げられています。
特にパンづくりにこだわっているのが「水」。清水
屋の「清水」とはパン製造地に湧き出る美しい水を
使用したことが由来です。
日本の名水100選に選ばれた「雄町の冷泉」の源流
があるため、豊富な地下水に恵まれております。

カスタード65g×6個
生クリーム65g×6個

[№5220-0934]シャインマスカット 晴王 約
600g×1房 岡山県産

[№5220-0563]●先行予約●石原果樹園 あた
ご梨 約800g×2玉 オリジナル化粧箱

[№5220-0112]瀬戸内海産焼あなご

【配達不可：離島】

[№5220-0743]おざきや 鯛ちくわ 4本 うす
板蒲鉾 2枚 セット
【配達不可：離島】

10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

配達不可：北海道・沖縄・離島

「晴王」とは岡山県下JAより出荷するシャイ
ンマスカットの名称で、「晴れの国おかや
ま」で太陽の恵みをおおいに浴びて育てられ
たところから命名されました。
美しい外観と、大粒。高糖度をほこるシャイ
ンマスカット。種がなく皮ごと食べられま
す。噛んだ瞬間パリッと音をたててはじけ、
弾力のある食感を楽しむことができます。

申込期日 2022年10月15日まで
発送期日 2022年8月下旬～2022年10月下旬

●先行予約●2022年の収穫時期に順次出荷し
ます！

●石原果樹園は約170年前から岡山県で果物
を栽培しています。●

愛宕梨は日本一大きい梨として有名です。
この大きさからは想像も出来ないほど繊細な
味で、完熟してくると、しっとりした独特の
食感と甘味が特徴の甘～いジャンボな梨で
す。

申込期日 2022年11月30日まで
発送期日 2022年12月上旬～2022年12月下旬

人の手で1匹ずつ開いて、砂糖、醤油、味
醂、酒で少し甘めに調合したオリジナルのタ
レに漬け込み、香ばしく焼き上げた後に仕上
げのタレをからめました。ふっくらと柔らか
く、旨みをギュッと閉じ込めた美味しさで
す。

焼あなご3～5尾　180g（90g×2袋）
あなごのタレ　40g（20g×2袋）
岡山市内産（5条3号）。

【鯛ちくわ】
新鮮な鯛をふんだんに使った贅沢な逸品。何度も何
度も試作を繰り返し、おざきやならではの味に仕上
げられ約30年。
毎日職人によって一本ずつ古来製法にて焼き上げ、
その日に焼き上げた香ばしい焼き立ての甘み溢れる
鯛ちくわの味をご家庭にお届けします。
口の中でフワッっと広がる海の香りは他のちくわで
は味わえないお味でございます。
保存料はお酢から抽出された天然の保存料を最低限
しか使用していないため、日持ちはあまりしません
が、それもお客様に昔ながらのちくわの味を是非お
召上がり頂きたいからなのです。おざきやを代表す
るリピート率NO.1の一品です。

【うす板蒲鉾】
岡山名物“薄板かまぼこ”は別名「焼きとおし」と
も言われ、板まで焼いてしまうのが特徴の1つ。
底板に使われている杉の木には殺菌作用があり、ほ
のかに香る杉の香を感じていただける岡山ならでは

[№5220-0744]おざきや 鯛ちくわ 10本 セッ
ト
【配達不可：離島】

[№5220-0261]じゃこ山椒煮 [№5220-0113]瀬戸内海産ままかりの詰合せ
【配達不可：離島】

[№5220-0554]【Ortolano】ファーストクラ
スのサラダ＆ドレッシングセットA【配達不
可：北海道・沖縄・離島

…

10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

新鮮な鯛をふんだんに使った贅沢な逸品。何度も何
度も試作を繰り返し、おざきやならではの味に仕上
げられ約30年。
毎日職人によって一本ずつ古来製法にて焼き上げ、
その日に焼き上げた香ばしい焼き立ての甘み溢れる
鯛ちくわの味をご家庭にお届けします。
口の中でフワッっと広がる海の香りは他のちくわで
は味わえないお味でございます。
保存料はお酢から抽出された天然の保存料を最低限
しか使用していないため、日持ちはあまりしません
が、それもお客様に昔ながらのちくわの味を是非お
召上がり頂きたいからなのです。おざきやを代表す
るリピート率NO.1の一品です。

瀬戸内海で水揚げされた新鮮なちりめんじゃ
こを、カキ醤油と山椒の香りであっさりと焚
きあげました。当じゃこ山椒煮は塩分を気に
される方もたくさん召し上がって頂けるよう
塩分を低めに、そしてお子様にも食べていた
だきやすいように山椒は辛みを抑える処理を
し、おかやまの職人が手作りしています。

100g×4パック

「ままかり」は、隣の家に「飯（まま）」を
借りに行くほど美味しいといわれる岡山を代
表する特産品です
。酢漬けは保存料を使用せず、また食べ易い
ように甘酢に漬けています。

ままかりの酢漬 225g（75g×3袋）ままかり
の姿焼 240g（80g×3袋）

Ortolano（オルトラーノ）とは、「野菜を作る人」
という意味です。害虫や飛来物質の届かない室内農
場で、農薬を使わずに美しい水で大切に水耕栽培し
ています。ファーストクラスカットサラダは、国内
大手航空会社のファーストクラス機内食に9年以上
連続で採用されているサラダです。自社栽培のバジ
ルを使用した大人気のドレッシングと一緒にお楽し
みください。
ファーストクラスカットサラダ（100g）×2pac
おすすめ野菜×3pac
バジリスタイタリアーノドレッシング（200ml）×1
本

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-0031]【水・日曜日出荷限定】旬の
『おかやま有機無農薬認証野菜』セット　7
～12種類

[№5220-0071]きびトマト（高糖度ミニトマ
ト）1kg
【配達不可：離島】

[№5220-0644]国産有機蒸し大豆 60g×9袋 [№5220-0017]［宮下酒造］独歩ビール・フ
ルーツ発泡酒　6本セット

10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

VegeFarm32は、岡山市とはいえ、お隣の赤磐市に隣接した旧
御津町の中山間地域に畑があります。そんな山や小川に囲ま
れた土地で元気に育った旬の野菜を厳選してお届けいたしま
す。
JAS有機よりも厳しい基準の「おかやま有機」という規格で
生産していますので、無農薬で化学肥料を使用していないこ
とはもちろん極めて安心・安全な野菜です。

・春…キャベツ、大根、春菊、スナップエンドウ、ブロッコ
リー、にんじん、玉ねぎ、レタス、ラディッシュ、ズッキー
ニ、小松菜等
・夏…トマト、なす、ピーマン、パプリカ、キャベツ、しし
とう、玉ねぎ、枝豆、じゃがいも、インゲン豆、ミニトマ
ト、ゴーヤ等
・秋…さつまいも、レタス、ピーマン、なす、かぼちゃ、に
んにく、ネギ、ほうれんそう、にら、里芋、じゃがいも等
・冬…大根、カブ、キャベツ、にんじん、かぼちゃ、ネギ、
玉ねぎ、菜の花、じゃがいも等
岡山市内産（5条1号）

甘みと酸味のバランスが抜群なきびトマト。
糖度が高く、糖と酸、うまみ成分と香りがト
マト本来のコクを引き出し、高級な食味を持
ちます。

※賞味期間：冷蔵7日

貴重な国産有機大豆がふっくら蒸し大豆にな
りました 。このまま食べることができま
す。

使い切りタイプ。簡単、便利、水戻し不要。
食塩は使用していません。

独歩ビールのピルスナー、デュンケルに加
え、岡山特産の桃とマスカットを使用したフ
ルーツ発泡酒を詰め合わせました。

ピルスナー（麦芽・ホップ）330ml×2本
デュンケル（麦芽・ホップ）330ml×2本
発泡酒マスカットピルス（麦芽・ホップ・
ピーチ果汁・糖類・香料）330ml×1本
発泡酒ピーチピルス（麦芽・ホップ・マス
カット果汁・ブドウ果汁・香料）330ml×1本

[№5220-0176]桃太郎　鬼退治1本（300ml） [№5220-0083]甘さまろやかあまざけ  3本
（1本1,000ml）

[№5220-1018]ふくちゃ フレーバーティー
岡山紅茶×アールグレイ ティーバッグ 2.5g
×60包

[№5220-1019]ふくちゃ フレーバーティー
岡山紅茶×ピーチ ティーバッグ 2.5g×60包

10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

サイフォンと棚田の里、岡山県久米南町誕生
寺地区に、日本溜池百選の一つ、神之淵池の
水、地元では神の水と言われています。その
水をお米つくりに使っています。造っている
お米は、酒造好適米の岡山県産山田錦。お酒
は生酛系の酒母「山廃モト」で丁寧に仕込ん
だ純米酒です。※未成年者の飲酒は法律で禁
止されています。未成年者の申し受けは致し
ておりません。

桃太郎鬼退治　1本（300ml）　アルコール度
数：15度、味：辛口

国産米を100％使用し、砂糖、酒粕は使用し
ない糀造りのあまざけです。昔ながらの甘酒
の風味を残し、あっさりと飲みやすいスト
レートタイプに仕上げました。そのまま、冷
やしたままでも美味しく、電子レンジでお手
軽に温かいあまざけもお飲みいただけます。
また、アルコールも入っていないので、お子
様にも、ドライバーの方にも安心してお飲み
いただけます。

フレーバーティーとは、茶葉にフルーツや花
の香りをブレンドしたお茶です。
晴れの国、岡山で丹精込めて作られた和紅茶
にフレーバーをブレンドしました。
【岡山紅茶×アールグレイ】
岡山県の豊かな自然で育ち、時間をかけて丁
寧に発酵させた茶葉に洗練されたベルガモッ
トが際立つアールグレイの香りをブレンドし
ました♪
いつもとは少し違う、特別な時間をフレー
バーティーとお楽しみください。

フレーバーティーとは、茶葉にフルーツや花
の香りをブレンドしたお茶です。
晴れの国、岡山で丹精込めて作られた和紅茶
にフレーバーをブレンドしました。
【岡山紅茶×ピーチ】
岡山県の豊かな自然で育ち、時間をかけて丁
寧に発酵させた茶葉に口いっぱいに広がる
ジューシーな甘さが特徴のピーチの香りをブ
レンドしました♪
芳醇な紅茶の香りとの相性は抜群です。

[№5220-1020]ふくちゃ フレーバーティー
岡山紅茶×ベリーミックス ティーバッグ
2.5g×60包

[№5220-1021]ふくちゃ フレーバティー 黒
豆×カフェ ティーバッグ 2.5g×60包

[№5220-1022]ふくちゃ フレーバティー 黒
豆×キャラメル ティーバッグ 2.5g×60包

[№5220-1023]ふくちゃ フレーバティー 黒
豆×黒みつ ティーバッグ 2.5g×60包

10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

フレーバーティーとは、茶葉にフルーツや花
の香りをブレンドしたお茶です。
晴れの国、岡山で丹精込めて作られた和紅茶
にフレーバーをブレンドしました。
【岡山紅茶×ベリーミックス】
岡山県の豊かな自然で育ち、時間をかけて丁
寧に発酵させた茶葉に甘酸っぱさがほどよい
ベリーミックスの香りをブレンドしました♪
濃厚なベリーミックスの香りで、くつろぎの
ティータイムをお楽しみください。

フレーバーティーとは、茶葉にフルーツや花
の香りをブレンドしたお茶です。
日本一の生産量を誇る岡山県産黒豆を、じっ
くり焙煎しおいしいお茶に仕上げました。
大粒で可食部がほんのり甘く、やさしいきな
粉の香りがする当店自慢の黒豆茶に、フレー
バーをブレンドしました。
【岡山県産黒豆茶×カフェ】
大粒の岡山県産黒豆をじっくり焙煎した、や
さしいきな粉の香りがする当店自慢の黒豆茶
に、珈琲から抽出したフレーバーをブレンド
♪
甘く上品な香りに癒されるくつろぎのティー
タイムをお楽しみください。

フレーバーティーとは、茶葉にフルーツや花
の香りをブレンドしたお茶です。
日本一の生産量を誇る岡山県産黒豆を、じっ
くり焙煎しおいしいお茶に仕上げました。
大粒で可食部がほんのり甘く、やさしいきな
粉の香りがする当店自慢の黒豆茶に、フレー
バーをブレンドしました。
【岡山県産黒豆茶×キャラメル】
大粒の岡山県産黒豆をじっくり焙煎した、や
さしいきな粉の香りがする当店自慢の黒豆茶
に、とろける甘さがたまらないキャラメルの
香りをブレンド♪
濃厚な香りが忙しい毎日にホッと癒やしを与
えてくれます。

フレーバーティーとは、茶葉にフルーツや花
の香りをブレンドしたお茶です。
日本一の生産量を誇る岡山県産黒豆を、じっ
くり焙煎しおいしいお茶に仕上げました。
大粒で可食部がほんのり甘く、やさしいきな
粉の香りがする当店自慢の黒豆茶に、フレー
バーをブレンドしました。
【岡山県産黒豆茶×黒みつ】
大粒の岡山県産黒豆をじっくり焙煎した、や
さしいきな粉の香りがする当店自慢の黒豆茶
に、とろける甘さがたまらない黒みつの香り
をブレンド♪
濃厚な香りが忙しい毎日にホッと癒やしを与
えてくれます。

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-1024]ふくちゃ フレーバーティー
岡山緑茶×マスカット ティーバッグ 2.5g×
60包

[№5220-1025]ふくちゃ フレーバーティー
岡山緑茶×ピーチ ティーバッグ 2.5g×60包

[№5220-1026]ふくちゃ フレーバーティー
岡山緑茶×ゆずレモン ティーバッグ 2.5g×
60包

[№5220-0645]有機栽培焼皮無天津甘栗 80g
×6袋

10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

フレーバーティーとは、茶葉にフルーツや花
の香りをブレンドしたお茶です。
晴れの国、岡山で丹精込めて作られた緑茶に
フレーバーをブレンドしました。
【岡山緑茶×マスカット】
岡山県産の良質な茶葉のみを使用した緑茶
に、甘く爽やかなマスカットの香りをブレン
ド♪
豊潤でみずみずしい香りはアイスにするとさ
らに引き立ちます。
マスカットの上品な香りと甘さを楽しめるフ
レーバーティーです。

フレーバーティーとは、茶葉にフルーツや花
の香りをブレンドしたお茶です。
晴れの国、岡山で丹精込めて作られた緑茶に
フレーバーをブレンドしました。
【岡山緑茶×ピーチ】
岡山県産の良質な茶葉のみを使用した緑茶
に、華やかでみずみずしいピーチの香りをブ
レンド♪
甘く気品のある桃が華やかなティータイムを
演出します。

フレーバーティーとは、茶葉にフルーツや花
の香りをブレンドしたお茶です。
晴れの国、岡山で丹精込めて作られた緑茶に
フレーバーをブレンドしました。
【岡山緑茶×ゆずレモン】
岡山県産の良質な茶葉のみを使用した緑茶
に、爽やかなレモンと和を感じる柚子の香り
をブレンド♪
2つの爽やかな柑橘の香りがリフレッシュさ
せてくれます。

中華人民共和国河北省で有機JAS規格に基づ
き栽培された、中国栗（天津甘栗） を皮を
剥いて食べやすく仕上げました。

日本国内でレトルト加工しています。

[№5220-0845]カフェ青山 バウムクーヘン 2
個セット（ソフト、ハード各1個）

[№5220-0731]グルテンフリー・アレルギー
対応　ふわもち　ドーナツ 　5種×2個セッ
ト 【配達不可：離島】

[№5220-0437]Mintシフォンケーキ1ホール
（直径約21cm）
【配達不可：離島】

[№5220-0972]岡山フルーツゼリー 6個詰合
せ（岡山白桃／シャインマスカット／ニュー
ピオーネ 各2個）吉英フルーツ

10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

フランス産の発酵バターをぜいたくに使用して、ていねいに
焼き上げました。風味豊かな2種類のバウムクーヘンをご賞
味ください。ソフトタイプはふんわりなめらかな舌ざわり、
ハードタイプは食べごたえのあるしっかりとした食感で、バ
ターの風味がより強く感じられます。手みやげや贈答用にも
おすすめです。

（ハードタイプ）通常のバームクーヘンに比べ、少し固さの
ある食感が特徴のハードバームクーヘン。
フランス産発酵バターをふんだんに使用し、しっかり焼き上
げることで、ひとくち含めば発酵バターと小麦粉の薫りが
グッと食欲をそそらせます。
（ソフトタイプ）うすい層をじっくりと焼き重ねたスポンジ
のように柔らかいバームクーヘン。
甘みとコクが特徴の地養卵とクリーミーな口当たり、芳醇な
薫りのするフランス産の発酵バターを使用した贅沢なバーム
クーヘンをお楽しみ下さい。

アレルゲンフリー専用菓子工房から直送！ドーナツ
いろいろ食べくらべ。

本来焼き菓子には欠かせない小麦粉や卵、バターを
一切使わずに、omoや545だけの特殊製法でつくるオ
ジリナルのアレルゲンフリースイーツ。
定番ドーナツのプレーン・ココア・抹茶の3種に、
ミルク成分不使用のチョコレートをコーティングし
たマイルド・ダーク2種を加えたスペシャルセッ
ト。
＜お召し上がり方＞
冷凍状態にて1ヶ月、解凍後3日以内にお召し上がり
下さい。
常温にて自然解凍後、そのままお召し上がり頂けま
すが、トースターや電子レンジ等で加熱して頂けれ
ばより美味しくお召し上がり頂けます。

岡山市北区御津伊田にある小さな田舎のレス
トランよりこだわりのシフォンケーキをお届
けします。低糖・低オイルで水分を閉じ込め
たこだわりのシフォンです。地元のテレビに
も度々ご紹介いただき、お一人様でもご家族
でも、また大切な方への贈り物としてもご好
評いただいております。

約540g　直径 約21cm　高さ 約7～8cm

岡山特産の白桃・シャインマスカット・ニューピ
オーネのコンポートが入ったボリューム満点のフ
ルーツゼリーです。

【白桃】
芳酵な香りと甘みを兼ね備えた瑞々しい果肉をその
ままゼリーに封じ込めました。
【シャインマスカット】
瀬戸内の温暖な気候で育った大粒で甘い果肉をゼ
リーにしました。
【ニューピオーネ】
独特の甘みと芳香が強く、大粒の果肉をそのままの
姿でゼリーに閉じ込めました。

●岡山 サンさんめぐみオリジナルブランド●
豊かな自然と温暖な気候に恵まれた「晴れの国 岡
山」の地で育まれた産品を使い、安全と安心、おい
しさにこだわった地域活性化を図る岡山オリジナル
ブランの品に選ばれました。

[№5220-0980]果物のおいしさをぎゅっと！
果樹園のめぐみ白桃・みかん・マスカットゼ
リー3種詰め合わせセット 岡山県産

[№5220-0981]果物のおいしさをぎゅっと！
果樹園のめぐみ瀬戸内みかんゼリー 8個セッ
ト 岡山県産

[№5220-0982]果物のおいしさをぎゅっと！
果樹園のめぐみ白桃ゼリー 8個セット 岡山
県産

[№5220-0648]岡山県産果物を贅沢に使用し
た アイスバー 8本セット
【配達不可：離島】

10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

晴れの国岡山で太陽の恵みをいっぱい受けて育った
白桃・みかん・マスカットを
いつでも楽しんでもらいたく、ぎゅっ！と絞ってゼ
リーにしました！
3種類全て、使用している果汁は岡山県産100％使
用。
香料・着色料は一切使用しておらず、果物そのもの
の味が楽しめます。
冷やしておいしい！凍らせて更においしい！お得な
詰め合わせセットとなっています。

白桃ゼリー 200g×3個
瀬戸内みかんゼリー 200g×3個
マスカットゼリー 200g×2個

晴れの国岡山で太陽の恵みをいっぱい受けて
育った瀬戸内のみかんをぎゅっ！と絞ってゼ
リーにしました。
岡山県産の温州みかん100％使用で、着色
料・香料は一切使用しておりません。
冷やしておいしい！凍らせて更においしい！
一品となっています。

瀬戸内みかんゼリー 200g×8個
内容総量1.6kg

岡山県産白桃をいつでも召し上がっていただけるよ
うに贅沢に、ぎゅっ！と絞ってゼリーにしました。
岡山県産白桃100％使用、香料着色料不使用で、白
桃そのものの味が楽しめます。
冷やしておいしい！凍らせて更においしい！一品と
なっております。

白桃ゼリー 200g×8個
内容総量1.6kg

岡山県産の白桃、ぶどう(キャンベルアー
リー)、みかんを贅沢に使用したアイスバー
のセットです。
瀬戸内型気候で温暖な「晴れの国おかやま」
は日照時間が長く、1年を通して果物が収穫
されるくだもの王国になっています。
そんな岡山県産の果物を、一番おいしい旬の
時期に加工した、果物の旬を味わえるアイス
バーです。

・白桃、ぶどう　各3本
・みかん　2本

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。

-4-



[№5220-0034]建部のむヨーグルト
（清水白桃）10本
【配達不可：離島】

[№5220-0032]建部のむヨーグルト
（甘さ控えめ）10本
【配達不可：離島】

[№5220-0036]建部のむヨーグルト
（マスカット）10本
【配達不可：離島】

[№5220-0026]大手饅頭伊部屋大手まんぢゅ
う（25個入）

10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

★ご当地ヨーグルトグランプリ2018最高金賞受賞★
★岡山県産清水白桃使用★しぼりたての建部町内産
牛乳に、岡山県特産の清水白桃果汁を贅沢に加えた
のむヨーグルトです。生乳90％以上使用し風味豊か
に仕上げました。●建部ヨーグルトは第41回岡山県
農林業漁業近代化表彰で農林水産大臣表彰受賞いた
しました。

建部のむヨーグルト（清水白桃）　10個（1個
はっ酵乳160g）生乳90％以上使用　プロバイオティ
クスBL菌（ビフィズス菌）配合

★生きて腸まで届くビフィズス菌★しぼりたての建
部町内産牛乳の色、元気な乳酸菌のにおい、果糖を
加えただけのナチュラルな甘味、そんな自然の健や
かさが、そのままドリンクヨーグルトになりまし
た。安定剤、、酸化防止剤等を使用していません。
●建部ヨーグルトは第 41回岡山県農林業漁業近代
化表彰で農林水産大臣表彰受賞いたしました

建部のむヨーグルト（甘さ控えめ）　10個（1個
はっ酵乳160ml）建部産生乳100％　プロバイオティ
クスBL菌（ビフィズス菌）配合

★岡山県産マスカット使用★しぼりたての建部町内
産牛乳に、岡山県特産のマスカット・オブ・アレキ
サンドリアを贅沢に加えたフルーツ王国岡山ならで
はの、のむヨーグルトです。生乳90％以上使用し風
味豊かに仕上げました。●建部ヨーグルトは第41回
岡山県農林業漁業近代化表彰で農林水産大臣表彰受
賞いたしました。

建部のむヨーグルト（マスカット）　10個（1個
はっ酵乳160g）生乳90％以上使用　プロバイオティ
クスBL菌（ビフィズス菌）配合

創業以来、百八十余年備前名物として愛されてきた
「大手まんぢゅう」は、生地の甘酒のコクとあんの
甘さがほどよく調和したまろやかな味わいです。大
手まんぢゅうはその良質の備前米を材料として、ま
ず糀（こうじ）からつくり始め、もち米などを加え
ながらじっくり日数をかけて成熟した甘酒を仕上げ
ていきます。これに小麦粉を混合し発酵させて生地
を調製いたします。この丹念に仕上げた生地で、北
海道産小豆を特製の白双糖で練り上げた漉餡を薄く
包み、蒸上げますと甘酒の豊潤な香りを漂わせなが
ら出来上がってまいります。百八十余年、備前名物
として愛されてきた伝統の味をぜひご賞味くださ
い。

[№5220-0273]きびだんご手作りセット
おうちできびだんご4袋（1袋290g）

[№5220-0321]廣榮堂岡山銘菓詰合せ（4種・
小）

[№5220-0023]ミモレ農園万能野菜ソース 2
個（生姜＆玉ねぎ）

[№5220-0027]角南製造所
清水白桃・缶詰＆果肉ゼリーセット

10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

「おうちできびだんご」は「とり粉ミックス」「き
びだんごミックス粉」「砂糖ミックス」の3種類が1
セットになった調理キットです。ご家庭で準備いた
だくものは耐熱ボウル・泡立て器・ゴムベラ・バッ
ト・ラップ・電子レンジなどの調理器具と水だけ
で、標準的な大きさのきびだんごを1袋で約25粒作
ることができます。
4袋セット1袋あたり総量290g
【きびだんごミックス粉60g】もち粉（もち米（国産））、
きび粉
【砂糖ミックス150g】グラニュー糖（国内製造）、発芽糖
【とり粉ミックス　80g】グラニュー糖（国内製造）/加工で
ん粉

元祖きびだんごの他に、倉敷銘菓むらすずめ、岡山
銘菓調布、きび大福のセットを、ご自宅で楽しむの
にぴったりなセットです。　【元祖きびだんご】岡
山名物きびだんご。国産のもち米に砂糖と水飴、き
びを加えました。素材の旨味が生きた素朴な味で
す。 【むらすずめ】黄色い薄皮の表面の穴が稲穂
に群がるすずめの姿に見えることから命名。北海道
産の粒あんを薄皮で包んだ上品な味わいの倉敷銘菓
です。 【調布】租税として朝廷に納められた手織
りの巻物「調布」に似ていることが由来。ふんわり
としたやわらかい求肥と香ばしいカステラ生地の薄
皮が調和したやさしい味わいの和菓子です。 【き
び大福】きびだんごの製法を用いて作った求肥生地
で、北海道産小豆の粒あんを包み、香ばしいきなこ
をまぶしました。

【生姜の甘みぞれソース】
大根を、皮ごと丁寧にすりおろし、生姜やにんにく
でアクセントをきかせ、大鍋の中で時間をかけて無
水調理でじっくり煮込むことで、野菜のうまみが
しっかりと凝縮された深みとコクのあるソースに仕
上げました。
【玉ねぎソース】
ソースの味の決め手になるのは、旬の玉ねぎです。
ソースの半分以上は玉ねぎでできています。
収穫した玉ねぎは、選別し丁寧に皮をむき、大鍋の
中で時間をかけて無水調理でじっくり煮込みまし
た。生サラダはもちろん、お肉や蒸し野菜の味付け
から、ハンバーグやステーキソースなど、いろいろ
なものに合うソースです。

岡山が誇る白桃のブランド品種「清水白桃」のス
イーツセットです。「清水白桃缶詰」は度々テレビ
などで取り上げられる、今大注目の岡山産の人気缶
詰です。清水白桃の皮を全て手作業でむいているた
め、果肉の美味しさを余すことなく味わえると評判
です。「清水白桃果肉ゼリー」は清水白桃の果肉が
ゴロリと入った贅沢なゼリーです。

・清水白桃缶詰425g（固形量250g）×1缶
・清水白桃果肉ゼリー150g×1個

[№5220-0022]ミモレ農園万能
野菜ソース 2個（トマト＆生姜）

[№5220-0021]ミモレ農園万能野菜ソース  2
個（トマト＆玉ねぎ）

[№5220-0481]瀬戸内のり詰合せ（岡山県産
味付のり・焼のり）6個

[№5220-0866]岡山県産 のり詰合せ 8点セッ
ト

10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

【生トマトケチャップ】
真っ赤に育った完熟だけを厳選して、一つひとつ手
摘みで収穫します。トマト本来の美味しさが生きて
おり、甘みとうまみがつまった完熟果肉を使ってで
きるケチャップは格別です.

【生姜の甘みぞれソース】
大根を皮ごと丁寧にすりおろし、生姜やにんにくで
アクセントをきかせ、大鍋の中で時間をかけて無水
調理でじっくり煮込むことで、野菜のうまみがしっ
かりと凝縮された深みとコクのあるソースに仕上げ
ました。

【生トマトケチャップ】
真っ赤に育った完熟だけを厳選して、一つひとつ手
摘みで収穫します。トマト本来の美味しさが生きて
おり、甘みとうまみがつまった完熟果肉を使ってで
きるケチャップは格別です。
【玉ねぎソース】
ソースの味の決め手になるのは、旬の玉ねぎです。
ソースの半分以上は玉ねぎでできています。収穫し
た玉ねぎは、選別し丁寧に皮をむき、大鍋の中で時
間をかけて無水調理でじっくり煮込みました。生サ
ラダはもちろん、お肉や蒸し野菜の味付けから、ハ
ンバーグやステーキソースなど、いろいろなものに
合うソースです。

岡山県の海苔は三大河川から豊富な栄養分が
供給されるので、国内でも評価の高い良質な
海苔が生産されると言われています。穏やか
な気候・瀬戸内で育まれた磯の香り豊かな自
慢の海苔です。厳選した海苔を使用した、味
付のりと焼のりの詰合せです。

岡山県産海苔（味付のり 8切48枚×4P、焼の
り 8切48枚×2P）

全国ベスト10に入る生産量を誇る岡山のりは
100年を超える養殖の歴史をもっています。

8点（8種類×各１）
味付けのり　7袋詰（8切5枚）×1
味付けのり（ピリ辛）7袋詰（8切5枚）×1
塩のり　7袋詰（8切5枚）×1
わさびのり　7袋詰（8切5枚）×1
焼のり　全型5枚×1
手巻きのり 半切10枚×1
おにぎりのり　3切15枚×1
岡山のり天　90g×1

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-0790]石原果樹園 純生 桃太郎ぶど
う ドライフルーツ 5袋（1袋30g）

[№5220-0791]石原果樹園 純生 あたご梨 ド
ライフルーツ 8袋（1袋30g）

[№5220-0789]石原果樹園 鴨梨ジャム 5本
（1本120g）

[№5220-0126]ミモレ農園お野菜を食べる
スープ おまかせ4食セット

10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

石原果樹園は約170年前から岡山県で果物を栽培し
ています。

土壌に乳酸菌を使用して、丹精込めて作った桃太郎
ぶどうをドライフルーツに加工しました。
原材料はぶどうのみ！無添加、無加糖生とは違った
美味しさ＆果肉感！
少しずつしか生産できない貴重なお品です。

石原果樹園は約170年前から岡山県で果物を
栽培しています。

土壌に乳酸菌を使用して、丹精込めて作った
あたご梨をドライフルーツに加工しました。
あたご梨を1玉ぐらい、贅沢に使っていま
す。原材料は梨のみ！無添加、無加糖生とは
違った美味しさ＆果肉感！
少しずつしか生産できない貴重なお品です。

石原果樹園は約170年前から岡山県で果物を
栽培しています。

土壌に乳酸菌を使用して、丹精込めて作った
ヤーリー梨をジャムに加工しました。
ヨーグルトに相性ピッタリです。

ほうれん草ポタージュ／ポテトポタージュ／紅ポテ
トポタージュ／紫ポテトポタージュ／わけぎのチキ
ンスープ／安納芋のポタージュ／かぼちゃのポター
ジュ／生姜仕立て菊芋の和風スープ／葉ごぼうの和
風ホワイトスープ／コーンポタージュ／じゃがいも
とかぼちゃのポタージュ／にんじんポタージュ／バ
ターナッツかぼちゃのポタージュの中から、4種類
を選び、冷凍便でお届けいたします。
内容量：各190g
※種類は申し訳ございませんがご指定できません。

[№5220-0342]瀬戸内ファームOKAYA
MAGINGERSYRUPREGULAR1本（160ml）

[№5220-0587]いなほ屋 × cotan 菜食 カ
レー キット2種 初級編A（ダルカレー＆ラッ
サム）

[№5220-0588]いなほ屋 × cotan 菜食 カ
レー キット2種 初級編B（ベジチキン＆ラッ
サム）

[№5220-0853]岡山 飛竜 生ラーメン あっさ
り醤油味 20食セット【配達不可：離島】

10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

生産者が、土づくりからシロップへの加工まですべ
ての行程に関わっているこだわりの商品です。化学
肥料
・農薬不使用の新生姜の美味しさを最大限に生かす
ため、ミネラル豊富で身体にやさしい素焚糖を使用
しています。免疫力UP、代謝促進に効果があると言
われている生姜の健康成分が凝縮されており、美味
しさと健康を兼ね備えた、特に女性に喜ばれる商品
です。

GINGER SYRUP REGULAR 1本（160ml）
原材料：含蜜糖（素焚糖）（国内製造）、生姜（岡
山市産）、レモン（国産）、唐辛子

まずはここからの初級編A2種セット「ダルカレー＆
ラッサム」。岡山で出店をベースにおいしい透き通
る菜食カレーを提供するいつも行列の「いなほ屋」
のカレーをお家で手作りできるキットです。中にあ
るレシピ通りにスパイスを扱うことで、自然とスパ
イス使いが身につく学習キットになっています。
まずはさっぱりおいしい「ダルカレー」。調理時間
30分とこんな少ないスパイスで飽きのこない毎日の
カレーが作れることに目からうろこ。朝からでも
さっぱり食べられる、飽きのこない豆のカレーで
す。加えて南インドではみそ汁のように日常的に食
される、「ラッサムスープ」。タマリンドの酸味が
暑い時期には特に体にしみる。大好きな人の多い南
インドの定番スープです。さあ、お家で本格南イン
ド菜食カレーをぜひお試しください。
ダルカレー 124g／ラッサム 22g
※各調理後4～5人前の内容量です。
◎自然とスパイス使いのコツが身につくレシピ付◎

まずはここからの初級編B2種セット「ベジチキンカ
レー＆ラッサム」。岡山で出店をベースにおいしい
透き通る菜食カレーを提供するいつも行列の「いな
ほ屋」のカレーをお家で手作りできるキットです。
中にあるレシピ通りにスパイスを扱うことで、自然
とスパイス使いが身につく学習キットになっていま
す。南インド定番の味、スタンダードなぽってり
さっぱりおいしい「ベジチキンカレー」。ホールス
パイスからきちんと香りを引き出すことでさっぱり
おいしいさっぱりおいしい南インドカレーができま
す。お肉のような大豆ミートが満足感。ベジカレー
の基本のキット。加えて南インドではみそ汁のよう
に日常的に食される、「ラッサムスープ」。タマリ
ンドの酸味が暑い時期には特に体にしみる。大好き
な人の多い南インドの定番スープです。さあ、お家
で本格南インド菜食カレーをぜひお試しください。
ベジチキン 58g／ラッサム 22g
※各調理後4～5人前の内容量です。
◎自然とスパイス使いのコツが身につくレシピ付◎

1941年創業「飛竜生ラーメン」のフレーズで
お馴染み株式会社飛竜の看板製品です。

麺はコシのある本格ストレート生麺でつるつ
るとしたのど越しの良い食感です。スープに
は本醸造濃口醤油と本醸造たまり醤油の2種
類をベースに香味野菜、香辛料、ポークエキ
ス、カツオ入りエキスを使用し、昔ながらの
味でありながら、豚骨と魚介の絶妙な配合の
味わいを表現しております。

1袋あたり131g（生めん重量100g、濃縮スー
プ、コショー付）

[№5220-0620]岡山テンペみそ 300g×5個 [№5220-0205]生麹味噌  岡山甘口 3個（1個
500g）

[№5220-0622]【セット】岡山テンペみそ
300g×3個 吟醸白みそ300ｇ×2個

[№5220-0067]キミセ醤油
岡山地醤油バラエティ8本セット

10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

創業明治22年の味噌屋が造りました。
美味しいと喜んでいただける、安全で価値あ
るもの造りを目指しています。

<大豆発酵食品テンペとは>
テンペは煮た大豆を丸ごとテンペ菌で発酵さ
せたインドネシアの伝統的発酵食品です。
<テンペみそ>
大豆発酵食品「テンペ」を米みそに応用し、
30℃で発酵・熟成させた味噌です。岡山県産
米・食塩、国産大豆を使用し旺盛な発酵微生
物の力により、味・色・香りの優れた味噌で
す。

大豆テンペ（岡山県製造）、米（岡山県
産）、大豆（国産）,食塩（岡山県製造）/酒
精

創業明治22年の味噌屋で造られたみそです。
瀬戸内の恵まれた気候風土の岡山地方は、糀
歩合の多い甘口味噌は、昔より伝承されてい
る特産品の一つです。高精白（精白度79％）
の国産米の糀と、国産大豆を丁寧に脱皮し、
塩分を控えめ（9.7％）にし15割糀で仕込ん
だ甘口の味噌です。
生麹味噌　岡山甘口　3個（1個500g）
岡山県産米使用、国産大豆使用

創業明治22年の味噌屋が造りました。
美味しいと喜んでいただける、安全で価値あるもの
造りを目指しています。

<岡山甘口>
高精白（精白度79％）の国産米の糀と、国産大豆を
丁寧に脱皮し、塩分を控えめ（9.7％）にし15割糀
で仕込んだ甘口の味噌です。
<テンペみそ>
大豆発酵食品「テンペ」を米みそに応用し、30℃で
発酵・熟成させた味噌です。岡山県産米・食塩、国
産大豆を使用し旺盛な発酵微生物の力により、味・
色・香りの優れた味噌です。

岡山テンペみそ：大豆テンペ（岡山県製造）、米
（岡山県産）、大豆（国産）、食塩（岡山県製造）
/酒精
吟醸白みそ：米（岡山県産）、大豆（岡山県産）、
食塩/酒精

岡山の地で製造した醤油の詰め合わせ。
五穀芳醇醤油　500ml×1本
瀬戸内そだち　だし醤油　500ml×1本
淡口だし醤油　京風だし　500ml×1本
糀ドレッシング　300ml×1本
本格万能つゆ　だしつゆ　300ml×1本
ゆずのたれ　和風おろし　300g×1本
ぽん酢醤油　ゆず　300ml×1本
さしみしょうゆ　甘露　300ml×1本

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-0063]キミセ醤油  五穀芳醇醤油3
本、瀬戸内そだち2本（1本500ml）

[№5220-0109]備前の甘くて美味しい醤油  6
本セット

[№5220-0890]木のカレースプーン 1本 [№5220-0826]WY 木製しおり 2個セット

10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

こだわりの五穀（大豆・小麦・米・きび・あ
わ）で仕込んだ醤油と瀬戸内海産いりこ・枕
崎産のかつおをふんだんに使った本格だし醤
油のセットです。少人数のご家庭や、手土産
にも最適です。

五穀芳醇醤油　500ml×3本
瀬戸内そだち　だし醤油　500ml×2本

創業明治十年(1877年)  日本の食文化を守り
続け約140年。和食の基本である醤油が、マ
ヨネーズ文化におされつつも日本という文化
が、あなたの遺伝子が呼び覚ますことでしょ
う。醤油にこだわる方、いや食の基本とし
て、我が醤油をお試しあれ。
甘くて美味しい醤油の6本セット

むらさき　1L×3本(煮物によく合う濃口醤油）
うすあじ　1L×2本（濃口醤油）
うすくち（淡口醤油）1L×1本

木のカレースプーンです。日本の代表的な樹
種、やまざくらとカエデで作りました。

カレーのほか、オムライスやチャーハンな
ど、様々な食事のシーンに使えます。
当工房開業以来、1番人気のスプーンです。
心地のよい仕上がりとなるよう、触った質感
はするりとしております。
食品衛生法に適合した木の食器用の塗装をし
ておりますので、調味料などが染み込むこと
はありません。使用後は、スポンジ・中性洗
剤で手洗いをお願いいたします。

樹種をお好みでお選びください。（茶色・や
まざくら、白色・カエデ）
サイズ：幅 約38mm×長さ 約200mm

木のぬくもりと楽しむ読書タイム
無垢木材と本革のリボンを組み合わせたシン
プルなデザインの木製しおり（ブックマー
ク）です。
材料の木は、ウォールナットの無垢材。木の
豊かな表情が本を開くたびに感じられる、素
材の経年変化も楽しめる逸品です。
日本の職人が一点一点手作りした木製しおり
です。
分厚くなりがちな木製しおりですが、日本の
職人の技術により、木製でありながら、
1.5mm以下の薄さを実現しています。本や
ノートに挟んでもスマートなままです。
ウォールナット材の深い色合いと美しい木肌
を持つ高級感を活かし、手作りならではの心
安らぐ雰囲気を作り出します。

[№5220-0259]クール＆ドライ　日本製  ハ
イブリッドマスク  ホワイト、1枚+抗ウイル
スシート20枚セット

[№5220-0260]クール＆ドライ日本製  ハイ
ブリッドマスク  グレー、1枚+抗ウイルス
シート20枚セット

[№5220-0326]不織布マスク1箱(50枚入り) [№5220-0734]ホテルグランヴィア岡山 白桃
ヒノキ バスソルトBOX　8袋（1袋40g）

10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

夏用(オールシーズン可)の涼しいクール＆ド
ライ日本製ハイブリッドマスク+抗ウイルス
シート20枚セットです。冷却・遮熱効果・UV
カット・吸水速乾・消臭・除菌・抗カビ・抗
ウイルス素材を使用した布マスクです。生地
すべて日本製で、岡山市南区曽根で縫製して
いますので安心して何度でも洗ってお使いい
ただけます。
※サイズはS・M・Lからお選びいただけま
す。…

夏用(オールシーズン可)の涼しいクール＆ド
ライ日本製ハイブリッドマスク+抗ウイルス
シート20枚セットです。冷却・遮熱効果・UV
カット・吸水速乾・消臭・除菌・抗カビ・抗
ウイルス素材を使用した布マスクです。生地
すべて日本製で、岡山市南区曽根で縫製して
いますので安心して何度でも洗ってお使いい
ただけます。
※マスクのサイズはS・M・Lからお選びいた
だけます。

品質にこだわり、素材は全て日本メーカー製
のものを使用し、岡山県内の自社工場で生産
を行っております。3層フィルター構造（PP
スパンボンド不織布、メルトブローン不織
布、PPスパンボンド不織布）を採用。メルト
ブローン不織布は、BFE（細菌ろ過率）99％
以上の高性能フィルターを使用しておりま
す。耳が痛くなりにくい平ゴムや付け心地の
よいノーズフィットで、長時間の着用でも快
適に過ごせます。

岡山の白桃とひのきの香りでくつろぎのバスタイムを。
清々しい白桃の香りが浴室に広がるバスソルトをhinoki
LABと共同開発したホテルグランヴィア岡山オリジナルバス
ソルトです。岡山県新庄村で清らかな水とともに蒸留した岡
山ひのきの精油をブレンドしています。肌を引き締め、じっ
くりとあたたまって汗をかきたい半身浴にもおすすめです。
[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。
・入浴以外の用途にはお使いにならないでください。
・バスタブを傷める可能性がありますので、ご使用後はなる
べく早めにお湯を抜いてください。
・24時間風呂へのご使用はお控えください。[保管及び取扱
い上の注意]
・使用後は必ずしっかりと蓋をしめてください。
・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
・極端に高温又は低温、高湿、直射日光のあたる場所には保
管しないでください。
・可燃性であるので、保管及び取扱いにあたっては火気に十
分注意してください。

[№5220-0886]白桃 ヒノキ バスソルトBOX 4
袋（1袋40g）とサシェ＆フレグランスオイル
のセット ホテルグランヴィア岡山

[№5220-0773]お米 令和3年産 岡山県産 あ
きたこまち 10kg（5kg 2袋）

[№5220-0761]お米 令和3年産 岡山県産 ひ
のひかり 10kg (5kg 2袋)

[№5220-0767]お米 令和3年産 岡山県産 特A
ランク きぬむすめ 10kg（5kg 2袋）

10,000円 1１,000円 1１,000円 1１,000円

【白桃ヒノキ　バスソルト】肌を引き締め、じっくりとあた
たまって汗をかきたい半身浴にもおすすめです。
※浴槽へ40g（1回分）入れお湯に溶かして入浴してくださ
い。
【サシェ＆フレグランスオイル】薄く削りだしたひのきサ
シェにオイルをたらし、リラクゼーションに。
※フレグランスオイルをたらし使用します。

※画像はイメージです。
【白桃ヒノキ　バスソルト】
[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。
・入浴以外の用途にはお使いにならないでください。
・バスタブを傷める可能性がありますので、ご使用後はなる
べく早めにお湯を抜いてください。
・24時間風呂へのご使用はお控えください。
【サシェ＆オイル】
[ご使用上の注意]
・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
・食べ物ではありません。
・天然成分を使用しているため、色味が多少異なる場合がご
ざいます。

コシヒカリと並び日本で有名なお米です
岡山県では近年の温暖化により、かつて圃場
として適していた地域でも栽培が難しくなり
一粒一粒に旨味がぎゅっ。冷めても美味しく
毎日食べたい万能米中部山間地以北のみで栽
培されています。
コシヒカリほどの粘りがないので、あっさり
とした味わいで、やや硬めに炊き上がるた
め、お米一粒一粒を口の中で感じることがで
きます。
香りがよく、日本を代表するお米の品種で
す。
毎日の食事で召し上がっても、しつこさがな
くおにぎりなどにしても、非常に美味しくい
ただけます。

こしひかりをしのぐ人気者。バランスの良いお米を
毎日の食卓に。

日本全国で最も有名なコシヒカリに比べ関東以北で
は、ヒノヒカリはそれほど有名なお米ではありませ
ん。

けれども関西以西ではコシヒカリをしのぐほど、ポ
ピュラーなお米です。

「ヒカリ」と名がつく通り、父親はコシヒカリ、母
親を「黄金晴」に持つお米で、コシヒカリと同じよ
うな食味を持ちます。

岡山県でも非常に人気の高いお米でコシヒカリより
も若干安いこともあり、広く親しまれている銘柄で
す。

炊き上がりの美しさともっちりとした粒が、食事の
質をも格上げます。

岡山県産きぬむすめは10年ほど前から栽培が本格化
した比較的新しい品種です。

それまで作られてきた品種が、年々の温暖化により
圃場に適さなくなってきたため、高温に強く、食味
の良い品種として開発されたのが「きぬむすめ」で
す。

お米の粒はやや大きめで、名前の通り非常に白く炊
き上がりがきれいです。
程よい粘りと、食べ飽きしない程度の甘味で口あた
りはソフトで、モチモチしています。

おにぎり、お弁当、チャーハン、などにも便利に使
用できるユーテリティー米です。

【

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-0459]【無洗米】岡山快滋米6kg
（3kg×2）きぬむすめ胚芽精米

[№5220-0640]岡山はハレの日 セット‐1
【配達不可：離島】

[№5220-0599]【9～10月お届け】五果苑 ご
家庭用 シャインマスカット 1房 約700g【配
達不可：離島】

[№5220-0564]●先行予約●石原果樹園 あた
ご梨 約900g×2玉 オリジナル化粧箱

1１,000円 1１,000円 1１,000円 1１,000円

岡山快滋米（胚芽米）は、美咲町小山の棚田
で育てた「きぬむすめ」を岡山県真庭市で胚
芽精米した栄養価の高いお米です。胚芽（は
いが）精米は、米種子の胚芽を80％以上残す
ように、特別な方法で精白したお米です。普
通の白米に比べ、ビタミンや食物繊維とした
栄養価に富み、玄米よりも食べやすく消化さ
れやすいのが特徴です。

●ハレの日のパン　×1本（約531g）
「岡山県産小麦粉100％の美味しさ！毎日食べたいふわもち
食パン」
毎日食べるものだからこそ、より小麦粉の風味を活かした商
品にしたいと考え、乳酸菌のみを抽出発酵するこだわりの製
法でお造りしています。無添加のマーガリンを使用すること
で毎日食べるものだからこそ健康なものをという想いにもお
応えできる食パンです。
●ジャージーみるく　×2本（1本約573g）
「蒜山ジャージー牛乳を使用したミルクリッチな“生”食パ
ン」
岡山県蒜山にて豊かな自然の中で育った乳牛たちのお乳であ
る蒜山ジャージー牛乳を使用し、濃厚ミルク風味が楽しめる
美味しさです。
牛乳に加えて、はちみつにもこだわり、そのまま“生”で食
べて美味しいふわふわ食感のミルクリッチな食パンに仕上が
りました。
●ラスク　2枚入り×1袋（1袋42g）
当店自慢のラスクもセットに含まれています。

葡萄づくり100年を越える五果苑が減農薬栽
培で丹精込めてつくったぶどうです。
贈答用に選ばれない房を合わせて700ｇ詰め
てお送りします。
岡山県岡山市の一宮地区は昔から白桃、マス
カットの栽培が盛んな地区です。
甘くて美味しい葡萄づくりに励んでいます。
ご家庭でのデザートやおもてなしに。

申込期日 2022年10月15日まで
発送期日 2022年9月上旬～2022年10月下旬

●先行予約●2022年の収穫時期に順次出荷し
ます！
●石原果樹園は約170年前から岡山県で果物
を栽培しています。●
愛宕梨は日本一大きい梨として有名です。
この大きさからは想像も出来ないほど繊細な
味で、完熟してくると、しっとりした独特の
食感と甘味が特徴の甘～いジャンボな梨で
す。
11月上旬に収穫して、1か月ほど追熟させま
す。
梨それぞれに熟成具合は異なりますが、追熟
させると少ししっとりして食べ頃になりま
す。
申込期日 2022年11月30日まで
発送期日 2022年12月上旬～2022年12月下旬

[№5220-0122]しいたけ原木2本 [№5220-0008]岡山みにたると（15個入り）
【配達不可：離島】

[№5220-1030]Mint ブリュレ シフォンケー
キ 1ホール 680g

[№5220-0054]備前岡山  御菓子処清風庵
おかやま白桃ゼリー4個入

1１,000円 11,000円 11,000円 11,000円

原木のほだきに『しいたけ』の駒菌を植えつ
けた商品です。自宅の庭でも原木しいたけの
栽培を楽しめます
。うまく育てれば二夏経過後の秋から本格的
な収穫ができます。収穫は約2～3期できま
す。

岡山市内のフレッシュタルトの専門店
「STYLE（スタイル）」で作られた、美しい
ミニタルトの詰め合わせです。岡山県産蒜山
ジャージー牛乳で作るクリームと、サクサク
生地が相性抜群です。直径4.7cmのミニタル
トにケーキの一番おいしいところをギュッと
凝縮した今スタイルで人気の岡山スイーツで
す。
生チョコ（直径4.7cm）×4個
マンゴー（直径4.7cm）×4個
親子もも（直径4.7cm）×3個
カシス＆クランベリー（直径4.7cm）×4個

配達不可：離島
【レストランMint】完全手作り。
岡山県産【でぇーれぇー粉】【湯浅養鶏場さんの卵】北海道
産【てんさい糖】を使ったこだわりのシフォンケーキ！低
糖・低オイルで身体にも美味しいしっとりふわふわケーキを
追求した地元岡山で20年以上愛されたケーキ。でぇーれぇー
粉のクリーミーなシフォンに丁寧に大人好みのほろ苦く仕上
げたカラメルをコート。パリパリなカラメルは時間が経つと
ジュワァーと染み込み2度楽しめます。

【お召し上がり方】
冷凍で届くシフォンケーキを、冷蔵庫で8時間ほどかけて解
凍してお召し上がりください。
解凍後は要冷蔵で保管していただき解凍後の再冷凍は品位を
著しく低下させますのでお控え下さい。

※160℃で焼き上げてから、冷凍便での発送です。
※賞味期限：解凍後2日間（10℃以下で保存の場合）
※冷凍保存では30日間（-18℃以下で保存）ですが、解凍後
の再冷凍はお控え下さい。

●くまもと菓子博2002  第24回全国菓子大博
覧会 九州in熊本  農林水産大臣賞受賞●と
ろけるような果肉からしたたる果汁、豊潤な
香りと味わい深い甘味の白桃を、日本最後の
清流といわれる四万十川の天然水と白桃
ピューレをふんだんに使用したゼリーで包み
込みました。上品で瑞々しい白桃の甘みと、
口いっぱいに広がる味わいをお楽しみくださ
い。

[№5220-0062]卵娘庵のきぃぷり・しろぷり6
個セット（1個75g）
【配達不可：北海道・沖縄・離島】

[№5220-0039]無添加  建部ヨーグルト（プ
レーンタイプ）20個
【配達不可：離島】

[№5220-0020]「レストラン ア・ラ・メゾ
ン」の2種類ソースと生パスタセット

[№5220-0867]岡山県産 のり詰合せ 10点
セット

11,000円 11,000円 11,000円 11,000円

きぃぷりは卵黄のみを使用した濃厚まったり
プリン。しろぷりは卵白のみ使用したあっさ
りヘルシープリン
。混ぜて食べると更に美味しい♪と人気のプ
リンです。日本では希少な乳牛「ブラウンス
イス」の低温殺菌乳を使用していますので、
さらに濃厚で味わい深いプリンに焼きあがっ
ています。

きぃぷり　75g×3個
しろぷり　75g×3個

★生きて腸まで届くビフィズス菌★しぼりた
ての建部町内産牛乳を100
％使用し、擬固剤や酸化防止剤、香料等の添
加物を一切使用加えずに作る無添加ヨーグル
ト。独自の乳酸菌を使用していますので、お
いしさが長持ちします。
●建部ヨーグルトは第41回岡山県農林業漁業
近代化表彰で農林水産大臣表彰受賞いたしま
した。
建部ヨーグルト（プレーンタイプ） 20個（1
個　90ml）
生乳100％　ブロバイオティクス（BL菌）配
合

岡山市の人気フレンチレストラン「レストラ
ン　ア・ラ・メゾン」がつくる地元の食材を
ふんだんに使った2種類のパスタソースと生
パスタ4皿分のセットです。

パスタソース・千屋牛とピーチポークのミー
トソース　260g（2人前）
パスタソース・ポルチーニ茸と牛窓マッシュ
ルームのトマトソース　260g（2人前）
生パスタスパゲティ　80g×2パック
グラナ・パダーノチーズ　40g×2パック（2
人前）

全国ベスト10に入る生産量を誇る岡山のりは
100年を超える養殖の歴史をもっています。

味付けのり　7袋詰（8切5枚）×2
塩のり　7袋詰（8切5枚）×2
わさびのり　7袋詰（8切5枚）×2
手巻きのり　半切10枚×2
岡山のり天　90g×2

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-0754]メメシルヴィのミニキッシュ
（5個入り）
【配達不可：北海道・沖縄・離島】

[№5220-0643]ソフト頸椎カラー(ボーダー) [№5220-0619]無洗米 令和３年産　岡山県産
こしひかり 10kg（5kg×2袋）
【配達不可：北海道・沖縄・離島】

[№5220-0756]石原果樹園の備前乙女米 白米
4kg（2㎏×2袋）

11,000円 11,000円 12,000円 12,000円

おかやまジビエ（猪肉・鹿肉）と旬野菜が入った米粉のキッ
シュ
たくさんの「こだわり」を小さくて可愛いミニキッシュに詰
め込みました。
こだわり・・・（1）岡山県産の栽培期間中は農薬不使用の
朝日米を使用。
こだわり・・・（2）岡山県の平飼いで育てられている鶏の
有機卵を使用。
こだわり・・・（3）岡山県産の「おかやまジビエ」（猪
肉・鹿肉）を使用。
こだわり・・・（4）「おかやま有機無農薬農産物」認定の
野菜を主体に、栽培期間中は農薬不使用の野菜を使用。
こだわり・・・（5）調味料もオーガニックのオリーブオイ
ル・有機豆乳・北海道のチーズなど、体に優しいものを使
用。
臭みのない猪肉や鹿肉のコクが、米粉の香ばしくて軽い味わ
いとよく合い、大人から子供まで楽しんでいただけるミニ
キッシュです。小さな工房にて、一つ一つ丁寧に手作業でつ
くっています。上質な材料を使い、無添加のままお届けいた
します。
家族やお友達との団らんのひとときに、またお一人での優雅
なひとときに、ゆっくり味わってみてください。ワインと
も、とても相性がいいのでおすすめです。

運動器のサポーティングシステムメーカーの
ダイヤ工業株式会社から、
肌触りやわらかな、吸湿性の高いソフト頸椎
カラー(ボーダー)です。

≪特徴1≫吸湿性のある素材を全面に使用
し、やわらかく、やさしい着け心地です。
硬質プレートが入っているので、しっかりし
た安定感もあります。

【中国地方最大のお米の生産地】
　晴れの国と呼ばれるほどの「豊かな日照
量」、瀬戸内海沿岸地域特有の「温暖な気候
条件」、三大河川がもらたす「豊富な水」、
自然あふれる「肥沃な大地」という恵まれた
環境を最大限に活かして、中国地方最大の米
穀生産地として発展してきました。
【晴れの国〈岡山県〉のコシヒカリ】
　お米の粒がきれいで光沢があり、適度なや
わらかさと粘り気があります。岡山県で生産
されたコシヒカリの品質は高く、冷めても固
さ・コシは変わらず、味、香り、どれをとっ
ても最高です。
申込期日　2022年9月12日まで

備前乙女米って？
石原果樹園では、江戸時代よりお米を栽培し
ています。
西大寺地区の環境と乳酸菌栽培という新技術
により甘くてもっちりした深い味わいが出来
上がりました。

モチモチ甘く冷めても美味しい！お弁当やお
にぎりにも適した品種です。
『これじゃないといけない』とファンも多い
人気のお米です。
乳酸菌栽培で風味あって甘いです。
お好みで水を少し少なめに炊かれるのもオス
スメです。

[№5220-0614]清水屋 生クリームパン（15個
入り）【カスタード・生クリーム・チョコ】
【配達不可：離島】

[№5220-0615]清水屋 生クリームパン（15個
入り）【カスタード・生クリーム・チョコ・
苺・抹茶】
【配達不可：離島】

[№5220-0596]【9～10月お届け】五果苑
シャインマスカット 1房 約700g【配達不
可：離島】

[№5220-0271]匠バーテンバー家飲みカクテ
ル ジントニック＆レモンサワー 6本セット

12,000円 12,000円 12,000円 12,000円

清水屋の生クリームパンは、柔らかいふわふわの生
地に上質な生クリームがたっぷりとつまったスイー
ツのようなパンです。職人の高い技術と愛されるパ
ンを作りたいという想いで開発した生クリームパン
は、今ではネットや全国の販売店で大人気！テレビ
などでも多く取り上げられています。
特にパンづくりにこだわっているのが「水」。清水
屋の「清水」とはパン製造地に湧き出る美しい水を
使用したことが由来です。
日本の名水100選に選ばれた「雄町の冷泉」の源流
があるため、豊富な地下水に恵まれております。

カスタード65g×6個
生クリーム65g×6個
チョコ65g×3個

清水屋の生クリームパンは、柔らかいふわふわの生
地に上質な生クリームがたっぷりとつまったスイー
ツのようなパンです。職人の高い技術と愛されるパ
ンを作りたいという想いで開発した生クリームパン
は、今ではネットや全国の販売店で大人気！テレビ
などでも多く取り上げられています。
特にパンづくりにこだわっているのが「水」。清水
屋の「清水」とはパン製造地に湧き出る美しい水を
使用したことが由来です。
日本の名水100選に選ばれた「雄町の冷泉」の源流
があるため、豊富な地下水に恵まれております。

カスタード65g×3個
生クリーム65g×3個
チョコ65g×3個
苺65g×3個
抹茶65g×3個

葡萄づくり100年を越える五果苑が減農薬栽
培で丹精込めてつくったぶどうです。
岡山県岡山市の一宮地区は昔から白桃、マス
カットの栽培が盛んな地区です。
甘くて美味しい葡萄づくりに励んでいます。

五果苑産の人気の、種なしで皮ごと食べられ
るシャインマスカットです。ご進物にも最適
です。

申込期日 2022年10月15日まで
発送期日 2022年9月上旬～2022年10月下旬

匠バーテンダー家飲みカクテルシリーズのジントニック・
ウォッカレモンサワーの6本セットです。
「ジントニック」
自社製の米焼酎をベースにジュニパーベリー、コリアンダー
等の十数種類のボタニカル（香味植物）を独自に配合して、
ポット・スチルで蒸溜し、樫樽貯蔵した「クラフトジン岡
山」を絶妙にマッチするトニックウォーターで割って仕上げ
たカクテルです。さわやかな香りと奥深い新しい味わいを感
じていただけます。
「ウォッカレモンサワー」
岡山県産二条大麦をベース原料として使用し、発酵させたも
のをポット・スチルで蒸溜し、白樺炭で独自濾過をした「ク
ラフトウォッカ晶光（あきひかり）」を使用しています。岡
山県産レモン果汁100％の豊かな香りと酸味のバランスがほ
どよい味わいです。

　
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。20歳未満の申
し受けは致しておりません。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与
えるおそれがあります。

[№5220-0987]蒜山ジャージーミルクスフレ
10個入りセット（5個入×2箱）黄金のミルク
岡山県産 フルーツタルト専門店 Gowdy

[№5220-0058]備前岡山　御菓子処　清風庵
清水白桃ゼリー3個入

[№5220-0135]安富牧場
小さな酪農家のまじめなアイス 8個入
【配達不可：北海道・沖縄・離島】

[№5220-0068]岡山名物きなこセットきびだ
んご（30個入×2箱）

12,000円 12,000円 12,000円 12,000円

【配送不可:離島】

岡山県北の蒜山高原でのびのび育った蒜山
ジャージー牛から絞ったジャージー牛乳を
たっぷり使用した優しい味わいのミルクク
リームを、ふわふわ、もっちりとした生地で
サンドしました。
くちどけの良いあっさりとした甘みが特徴の
お菓子です。

※画像はイメージです。
※一部離島へのお届けは出来ません。
※保存方法：冷凍(-18℃以下)で保存してく
ださい。
※解凍方法：冷蔵庫に入れ、4～5時間後が食
べ頃です。解凍後はその日のうちにお召し上
がりください。

●お伊勢さん菓子博2017第27回全国菓子大博
覧会・三重名誉総裁賞受賞●●JR西日本岡山
支社ふるさとあっ晴れ大賞認定（2017）●豊
潤でとろけるような果肉からほとばしる果
汁、桃の中でも最高品質とされ「桃の女王」
とも呼ばれる岡山県産清水白桃の半割り果肉
を、四万十川の清流水と清水白桃ピューレを
たっぷり使った濃厚なゼリーで包み込みまし
た。

岡山市北区足守地区にある小さな牧場の「安
富牧場」が酪農家理想のアイスクリームをつ
くりました。おいしい牛乳を生産してくれる
ように、牛たちが生活する牛舎環境を最善に
保ち、そしてその牛乳本来のおいしさを生か
すよう、配合搾乳したその日にアイスクリー
ムの仕込みをしています。酪農家理想のアイ
スクリームをぜひお試しください。
（1個120ml）
ミルク、ゴールデンバニラ、抹茶、チョコレー
ト、岡山いちご、ほうじ番茶、岡山のもも、岡山
ピオーネ×各1個

「みんなで食べて、仲間になろう」きびだん
ご一筋の専門店、山方永寿堂がご提供する思
わず写真を撮りたくなるかわいい【きびだん
ご】【きなこきびだんご】のセット商品です
。色鮮やかなパッケージに加え、桃太郎、
犬、猿、雉、鬼のかわいい包み紙のきびだん
ごは配りやすさも抜群です。桃太郎のお面つ
き。

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-0344]瀬戸内ファームジンジャー
エールの素1本（360ml）

[№5220-0589]いなほ屋 × cotan 菜食 カ
レー キット2種 中級編（エッグロースト＆
サンバル）

[№5220-0616]イタリア産グラナパナード
チーズで頂く 絶品 生パスタ＆ミートソース
3食セット
【配達不可：離島】

[№5220-0617]イタリア産グラナパナード
チーズで頂く 絶品 生パスタ＆バジルクリー
ムソース 3食セット
【配達不可：離島】

12,000円 12,000円 12,000円 12,000円

化学肥料・農薬不使用の新生姜のやさしい辛
みと、国産レモンの爽やかな香りを最大限に
生かすため、ミネラル豊富で身体にやさしい
素焚糖を使用しています。免疫力UP、代謝促
進に効果があると言われている生姜の健康成
分が凝縮されており、美味しさと健康を兼ね
備えた、特に女性に喜ばれる商品です。

原材料：含蜜糖（素焚糖）（国内製造）、生
姜（岡山市産）、レモン（国産）、ローズマ
リー、唐辛子、クローブ

初級編A・Bセットでスパイス使いの基本が身につい
たら次はこの中級編2種セット「エッグローストカ
レー＆サンバル」。南インドのおもてなしのカレー
「エッグローストカレー」。ベジチキンカレーキッ
トで身についたスパイス使いの基本に加えて香りの
スパイスのテンパリングがこのカレーのミソ。香り
のスパイスを引き出しカレーにテンパリング、ゲス
ト様におもてなしをするちょっと贅沢なカレー。香
りが効いたぽってりとおいしいカレーが出来上がり
ます。加えて南インドではみそ汁のように日常的に
食される、「サンバルスープ」。トゥールダルのト
ロっとした地味深いカレースープです。さあ、お家
で本格南インド菜食カレーをぜひお試しください。
エッグロースト 61g／サンバル 78g
※各調理後4～5人前の内容量です。
◎自然とスパイス使いのコツが身につくレシピ付◎

地元契約農家から仕入れた季節の野菜や、岡山県産
の素材の美味しさを大切に、化学調味料などをなる
べく使わないよう丁寧にソースに仕立てました。地
元イベントで多くの方に楽しんで頂いている生パス
タを、ご家庭でもお手軽に、ホームパーティーや
ちょっとしたお祝い、家族団欒のお席に。イタリア
産のグラナパダーノチーズをたっぷりかけて、味
わって頂きたい逸品です。
パスタは岡山県産小麦「ぼっけー粉」とカナダ産
「デュラム小麦」を使用した自家製生パスタ。
イタリア人シェフから学んだ本場のミートソース
は、多くの素材を盛り込んだ一味違うパスタソース
です。
クリームソースを絡めた生パスタにミートソースを
載せ、グラナパダーノチーズをたっぷりかけてお召
し上がりください、本格的な味に仕上がります。
生パスタ120g×3人前
ミートソース×3袋
クリームソース×3袋
グラナパナードチーズ×1袋（3人前）

地元契約農家から仕入れた季節の野菜や、岡山県産
の素材の美味しさを大切に、化学調味料などをなる
べく使わないよう丁寧にソースに仕立てました。地
元イベントで多くの方に楽しんで頂いている生パス
タを、ご家庭でもお手軽に、ホームパーティーや
ちょっとしたお祝い、家族団欒のお席に。イタリア
産のグラナパダーノチーズをたっぷりかけて、味
わって頂きたい逸品です。
パスタは岡山県産小麦「ぼっけー粉」とカナダ産
「デュラム小麦」を使用した自家製生パスタ。
岡山の契約農家さんに大量のバジルを栽培してもら
い１年分のバジルソースを作っています。本場の配
合で作ったバジル、木の実、バージンオイル、チー
ズを絶妙なバランスで仕上げました。

生パスタ120g×3人前
バジルソース×3袋
クリームソース×3袋
グラナパナードチーズ×1袋（3人前）

[№5220-0618]イタリア産グラナパナード
チーズで頂く 絶品 生パスタ＆カルボナーラ
ソース 3食セット
【配達不可：離島】

[№5220-0855]コーンスベール 800g [№5220-0120]丸大豆醤油  鐵次郎 2本セッ
ト（1本720ml）

[№5220-0128]ミモレ農園セレクトゆず酢  5
本セット

12,000円 12,000円 12,000円 12,000円

地元契約農家から仕入れた季節の野菜や、岡山県産
の素材の美味しさを大切に、化学調味料などをなる
べく使わないよう丁寧にソースに仕立てました。地
元イベントで多くの方に楽しんで頂いている生パス
タを、ご家庭でもお手軽に、ホームパーティーや
ちょっとしたお祝い、家族団欒のお席に。イタリア
産のグラナパダーノチーズをたっぷりかけて、味
わって頂きたい逸品です。
パスタは岡山県産小麦「ぼっけー粉」とカナダ産
「デュラム小麦」を使用した自家製生パスタ。
岡山のにんにく、玉ねぎを甘みが出るまでじっくり
炒め、マッシュルーム、ベーコンを入れシェフ独自
の配合でクリーミーなカルボナーラに仕上げまし
た。

生パスタ120g×3人前
クリームソース×3袋
グラナパナードチーズ×1袋（3人前）

ご高齢の方や、嚥下障害のある方のお食事、離乳食
でも活躍するのが「とろみ剤」。加熱不要で使い方
も簡単！食べ物や飲み物に溶かすだけでとろみがつ
き、飲み込みやすく・むせにくくなります。食品本
来の「味・香り」は変わらず、おいしく食べること
ができますよ。
【使用方法】
①とろみのつけたい食品に本品を加えます
②すぐに30秒程度強くかき混ぜます
③2分程度でとろみがつきます

【使用上のポイント】
・温かいものにも冷たいものにも対応できます。
・ミキサー食に使用する場合は水分が少ないと溶け
にくいため水分を一緒に加えてください。
・とろみが強い場合は同じ食品を加えてとろみを調
整してください。

鐵次郎（てつじろう）は、創業者の名を冠し
た丸大豆醤油です。契約農家さんが大切に育
てた岡山県産丸大豆を使用し、「木桶」によ
る天然醸造を行っております。さらに、麹を
造る”製麹”の工程では、木製の「麹蓋」を
使用し、全国でも珍しい手造りのこいくち醤
油です。煮物やかけ醤油だけでなく、スープ
やソースなど洋食にも幅広くお使いいただけ
ます。

「ミモレ農園セレクト」は、晴れの国おかや
まで、土づくり・栽培から関わり育てた野菜
や食品をお届けしています。ビタミンC、カ
リウム、クエン酸が豊富なゆずを農薬不使用
で育て、まるごと絞って作りました。お料理
の香りづけだけでなく、お湯で割ってドリン
クにも。爽やかな香りとマイルドな口当たり
をお楽しみいただけます。

5本(100ml）

[№5220-0578]【桜酢】笹埜造酢りんごとぶ
どう飲む酢2本（ビネガーシロップ）

[№5220-0345]岡山はせいのこだわり おでん
種 7品セット【配達不可：離島】

[№5220-0733]ホテルグランヴィア岡山 白桃
ヒノキ バスソルト BOX 1瓶 400g

[№5220-0757]石原果樹園の備前乙女米 玄米
8kg（8㎏×1袋）

12,000円 12,000円 12,000円 13,000円

りんごはりんご酢に伊予柑果汁、レモン果汁
を加えて、ぶどうはぶどう酢に巨峰果汁とシ
クワ－サ－果汁を加えて5倍希釈用の飲む酢
にしました。どちらも冷水やお酒、ヨ－グル
トなどで割ってお飲みください。お酢の苦手
な方にもお勧めできる、飲みやすい飲料で
す。女性やお酢のお好きな方への贈答用に最
適です。
りんご果実酢飲料 1本500ml（ビネガーシ
ロップ）
ぶどう果実酢飲料 1本500mi（ビネガーシ
ロップ）
5倍希釈用

「美味しい蒲鉾でおもてなし」
創業以来八十有余年、その一念から蒲鉾づく
りをしてまいりました。
創業者 長谷井元一の「心」と「技」をその
ままに 職人により真心込めて一枚一枚、丹
精込めてつくったその味は、心地よい歯ごた
えと共に磯の香りが口の中一杯に広がりま
す。
おでん種（7種14個入、つゆ1袋付）Ｘ １
パック
うす板（かまぼこ）Ｘ1個
だるま揚げ（2枚入）Ｘ１袋
かきあげごぼう天Ｘ1枚
ねぎしょうが天Ｘ1枚
玉ねぎ天Ｘ1枚
ほたて天 Ｘ1枚

岡山の白桃とひのきの香りでくつろぎのバス
タイムを。
清々しい白桃の香りが浴室に広がるバスソル
トをhinoki　LABと共同開発したホテルグラ
ンヴィア岡山オリジナルバスソルトです。岡
山県新庄村で清らかな水とともに蒸留した岡
山ひのきの精油をブレンドしています。肌を
引き締め、じっくりとあたたまって汗をかき
たい半身浴にもおすすめです。

備前乙女米って？
石原果樹園では、江戸時代よりお米を栽培し
ています。
西大寺地区の環境と乳酸菌栽培という新技術
により甘くてもっちりした深い味わいが出来
上がりました。

モチモチ甘く冷めても美味しい！お弁当やお
にぎりにも適した品種です。
『これじゃないといけない』とファンも多い
人気のお米です。
乳酸菌栽培で風味あって甘いです。
お好みで水を少し少なめに炊かれるのもオス
スメです。

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-0918]ふくちゃ マリトッツォ 6個
（冷凍品）【配達不可：離島】

[№5220-0486]桃［2023年先行予約］岡山の
桃 晩生種　約2kg（5～9玉）ご家庭用（黄金
桃の場合もあります）

[№5220-0570]●先行予約●石原果樹園 鴨梨
（ヤ―リー）3～5玉 約2kg 贈答特選箱

[№5220-0868]ファジビール ピルスナー6本
セット【配達不可：離島】

13,000円 13,000円 13,000円 13,000円

【話題のスイーツ、マリトッツォ】
マリトッツォはイタリア・ローマ発祥の話題のス
イーツ！
軽い口当たりのブリオッシュ生地と濃厚ホイップク
リームの相性が抜群！
パティシエが一つ一つお店で手作りした、本格的な
味をおうちで楽しめます。
試作を重ねた、あっさり軽い口当たりの、クリーム
との相性抜群の味と食感のブリオッシュ生地。
本場イタリアの、クリームを楽しむマリトッツォに
近づける為、濃厚なクリームに仕上げました。
ふくちゃのマリトッツォ6個セット。ギフトにも最
適なオリジナルボックス入りです。
コロンと可愛い見た目と、ブリオッシュとホイップ
クリームの相性をぜひおうちで味わってください。

●先行予約●2023年の収穫時期に順次出荷し
ます！
【配達不可：北海道・沖縄・離島】

ひとつひとつ丁寧に育てた岡山県産の桃をお
届けいたします。
こちらの品は8月下旬～9月下旬頃にお届けで
きる晩桃です。ご注文の都度、もっとも旬な
品種をお届けいたします。

【出荷対象品種】
川中島白桃、白皇、恵白、黄金桃

申込期日 2023年9月10日まで
発送期日 2023年8月中旬～2023年9月下旬

●先行予約●2022年の収穫時期に順次出荷します！
●石原果樹園は約170年前から岡山県で果

ヤーリーは全国で唯一の産地で知られるこの西大寺の雄神地
区で、当園の樹齢150年の県内最古木で実った風味豊かな立
派な梨です。
10月中旬に収穫しまして、発送が始まる11月下旬まで冷蔵庫
で保存し、ワインのように追熟させて香りと味を高めます。

独特な強い香りが特徴の梨です。少し酸味が効いていて上品
で甘く、風味豊かな味をお楽しみ頂けます。
中国原産の梨で、鴨が首をすくめているように見えることか
ら、別名『鴨梨』とも呼ばれます。
全国でもこの地区だけで生産されているとても希少な梨です
ので、岡山県外ではなかなか手に入りません。

申込期日 2022年11月13日まで
発送期日 2022年11月下旬～2022年12月上旬

ホップの香りとほどよい苦みが利いた黄金色
のピルスナー。ドイツやチェコから取り寄せ
た最高級の麦芽やホップに、岡山県中央部を
流れる一級河川・旭川の伏流水を地下100
メートルから汲み上げた軟水を使用すること
で、麦の味を生かした飲みごたえと、すっき
りとした味わいがあります。

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されていま
す。20歳未満の申し受けは致しておりませ
ん。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発
育に悪影響を与えるおそれがあります。

[№5220-0508]キリン岡山工場 氷結Rシチリ
ア産レモン 350ml×24本

[№5220-0509]キリン岡山工場氷結®グレープ
フルーツ350ml×24本

[№5220-0579]【桜酢】笹埜造酢岡山贅沢果
実ジュース2本果汁100％

[№5220-0732]グルテンフリー・アレルギー
対応　ふわもち　マドレーヌ 5種×3個セッ
ト【配達不可：離島】

13,000円 13,000円 13,000円 13,000円

【キリンビール岡山工場製造】
シチリア島で収穫されたレモンを主に使用し
た、みずみずしくスッキリ爽やかなおいし
さ。

　
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されていま
す。20歳未満の申し受けは致しておりませ
ん。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発
育に悪影響を与えるおそれがあります。

【キリンビール岡山工場製造】ホワイトとル
ビーのグレープフルーツを使用した、みずみ
ずしくスッキリ爽やかなおいしさ。

　
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されていま
す。20歳未満の申し受けは致しておりませ
ん。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発
育に悪影響を与えるおそれがあります。

岡山産清水白桃とマスカット・オブ・アレキ
サンドリアを贅沢に使って、果肉のたくさん
入ったストレ－ト果汁にしました。果物のお
いしさをそのまま味わっていただけるよう
に、スロ－ジュ－サ－で絞りました。よく冷
やしてお飲みください。またお酒で割ってサ
ワ－ドリンク、ヨ－グルトに入れて飲むヨ－
グルトとしても美味しくお飲みいただけま
す。
清水白桃 ジュース 1本 200ml（ストレー
ト）
マスカット・オブ・アレキサンドリア
ジュース1本 200ml(ストレート）

アレルゲンフリー専用菓子工房から直送！マドレーヌいろい
ろ食べくらべ。

本来焼き菓子には欠かせない小麦粉や卵、バターを一切使わ
ずに、omoや545だけの特殊製法でつくるオジリナルのアレル
ゲンフリースイーツ。
リッチな味わいを誇るマドレーヌのプレーン・ココア・紅茶
の3種に、ミルク成分不使用のチョコレートをコーティング
したチョコ1種、レモンなどの季節限定1種（受注時期により
変動）を加えたスペシャルセット。

しっとりまろやかな口当たりのマドレーヌは、心地よい食感
と香り、優しい甘さでリッチなおやつ時間を彩ります。
岡山県産コシヒカリ100％の微粉砕米粉の特徴である豊富な
でんぷん質が、やさしい甘みともっちりとした弾力を引き出
します。
シンプルな素材だけなのに、従来の米粉菓子のボソボソ・パ
サパサ感とは異なる、しっとりリッチな【新食感】マドレー
ヌをぜひお試し下さい。

[№5220-0919]半生チーズケーキ「撫川（ふ
るさと）」1個 350g サンドリヨン

[№5220-0069]最上稲荷名物柚子せんべい
200g入り×6個
（招き猫１ケ付き）

[№5220-0973]岡山フルーツゼリー 9個詰合
せ（岡山白桃／シャインマスカット／ニュー
ピオーネ 各3個）吉英フルーツ

[№5220-0041]無添加  建部ヨーグルト（オ
リゴ糖入り果糖）20個
【配達不可：離島】

13,000円 13,000円 13,000円 13,000円

【配達不可：北海道・沖縄・離島】

岡山市庭瀬にある洋菓子店「サンドリヨン」より、
厳選された素材のみで作られた濃厚で印象深いチー
ズケーキです。
舌の上で溶け出すチーズの香りと豊満なうま味は、
一度食べると忘れられない美味しさだとご好評を頂
いています。サンドリヨン自信作です。
地元「福谷チーズ工房」の香りと爽やかさ、フラン
ス「KIRIチーズ」の濃厚なうま味、それぞれの特徴
を絶妙なバランスで配合していますので、とても印
象深い美味しさに焼き上がっています。
また半生タイプに仕上げる事で、口の中で溶けて行
くような滑らかな食感がお楽しみ頂けます。

【岡山特産品認定商品】
半生チーズケーキ「撫川」は2009年・岡山県特産品
として認定を受けています。

日本三大稲荷（諸説あり）の一つ、岡山最上
稲荷で古くから親しまれている名物柚子せん
べい岡山県産小麦粉使用を使用し焼いた10円
玉サイズのせんべいに柚子ペーストを絡ませ
ました。お口に柚子の香りが広がり、小さな
お子様からお年寄りまで楽しんで頂けます。
金運を招く招き猫付き（お財布に入れてお持
ちください）。

岡山特産の白桃・シャインマスカット・
ニューピオーネのコンポートが入ったボ
リューム満点のフルーツゼリーです。

【白桃】
芳酵な香りと甘みを兼ね備えた瑞々しい果肉
をそのままゼリーに封じ込めました。
【シャインマスカット】
瀬戸内の温暖な気候で育った大粒で甘い果肉
をゼリーにしました。
【ニューピオーネ】
独特の甘みと芳香が強く、大粒の果肉をその
ままの姿でゼリーに閉じ込めました。

フルーツゼリー 9個×125g
（岡山白桃3個 シャインマスカット 3個
ニューピオーネ 3個）

★生きて腸まで届くビフィズス菌★しぼりた
ての建部町内産牛乳を100
％使用し、擬固剤や酸化防止剤、香料等の添
加物を一切使用加えずに作る無添加ヨーグル
ト。独自の乳酸菌を使用していますので、お
いしさが長持ちします。●建部ヨーグルトは
第41回岡山県農林業漁業近代化表彰で農林水
産大臣表彰受賞いたしました。
建部ヨーグルト（プレーンタイプ）　20個
（1個　90ml）
生乳100％　ブロバイオティクス（BL菌）配
合
オリゴ糖入り果糖　20パック

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-0043]無添加  建部ヨーグルト（ブ
ルーベリージャム付き）20個
【配達不可：離島】

[№5220-0045]無添加
建部ヨーグルト（黒糖蜜付き）20個
【配達不可：離島】

[№5220-0322]廣榮堂岡山銘菓3種（小） [№5220-0632]郵便局のみまもりサービス
「みまもりでんわサービス」 固定電話（3カ
月）

13,000円 13,000円 13,000円 13,000円

★生きて腸まで届くビフィズス菌★しぼりた
ての建部町内産牛乳を100
％使用し、擬固剤や酸化防止剤、香料等の添
加物を一切使用加えずに作る無添加ヨーグル
ト。独自の乳酸菌を使用していますので、お
いしさが長持ちします。●建部ヨーグルトは
第42回岡山県農林業漁業近代化表彰で農林水
産大臣表彰受賞いたしました。
建部ヨーグルト（プレーンタイプ）　20個
（1個　90ml）
生乳100％　ブロバイオティクス（BL菌）配
合
ブルーベリージャム　20パック

★生きて腸まで届くビフィズス菌★しぼりた
ての建部町内産牛乳を100
％使用し、擬固剤や酸化防止剤、香料等の添
加物を一切使用加えずに作る無添加ヨーグル
ト。独自の乳酸菌を使用していますので、お
いしさが長持ちします。●建部ヨーグルトは
第43回岡山県農林業漁業近代化表彰で農林水
産大臣表彰受賞いたしました。
建部ヨーグルト（プレーンタイプ）　20個
（1個　90ml）
生乳100％　ブロバイオティクス（BL菌）配
合
黒糖蜜　20パック

【元祖きびだんご3種箱】元祖きびだんご人気の3種
類（元祖・白桃・抹茶）を詰め合わせたセットで
す。
【むらすずめ】黄色い薄皮の表面の穴が稲穂に群が
るすずめの姿に見えることから命名。北海道産の粒
あんを薄皮で包んだ上品な味わいの倉敷銘菓です。
【調布】租税として朝廷に納められた手織りの巻物
「調布」に似ていることが由来。ふんわりとしたや
わらかい求肥と香ばしいカステラ生地の薄皮が調和
したやさしい味わいの和菓子です。個包装でお土産
にもぴったりです。

元祖きびだんご3種セット×1箱
むらすずめ5個×1箱
調布6本×1箱

ふるさと岡山市で暮らす親御さまに、毎日お電話（自動音声）で体調確

認を行い、その結果をご家族さまへお知らせするサービスです。

みまもりサービスに関する問合せ：日本郵便株式会社

（固定電話から）0120-23-28-86（フリーコール）

（携帯電話から）0570-046-666（通話料有料）

平日9:00～21:00土・日・休日9:00～17:00

※ みまもりを受ける方が、岡山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。

※ お申込み後、サービスの利用規約及び重要事項に同意いただけない場

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。）

※ 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。

[№5220-0827]WY 読書が楽になる 木製しお
り 2個セット

[№5220-0448]多機種対応国産い草スマート
フォンカバーMサイズ

[№5220-0449]多機種対応国産い草スマート
フォンカバーLサイズ

[№5220-0758]石原果樹園の備前乙女米 白米
8kg（8㎏×1袋）

13,000円 13,000円 13,000円 14,000円

木のぬくもりと楽しむ読書タイム

無垢の木材とゴムバンドを組み合わせて、シンプルなデザイ
ンと、「ページをくくる」という新しい使い方を提案する
ブックマークです。
シンプルなデザインと、ゴムバンドで読んでいるページをま
とめて固定することで、手で本を押さえる力が軽減されて、
すこし長めの時間も快適に読書できます。
日本の職人が一点一点手作りした木製しおりです。
分厚くなりがちな木製しおりですが、日本の職人の技術によ
り、木製でありながら、1.5mm以下の薄さを実現していま
す。本やノートに挟んでもスマートなままです。
ウォールナット材の深い色合いと美しい木肌を持つ高級感を
活かし、手作りならではの心安らぐ雰囲気を作り出します。
100％天然植物オイルで仕上げています。木の豊かな表情が
本を開くたびに感じられ、素材の経年変化も楽しめる逸品で
す。

多機種対応の国産い草スマートフォン用カ
バーです。早島中学校の生徒が地元のい草製
品製造業者である弊社・大橋商店と協力して
企画・開発した商品です。天然素材であるい
草の香りとやさしさを肌で触れて感じてくだ
さい。

※カラーはグリーン、ブルー、ベージュ、ピ
ンクからお選びいただけます。
・サイズ：約14.3（縦）×7.5（横）cm
・カラー：グリーン／ブルー／ベージュ／ピンク
・素材：国産い草/合皮（ポリウレタンレザー）/
紙/ポリカーボネート/粘着シート

多機種対応の国産い草スマートフォン用カ
バーです。早島中学校の生徒が地元のい草製
品製造業者である弊社・大橋商店と協力して
企画・開発した商品です。天然素材であるい
草の香りとやさしさを肌で触れて感じてくだ
さい。

※カラーはグリーン、ブルー、ベージュ、ピ
ンクからお選びいただけます.
・サイズ：約16.3（縦）×8.5（横）cm
・カラー：グリーン／ブルー／ベージュ／ピンク
・素材：国産い草/合皮（ポリウレタンレザー）/
紙/ポリカーボネート/粘着シート

備前乙女米って？
石原果樹園では、江戸時代よりお米を栽培し
ています。
西大寺地区の環境と乳酸菌栽培という新技術
により甘くてもっちりした深い味わいが出来
上がりました。

モチモチ甘く冷めても美味しい！お弁当やお
にぎりにも適した品種です。
『これじゃないといけない』とファンも多い
人気のお米です。
乳酸菌栽培で風味あって甘いです。
お好みで水を少し少なめに炊かれるのもオス
スメです。

[№5220-0682]●先行予約●ご家庭用 岡山県
産 シャインマスカット 2房（800g～1kg）
【配達不可：離島】

[№5220-0268]ぶどう 紫苑 （しえん）大房1
房（1房約700g）岡山【配達不可：離島】

[№5220-0574]●先行予約●石原果樹園 あた
ご梨・鴨梨（ヤ―リー）詰合せ 合計約2kg
贈答特選箱

[№5220-0849]おかやま バナナ 5本（1本
130g～160g）のＭサイズ（6月までのお届
け・常温便）

14,000円 14,000円 14,000円 14,000円

●先行予約●2022年の収穫時期に順次出荷し
ます！

シャインマスカットは、そのまま皮ごと食べ
ます。
冷やし過ぎると甘さを感じにくくなるので食
べる2～3時間前に冷やしてください。
食べる直前に水洗いするのがポイントです。
発送は専用の箱でお届けします。

申込期日 2022年10月31日まで
発送期日 2022年9月上旬～2022年11月上旬

気品あふれる冬のおかやまの宝石。
甘みが強く、気品漂うワイン色の紫苑は、肉
質はやわらかで大粒で種がないため大変食べ
やすいのが特徴です。
果物王国・岡山の晩秋から冬にかけての次世
代フルーツです。

申込期日 2022年11月30日まで
発送期日 2022年11月上旬～2022年12月中旬

愛宕梨は日本一大きい梨として有名です。
この大きさからは想像も出来ないほど繊細な味で、
完熟してくると、しっとりした独特の食感と甘味が
特徴の甘～いジャンボな梨です。

11月上旬に収穫して、1か月ほど追熟させます。
梨それぞれに熟成具合は異なりますが、追熟させる
と少ししっとりして食べ頃になります。
大きい物は2kgにもなり、おいしく食べごたえもあ
ります。大きい方が瑞々しく、価値も高いです。
岡山県はあたご梨の生産量が全国でトップですが、
石原果樹園のあたご梨は岡山の青果市場で最高の評
価を頂いております。

申込期日 2022年11月13日まで
発送期日 2022年11月下旬～2022年12月上旬

配達不可：北海道，青森県，岩手県，宮城県，秋田
県，山形県，福島県，沖縄県，離島

『バナナが高級品だった時代の幻の品種「グロスミ
シェル」。その絶滅の危機を乗り越えた苗の栽培が
岡山の技術者の手によってはじまりました』やさし
い作り手たちにより有機栽培で皮まで食べられる、
やさしいバナナ『おかやまバナナ』は、有機質肥料
だけを使用し、栽培期間中は農薬を使用せずに育て
ます。甘みと香りの強い純国産バナナを、成長段階
に合わせて数種類の有機肥料を組み合わせて大切に
育て、成育期には根や葉を伸ばし、花の時期には果
実に栄養が行き届くよう、細やかな手入れには、福
祉の方の手をお借りしながらじっくり育てました。
形が不揃いだったり、そばかすが出ることもありま
すが、それは食べごろサインの証。純国産の「おか
やまバナナ」のねっとりとした甘みを、是非お試し
ください。

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-0494]キリンビール岡山工場 キリン
のどごし＜生＞ 350ml×24本

[№5220-0502]キリン岡山工場 本麒麟 350ml
×24本

[№5220-0073]甘さまろやかあまざけ  6本
（1本500ml）
【配達不可：離島】

[№5220-0097]瀬戸内古都の丘ハーブティー
アソート5個

14,000円 14,000円 14,000円 14,000円

【キリンビール岡山工場製造】
「グッとくる飲みごたえ」と「後キレ」を高
め、「ゴクゴク爽快なうまさ」の向上を実現
しました。

　
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されていま
す。20歳未満の申し受けは致しておりませ
ん。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発
育に悪影響を与えるおそれがあります。

【キリンビール岡山工場製造】
大麦増量×ドイツ産ヘルスブルッカーホップ
※増量によって「力強いコク・飲みごたえ」
を強化し、完成度の高いうまさを実現しまし
た。
※一部使用
　
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されていま
す。20歳未満の申し受けは致しておりませ
ん。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発
育に悪影響を与えるおそれがあります。

国産米を100％使用し、砂糖、酒粕は使用し
ない糀造りのあまざけです
。まろやかな甘さと、すっきりとしたあと味
が特長です。増粘剤等も使用せず、昔ながら
の甘酒の風味を残し、あっさりと飲みやすい
ストレートタイプに仕上げました。アルコー
ルも入っていないので、お子様にも、ドライ
バーの方にも安心してお飲みいただけます。

無農薬・無添加で、農薬・保存料を一切頼ら
ない、人の自然治癒力を高める栽培方法で
ハーブを専門に栽培している【夢百姓】に本
格的なハーブ園がございます。2，000本のラ
ベンダーとハーブ150種類を栽培。春から秋
まで、季節の花が楽します。生産、加工まで
一貫しましたハーブをどうぞ。

カモミール（5ｇ）／コモンマロウ（3ｇ）／
ブラックマロウ（5ｇ）／レモングラス（15
ｇ）／ローゼルハイビスカス（5ｇ）

[№5220-0611]フレッシュタルト 専門店
「STYLE」岡山みにたると 厳選 5種（20個
入）
【配達不可：離島】

[№5220-0974]完熟トマトゼリー 紅果珠 6個
岡山県産 桃太郎トマト使用 吉英フルーツ

[№5220-0070]岡山名物めでたきびだんご
（10個入×6箱）

[№5220-0274]角南製造所清水白桃缶詰2缶
セット

14,000円 14,000円 14,000円 14,000円

岡山市内のフレッシュタルトの専門店
「STYLE（スタイル）」で作られた、美しい
ミニタルトの詰め合わせです。
岡山県産蒜山ジャージー牛乳で作るクリーム
と、サクサク生地が相性抜群です。直径
4.7cmのミニタルトにケーキの一番おいしい
ところをギュッと凝縮した今スタイルで人気
の岡山スイーツです。

生チョコバナナ（直径4.7cm）×4
抹茶生チョコ（直径4.7cm）×4
カシス＆クランベリー（直径4.7cm）×4
モンブラン（直径4.7cm）×4
はっさく＆グレープフルーツ（直径4.7cm）
×4

【モンドセレクション3年連続金賞受賞】
岡山県産の「桃太郎トマト」を手作業で剥
き、丸ごと一個のトマトの甘みと酸味をその
ままお楽しみいただけます。

完熟トマトゼリー 6個×240g

「みんなで食べて、仲間になろう」鶴、亀、
鯛に七福神などなど。日本の「めでたい」が
詰まったプレミアムパッケージきびだんご。
日本のおめでたい伝統文化がぎっしり詰まっ
ていて目を引くこと間違いなし。さらに
COCHAE（コチャエ）のめでたい折り紙つきで
す。お味は「定番味」。

「清水白桃缶詰」は度々テレビなどで取り上
げられる、今大注目の岡山産の人気缶詰で
す。清水白桃の皮を全て手作業でむいている
ため、果肉の美味しさを余すことなく味わえ
ると評判です。

清水白桃缶詰425g（固形量250g）×2缶

[№5220-0975]フルーツコンポート 2瓶詰合
せ（清水 白桃／甘夏 みかん 各1瓶）吉英フ
ルーツ

[№5220-0976]フルーツコンポート 2瓶詰合
せ（清水 白桃／ヤーリー 梨 各1瓶）吉英フ
ルーツ

[№5220-0977]フルーツコンポート 2瓶詰合
せ（清水 白桃／ニューピオーネ 各1瓶）吉
英フルーツ

[№5220-0204]白みそ　10個（1個500g）

14,000円 14,000円 14,000円 14,000円

岡山特産の清水白桃と国産甘夏みかんをあっ
さりとした特製シロップに漬け込み瓶詰めに
いたしました。
豊かな大地の恵みをお楽しみください。

清水白桃 1瓶
※内容総量360g（固形量200g 4つ割り）
甘夏みかん 1瓶
※内容総量360g（固形量200g 全果粒 中粒）

岡山を代表する果物といえば清水白桃・ヤー
リー梨。
これらのフルーツをあっさりとした特製シ
ロップに漬け込み瓶詰めにいたしました。
豊かな大地の恵みをお楽しみください。

清水白桃 1瓶
※内容総量360g（固形量200g 4つ割り）
ヤーリー梨 1瓶
※内容総量360g（固形量200g 小片）

岡山を代表する果物といえば清水白桃・
ニューピオーネ。
これらのフルーツをあっさりとした特製シ
ロップに漬け込み瓶詰めにいたしました。
豊かな大地の恵みをお楽しみください。

清水白桃 1瓶
※内容総量360g（固形量200g 4つ割り）
ニューピオーネ 1瓶
※内容総量360g（固形量200g 全形 中粒）

創業明治22年の味噌屋で造られたみそです。
国産の米、大豆、食塩を使用した白みそで
す。糀歩合25割仕込みで、塩分5.6％の甘味
噌です。和え物、味噌漬けにもご利用いただ
けます。

岡山県米使用、国産大豆使用

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-0207]岡山みそ 6個（1個750g） [№5220-0066]キミセ醤油
だし醤油シリーズ10本（1本300ml）

[№5220-0010]足守メロン 1玉（約1.3kg）
【配達不可：北海道・沖縄・離島】

[№5220-0485]桃［2023年先行予約 岡山 白
桃 早生、中生種 約2kg（5～10玉）ご家庭用

14,000円 14,000円 15,000円 15,000円

創業明治22年の味噌屋で造られたみそです。
岡山地方伝承の味を引き継ついだ、糀歩合12
割糀の味噌です。さらに、遊離脂肪酸を多く
生成する麹菌を使用し、香りの良いのが特長
の味噌です。

岡山県産米使用、国産大豆使用

毎日のお料理に使える人気の調味シリーズを
10本セットにしました。

本格万能つゆ　だしつゆ　300ml×3本
淡口だし醤油　京風だし　300ml×2本
ゆずのたれ　和風おろし　300g×2本
ぽん酢醤油　ゆず　300ml×2本
さしみしょうゆ　甘露　300ml×1本

足守メロンは、全国的にその香りと抜群の美
味しさで知られる伝統的な特産品です。■高
品質で安全・安心なメロンの栽培をモットー
としています。メロンが自ら持っている力を
最大限に引き出せるように微生物や酵素を活
用した環境づくりを行っており、より安全で
美味しいメロンを生産することを目指してい
ます。

●先行予約●2023年の収穫時期に順次出荷します！
【配達不可：北海道・沖縄・離島】
岡山白桃は岡山県産の白桃の総称で、当園では6月の早生か
ら9月の晩生まで全9品種の白桃を岡山白桃として出荷してお
ります。
こちらの品は6月下旬～8月中旬頃にお届けできる早生、中生
の白桃です。ご注文の都度、もっとも旬な品種をお届けいた
します。

【出荷対象品種】
はなよめ、加納岩白桃、白鳳、なつごころ、清水白桃、おか
やま夢白桃、川中島白桃

【早生、中生の魅力】
早生桃：緻密でなめらかな口当たりと上品な甘さが魅力で
す。
中生桃：とろけるような果肉と、溢れる果汁が魅力です。

申込期日 2023年7月25日まで
発送期日 2023年6月下旬～2023年8月中旬

[№5220-0598]【9～10月お届け】五果苑
シャインマスカット 1房 約800g【配達不
可：離島】

[№5220-0932]シャインマスカット 晴王 約
400g×2房 岡山県産

[№5220-0935]シャインマスカット 晴王 約
700g×1房 岡山県産

[№5220-0745]瀬戸内海 干物セット（真鯛、
真鯵、さわら）
【配達不可：離島】

15,000円 15,000円 15,000円 15,000円

こちらの返礼品は【予約商品】で9月～10月のお届
けになります。

葡萄づくり100年を越える五果苑が減農薬栽培で丹
精込めてつくったぶどうです。
岡山県岡山市の一宮地区は昔から白桃、マスカット
の栽培が盛んな地区です。
甘くて美味しい葡萄づくりに励んでいます。

五果苑産の人気の、種なしで皮ごと食べられるシャ
インマスカットです。大房でご進物に最適です。

申込期日 2022年10月15日まで
発送期日 2022年9月上旬～2022年10月下旬

配達不可：北海道・沖縄・離島

「晴王」とは岡山県下JAより出荷するシャイ
ンマスカットの名称で、「晴れの国おかや
ま」で太陽の恵みをおおいに浴びて育てられ
たところから命名されました。
美しい外観と、大粒。高糖度をほこるシャイ
ンマスカット。種がなく皮ごと食べられま
す。噛んだ瞬間パリッと音をたててはじけ、
弾力のある食感を楽しむことができます。

申込期日 2022年10月15日まで
発送期日 2022年8月下旬～2022年10月下旬

配達不可：北海道・沖縄・離島

「晴王」とは岡山県下JAより出荷するシャイ
ンマスカットの名称で、「晴れの国おかや
ま」で太陽の恵みをおおいに浴びて育てられ
たところから命名されました。
美しい外観と、大粒。高糖度をほこるシャイ
ンマスカット。種がなく皮ごと食べられま
す。噛んだ瞬間パリッと音をたててはじけ、
弾力のある食感を楽しむことができます。

申込期日 2022年10月15日まで
発送期日 2022年8月下旬～2022年10月下旬

瀬戸内海でとれた魚を、1枚づつ丁寧に捌
き、天然塩のみを使い調味をし、魚の状態や
その日の気温などに合わせて干し時間を変え
ながら丁寧に干し上げました。また、さわら
は地元岡山の無添加味噌、本みりんを使い漬
けこんだ西京漬けです。塩味は薄く、素材本
来の味を引き出した仕上がりとなっていま
す。

自家製一夜干 天然真鯛（瀬戸内海産）×2
自家製一夜干 真鯵（瀬戸内海産）×2
自家製西京漬 さわら（瀬戸内海産）×3

[№5220-0879]旬の固定種野菜 バイオダイナ
ミック農業 6品目前後（6月～10月のお届
け）冷蔵配送

[№5220-0880]旬の固定種野菜 バイオダイナ
ミック農業 6品目前後（11月～2月のお届
け）常温配送

[№5220-0498]キリンビール岡山工場淡麗極
上＜生＞350ml×24本

[№5220-0500]キリンビール岡山工場淡麗グ
リーンラベル＜生＞350ml
×24本

15,000円 15,000円 15,000円 15,000円

【野菜内容例】※季節により野菜の内容は変
わります。品数、種類のご指定はできませ
ん。
初夏：スナップエンドウ、岡山サラダ菜、
レッド・ロシアン・ケール、泉州黄玉ネギ、
ズッキーニ　ボロネーゼ、イタリアンパセリ
の花芽
夏：モロヘイヤ、ときわ地這えキュウリ、橘
田ナス、さきがけピーマン、赤オクラ　バー
ガン、空芯菜
秋：リーフレタス　オークリーフ、おたふく
春菊、シシトウ、バターナッツ、長崎赤カ
ブ、黄金ショウガ
冬：島ニンジン、大浦ゴボウ、赤芽里芋、チ
ンゲン菜、打木源助大根、石倉一本ネギ

【野菜内容例】※季節により野菜の内容は変
わります。品数、種類のご指定はできませ
ん。
秋：リーフレタス　オークリーフ、おたふく
春菊、シシトウ、バターナッツ、長崎赤カ
ブ、黄金ショウガ
冬：島ニンジン、大浦ゴボウ、赤芽里芋、チ
ンゲン菜、打木源助大根、石倉一本ネギ

【キリンビール岡山工場製造】淡麗なうまさ
と、きりっと引き締まったのどごし、飲みご
たえがありながら、爽快でキレのある後味。

※未成年者の飲酒は法律で禁止されていま
す。未成年者の申し受けは致しておりません
　
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されていま
す。20歳未満の申し受けは致しておりませ
ん。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発
育に悪影響を与えるおそれがあります。

【キリンビール岡山工場製造】雑味のない
すっきりとした味わいと、ビールに近い満足
感を両立した、さわやかなおいしさ。

※未成年者の飲酒は法律で禁止されていま
す。未成年者の申し受けは致しておりませ
ん。
　
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されていま
す。20歳未満の申し受けは致しておりませ
ん。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発
育に悪影響を与えるおそれがあります。

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-0871]ファジ レモンサワー 6本セッ
ト【配達不可：離島】

[№5220-0065]キミセ醤油  五黒まろやか酢3
本セット（1本500ml）

[№5220-0209]かた造りあまざけ 10個（1個
320g）

[№5220-0098]瀬戸内古都の丘ハーブティー
ティーバッグアソート7個

15,000円 15,000円 15,000円 15,000円

「岡山魅力再発見プロジェクト」
ファジアーノ岡山が県内の企業、自治体等と
連携し、岡山の魅力や文化を発信しお伝えす
ることで「地方創生」に寄与するプロジェク
ト。その第一弾ファジレモンサワーが登場し
ました。

岡山県産二条大麦をベース原料として使用
し、発酵させたものをポット・スチルで蒸溜
し、白樺炭で独自濾過をしたクラフトウォッ
カ晶光（あきひかり）を使用。そこに岡山県
産レモン果汁100％の豊かな香りと酸味のバ
ランスの良さが特徴で女性でも飲みやすい仕
上がりになっています。

ファジ レモン サワー250ml×6本

厳選した５つの黒素材（黒酢・黒大豆・ブ
ルーベリー・黒麹(白米)・黒米）を天然の甘
味で飲みやすい健康飲料に仕上げました。
【キミセ醤油】天然素材にこだわり、吟味を
重ねてまいりました。独自の製法で、原料の
持ち味を一層引き立たせた、美味しく、そし
て健康的な商品をお届けしております。

明治22年創業の味噌屋で造られたあまざけで
す。砂糖、酒粕は使用しない糀造りのあまざ
けです。かた造り製法で、風味豊かなあまざ
けに仕上げました。1袋（320g）で約6杯でき
ます。お料理の甘味料として、からし漬、こ
うじ漬けにもご利用いただけます。

無農薬・無添加で、農薬・保存料を一切頼らない、
人の自然治癒力を高める栽培方法でハーブを専門に
栽培している【夢百姓】。カモミール、コモンマロ
ウ、ブラックマロウ、レモングラス、ローゼルハイ
ビスカス、夢茶（杜仲茶とレモングラスのリラック
スブレンドティー）、LOVE　TEA（レモンバームと
マコモダケのリラックスハーブティー）の７種類

カモミール（0.5g×5パック）／コモンマロウ
（0.5g×5パック）／ブラックマロウ（0.3g×5パッ
ク）／レモングラス（0.5g×5パック）／ローゼル
ハイビスカス（0.5g×5パック）／夢茶（0.5g×5
パック）／LOVETEA（0.5g×5パック）

[№5220-0887]ふくちゃ 訳あり ショコリッ
シュ 600g 冷凍品【配達不可：離島】

[№5220-0647]Gowell 岡山県産 ももづくし
アイスバー 8本セット
【配達不可：離島】

[№5220-0537]瀬戸内のり詰合せ（岡山県産
味付のり・焼のり）10個

[№5220-0343]瀬戸内ファームOKAYA
MAGINGERSYRUPREGULAR1本（360ml）

15,000円 15,00０円 15,000円 15,000円

【ほおばる贅沢ショコラ】お茶屋が本気で作った、
本格ふわとろスイーツ！
くちどけなめらかな生チョコレートの中には、ふん
わり食感の生クリームがぎっしり！
口の中でふわっととろける、至福のチョコスイーツ
ができました。

【お得な訳あり】訳ありだからお得な価格でたっぷ
りと！
少し小さい・大きすぎる・形が残念・クリームがは
み出ているなど、少し個性的なショコリッシュが
いっぱい！
見た目は少し個性的ですが、ショコリッシュの味・
贅沢感はそのまま！
ふわっととろけるショコリッシュがいろんな大きさ
で楽しめます。
ボリューム満点たっぷり600g！1袋に約22～25個の
訳ありショコリッシュが入っています。

岡山県産の白桃、黄金桃、すももを贅沢に使
用したアイスバーのセットです。
100％岡山県産白桃を使用した白桃メルバ、
蒜山ジャージー牛乳を使用したヨーグルト
ベースの黄金桃ラッシー、フランス産の鮮や
かなブラッドピーチと白桃を使用した白桃＆
ブラッドピーチ、岡山県産すももを使用した
すももペールローズ、あっさりとしたマン
ゴーアイスと黄金桃を組み合わせた黄金桃＆
アルフォンソマンゴーの5種類全てに岡山県
産のももを使用しました。

・白桃メルバ、黄金桃ラッシー、白桃＆ブ
ラッドピーチ　各2本
・すももペールローズ、黄金桃＆アルフォン
ソマンゴー　各1本

岡山三大河川からの豊富な栄養によって生産
される、岡山県産海苔。その中でも風味、
味、口どけが良い海苔を厳選し使用しており
ます。一枚一枚丁寧に焼き上げ、味付けした
自慢の逸品です。味付けのりと焼きのりの詰
合せ10本セットです。

岡山県産海苔（味付のり 8切48枚×6P　焼の
り 8切48枚×4P）

生産者が、土づくりからシロップへの加工ま
ですべての行程に関わっているこだわりの商
品です。化学肥料
・農薬不使用の新生姜の美味しさを最大限に
生かすため、ミネラル豊富で身体にやさしい
素焚糖を使用しています。免疫力UP、代謝促
進に効果があると言われている生姜の健康成
分が凝縮されており、美味しさと健康を兼ね
備えた、特に女性に喜ばれる商品です。
原材料：含蜜糖（素焚糖）（国内製造）、生
姜（岡山市産）、レモン（国産）、唐辛子

[№5220-0586]いなほ屋 × cotan 菜食 カ
レー キット3種

[№5220-0211]生麹味噌
岡山甘口3個／吟醸白みそ3個セット

[№5220-0621]【セット】岡山甘口 500g×3
個 岡山テンペみそ 300g×3個

[№5220-0556]【Ortolano】バジルドレッシ
ングセット

15,000円 15,000円 15,000円 15,000円

一つ一つのスパイスの香り、味、効果を引き出すこ
とで、誰でもおいしい菜食カレーが4～5皿分作れま
す。中にあるレシピ通りにスパイスを扱うことで、
自然とスパイス使いが身につく学習キットになって
います。
まずはさっぱりおいしい「ダルカレー」。調理時間
30分とこんな少ないスパイスで飽きのこない毎日の
カレーが作れることに目からうろこ。
次は「ベジチキンカレー」カレーらしいぽってりと
した味わいのカレー。大豆ミート入りで菜食でも満
足感。
最後は「エッグロースト」南インドのおもてなしの
カレー。お客さんに喜んでもらうための香りのテン
パリングが学習できます。これはおいしい。
ダルカレー 124g／ベジチキンカレー 58g／エッグ
ロースト 61g
※各調理後4～5人前の内容量です。
◎自然とスパイス使いのコツが身につくレシピ付◎

明治22年創業の味噌屋のおみそです
。岡山に伝承されている特産の甘口味噌と、
岡山県産の米、大豆、食塩にこだわった、25
割糀の糀たっぷり
、塩分控えめ（約5％）の吟醸白みそのセッ
トです。

岡山県産米、大豆使用

創業明治22年の味噌屋が造りました。
美味しいと喜んでいただける、安全で価値あるもの
造りを目指しています。
<岡山甘口>
瀬戸内の恵まれた気候風土の岡山県南地方は、糀歩
合の多い甘口の味噌が、特産品の一つです。「岡山
甘口」は15割糀で、塩分を控えめ（9.7％）にした
本格仕込み醸造で昔より伝承されている味噌の逸品
です。岡山県産米、食塩、国産大豆を使用していま
す。
<テンペみそ>
大豆発酵食品「テンペ」を米みそに応用し、30℃で
発酵・熟成させた味噌です。岡山県産米・食塩、国
産大豆を使用し旺盛な発酵微生物の力により、味・
色・香りの優れた味噌です。
岡山甘口：岡山県産米、大豆（国産）、食塩
岡山テンペみそ：大豆テンペ（岡山県製造）、米
（岡山県産）、大豆（国産）、食塩（岡山県製造）
/酒精

Ortolano（オルトラーノ）は、害虫や飛来物
質の届かない室内農場で、農薬を使わずに美
しい水で大切に水耕栽培した野菜です。
Ortolanoのバジルをふんだんに使用した大人
気のイタリアンドレッシング、豊かなバジル
の味わい・香りのバジルソルト、フローラル
な香りが楽しめるバジルビネガーのセットで
す。
バジリスタイタリアーノドレッシング
（150ml）×3本
バジリスタバジルソルト（20g）×2個
バジリスタバジルビネガー（100ml）×1本

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-0629]郵便局のみまもりサービス
「みまもりでんわサービス」 携帯電話（3カ
月）

[№5220-0173]プリザーブドフラワー　仏花
りんどう

[№5220-0825]WY 子供の絵を飾る 画用紙専
用ペーパーフレーム

[№5220-0264]岡山発  除菌・消臭スプレー
「コロナクス」携帯用100m l×2本・500ml×
1本セット

15,000円 15,00０円 15,00０円 15,00０円

ふるさと岡山市で暮らす親御さまに、毎日お電話（自動音声）で体調確

認を行い、その結果をご家族さまへお知らせするサービスです。

みまもりサービスに関する問合せ：日本郵便株式会社

（固定電話から）0120-23-28-86（フリーコール）

（携帯電話から）0570-046-666（通話料有料）

平日9:00～21:00土・日・休日9:00～17:00

※ みまもりを受ける方が、岡山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。

※ お申込み後、サービスの利用規約及び重要事項に同意いただけない場

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。）

※ 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。

新しい仏花の形として人気のプリザーブドフラワーを使った
お供えの花です。
プリザーブドフラワーに岡山で生産量の多いお花、りんどう
を一緒にアレンジしました。りんどうは仏花はもちろん、最
近はフラワーアレンジにも使われるようになりました。プリ
ザーブドフラワーは生花に特殊な加工を施し、見た目は本物
の花のように艶やかであざやかな花です。お仏壇の花として
水替えの手間がかからず、花粉でお仏壇を汚す心配もありま
せ。ケースに入れたまま飾ればホコリや湿気を気にすること
なく、永くその美しさを保ちます。

プリザーブドフラワー　仏花　りんどう
使用花材：プリザーブドフラワー（マム、ミニカーネーショ
ン、アジサイ）、プリザーブドフラワーグリーン（アイ
ビー、イタリアンルスカス）、カラードライフラワー（ミニ
シルバーデージー）、アーティフィシャルフラワー（りんど
う）、その他（タッセル、リボン、器）
サイズ：横11.5、縦10.5、高さ15cm

幼稚園や絵の教室でよく使用する四つ切り画用紙が
入るサイズで、日々の暮らしの中に、子供の絵を気
軽に取り入れられるように軽さ、取り替えやすさか
ら、紙のフレームに。
色鮮やかな子供の絵の世界観にフィットするよう、
マットな質感のホワイトカラーで仕上げました。ま
た、フレーム内の透明フィルムは、絵をより美しく
見せてくれます。

ラフに楽しむアイデアを詰め込みました。
サイズ：約59cm×高さ約43cm

重量：1枚 約500g
セット内容：ペーパーフレーム、台紙（四つ切り画
用紙が入るように切り込み入り）
材質：本体紙質／コートボール
フィルム素材／PET

コロナクスは100％天然成分で作られた除菌
消臭剤です。国産のホタテ貝殻だけを原料に
した食品添加物を使用し、アルコールが苦手
な方でも直接ご使用頂けます。また、保育園
や介護支援所など様々な場所でご好評頂き大
活躍しております。手肌の除菌やマスクの消
臭・感染予防対策はもちろん、お弁当や食材
に直接スプレーして食中毒の予防にまでお使
い頂けます。

（ノンアルコール／不燃性／無刺激性／貝殻
焼成カルシウム、食品素材）

[№5220-0783]●先行予約●石原果樹園 備前
乙女梨 3～4玉入り（2kg以上）贈答特選箱

[№5220-0555]【Ortolano】ファーストクラ
スのサラダ＆ドレッシングセット B【配達不
可：北海道・沖縄・離島】

[№5220-0839]瀬戸内ファーム ファジジン
ジャーエール8本（1本195ml）

[№5220-0055]備前岡山  御菓子処清風庵
おかやま白桃ゼリー6個入

16,00０円 16,00０円 16,00０円 16,000円

●先行予約●2022年の収穫時期に順次出荷します！

石原果樹園は約170年前から岡山県で果物を栽培していま
す。
当園で収穫した通常規格より大きく綺麗で形のいいヤーリー
を備前乙女梨という名前で登録商標を取っています。
ヤーリーは全国で唯一の産地で知られるこの西大寺の雄神地
区で、当園の樹齢150年の県内最古木で実った風味豊かな立
派な梨です。
10月中旬に収穫しまして、発送が始まる11月下旬まで冷蔵庫
で保存し、ワインのように追熟させて香りと味を高めます。
独特な強い香りが特徴の梨です。少し酸味が効いていて上品
で甘く、風味豊かな味をお楽しみ頂けます。

申込期日 2022年11月13日まで
発送期日 2022年11月下旬～2022年12月上旬

Ortolano（オルトラーノ）とは、「野菜を作る人」
という意味です。害虫や飛来物質の届かない室内農
場で、農薬を使わずに美しい水で大切に水耕栽培し
ています。国内大手航空会社のファーストクラス機
内食に9年以上連続で採用されているサラダと自社
栽培のバジルをふんだんに使用した大人気のイタリ
アンドレッシング、フローラルな香りが特徴のマル
セイユバジルが香るバジルビネガーをお楽しみくだ
さい。

ファーストクラスカットサラダ（100g）×3pac
おすすめ野菜×5pac
バジリスタイタリアーノドレッシング（150ml）×1
本
バジリスタバジルビネガー（150ml）×1本

岡山市に拠点を置くサッカークラブ『ファジ
アーノ岡山』と、岡山市で生姜を栽培してい
る瀬戸内ファームとのコラボのお品です！
栽培期間中、農薬・化学肥料不使用の新生姜
を贅沢に使用。香りや辛みが穏やかな新生姜
を使用することで、お子様も含め家族みんな
でお楽しみいただけるさっぱりとした味に仕
上がっています。

とろけるような果肉からしたたる果汁、豊潤
な香りと味わい深い甘味の白桃を、日本最後
の清流といわれる四万十川の天然水と白桃
ピューレをふんだんに使用したゼリーで包み
込みました。●こだわりの逸品「おかやま果
実」ブランド認定製品●くまもと菓子博2002
第24回全国菓子大博覧会 九州in熊本  農林
水産大臣賞受賞●

[№5220-0323]廣榮堂岡山銘菓詰合せ（4種・
大）

[№5220-0965]清水 白桃 缶詰 2缶 岡山県産
清水白桃を使用 吉英フルーツ

[№5220-0968]岡山果物 缶詰 2缶詰合せ（清
水 白桃／ニューピオーネ 各1缶）吉英フ
ルーツ

[№5220-0426]岡山の山珍（さんちん）の 豚
まん 10個入【配達不可：北海道・沖縄・離
島】

16,00０円 16,00０円 16,00０円 16,000円

【廣榮堂】安政三年創業の岡山名物きびだん
ごをはじめとした、岡山銘菓の詰合せです。
元祖きびだんごの他に、倉敷銘菓むらすず
め、岡山銘菓調布、きび大福のセットです。

元祖きびだんご3種セット×1箱
むらすずめ5個×1箱
調布6本×1箱
きび大福8個×1箱

【岡山県特産 清水白桃】
清水白桃は岡山一宮清水で発見された品種で
あまり大きくは実りませんが、その果肉は柔
らかく、香りも高く、糖度は桃の中でも最高
と言われます。最盛期は7月下旬から8月上旬
までそのまろやかな風味をそのまま缶詰めに
いたしました。

※1缶あたり 内容総量425g（固形量250g 4つ
割り）

【岡山県特産 清水白桃】
清水白桃は岡山一宮清水で発見された品種であまり大きくは
実りませんが、その果肉は柔らかく、香りも高く、糖度は桃
の中でも最高と言われます。最盛期は7月下旬から8月上旬ま
でそのまろやかな風味をそのまま缶詰めにいたしました。

【岡山県特産 ニューピオーネ】
マスカットのふるさと岡山で誕生した品種「ニューピオー
ネ」を缶詰めにしました。
ニューピオーネは「マスカット」と「巨峰」とのかけ合わせ
で出来た、大粒で味・香りとも申し分のない品種のぶどうで
す。マスカットにも勝るとも劣らない豊かな大地の恵みをお
楽しみください。

清水白桃缶詰 1缶
※内容総量425g（固形量250g 4つ割り）
ニューピオーネ缶詰 1缶
※内容総量425g（固形量280g 全形 ）

岡山市北区にある60年以上続く老舗・「広東菜館
山珍（さんちん）」の豚まんは、行列のできる岡山
の人気豚まんです。
モチモチでふわふわの皮生地に、うずらの卵、角
煮、キャベツ、ミンチ、玉ねぎ、 背脂のこだわり
の6種類を10年以上のベテラン職人が、その素材の
良さを崩さない様に丁寧に手作業で包み込みまし
た。
トロトロの角煮や甘いキャベツ、うずらの卵がまる
まる1個入った具だくさんの手作り豚まんをぜひご
賞味ください。

*山珍の豚まん10個【（5個×約160g）×2箱】
人気のお品の為、発送がお申込みから1か月～3か月
かかる場合がございます。
ご迷惑をおかけしますがご了承ください。

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-0203]吟醸白みそ 8個（1個300g） [№5220-0623]【セット】吟醸白みそ 300g×
4個 岡山テンペみそ 300g×4個

[№5220-1034]瀬戸内国際芸術祭2022作品鑑
賞（秋会期限定パスポート）

[№5220-0240]hinokiLABサニタリーアロマミ
スト（シトラス）＆詰替用セット

16,000円 16,000円 16,000円 16,000円

岡山県産の米、大豆、塩にこだわりました。
米は精米度79％まで研磨し
、大豆は丁寧に脱皮しました。糀たっぷりの
25割糀、塩分控えめの約5
％（従来品塩分約6％）仕立ての白みそで
す。雑味のないすっきりとした味と甘味。澄
んだ色合い、きめ細かく滑らかでシルキーな
贅沢な白みそです。和え物に、最適です。

岡山県産米、大豆使用

創業明治22年の味噌屋が造りました。
美味しいと喜んでいただける、安全で価値あるもの
造りを目指しています。
＜吟醸白みそ＞
岡山県産の米、大豆、塩にこだわりました。米は精
米度79％まで研磨し、大豆は丁寧に脱皮しました。
糀たっぷりの25割糀、塩分控えめの約5％仕立ての
白みそです。雑味のないすっきりと味と甘味。和え
物に最適です。
<テンペみそ＞
大豆発酵食品「テンペ」を米みそに応用し、30℃で
発酵・熟成させた味噌です。岡山県産米・食塩、国
産大豆を使用し旺盛な発酵微生物の力により、味・
色・香りの優れた味噌です。
吟醸白みそ：岡山県産米、岡山県産大豆、食塩
岡山テンペみそ：大豆テンペ（岡山県製造）、米
（岡山県産）、大豆（国産）、食塩（岡山県製造）
/酒精

秋会期：2022年9月29日（木）～ 2022年11月
6日（日）
「秋会期限定作品鑑賞パスポート」です。※
地中美術館、直島銭湯ILOVE湯、豊島美術館
は別途鑑賞料が必要です。又両美術館につい
ては予約制（オンラインチケット制）で、作
品鑑賞パスポートでの予約はできません。

※画像はイメージです。
※秋会期初日にはチケットのお届けが間に合
わない場合がございます。
※入場券は、有効期間中お一人様1枚につ
き、対象施設及び作品に1回限り入場できま
す。
※退場後の再入場はできません。

毎日のように使うマスクに対するストレスを軽減
し、まるで森林浴のようなリラックス感に包まれ
ます。植物を発酵して作った天然アルコールを使
用し、ひのきなどの植物抽出エキスで消臭にも効
果があります。アルコール濃度は75％で、効果的
に除菌できます。また、アルミボトルを本体容器
に採用。何度も使えるよう、詰替え用パッケージ
もご用意しました。

サニタリーアロマミスト（シトラス）　本体：
100ml
サニタリーアロマミスト（シトラス）　詰替え
用：200ml （成分）国産エタノール(植物性)、ヒ
ノキ水、ヒノキ油、ベルガモット油、マンダリン
油、チャカテキン、天然香料

[№5220-0241]hinokiLABサニタリーアロマミ
スト（ハーバル）＆詰替用セット

[№5220-0885]白桃 ヒノキ バスソルト ボト
ル 1瓶 400gとサニタリー アロマ ミスト 1
個 100mlのセット ホテルグランヴィア岡山

[№5220-0460]【無洗米】岡山快滋米9kg
（3kg×3）きぬむすめ胚芽精米

[№5220-0228]フルーツ萬果荘 清水白桃缶 2
本詰合せ

16,000円 16,000円 17,000円 17,000円

毎日のように使うマスクに対するストレスを軽減
し、まるで森林浴のようなリラックス感に包まれま
す。植物を発酵して作った天然アルコールを使用
し、ひのきなどの植物抽出エキスで消臭にも効果が
あります。アルコール濃度は76％で、効果的に除菌
できます。また、アルミボトルを本体容器に採用。
何度も使えるよう、詰替え用パッケージもご用意し
ました。

サニタリーアロマミスト（ハーバル）　本体：
100ml
サニタリーアロマミスト（ハーバル）　詰替え用：
200ml
（成分）エタノール(植物性)、ヒノキ水、ヒノキ
油、ユーカリ油、ラベンダー油、チャカテキン、香
料(天然精油)

【白桃ヒノキ　バスソルト】肌を引き締め、じっくりとあたたまって汗

をかきたい半身浴にもおすすめです。

※浴槽へ40g（1回分）入れお湯に溶かして入浴してください。

【サニタリーアロマミスト】手にもマスクにも使える天然成分100％の携

帯できるアルコール除菌スプレー。

※ハンドスプレーとしてお使いください。

※画像はイメージです。

【白桃ヒノキ　バスソルト】

[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。

・入浴以外の用途にはお使いにならないでください。

・バスタブを傷める可能性がありますので、ご使用後はなるべく早めに

お湯を抜いてください。

・24時間風呂へのご使用はお控えください。

【サニタリーアロマミスト】

[ご使用上の注意]

・医薬品・医療部外品ではありません。

・飲み込んだり、目に入った場合には、応急処置を行い、医師にご相談

ください。

・飲食物。食器、おもちゃ、飼料、家具、家電、塗装面、フローリング

等にかからないようにしてください。

・天然成分を使用しているため、色味が多少異なる場合がございます。

岡山快滋米（胚芽米）は、美咲町小山の棚田
で育てた「きぬむすめ」を岡山県真庭市で胚
芽精米した栄養価の高いお米です。胚芽（は
いが）精米は、米種子の胚芽を80％以上残す
ように、特別な方法で精白したお米です。普
通の白米に比べ、ビタミンや食物繊維とした
栄養価に富み、玄米よりも食べやすく消化さ
れやすいのが特徴です。

昭和2年創業の萬果荘よりＴＶでも紹介され
た特選高級果物を使用した高級感溢れる缶詰
です。

清水白桃は岡山市芳賀清水に於てその実生を
発見された品種で、果肉は柔く、糖度は高く
て美味しい桃です。
清水白桃は、7月下旬より8月上旬が最盛期
で、他品種の桃と異り、この桃を使用した萬
果荘特製の清水白桃缶詰は、大変に好評を博
しております。

清水白桃缶詰　形状は二つ割り、内容総量
425g（固形量250g、4切れ）×2本

[№5220-0544] 黒川農園 シャインマスカッ
ト 1房（約700g以上）

[№5220-1028]シャインマスカット 晴王 1房
約670g 岡山県産 種無し 皮ごと食べる みず
みずしい 甘い フレッシュ 晴れの国 おかや
ま 果物大国

[№5220-0571]●先行予約●石原果樹園 鴨梨
（ヤ―リー）5～7玉 約3kg 贈答特選箱

[№5220-0593]岡山県産 あたご梨 2玉（1玉
約750g）合計約1.5kg

17,000円 17,000円 17,000円 17,000円

配達不可：北海道、沖縄県、離島

今、話題のシャインマスカットは肉質は硬
く、芳醇な香りと味わい、種がなく皮ごと食
べられる貴重なシャインマスカット。
食味が優れて、渋みは無いぶどうでとても高
評価のぶどうです。収穫時、食べ頃の糖度18
度でお届けいたします。

申込期日 2022年10月20日まで
発送期日 2022年10月上旬～2022年10月下旬

【配達不可：北海道、沖縄県、離島】
瀬戸内の太陽を浴びて育った岡山で誕生した
ブランド「シャインマスカット晴王」は、
宝石のような美しい緑に、パリッとした弾け
る食感で皮ごと食べられる葡萄です。
瑞々しい果汁に酸味が少なくしっかりとした
甘み、上品な香り、フレッシュな食感が特徴
です。
晴天に恵まれた晴れの国おかやまで育ったマ
スカットの王様「晴王」を是非ご賞味くださ
い。

申込期日 2022年10月31日まで
発送期日 2022年9月下旬～2022年11月中旬

●先行予約●2022年の収穫時期に順次出荷します！

●石原果樹園は約170年前から岡山県で果物を栽培していま
す。●
ヤーリーは全国で唯一の産地で知られるこの西大寺の雄神地
区で、当園の樹齢150年の県内最古木で実った風味豊かな立
派な梨です。
10月中旬に収穫しまして、発送が始まる11月下旬まで冷蔵庫
で保存し、ワインのように追熟させて香りと味を高めます。
独特な強い香りが特徴の梨です。少し酸味が効いていて上品
で甘く、風味豊かな味をお楽しみ頂けます。
中国原産の梨で、鴨が首をすくめているように見えることか
ら、別名『鴨梨』とも呼ばれます。
全国でもこの地区だけで生産されているとても希少な梨です
ので、岡山県外ではなかなか手に入りません。味下さい。

申込期日 2022年11月13日まで
発送期日 2022年11月下旬～2022年12月上旬

くだもの王国　岡山が誇る赤梨系の大玉梨、
「あたご梨」は大きい梨として有名です。そ
の堂々たる風格から冬の贈答品として人気を
集めております。この大きさからは想像でき
ないほど繊細な味で、完熟してくると、しっ
とりとした独特の食感と上品な甘みが特徴で
す。全国で名を馳せるまでになった岡山県の
あたご梨、冬を彩るフルーツとしてお召し上
がりください。

申込期日 2022年11月30日まで
発送期日 2022年11月中旬～2022年12月下旬

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-0072]きびトマト（高糖度ミニトマ
ト）2kg

[№5220-0869]ファジビール ピルスナー8本
セット【配達不可：離島】

[№5220-0177]桃太郎
鬼退治3本（1本300ml）

[№5220-0983]国産苺クッキー3種+パウンド
ケーキ2種 詰合せ（ネーブルオレンジ・いち
じく）岡山県産 フルーツタルト専門店
【Gowdy】

17,000円 17,000円 17,000円 17,000円

甘みと酸味のバランスが抜群なきびトマト。
糖度が高く、糖と酸、うまみ成分と香りがト
マト本来のコクを引き出し、高級な食味を持
ちます。

※農産物の為、季節によっては出荷までお時
間をいただく場合がございますのでご了承願
います。
※天候や収穫状況によりお届けが遅れたり、
早まることがあります。

ホップの香りとほどよい苦みが利いた黄金色
のピルスナー。ドイツやチェコから取り寄せ
た最高級の麦芽やホップに、岡山県中央部を
流れる一級河川・旭川の伏流水を地下100
メートルから汲み上げた軟水を使用すること
で、麦の味を生かした飲みごたえと、すっき
りとした味わいがあります。
ファジビール　ピルスナー（麦芽・ホップ）
330ml×8本
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されていま
す。20歳未満の申し受けは致しておりませ
ん。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発
育に悪影響を与えるおそれがあります。
※一部離島へのお届けは出来ません。

サイフォンと棚田の里、岡山県久米南町誕生寺地区
に、日本溜池百選の一つ、神之淵池の水、地元では
神の水と言われています。その水をお米つくりに
使っています。造っているお米は、酒造好適米の岡
山県産山田錦。お酒は生酛系の酒母「山廃モト」で
丁寧に仕込んだ純米酒です。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。20歳
未満の申し受けは致しておりません。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪
影響を与えるおそれがあります。

桃太郎鬼退治　3本（1本300ml）　アルコール度
数：15度、味：辛口

国産苺のピューレを加えた「国産苺のプレミアム
クッキー」、くちどけの良い「苺のブールドネー
ジュ」、ヘーゼルナッツの食感や香りが際立つ「ノ
アゼットシュガー」の3種類が味わえるクッキー
セットに加え、
温暖な瀬戸内の気候で育ったいちじくとネーブルオ
レンジをふんだんに使用した、バター香る深い味わ
いが楽しめる2種類のパウンドケーキのセットと
なっています。
▼いちごの時間 計11個入り
国産苺のプレミアムクッキー×4
苺のブールドネージュ×3
ノアゼットシュガー×4
▼瀬戸内ネーブル晴れの果実パウンド
ネーブルパウンドケーキ×5
▼瀬戸内いちじく晴れの果実パウンド
いちじくパウンドケーキ×5

[№5220-0984]国産苺クッキー3種+パウンド
ケーキ2種 詰合せ（レモン・いちじく）岡山
県産 フルーツタルト専門店【Gowdy】

[№5220-0985]国産苺クッキー3種+パウンド
ケーキ2種 詰合せ（ネーブルオレンジ・レモ
ン）岡山県産 フルーツタルト専門店
【Gowdy】

[№5220-0986]岡山フルーツの贅沢アイス
バー 8本セット（4種×各2本）詰合せ 岡山
県産 フルーツアイスファクトリー Gowell

[№5220-0037]建部のむヨーグルト
（マスカット）20本
【配達不可：離島】

17,000円 17,000円 17,000円 17,000円

国産苺のピューレを加えた「国産苺のプレミアム
クッキー」、くちどけの良い「苺のブールドネー
ジュ」、ヘーゼルナッツの食感や香りが際立つ「ノ
アゼットシュガー」の3種類が味わえるクッキー
セットに加え、
温暖な瀬戸内の気候で育ったいちじくとレモンをふ
んだんに使用した、コクのある味わいが楽しめる2
種類のパウンドケーキのセットとなっています。

▼いちごの時間　計11個入り
国産苺のプレミアムクッキー×4
苺のブールドネージュ×3
ノアゼットシュガー×4
▼瀬戸内レモン晴れの果実パウンド
レモンパウンドケーキ×5
▼瀬戸内いちじく晴れの果実パウンド
いちじくパウンドケーキ×5

国産苺のピューレを加えた「国産苺のプレミアム
クッキー」、くちどけの良い「苺のブールドネー
ジュ」、ヘーゼルナッツの食感や香りが際立つ「ノ
アゼットシュガー」の3種類が味わえるクッキー
セットに加え、
温暖な瀬戸内の気候で育ったネーブルオレンジとレ
モンをふんだんに使用した、爽やかな味わいが楽し
める2種類のパウンドケーキのセットとなっていま
す。

▼いちごの時間　計11個入り
国産苺のプレミアムクッキー×4
苺のブールドネージュ×3
ノアゼットシュガー×4
▼瀬戸内ネーブル晴れの果実パウンド
ネーブルパウンドケーキ×5
▼瀬戸内レモン晴れの果実パウンド
レモンパウンドケーキ×5

岡山県産の白桃、黄金桃、シャインマスカットと、
岡山県北の蒜山高原で育ったジャージー牛の濃厚で
ミネラル分が豊富な牛乳を使用しています。
岡山県産として有名な白桃やシャインマスカット、
鮮やかな黄金桃を贅沢に使用したアイスバーのセッ
トです。

岡山白桃メルバ×2本
岡山白桃＆ブラッドピーチ×2本
黄金桃ラッシー×2本
シャインマスカット＆ミュスカルージュマスカット
×2本

★岡山県産マスカット使用★しぼりたての建部町内
産牛乳に、岡山県特産のマスカット・オブ・アレキ
サンドリアを贅沢に加えたフルーツ王国岡山ならで
はの、のむヨーグルトです。生乳90％以上使用し風
味豊かに仕上げました。●建部ヨーグルトは第41回
岡山県農林業漁業近代化表彰で農林水産大臣表彰受
賞いたしました。

建部のむヨーグルト（マスカット）　20個（1個
はっ酵乳160g）生乳90％以上使用　プロバイオティ
クスBL菌（ビフィズス菌）配合

[№5220-0033]建部のむヨーグルト
（甘さ控えめ）20本
【配達不可：離島】

[№5220-0040]無添加  建部ヨーグルト（プ
レーンタイプ）30個
【配達不可：離島】

[№5220-0035]建部のむヨーグルト
（清水白桃）20本
【配達不可：離島】

[№5220-1038]ハチミツ おかやまハニー
（180g×1個）木枠入り

17,000円 17,000円 17,000円 17,000円

★生きて腸まで届くビフィズス菌★しぼりたての建
部町内産牛乳の色、元気な乳酸菌のにおい、果糖を
加えただけのナチュラルな甘味、そんな自然の健や
かさが、そのままドリンクヨーグルトになりまし
た。安定剤、、酸化防止剤等を使用していません。
●建部ヨーグルトは第 41回岡山県農林業漁業近代
化表彰で農林水産大臣表彰受賞いたしました

建部のむヨーグルト（甘さ控えめ）　20個（1個
はっ酵乳160ml）建部産生乳100％　プロバイオティ
クスBL菌（ビフィズス菌）配合

★生きて腸まで届くビフィズス菌★しぼりたての建
部町内産牛乳を100
％使用し、擬固剤や酸化防止剤、香料等の添加物を
一切使用加えずに作る無添加ヨーグルト。独自の乳
酸菌を使用していますので、おいしさが長持ちしま
す。●建部ヨーグルトは第41回岡山県農林業漁業近
代化表彰で農林水産大臣表彰受賞いたしました。

建部ヨーグルト（プレーンタイプ）　30個（1個
90ml）生乳100％　ブロバイオティクス（BL菌）配
合

★ご当地ヨーグルトグランプリ2018最高金賞受賞★
★岡山県産清水白桃使用★しぼりたての建部町内産
牛乳に、岡山県特産の清水白桃果汁を贅沢に加えた
のむヨーグルトです。生乳90％以上使用し風味豊か
に仕上げました。●建部ヨーグルトは第41回岡山県
農林業漁業近代化表彰で農林水産大臣表彰受賞いた
しました。

建部のむヨーグルト（清水白桃）　20個（1個
はっ酵乳160g）生乳90％以上使用　プロバイオティ
クスBL菌（ビフィズス菌）配合

このハチミツは、岡山駅から徒歩5分のビルの屋上
で採れた都市養蜂「おかやまミツバチプロジェクト
桃太郎ハニーラボ」で採れた百花蜜です。後楽園や
街路樹の豊富な蜜源とハレの国ならではの糖度の大
変高い百花蜜で、四季折々の岡山の味を直に感じら
れる贅沢な逸品です。また木枠は日本一のヒノキの
丸太生産量を誇る岡山県産ヒノキの間伐材と廃材を
使い、釘や接着剤を一切使わない組子の伝統技術で
出来ており、木枠はペン立てやスティックシュガー
入れや、明かりを入れてランプとしても楽しんで頂
けます。

ハチミツ・・・岡山駅から徒歩5分のビルの屋上で
採れた百花蜜です。
特製木枠・・・岡山県産ヒノキの「間伐材」と「廃
材」を使い、釘や背着材を一切使わない組子の伝統
技術で出来ています。

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-0212]生麹味噌
岡山甘口3個／白みそ5個セット

[№5220-0214]生麹味噌  岡山甘口3個／かた
造りあまざけ5個セット

[№5220-0254]岡山リベッツファンクラブ
レギュラー会員入会券

[№5220-0808]プリザーブドフラワー 仏花
萌黄 クリアケース入り

17,000円 17,000円 17,000円 17,000円

明治22年創業の味噌屋のおみそです
。岡山に伝承されている特産の甘口味噌と、
国産の米、大豆、食塩で造った、25割糀で塩
分控えめ（5.6％
）の白みそのセットです。

岡山県産米使用、国産大豆使用

明治22年創業の味噌屋のおみそです
。岡山に伝承されている特産の甘口味噌と、
砂糖、酒粕は使用しない、糀造りのあまざけ
のセットです。

岡山県産米使用、国産大豆使用

岡山リベッツを応援している方や初めて知る
方にもオススメのファンクラブコースです。
トップレベルの選手たちも愛用しているグッ
ズももらえます。

新しい仏花のお花として人気のプリザーブドフラワーを使っ
たお供えのお花です。
プリザーブドフラワーは生花に特殊な加工を施し、見た目は
本物の花のようにあざやかで艶やかなお花です。
お仏壇に飾る花としてお手入れ不要で水替えの手間もかから
ず、花粉でお仏壇を汚す心配もありません。
特に生花が長持ちしない夏場はお花を切らすことなく、お仏
壇に彩を添えることが出来ます。
クリアケース入りなのでそのまま飾ればホコリや湿気を気に
することなく永くその美しさを保ちます。
お供え・お彼岸・法要の贈り物としておすすめです。
プリザーブドフラワーの取り扱い説明書も一緒にお届けいた
します。
花：ポンポンマム、アジサイ、千日紅、ルスカス（プリザー
ブドフラワー）麦わら菊（ドライフラワー）フィビキア、カ
スピア、ハニーテール（カラードライフラワー）ガーベラ
（ソラフラワー）ハスの実（ドライ）、タッセル
サイズ：横約12cm、縦約10cm、高さ約17cm

[№5220-0314] ●先行予約●タンポポ農園
シャインマスカット 1～2房（約800g～1kg）
【配達不可：離島】

[№5220-0575]●先行予約●石原果樹園 あた
ご梨・鴨梨（ヤ―リー）詰合せ 合計約3kg
贈答特選箱

[№5220-0136]安富牧場 小さな酪農家のまじ
めなアイス 12個入
【配達不可：北海道・沖縄・離島】

[№5220-0969]岡山果物 缶詰 2缶詰合せ（清
水 白桃／マスカット 各1缶）吉英フルーツ

18,000円 18,000円 18,000円 18,000円

●先行予約●2022年の収穫時期に順次出荷し
ます！

晴れの国岡山から、甘い種なしの新鮮なシャ
インマスカットをお届けします。
シャキッとした食感をお楽しみください。

申込期日 2022年10月23日まで
発送期日 2022年9月上旬～202年11月上旬

●先行予約●2022年の収穫時期に順次出荷します！
愛宕梨は日本一大きい梨として有名です。
この大きさからは想像も出来ないほど繊細な味で、
完熟してくると、しっとりした独特の食感と甘味が
特徴の甘～いジャンボな梨です。
11月上旬に収穫して、1か月ほど追熟させます。
梨それぞれに熟成具合は異なりますが、追熟させる
と少ししっとりして食べ頃になります。
大きい物は2kgにもなり、おいしく食べごたえもあ
ります。大きい方が瑞々しく、価値も高いです。
岡山県はあたご梨の生産量が全国でトップですが、
石原果樹園のあたご梨は岡山の青果市場で最高の評
価を頂いております

申込期日 2022年11月13日まで
発送期日 2022年11月下旬～2022年12月上旬。

岡山市北区足守地区にある小さな牧場の「安
富牧場」が酪農家理想のアイスクリームをつ
くりました。おいしい牛乳を生産してくれる
ように、牛たちが生活する牛舎環境を最善に
保ち、そしてその牛乳本来のおいしさを生か
すよう、配合搾乳したその日にアイスクリー
ムの仕込みをしています。酪農家理想のアイ
スクリームをぜひお試しください。
12個（1個120ml）
ミルク、抹茶、チョコレート、岡山いちご、
岡山のもも、岡山ピオーネ×各2個

【岡山県特産 清水白桃】
清水白桃は岡山一宮清水で発見された品種であまり大きくは
実りませんが、その果肉は柔らかく、香りも高く、糖度は桃
の中でも最高と言われます。最盛期は7月下旬から8月上旬ま
でそのまろやかな風味をそのまま缶詰めにいたしました。

【岡山県特産 マスカット】
エジプトに生まれ、アレキサンドリア港にその名が由来する
といわれるマスカット・オブ・アレキサンドリアは岡山特産
で全国の約9割を産します。一粒一粒丹誠こめて作られたマ
スカットは品位、美味しさ、香り、全ての面でブドウの王者
にふさわしい風格をかね揃えてると申せましょう。さわやか
な風味をそのまま缶詰めにしました。

清水白桃缶詰 1缶
※内容総量425g（固形量250g 4つ割り）
マスカット・オブ・アレキサンドリア缶詰 1缶
※内容総量425g（固形量280g 全形）

[№5220-0565]●先行予約●石原果樹園 あた
ご梨 3玉 合計3.6kg以上（1玉約1.2kg）オリ
ジナル化粧箱

[№5220-0566]●先行予約●石原果樹園 あた
ご梨 4～6玉 合計約4kg オリジナル化粧箱

[№5220-0018]［宮下酒造］独歩ビール飲み
比べ　12本セット

[№5220-0185]きびの吟風　純米原酒1本
（1,800ml）

19,000円 19,000円 19,000円 19,000円

●先行予約●2022年の収穫時期に順次出荷し
ます！
愛宕梨は日本一大きい梨として有名です。
この大きさからは想像も出来ないほど繊細な
味で、完熟してくると、しっとりした独特の
食感と甘味が特徴の甘～いジャンボな梨で
す。
11月上旬に収穫して、1か月ほど追熟させま
す。
梨それぞれに熟成具合は異なりますが、追熟
させると少ししっとりして食べ頃になりま
す。

申込期日 2022年11月30日まで
発送期日 2022年12月上旬～2022年12月下旬

●先行予約●2022年の収穫時期に順次出荷し
ます！
愛宕梨は日本一大きい梨として有名です。
この大きさからは想像も出来ないほど繊細な
味で、完熟してくると、しっとりした独特の
食感と甘味が特徴の甘～いジャンボな梨で
す。
11月上旬に収穫して、1か月ほど追熟させま
す。
梨それぞれに熟成具合は異なりますが、追熟
させると少ししっとりして食べ頃になりま
す。

申込期日 2022年11月30日まで
発送期日 2022年12月上旬～2022年12月下旬

独歩ビールのピルスナー、デュンケ
ル、シュバルツの3タイプの本格派ビー
ルを詰め合わせました。

ピルスナー（麦芽・ホップ）330ml×4
本
デュンケル（麦芽・ホップ）330ml×4
本
シュバルツ（麦芽・ホップ）330ml×4
本

板野酒造場でしか販売してないお酒です。米
の旨味がダイレクトに迫って来る純米酒原酒
です。
濃厚な味わいが特徴です。

アルコール度数：18度、味：中口
　
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されていま
す。20歳未満の申し受けは致しておりませ
ん。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発
育に悪影響を与えるおそれがあります。
※直射日光を避け冷温保存してください。

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-0184]きびの吟風　とろとろ純米に
ごり1本（1,800ml）

[№5220-0061]卵娘庵の本気かすてーら3個入
り（1個250ｇ）

[№5220-0042]無添加建部ヨーグルト（オリ
ゴ糖入り果糖）30個
【配達不可：離島】

[№5220-0044]無添加  建部ヨーグルト（ブ
ルーベリージャム付き）30個
【配達不可：離島】

19,000円 19,000円 19,000円 19,000円

山廃純米酒原酒にごり酒　グラスに注ぐとき
トロトロっとしたお酒の感じがたまりませ
ん。
もろみを甘酒で割ってあり他のにごり酒と違
い、低アルコールですがとても濃厚な味わい
です。

アルコール度数：11度、味：超甘口
　
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されていま
す。20歳未満の申し受けは致しておりませ
ん。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発
育に悪影響を与えるおそれがあります。
※直射日光を避け冷温保存してください。

約5年かけて開発し、養鶏家が真剣に作った
昔懐かしずっしりと重みのあるカステラは、
平飼い有精卵を通常の2倍使用したたまご屋
本気の濃厚カステラです。

★生きて腸まで届くビフィズス菌★しぼりた
ての建部町内産牛乳を100％使用し、擬固剤
や酸化防止剤、香料等の添加物を一切使用加
えずに作る無添加ヨーグルト。独自の乳酸菌
を使用していますので、おいしさが長持ちし
ます。●建部ヨーグルトは第41回岡山県農林
業漁業近代化表彰で農林水産大臣表彰受賞い
たしました。
建部ヨーグルト（プレーンタイプ）　30個
（1個　90ml）
生乳100％　ブロバイオティクス（BL菌）配
合
＊オリゴ糖入り果糖＊　30パック

★生きて腸まで届くビフィズス菌★しぼりた
ての建部町内産牛乳を100％使用し、擬固剤
や酸化防止剤、香料等の添加物を一切使用加
えずに作る無添加ヨーグルト。独自の乳酸菌
を使用していますので、おいしさが長持ちし
ます。●建部ヨーグルトは第41回岡山県農林
業漁業近代化表彰で農林水産大臣表彰受賞い
たしました。
建部ヨーグルト（プレーンタイプ）　30個
（1個　90ml）
生乳100％　ブロバイオティクス（BL菌）配
合
ブルーベリージャム　30パック

[№5220-0046]無添加
建部ヨーグルト（黒糖蜜付き）30個
【配達不可：離島】

[№5220-0324]廣榮堂元祖きびだんご7種セッ
ト

[№5220-0821]フルーツ萬果荘 清水白桃缶1
本とシャインマスカット缶1本詰合せ

[№5220-0206]生麹味噌  岡山甘口 6個（1個
500g）

19,000円 19,000円 19,000円 19,000円

★生きて腸まで届くビフィズス菌★しぼりた
ての建部町内産牛乳を100
％使用し、擬固剤や酸化防止剤、香料等の添
加物を一切使用加えずに作る無添加ヨーグル
ト。独自の乳酸菌を使用していますので、お
いしさが長持ちします。●建部ヨーグルトは
第41回岡山県農林業漁業近代化表彰で農林水
産大臣表彰受賞いたしました。
建部ヨーグルト（プレーンタイプ）　30個
（1個　90ml）
生乳100％　ブロバイオティクス（BL菌）配
合
黒糖蜜　30パック

【元祖きびだんご】国産のもち米に砂糖と水飴、きびを加え
ました。素材の旨味が生きた素朴な味です。
【白桃きびだんご】岡山県産の白桃を使用。瑞々しく上品な
「白桃」の風味をお楽しみください。
【きなこきびだんご】大地の恵みをたっぷり詰め込んだきな
こきびだんご。香ばしいきなこの味が口の中で広がります。
【抹茶きびだんご】ほのかな甘みの中に奥深い抹茶の香りが
引き立つおすすめの一品です。
【黒糖きびだんご】コクのある甘みの国産黒糖にはカルシウ
ム・鉄分・ミネラルが含まれています。
【海塩きびだんご】天然のミネラルが含まれた伊豆大島産自
然海塩「海の精」を使用。ほのかに塩味が残る大人の味で
す。
【スポーツきびだんご】エネルギーとミネラルを手軽に補給
できるきびだんご。あっさりとした塩レモン味に仕上げてい
ます。

1

昭和2年創業の萬果荘よりＴＶでも紹介された特選高級果物
を使用した高級感溢れる缶詰です。
清水白桃は岡山市芳賀清水に於てその実生を発見された品種
で、果肉は柔く、糖度は高くて美味しい桃です。
清水白桃は、7月下旬より8月上旬が最盛期で、他品種の桃と
異り、この桃を使用した萬果荘特製の清水白桃缶詰は、大変
に好評を博しております。
シャインマスカットは美しい黄緑の粒がエメラルドグリーン
の宝石を思わせ、贈り物としても大変人気があります。
糖度は20度前後と高く酸味は少なめ。種なし栽培が可能で、
薄皮ごとパリッと食べられるのが特徴です。
大粒で味も香りも上品で高級感のあるシャインマスカットの
缶詰をお楽しみください。
清水 白桃 缶詰 形状は二つ割り、内容総量425g（固形量
250g、4切れ）×1本
シャインマスカット 缶詰 内容総量425g（固形量280g）×1
本
※清水白桃の果肉の大きさ…Lは大（3個以下）、Mは中（4~6
個）、Sは小（7～9個）
※シャインマスカットの果粒の大きさ…Lは大（30粒以
下）、Mは中（31～40粒）

創業明治22年の味噌屋で造られたみそです。
瀬戸内の恵まれた気候風土の岡山地方は、糀
歩合の多い甘口味噌は、昔より伝承されてい
る特産品の一つです。高精白（精白度79％）
の国産米の糀と、国産大豆を丁寧に脱皮し、
塩分を控えめ（9.7％）にし15割糀で仕込ん
だ甘口の味噌です。

岡山県産米使用、国産大豆使用

[№5220-0091]瀬戸内古都の丘ハーブソルト
アソート5個

[№5220-0092]瀬戸内古都の丘ハーブソルト
ベジタブル5個

[№5220-0093]瀬戸内古都の丘ハーブソルト
アジアンブレンド5個

[№5220-0094]瀬戸内古都の丘ハーブソルト
ベジタブル（ベルガモット）5個

19,000円 19,000円 19,000円 19,000円

●日本ギフト大賞2020  都道府県賞受賞商品
●無農薬・無添加で、農薬・保存料を一切頼
らない、人の自然治癒力を高める栽培方法。
ベジタブル、アジアンブレンド、フィッ
シュ、ベジタブル（ベルガモットの香り）、
ミートの５種

無農薬・無添加で、農薬・保存料を一切頼ら
ない、人の自然治癒力を高める栽培方法

フォーベジタブル…バジルやイタリアンパセ
リなどお野菜に良く合うハーブブレンド。
ガーリックも効いているので、そのまま野菜
スティックにつけていただいても。

無農薬・無添加で、農薬・保存料を一切頼ら
ない、人の自然治癒力を高める栽培方法

アジアンブレンド・・・コリアンダーがたっ
ぷり入った、エスニックな香りのブレンドで
す。魚介のスープに加えて、タイ風にアレン
ジするのもおすすめです。

無農薬・無添加で、農薬・保存料を一切頼ら
ない、人の自然治癒力を高める栽培方法

ベジタブル（ベルガモットの香り）・・・バ
ジルやイタリアンパセリなどお野菜に良く合
うハーブブレンド。ガーリックも効いている
ので、そのまま野菜スティックにつけていた
だいても。

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-0095]瀬戸内古都の丘ハーブソルト
フィッシュ5個

[№5220-0096]瀬戸内古都の丘ハーブソルト
ミート5個

[№5220-0327]不織布マスク100枚2箱(1箱50
枚入り)

[№5220-0013]備前黒毛和牛
すき焼き・しゃぶしゃぶセット 600g

19,000円 19,000円 19,000円 20,000円

無農薬・無添加で、農薬・保存料を一切頼ら
ない、人の自然治癒力を高める栽培方法

フィッシュ・・・お魚料理によく合う、フェ
ンネルやディルなどのハーブをブレンド。ド
レッシングに加えて、カルパッチョのソース
にも。

無農薬・無添加で、農薬・保存料を一切頼ら
ない、人の自然治癒力を高める栽培方法

ミート・・・ローズマリーがお肉の臭みを消
してイタリアンパセリやオレガノが爽やかに
香ります。お肉にふりかけて焼くだけで、ひ
と味違った美味しさを味わっていただけま
す。

品質にこだわり、素材は全て日本メーカー製の
ものを使用し、岡山県内の自社工場で生産を
行っております。3層フィルター構造（PPスパ
ンボンド不織布、メルトブローン不織布、PPス
パンボンド不織布）を採用。メルトブローン不織
布は、BFE（細菌ろ過率）99％以上の高性能
フィルターを使用しております。耳が痛くなり
にくい平ゴムや付け心地のよいノーズフィット
で、長時間の着用でも快適に過ごせます。

岡山市東区瀬戸地域で育った「備前黒毛和
牛」は、生後約30ヵ月以上の長期肥育と飼料
にこだわって飼育された「ブランド黒毛和
牛」です。肉質はやわらかく、とろけるよう
な食感が特徴です。「備前黒毛和牛　すき焼
き・しゃぶしゃぶセット」は、お鍋でも炒め
物でもその他のお料理にでも、お肉を囲んで
家族みんなで楽しめるセットです。

備前黒毛和牛：バラスライス300g
備前黒毛和牛：モモスライス300g

[№5220-0134]岡山県産きぬむすめ 10kg
（2kg×5袋）

[№5220-0114]瀬戸内海産地物詰合せ
【配達不可：離島】

[№5220-0115]瀬戸内地物いろいろセット
【配達不可：離島】

[№5220-0116]瀬戸内海産さわらづくし
【配達不可：離島】

20,000円 20,000円 20,000円 20,000円

岡山県の奨励品種「きぬむすめ」は、「米の
食味ランキング」において、＊過去に4年連
続で最高評価の「特A」を獲得しました。炊
き上がりは白くて美しい粒立ちで、ほどよい
粘りとあまみが特長のお米です。

あなご、鰆、鯛、ままかりなど瀬戸内海の代
表的な海産物を詰め込んだ
、お得な人気商品です。これひとつで瀬戸内
の海の幸が一度に楽しめます。少しずつ色々
な種類を味わいたい方におすすめです。

焼あなご　90g
あなごのタレ　20g
鰆の味噌漬　160g（80g×2袋）
鯛の旨干し　2袋
ままかり酢漬　75g

あなご、たこ、ちりめん、ままかりなど瀬戸
内海の代表的な海産物を詰め込んだ、お得な
人気商品です。これひとつで瀬戸内の海の幸
が一度に楽しめます。少しずつ色々な種類を
味わいたい方におすすめです。

焼あなご　90g
あなごのタレ　20g
ゆでだこ　150g
ちりめん　80g
ままかり酢漬　75g

岡山の特産「さわら」を満喫できる詰合せ。
定番の味噌漬けに始まり、たたき、湯煎調理
でそのままお召し上がりいただける味噌煮と
便利な個食の詰合せです。

鰆のたたき　120g
ポン酢　120g
鰆の味噌漬　160g（80g×2袋）
鰆の味噌煮　160g（80g×2袋）

[№5220-0119]瀬戸内海産鰆の味噌漬け
【配達不可：離島】

[№5220-0495]キリンビール岡山工場 キリン
のどごし＜生＞ 500ml×24本

[№5220-0503]キリン岡山工場 本麒麟 500ml
×24本

[№5220-0186]きびの吟風
雄町米純米酒1本（1,800ml）

20,000円 20,000円 20,000円 20,000円

一番脂ののった時期にとれた3～4キロ級の本
鰆を厚切りにし、白味噌に酒、みりんを加え
無添加仕様の味噌漬にしました。オリジナル
の味噌により一層鰆の身の甘さが引き立ちま
す。

鰆の味噌漬け　400g（80g×5袋）

【キリンビール岡山工場製造】
「グッとくる飲みごたえ」と「後キレ」を高
め、「ゴクゴク爽快なうまさ」の向上を実現
しました。

　
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されていま
す。20歳未満の申し受けは致しておりませ
ん。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発
育に悪影響を与えるおそれがあります。

【キリンビール岡山工場製造】
大麦増量×ドイツ産ヘルスブルッカーホップ
※増量によって「力強いコク・飲みごたえ」
を強化し、完成度の高いうまさを実現しまし
た。
※一部使用

　
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されていま
す。20歳未満の申し受けは致しておりませ
ん。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発
育に悪影響を与えるおそれがあります。

岡山県産雄町米で醸したお酒です。香り抑え
目で雄町米特有のふくらみある味わいです。

※未成年者の飲酒は法律で禁止されていま
す。未成年者の申し受けは致しておりませ
ん。

雄町米　純米酒　1本（1,800ml）　アルコー
ル度数：15度、味：中口

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-0872]ファジ レモンサワー 8本セッ
ト【配達不可：離島】

[№5220-0831]皮ごと風味を感じる焦がしバ
ナーヌフィナンシェ・濃厚バナナジャムセッ
ト

[№5220-0325]廣榮堂備前古式羊羹2本セット [№5220-0028]角南製造所清水白桃缶詰  3缶
セット

20,000円 20,000円 20,000円 20,000円

岡山魅力再発見プロジェクト」
ファジアーノ岡山が県内の企業、自治体等と連携
し、岡山の魅力や文化を発信しお伝えすることで
「地方創生」に寄与するプロジェクト。その第一弾
ファジレモンサワーが登場しました。

岡山県産二条大麦をベース原料として使用し、発酵
させたものをポット・スチルで蒸溜し、白樺炭で独
自濾過をしたクラフトウォッカ晶光（あきひかり）
を使用。そこに岡山県産レモン果汁100％の豊かな
香りと酸味のバランスの良さが特徴で女性でも飲み
やすい仕上がりになっています。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。20歳
未満の申し受けは致しておりません。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪
影響を与えるおそれがあります。

【皮ごとバナナの風味を感じる焦がしバナーヌフィ
ナンシェ】
このフィナンシェは、金のバナーナDraineを皮ごと
使用しています。着色料やフレーバーなどの添加物
は一切不使用。たっぷりの国産発酵バターと共に
しっとり丁寧に焼き上げました。バナナを皮ごと、
程よく焦がした特別な風味を是非ご堪能ください。

【濃厚なバナナを丸ごと味わうDraineジャム】
バナナは酸化して黒くなるという常識を覆したバナ
ナジャムです。添加物を一切使わず、農薬不使用の
国産バナナから丹精込めてつくりました。本来のフ
レッシュな甘さのバナナジャムをたっぷりお召し上
がり下さい。

フィナンシェ10個・ジャム1個

【廣榮堂】安政三年創業が昔からの製法を守
り、岡山の大地の恵みをたっぷりと取り入れ
た羊羹を作りました。岡山の特産品である
「作州黒大豆」と「備中白小豆」を使って職
人が手間を惜しまず一本一本丁寧につくって
います。

「清水白桃缶詰」は度々テレビなどで取り上
げられる、今大注目の岡山産の人気缶詰で
す。清水白桃の皮を全て手作業でむいている
ため、果肉の美味しさを余すことなく味わえ
ると評判です。

清水白桃缶詰425g（固形量250g）×3缶

[№5220-0024]ミモレ農園万能野菜ソース  4
個

[№5220-0127]ミモレ農園お野菜を食べる
スープおまかせ8食セット

[№5220-0025]ミモレ農園カレーセット [№5220-0064]キミセ醤油  五穀芳醇醤油6
本、瀬戸内そだち6本（1本500ml）

20,000円 20,000円 20,000円 20,000円

【生トマトケチャップ】270g×2個
甘みとうまみがつまった完熟果肉を使ってできるケ
チャップは格別です。
【玉ねぎソース】270g×1個
ソースの味の決め手になるのは、旬の玉ねぎです。
ソースの半分以上は玉ねぎでできています。収穫し
た玉ねぎは、選別し丁寧に皮をむき、大鍋の中で時
間をかけて無水調理でじっくり煮込みました。
【生姜の甘みぞれソース】270g×1個
大根を、皮ごと丁寧にすりおろし、生姜やにんにく
でアクセントをきかせ、大鍋の中で時間をかけて無
水調理でじっくり煮込むことで、野菜のうまみが
しっかりと凝縮された深みとコクのあるソースに仕
上げました。

ほうれん草ポタージュ／ポテトポタージュ／
紅ポテトポタージュ／紫ポテトポタージュ／
わけぎのチキンスープ／安納芋のポタージュ
／かぼちゃのポタージュ／生姜仕立て菊芋の
和風スープ／葉ごぼうの和風ホワイトスープ
／コーンポタージュ／じゃがいもとかぼちゃ
のポタージュ／にんじんポタージュ／バター
ナッツかぼちゃのポタージュの中から、8種
類を選び、冷凍便でお届けいたします。
内容量：各190g
※種類は申し訳ございませんがご指定できま
せん。

岡山市北区にある「ミモレ農園」で栽培された
トマトをベースに本格スパイスをブレンドし、丁
寧に煮込んだ特別なカレーです。「ミモレ農園
カレーセット」は、「マサラベース」に加え「炒め
物オイル」、「辛味ペースト」を合わせることで、
より広がるカレーの深みをお楽しみいただけ
ます。もちろん着色料や保存料を一切使用して
いないので、お子さまにも安心です。
 マサラベース　270g×2個
 辛味ペースト　100g×1個
 炒め物オイル　80g×1個

こだわりの五穀（大豆・小麦・米・きび・あ
わ）で仕込んだ醤油と瀬戸内海産いりこ・枕
崎産のかつおをふんだんに使った本格だし醤
油のセットです。お料理好きな方、醤油をよ
く使われる方におススメです。

[№5220-0646]プリザーブドフラワー 仏花
マスカット クリアケース入り

[№5220-0256]岡山リベッツ応援グッズセッ
ト

[№5220-0572]●先行予約●石原果樹園 鴨梨
（ヤ―リー）6～10玉 約4kg 贈答特選箱

[№5220-0964]桃鯛 お刺身セット 1尾分【配
達不可：離島】

20,000円 20,000円 21,000円 21,000円

新しい仏花のお花として人気のプリザーブドフラ
ワーを使ったお供えのお花です。フルーツ王国岡山
より、マスカットを一緒にアレンジしてお届けいた
します。プリザーブドフラワーは生花に特殊な加工
を施し、見た目は本物の花のようにあざやかで艶や
かなお花です。
お仏壇に飾る花としてお手入れ不要で水替えの手間
もかからず、花粉でお仏壇を汚す心配もありませ
ん。
クリアケース入りなのでそのまま飾ればホコリや湿
気を気にすることなく永くその美しさを保ちます。
プリザーブドフラワー仏花 マスカット クリアケー
ス入り

器：材質　陶器
花：マム、デンファレ、アジサイ、カスミソウ、ル
スカス（プリザーブドフラワー）ヘリクリサム、
フィビキア（カラードライフラワー）マスカット
（アーティフィシャルベリー）ハスの実（ドラ
イ）、リボン

試合観戦で使える応援グッズや普段から使え
るリベッツのマークが入ったグッズがたくさ
んあります。卓球の練習や試合にも使える
グッズがあるのでさらに卓球を楽しんでもら
えたらと思います。

●先行予約●2022年の収穫時期に順次出荷し
ます！
ヤーリーは全国で唯一の産地で知られるこの
西大寺の雄神地区で、当園の樹齢150年の県
内最古木で実った風味豊かな立派な梨です。
10月中旬に収穫しまして、発送が始まる11月
下旬まで冷蔵庫で保存し、ワインのように追
熟させて香りと味を高めます。

独特な強い香りが特徴の梨です。少し酸味が
効いていて上品で甘く、風味豊かな味をお楽
しみ頂けます。

申込期日 2022年11月13日まで
発送期日 2022年11月下旬～2022年12月上旬

桃の豊富な健康効果により、身の色も美しく、クセ
が無くさっぱりとした上品な身質に仕上がり、天然
鯛にも全く引けを取らない養殖鯛に育ちました。誕
生以来、岡山の料理店やお寿司屋さんなどで、人気
の桃鯛です。2kg程の大きな桃鯛を選定し活締
め！！最高鮮度のまま、魚の職人達が1匹ずつ丁寧
に手卸しウロコや骨を取り除き、部位ごとに小分け
真空パック後、即急速冷凍。切るだけでお手軽にお
料理出来る様にしております。又、冷凍も通常の冷
凍で無く、最新技術による急速凍結により、まるで
生魚の様な食感が楽しめます。
是非、この機会に人気の桃鯛をお召し上がりくださ
い。

桃鯛 1匹分（冷凍）
背身・腹身（皮無し）・頭とカマ各2パック　計6枚
入り

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-0496]キリンビール岡山工場 一番搾
り生 ビール 350ml×24本

[№5220-0499]キリンビール岡山工場 淡麗極
上＜生＞ 500ml×24本

[№5220-0501]キリンビール岡山工場 淡麗グ
リーンラベル＜生＞ 500ml×24本

[№5220-0504]キリン岡山工場 ラガービール
350ml×24本

21,000円 21,000円 21,000円 21,000円

【キリンビール岡山工場製造】
麦本来のうまみが感じられる、調和のとれた
雑味のない味わい。

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されていま
す。20歳未満の申し受けは致しておりませ
ん。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発
育に悪影響を与えるおそれがあります。

【キリンビール岡山工場製造】
淡麗なうまさと、きりっと引き締まったのど
ごし、飲みごたえがありながら、爽快でキレ
のある後味。

　
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されていま
す。20歳未満の申し受けは致しておりませ
ん。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発
育に悪影響を与えるおそれがあります。

【キリンビール岡山工場製造】
雑味のないすっきりとした味わいと、ビール
に近い満足感を両立した、さわやかなおいし
さ。

　
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されていま
す。20歳未満の申し受けは致しておりませ
ん。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発
育に悪影響を与えるおそれがあります。

【キリンビール岡山工場製造】
ホップの効いた飲みごたえと締まりのある後
味の、飲み飽きないうまさ。
時代を超えて生き続ける正統感のある佇まい
で本格ビールのうまさをお届けします。

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されていま
す。20歳未満の申し受けは致しておりませ
ん。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発
育に悪影響を与えるおそれがあります。

[№5220-0506]キリン岡山工場 クラシックラ
ガー 350ml×24本

[№5220-0056]備前岡山  御菓子処清風庵
おかやま白桃ゼリー8個入

[№5220-0059]備前岡山  御菓子処清風庵
清水白桃ゼリー6個入

[№5220-0978]フルーツコンポート 3瓶詰合
せ（清水 白桃／甘夏 みかん／ヤーリー 梨
各1瓶）吉英フルーツ

21,000円 21,000円 21,000円 21,000円

【キリンビール岡山工場製造】
ブランド誕生以来120年を超えて愛飲されて
きたラガーの1ページを飾る、昭和40年頃の
味覚を再現した、「コク・苦み・味わい」に
こだわった伝統本格のビール。

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されていま
す。20歳未満の申し受けは致しておりませ
ん。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発
育に悪影響を与えるおそれがあります。

●くまもと菓子博2002  第24回全国菓子大博
覧会 九州in熊本  農林水産大臣賞受賞●と
ろけるような果肉からしたたる果汁、豊潤な
香りと味わい深い甘味の白桃を、日本最後の
清流といわれる四万十川の天然水と白桃
ピューレをふんだんに使用したゼリーで包み
込みました。上品で瑞々しい白桃の甘みと、
口いっぱいに広がる味わいをお楽しみくださ
い。

●お伊勢さん菓子博2017第27回全国菓子大博
覧会・三重名誉総裁賞受賞●●JR西日本岡山
支社ふるさとあっ晴れ大賞認定（2017）●豊
潤でとろけるような果肉からほとばしる果
汁、桃の中でも最高品質とされ「桃の女王」
とも呼ばれる岡山県産清水白桃の半割り果肉
を、四万十川の清流水と清水白桃ピューレを
たっぷり使った濃厚なゼリーで包み込みまし
た。

岡山を代表する果物といえば清水白桃・ヤー
リー梨。
国産甘夏みかんとこれらのフルーツをあっさ
りとした特製シロップに漬け込み瓶詰めにい
たしました。
豊かな大地の恵みをお楽しみください。

清水白桃 1瓶
※内容総量360g（固形量200g 4つ割り）
甘夏みかん 1瓶
※内容総量360g（固形量200g 全果粒 中粒）
ヤーリー梨 1瓶
※内容総量360g（固形量200g 小片）

[№5220-0628]岡山のお弁当 三好野本店の冷
凍駅弁詰合せ（8種）【配達不可：北海道・
沖縄・離島】

[№5220-0774]【定期便2ヶ月】お米 令和3年
産 岡山県産 あきたこまち 10kg（5kg 2袋）

[№5220-0762]【定期便2ヶ月】お米 令和3年
産 岡山県産 ひのひかり 10kg（5kg 2袋）

[№5220-0461]【無洗米】岡山快滋米12kg
（3kg×4）きぬむすめ胚芽精米

21,000円 22,000円 22,000円 22,000円

①豚ロースカツを使った岡山のご当地グルメ・デミカツ丼。

②岡山県産森林どりを使った岡山名物・とりめし。

③じっくり甘辛く煮込んだ黒毛和牛の、濃厚で深みのある味わいが売りの黒毛和牛牛め

し。

④牛肉の王様「サーロイン」を使用したステーキ弁当・サーロインステーキ弁当。

⑤海老・穴子・鰆など海の幸がつまった岡山名物・祭ずし。⑥岡山グルメ「えびめし」を

冷凍駅弁としてお届けするえびめし。

⑦濃厚なホワイトソースとトロトロチーズが相性抜群なえびめしドリア。

⑧鶏肉や栗をのせたもち麦入りの岡山の郷土料理・蒜山おこわ。

　岡山の味を存分に楽しめるこれら8種の冷凍駅弁を、1個ずつセットの計8個、皆様のも

とへお届け致します。電子レンジで温めて、お召し上がり下さい。

【デミカツ丼】豚ロースカツ（デミグラスソース）・ドライパセリ・千切りキャベツコン

ソメ煮・さくら漬け・白飯（180g）

【とりめし】岡山県産森林どりの刻み唐揚げ（甘辛だれ）・千切り紅生姜・白飯

（180g）・刻み海苔

【黒毛和牛牛めし】黒毛和牛のしぐれ煮・千切り紅生姜・白飯（180g）・きんぴらごぼう

【サーロインステーキ弁当】サーロインステーキ（玉葱風味醤油だれ）・フライドガー

リック・ドライパセリ・千切りキャベツコンソメ煮・さくら漬け・白飯（180g）

【祭ずし】有頭海老煮・焼きあなご・鰆の酢漬け・たこの酢漬け・椎茸煮・あさり煮・酢

蓮根・おぼろ・紅生姜・錦糸玉子・酢飯（160g）

【えびめし】海老煮・錦糸玉子・さくら漬け・えびめし（220g）

【えびめしドリア】海老煮・シュレッドチーズ・ドライパセリ・ホワイトソース・えびめ

し（180g）

【蒜山おこわ】鶏肉の旨煮・栗・錦糸玉子・山菜煮・さくら漬け・蒜山おこわ（200g）

【2ヶ月連続お届け！】お申込み翌月から各月
10kg、2ヶ月連続でお届けします。

コシヒカリと並び日本で有名なお米です

岡山県では近年の温暖化により、かつて圃場として
適していた地域でも栽培が難しくなり
一粒一粒に旨味がぎゅっ。冷めても美味しく毎日食
べたい万能米中部山間地以北のみで栽培されていま
す。

コシヒカリほどの粘りがないので、あっさりとした
味わいで、やや硬めに炊き上がるため、お米一粒一
粒を口の中で感じることができます。

香りがよく、日本を代表するお米の品種です。

毎日の食事で召し上がっても、しつこさがなくおに
ぎりなどにしても、非常に美味しくいただけます。

【2ヶ月連続お届け！】お申込み翌月から各月
10kg、2ヶ月連続でお届けします。
こしひかりをしのぐ人気者。バランスの良いお米を
毎日の食卓に。
日本全国で最も有名なコシヒカリに比べ関東以北で
は、ヒノヒカリはそれほど有名なお米ではありませ
ん。
けれども関西以西ではコシヒカリをしのぐほど、ポ
ピュラーなお米です。
「ヒカリ」と名がつく通り、父親はコシヒカリ、母
親を「黄金晴」に持つお米で、コシヒカリと同じよ
うな食味を持ちます。
岡山県でも非常に人気の高いお米でコシヒカリより
も若干安いこともあり、広く親しまれている銘柄で
す。
粒はやや大きく、やや細長いのが特徴です。適度な
粘り、炊き上がりのつや、旨み、味がしつこくな
く、
何にでも使えるため料理のジャンルを問わず食べて
いただけるお米です。

岡山快滋米（胚芽米）は、美咲町小山の棚田
で育てた「きぬむすめ」を岡山県真庭市で胚
芽精米した栄養価の高いお米です。胚芽（は
いが）精米は、米種子の胚芽を80％以上残す
ように、特別な方法で精白したお米です。普
通の白米に比べ、ビタミンや食物繊維とした
栄養価に富み、玄米よりも食べやすく消化さ
れやすいのが特徴です。

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-0768]【定期便2ヶ月】お米 令和3年
産 岡山県産 特Aランク きぬむすめ 10kg
（5kg 2袋）

[№5220-0269]ぶどう 紫苑 （しえん）大房2
房（1房約700g）岡山【配達不可：離島】

[№5220-0569]●先行予約●石原果樹園 あた
ご梨 4~6玉 合計約4.5kg 贈答特選箱

[№5220-0576]●先行予約●石原果樹園 あた
ご梨・鴨梨（ヤ―リー）詰合せ 合計約4kg
贈答特選箱

22,000円 22,000円 22,000円 22,000円

【2ヶ月連続お届け！】お申込み翌月から各月
10kg、2ヶ月連続でお届けします。

炊き上がりの美しさともっちりとした粒が、食事の
質をも格上げます。
岡山県産きぬむすめは10年ほど前から栽培が本格化
した比較的新しい品種です。
それまで作られてきた品種が、年々の温暖化により
圃場に適さなくなってきたため、高温に強く、食味
の良い品種として開発されたのが「きぬむすめ」で
す。
お米の粒はやや大きめで、名前の通り非常に白く炊
き上がりがきれいです。
程よい粘りと、食べ飽きしない程度の甘味で口あた
りはソフトで、モチモチしています。

おにぎり、お弁当、チャーハン、などにも便利に使
用できるユーテリティー米です。

気品あふれる冬のおかやまの宝石。
甘みが強く、気品漂うワイン色の紫苑は、肉
質はやわらかで大粒で種がないため大変食べ
やすいのが特徴です。
果物王国・岡山の晩秋から冬にかけての次世
代フルーツです。

申込期日 2022年11月30日まで
発送期日 2022年11月上旬～2022年12月中旬

●先行予約●2022年の収穫時期に順次出荷します！
愛宕梨は日本一大きい梨として有名です。
この大きさからは想像も出来ないほど繊細な味で、
完熟してくると、しっとりした独特の食感と甘味が
特徴の甘～いジャンボな梨です。
11月上旬に収穫して、1か月ほど追熟させます。
梨それぞれに熟成具合は異なりますが、追熟させる
と少ししっとりして食べ頃になります。
大きい物は2kgにもなり、おいしく食べごたえもあ
ります。大きい方が瑞々しく、価値も高いです。

申込期日 2022年11月30日まで
発送期日 2022年12月上旬～2022年12月下旬

●先行予約●2022年の収穫時期に順次出荷します！
愛宕梨は日本一大きい梨として有名です。
この大きさからは想像も出来ないほど繊細な味で、
完熟してくると、しっとりした独特の食感と甘味が
特徴の甘～いジャンボな梨です。
11月上旬に収穫して、1か月ほど追熟させます。
梨それぞれに熟成具合は異なりますが、追熟させる
と少ししっとりして食べ頃になります。
大きい物は2kgにもなり、おいしく食べごたえもあ
ります。大きい方が瑞々しく、価値も高いです。

申込期日 2022年11月30日まで
発送期日 2022年12月上旬～2022年12月下旬

[№5220-0590]いなほ屋 × cotan コンプ
リート！ 菜食 カレー キット 5種

[№5220-0213]生麹味噌  岡山甘口2個／吟醸
白みそ2個／岡山みそ5個セット

[№5220-0642]bonbone バリアスアンクル [№5220-0666]【定期便2ヶ月】無洗米 令和4
年産 岡山県産こしひかり 10kg（5kg×2袋）
【配達不可：北海道・沖縄・離島】

22,000円 22,000円 22,000円 23,000円

コンプリート5種セット。いつも行列のいなほ屋の
カレーをお家で手作りできるキットの全種セットで
す。
まずはさっぱりおいしい「ダルカレー」。調理時間
30分とこんな少ないスパイスで飽きのこない毎日の
カレーが作れることに目からうろこ。
次は「ベジチキンカレー」カレーらしいぽってりと
した味わいのカレー。大豆ミート入りで菜食でも満
足感。最後は「エッグロースト」南インドのおもて
なしのカレー。お客さんに喜んでもらうための香り
のテンパリングが学習できます。加えて南インドで
はみそ汁のように日常的に食される、ラッサムスー
プとサンバルスープ。こちらも簡単に作りながらス
パイス使いが身につくキットになっています。さ
あ、お家で本格南インド菜食カレーをぜひお試しく
ださい。
ダルカレー 124g／ベジチキンカレー 58g／エッグ
ロースト 61g／ラッサム 22g／サンバル 78g
※各調理後4～5人前の内容量です。
◎自然とスパイス使いのコツが身につくレシピ付◎

明治22年創業の味噌屋の味噌です。岡山に伝
承されている特産の甘口味噌と、岡山県産の
米、大豆、食塩にこだわった、25割糀の糀
たっぷり、塩分控えめ（約5％）の吟醸白み
そと12割糀で香りのよい岡山みそのセットで
す。
生麹味噌　岡山甘口　2個（1個500g）
吟醸白みそ　2個（1個300g）
岡山みそ　5個（1個750g）
岡山県産米使用（生麹みそ岡山甘口、吟醸白
みそ、岡山みそ）　岡山県産大豆（吟醸白み
そ）　国産大豆使用（生麹みそ岡山甘口、岡
山みそ）

運動器のサポーティングシステムメーカーのダイヤ工業株式会社から、

制限力の高さと薄さを兼ね備え、内反制限に特化したサポーターです。

≪特徴1≫伸びにくい素材の引き上げベルトが内反制限を実現します。

テーピング理論を応用しているので、内反方向のみ制限し、必要な動き

を妨げにくくなっています。硬い素材を使用していないので、コンタク

トスポーツでも使用可能！

≪特徴2≫かかと部分のクロスに締め込むことで、フィット感が高まりま

す。また、かかと周囲の安定性も向上させます。

≪特徴3≫つま先から通すバックオープンのセミオープンタイプ。履きや

すく、装着のしやすさを追求しました。

≪特徴4≫薄手でかさばりにくいので履く靴を選びません。

装着したまま普段お使いの靴を履くことも可能です。

【素材】ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル

【サイズ】

左S：足首周囲 18～24cm、甲周囲 18～21cm

右S：足首周囲 18～24cm、甲周囲 18～21cm

左M：足首周囲 19～25cm、甲周囲 21～24.5cm

右M：足首周囲 19～25cm、甲周囲 21～24.5cm

左L：足首周囲 20～26cm、甲周囲 24.5cm～28cm

右L：足首周囲 20～26cm、甲周囲 24.5cm～28cm

※許容範囲が重なる場合は大きいサイズをお勧めしておりますが、ご使

用者さまのサイズによっては小さいサイズの方が良い場合がございま

す。

【2ヶ月連続お届け!】お申込み翌月から各月
10kg（5kg×2袋）、2ヶ月連続でお届けしま
す。

【晴れの国〈岡山県〉のコシヒカリ】
　お米の粒がきれいで光沢があり、適度なや
わらかさと粘り気があります。岡山県で生産
されたコシヒカリの品質は高く、冷めても固
さ・コシは変わらず、味、香り、どれをとっ
ても最高です。

【お申込み翌月から毎月1回×2ヶ月、合計2
回（20kg）】

[№5220-0746]瀬戸内海 一夜干しセット（真
蛸・真鯛・さわら）
【配達不可：離島】

[№5220-0272]極聖純米大吟醸山田錦720ml [№5220-0966]清水 白桃 缶詰 3缶 岡山県産
清水白桃を使用 吉英フルーツ

[№5220-0121]丸大豆醤油  鐵次郎 4本セッ
ト（1本720ml）

23,000円 23,000円 23,000円 23,000円

瀬戸内海でも有数の真蛸の産地、岡山県倉敷
市下津井でとれた良質の真蛸を丁寧に捌き、
一夜干しにしました。丁寧に下処理を施した
真蛸はそのまま焼いても美味しいですが、パ
スタやタコ飯、サラダの具材として様々な料
理に使うことができ美味しく、便利です。真
蛸の他、真鯛、さわらも入ったセットです。
瀬戸内海の味を、手づくりの干物でお楽しみ
ください。真蛸は漁期が限られており、貴重
な一品です。

自家製一夜干 真蛸（瀬戸内海産）×1
自家製一夜天 天然真鯛（瀬戸内海産）×1
自家製一夜干 さわら（瀬戸内海産）×5

岡山県産の「山田錦」を35％まで磨き、バラ
ンスのとれたまろやかなコクと、ふくよかな
果実香が特徴の純米大吟醸です。近くには日
本有数名園の1つである後楽園や日本名水百
選に選ばれた雄町の冷泉もあり、酒造環境は
恵まれています。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されていま
す。20歳未満の申し受けは致しておりませ
ん。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発
育に悪影響を与えるおそれがあります。
アルコール度数　16～17度

【岡山県特産 清水白桃】
清水白桃は岡山一宮清水で発見された品種で
あまり大きくは実りませんが、その果肉は柔
らかく、香りも高く、糖度は桃の中でも最高
と言われます。最盛期は7月下旬から8月上旬
までそのまろやかな風味をそのまま缶詰めに
いたしました。

※1缶あたり 内容総量425g（固形量250g 4つ
割り）

鐵次郎（てつじろう）は、創業者の名を冠し
た丸大豆醤油です。契約農家さんが大切に育
てた岡山県産丸大豆を使用し、「木桶」によ
る天然醸造を行っております。さらに、麹を
造る”製麹”の工程では、木製の「麹蓋」を
使用し、全国でも珍しい手造りのこいくち醤
油です。煮物やかけ醤油だけでなく、スープ
やソースなど洋食にも幅広くお使いいただけ
ます。木桶の中で、ふた夏以上じっくり熟成
することで醸し出される旨味と爽やかな後
味、そして芳醇な香りをおたのしみくださ
い。

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-0315]●先行予約●タンポポ農園
シャインマスカット 2～4房（約2kg）
【配達不可：離島】

[№5220-0577]●先行予約●石原果樹園 あた
ご梨・鴨梨（ヤ―リー）詰合せ 合計約4.5kg
贈答特選箱

[№5220-0784]●先行予約●石原果樹園 備前
乙女梨 5～6玉入り（3kg以上）贈答特選箱

[№5220-0870]ファジビール　ピルスナー12
本セット【配達不可：離島】

24,000円 24,000円 24,000円 24,000円

●先行予約●2022年の収穫時期に順次出荷し
ます！

晴れの国岡山から、甘い種なしの新鮮なシャ
インマスカットをお届けします。
シャキッとした食感をお楽しみください。

申込期日 2022年10月23日まで
発送期日 2022年9月上旬～2022年11月上旬

●先行予約●2022年の収穫時期に順次出荷します！
愛宕梨は日本一大きい梨として有名です。
この大きさからは想像も出来ないほど繊細な味で、
完熟してくると、しっとりした独特の食感と甘味が
特徴の甘～いジャンボな梨です。
11月上旬に収穫して、1か月ほど追熟させます。
梨それぞれに熟成具合は異なりますが、追熟させる
と少ししっとりして食べ頃になります。
大きい物は2kgにもなり、おいしく食べごたえもあ
ります。大きい方が瑞々しく、価値も高いです。

申込期日 2022年11月13日まで
発送期日 2022年11月下旬～2022年12月上旬

●先行予約●2022年の収穫時期に順次出荷します！
石原果樹園は約170年前から岡山県で果物を栽培し
ています。
当園で収穫した通常規格より大きく綺麗で形のいい
ヤーリーを備前乙女梨という名前で登録商標を取っ
ています。
ヤーリーは全国で唯一の産地で知られるこの西大寺
の雄神地区で、当園の樹齢150年の県内最古木で
実った風味豊かな立派な梨です。
10月中旬に収穫しまして、発送が始まる11月下旬ま
で冷蔵庫で保存し、ワインのように追熟させて香り
と味を高めます。

申込期日 2022年11月13日まで
発送期日 2022年11月下旬～2022年12月上旬

ホップの香りとほどよい苦みが利いた黄金色
のピルスナー。ドイツやチェコから取り寄せ
た最高級の麦芽やホップに、岡山県中央部を
流れる一級河川・旭川の伏流水を地下100
メートルから汲み上げた軟水を使用すること
で、麦の味を生かした飲みごたえと、すっき
りとした味わいがあります。

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されていま
す。20歳未満の申し受けは致しておりませ
ん。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発
育に悪影響を与えるおそれがあります。

[№5220-0178]桃太郎　鬼退治5本（1本
300ml）

[№5220-0208]岡山みそ 10個（1個750g） [№5220-0229]フルーツ萬果荘清水白桃缶3本
詰合せ

[№5220-1029]シャインマスカット 晴王 2房
（合計約1.1kg） 岡山県産 種無し 皮ごと食
べる みずみずしい 甘い フレッシュ 晴れの
国 おかやま 果物大国

24,000円 24,000円 25,000円 25,000円

サイフォンと棚田の里、岡山県久米南町誕生
寺地区に、日本溜池百選の一つ、神之淵池の
水、地元では神の水と言われています。その
水をお米つくりに使っています。造っている
お米は、酒造好適米の岡山県産山田錦。お酒
は生酛系の酒母「山廃モト」で丁寧に仕込ん
だ純米酒です
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されていま
す。20歳未満の申し受けは致しておりませ
ん。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発
育に悪影響を与えるおそれがあります。

桃太郎鬼退治　3本（1本300ml）　アルコー
ル度数：15度、味：辛口

創業明治22年の味噌屋で造られたみそです。
岡山地方伝承の味を引き継ついだ、糀歩合12
割糀の味噌です。さらに、遊離脂肪酸を多く
生成する麹菌を使用し、香りの良いのが特長
の味噌です.
岡山県産米使用、国産大豆使用

昭和2年創業の萬果荘よりＴＶでも紹介され
た特選高級果物を使用した高級感溢れる缶詰
です。

清水白桃は岡山市芳賀清水に於てその実生を
発見された品種で、果肉は柔く、糖度は高く
て美味しい桃です。
清水白桃は、7月下旬より8月上旬が最盛期
で、他品種の桃と異り、この桃を使用した萬
果荘特製の清水白桃缶詰は、大変に好評を博
しております。

清水白桃缶詰　形状は二つ割り、内容総量
425g（固形量250g、4切れ）×3本

【配達不可：北海道、沖縄県、離島】
瀬戸内の太陽を浴びて育った岡山で誕生した
ブランド「シャインマスカット晴王」は、
宝石のような美しい緑に、パリッとした弾け
る食感で皮ごと食べられる葡萄です。
瑞々しい果汁に酸味が少なくしっかりとした
甘み、上品な香り、フレッシュな食感が特徴
です。
晴天に恵まれた晴れの国おかやまで育ったマ
スカットの王様「晴王」を是非ご賞味くださ
い。

※「晴王」の名はJAの厳しい基準をクリアし
たものだけに名がつけられる
シャインマスカットのブランド名です。

[№5220-0270]ぶどう 紫苑 （しえん）大房3
房（1房約700g）岡山【配達不可：離島】

[№5220-0187]きびの吟風
純米吟醸  極  1本（1,800ml）

[№5220-0038]建部のむヨーグルト 3種セッ
ト  30本
【配達不可：離島】

[№5220-0970]岡山果物 缶詰 3缶詰合せ（清
水 白桃／マスカット／ニューピオーネ 各1
缶）吉英フルーツ

25,000円 25,000円 25,000円 25,000円

気品あふれる冬のおかやまの宝石。
甘みが強く、気品漂うワイン色の紫苑は、肉
質はやわらかで大粒で種がないため大変食べ
やすいのが特徴です。
果物王国・岡山の晩秋から冬にかけての次世
代フルーツです。

申込期日 2022年11月30日まで
発送期日 2022年11月上旬～2022年12月中旬

板野酒造場の純米吟醸の中でも上位グレード
の純米吟醸。フルーティーな香りと、すっき
りとした味わいが特徴です。

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されていま
す。20歳未満の申し受けは致しておりませ
ん。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発
育に悪影響を与えるおそれがあります。

〇プレーンタイプ★生きて腸まで届くビフィズス菌
★〇清水白桃★ご当地ヨーグルトグランプリ2018最
高金賞受賞　岡山県産清水白桃使用★〇マスカット
★岡山県産マスカット使用★
●建部ヨーグルトは第41回岡山県農林業漁業近代化
表彰で農林水産大臣表彰受賞いたしました。
建部のむヨーグルト（甘さ控えめ）　10個（1個
はっ酵乳160ml）　※建部産生乳100％
建部のむヨーグルト（清水白桃）　10個（1個
はっ酵乳160g）　　　　※生乳90％以上使用
建部のむヨーグルト（マスカット）　10個（1個
はっ酵乳160g）　　　※生乳90％以上使用
プロバイオティクスBL菌（ビフィズス菌）配合

【岡山県特産 清水白桃】

清水白桃は岡山一宮清水で発見された品種であまり大きくは実りません

が、その果肉は柔らかく、香りも高く、糖度は桃の中でも最高と言われ

ます。最盛期は7月下旬から8月上旬までそのまろやかな風味をそのまま

缶詰めにいたしました。

【岡山県特産 マスカット】

エジプトに生まれ、アレキサンドリア港にその名が由来するといわれる

マスカット・オブ・アレキサンドリアは岡山特産で全国の約9割を産しま

す。一粒一粒丹誠こめて作られたマスカットは品位、美味しさ、香り、

全ての面でブドウの王者にふさわしい風格をかね揃えてると申せましょ

う。さわやかな風味をそのまま缶詰めにしました。

【岡山県特産 ニューピオーネ】

マスカットのふるさと岡山で誕生した品種「ニューピオーネ」を缶詰め

にしました。

ニューピオーネは「マスカット」と「巨峰」とのかけ合わせで出来た、

大粒で味・香りとも申し分のない品種のぶどうです。マスカットにも勝

るとも劣らない豊かな大地の恵みをお楽しみください。

清水白桃缶詰 1缶

※内容総量425g（固形量250g 4つ割り）

ニューピオーネ缶詰 1缶

※内容総量425g（固形量280g 全形）

マスカット・オブ・アレキサンドリア缶詰 1缶

※内容総量425g（固形量280g 全形）

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-0633]郵便局のみまもりサービス
「みまもりでんわサービス」 固定電話（6カ
月）

[№5220-0832]プロビタC 顆粒 60包入り 1箱
アスコルバイオ研究所

[№5220-1016]氷温R ぶどう お任せ 2種類で
2房（1房450～550g）たけまさぶどう園 岡山
県産

[№5220-0557]【Ortolano】野菜 定期便（3
か月コース）
【配達不可：北海道・沖縄・離島】

25,000円 25,000円 26,000円 26,000円

ふるさと岡山市で暮らす親御さまに、毎日お電話（自動音声）で体調確

認を行い、その結果をご家族さまへお知らせするサービスです。

みまもりサービスに関する問合せ：日本郵便株式会社

（固定電話から）0120-23-28-86（フリーコール）

（携帯電話から）0570-046-666（通話料有料）

平日9:00～21:00土・日・休日9:00～17:00

※ みまもりを受ける方が、岡山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。

※ お申込み後、サービスの利用規約及び重要事項に同意いただけない場

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。）

※ 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。

プロビタCの主原料であるL-アスコルビン酸
2-グルコシド（AA-2G）は、岡山大学薬学部
で発明された安定・持続型ビタミンC誘導体
です。ビタミンCの壊れやすい部分にブドウ
糖を結合させたことにより、安定性が増し、
さらに摂取すると通常のビタミンCに比べ、
長時間にわたってビタミンCが血中に供給さ
れます。プロビタCは飲みやすい顆粒状で、
水なしで気軽にお召し上がりいただけます。
1日2包で500mgのビタミンCが摂取できます。

※栄養機能食品として1日2包（朝夕1包ず
つ）を目安に、そのまま、またはぬるま湯と
ともにお召し上がりください。

氷温ぶどう（ニューピオーネ、瀬戸ジャイア
ンツ、オーロラブラック、シャインマスカッ
トのうちお任せ２種類）を一房づつ（1房450
～550g）を2房箱に詰めました。
生鮮食品ですので、商品到着後冷蔵庫に入れ
てください。
また、お早めにお召し上がりください。

※氷温ぶどうを2種類入れさせていただきま
すが、入れる種類は当園の方で決めさせてい
ただきますのでご了承ください。

申込期日 2022年12月31日まで
発送期日 2022年10月上旬～2023年1月中旬

Ortolano（オルトラーノ）とは、「野菜を作る人」
という意味です。害虫や飛来物質の届かない室内農
場で、農薬を使わずに美しい水で大切に水耕栽培し
ています。国内大手航空会社のファーストクラス機
内食に9年以上連続で採用されている野菜、サラダ
をセットにしました。採り立てのみずみずしさ溢れ
る野菜を月1回、3か月間お届けします。初回には、
自社栽培のバジルをふんだんに使用した大人気のイ
タリアンドレッシングもお届けいたします。
【1回目】
ファーストクラスカットサラダ（100g）×2pac
おすすめ野菜×2pac
バジリスタイタリアーノドレッシング（150ml）×1
本
【2回目、3回目】
ファーストクラスカットサラダ（100g）×3pac　お
すすめ野菜×3pac

[№5220-0130]ミモレ農園
マサラカレーとお米のセット

[№5220-0920]シャインマスカット 晴王 1房
700g前後 岡山県産

[№5220-0594]岡山県産 あたご梨 青秀クラ
ス以上 3～6玉 約4kg

[№5220-0497]キリンビール岡山工場 一番搾
り生 ビール 500ml×24本

27,000円 27,000円 27,000円 27,000円

岡山市北区にあるミモレ農園では、土地の水、電
気、微生物を整えるこだわりの農法でお野菜を育て
ています。ここで収穫したトマトをベースに本格ス
パイスをブレンドし、丁寧に煮込んだ特別なカレー
です。お家で簡単に本格マサラ（辛調味料）カレー
を楽しむことができるカレーセットと、「炒め物オ
イル」、「辛味ペースト」を合わせることでより広
がるカレーの深みをお楽しみください。もちろん着
色料や保存料は使用していません。さらに地域の循
環を想い、土づくり・栽培に関わり作り上げた『ミ
モレ農園セレクト』より、低農薬有機肥料で育てた
「こしひかり3合」と、無農薬有機肥料の「ひめの
もち（3合）」をセットでお届けします。マサラ
ベース　270g×2個  辛味ペースト　100g×1個 炒
め物オイル　80g×1個

【配達不可：離島】
「晴王」という名称は「晴れの国おかやま」
で太陽の恵みをいっぱいにあびて育てられた
ことから命名され、岡山県下JAより選果後に
出荷するシャインマスカットの名称です。
美しいエメラルドグリーンの外観と、大粒の
果粒、高い糖度をほこるシャインマスカッ
ト。
噛んだ瞬間に甘味とパリッと音をたてて、弾
力のある食感を楽しむことができます。
晴れの国おかやまで育った皮ごと食べれる種
なしぶどうをぜひご賞味ください。
申込期日 2022年11月30日まで
発送期日 2022年7月中旬～2022年12月中旬

くだもの王国　岡山が誇る赤梨系の大玉梨、
「あたご梨」は大きい梨として有名です。そ
の堂々たる風格から冬の贈答品として人気を
集めております。この大きさからは想像でき
ないほど繊細な味で、完熟してくると、しっ
とりとした独特の食感と上品な甘みが特徴で
す。全国で名を馳せるまでになった岡山県の
あたご梨、冬を彩るフルーツとしてお召し上
がりください。

申込期日 2022年11月30日まで
発送期日 2022年11月中旬～2022年12月下旬

【キリンビール岡山工場製造】
麦本来のうまみが感じられる、調和のとれた雑味の
ない味わい。

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。20歳
未満の申し受けは致しておりません。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪
影響を与えるおそれがあります。

[№5220-0505]キリン岡山工場 ラガービール
500ml×24本

[№5220-0507]キリン岡山工場 クラシックラ
ガー 500ml×24本

[№5220-0873]ファジ レモンサワー 12本
セット【配達不可：離島】

[№5220-0822]フルーツ萬果荘 清水白桃缶2
本とシャインマスカット缶1本詰合せ

27,000円 27,000円 27,000円 27,000円

【キリンビール岡山工場製造】
ホップの効いた飲みごたえと締まりのある後
味の、飲み飽きないうまさ。
時代を超えて生き続ける正統感のある佇まい
で本格ビールのうまさをお届けします。

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されていま
す。20歳未満の申し受けは致しておりませ
ん。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発
育に悪影響を与えるおそれがあります。

【キリンビール岡山工場製造】
ブランド誕生以来120年を超えて愛飲されて
きたラガーの1ページを飾る、昭和40年頃の
味覚を再現した、「コク・苦み・味わい」に
こだわった伝統本格のビール。

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されていま
す。20歳未満の申し受けは致しておりませ
ん。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発
育に悪影響を与えるおそれがあります。

「岡山魅力再発見プロジェクト」
ファジアーノ岡山が県内の企業、自治体等と
連携し、岡山の魅力や文化を発信しお伝えす
ることで「地方創生」に寄与するプロジェク
ト。その第一弾ファジレモンサワーが登場し
ました。

岡山県産二条大麦をベース原料として使用
し、発酵させたものをポット・スチルで蒸溜
し、白樺炭で独自濾過をしたクラフトウォッ
カ晶光（あきひかり）を使用。そこに岡山県
産レモン果汁100％の豊かな香りと酸味のバ
ランスの良さが特徴で女性でも飲みやすい仕
上がりになっています。

昭和2年創業の萬果荘よりTVでも紹介された特選高級果物を使用した高級

感溢れる缶詰です。

清水白桃は岡山市芳賀清水に於てその実生を発見された品種で、果肉は

柔く、糖度は高くて美味しい桃です。

清水白桃は、7月下旬より8月上旬が最盛期で、他品種の桃と異り、この

桃を使用した萬果荘特製の清水白桃缶詰は、大変に好評を博しておりま

す。

シャインマスカットは美しい黄緑の粒がエメラルドグリーンの宝石を思

わせ、贈り物としても大変人気があります。

糖度は20度前後と高く酸味は少なめ。種なし栽培が可能で、薄皮ごとパ

リッと食べられるのが特徴です。

大粒で味も香りも上品で高級感のあるシャインマスカットの缶詰をお楽

しみください。

清水 白桃 缶詰 形状は二つ割り、内容総量425g（固形量250g、4切れ）

×2本

シャインマスカット 缶詰 内容総量425g（固形量280g）×1本

※清水白桃の果肉の大きさ…Lは大（3個以下）、Mは中（4~6個）、Sは小

（7~9個）

※シャインマスカットの果粒の大きさ…Lは大（30粒以下）、Mは中（31

～40粒）

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-1015]氷温R ぶどう お任せ 2種類
（ご家庭用、2kg以上）たけまさぶどう園 岡
山県産

[№5220-0180]きびの吟風  大吟醸
／純米吟醸2本セット（1本720ml）

[№5220-0883]ホテル 宿泊券【スタンダード
ツイン】三井ガーデンホテル岡山

[№5220-0820]airy indigo ピアス

28,000円 28,000円 28,000円 28,000円

【配達不可：離島】

ご家庭用に、氷温ぶどう（ニューピオーネ、
瀬戸ジャイアンツ、オーロラブラック、シャ
インマスカットのうちお任せ2種類）を2kg以
上を箱に詰めました。
生鮮食品ですので、商品到着後冷蔵庫に入れ
てください。
また、お早めにお召し上がりください。

申込期日 2022年12月31日まで
発送期日 2022年10月上旬～2023年2月下旬

岡山県産山田錦で醸した大吟醸と、岡山県産
雄町米で醸した純米吟醸の飲み比べセットで
す。丹精込めて造った吟醸酒の味わいをお楽
しみください。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されていま
す。20歳未満の申し受けは致しておりませ
ん。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発
育に悪影響を与えるおそれがあります。

大吟醸　1本（720ml）　アルコール度数：16
度、味：辛口　(山田錦)
純米吟醸　1本（720ml）　アルコール度数：
15度、味：中口　(雄町)

四国・山陰への玄関口【JR岡山駅】から徒歩約2分の好立地。緑豊かな風

景とシックなインテリアで居心地の良さを追求しました。最上階にある

「ガーデン浴場」には檜を使用。大きな窓からは、美しい日本庭園を眺

めることが出来ます。ガーデンカフェ（朝食会場）では、地元食材をふ

んだんに使った特産物をはじめ、和食・洋食あわせて50種類以上のお料

理をご用意しております。明るく開放的な店内でご出発前にゆっくりと

した時間をお過ごしください。

※現地までの交通費、宿泊費は含まれておりませんので寄付者様のご負

担となります。

※寄付金ご決済、ご入金後のキャンセルはお受けいたしかねます。

※払い戻し、換金、再発行はできません。

※ご利用の際お釣り銭のお返しはできません。

※盗難、紛失または滅失について、三井ガーデンホテル岡山はその責め

を負いません。

※転売目的での申し込みは出来ません。

スタンダードツイン【17.1㎡】2名様1泊朝食付

※宿泊券をご利用の際は、事前にお電話orメールにてご予約をお願いい

たします。

※当日は宿泊券を必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由に関わ

らずサービスのご提供が出来ません。

【藍染について注意事項がございますので必
ず最後までお読みになってからお申込みくだ
さい。】
小さくて軽い丸い形のairy（エアリー）

作家自身が何度も重ねて染めた藍色のコット
ンの糸
岡山県岡山市にある古民家で
ひとめずつ丁寧に編んだアクセサリーです。
【サイズ】約1.5cm×2.5cm
【ピアスの素材について】シルバー925の
フックピアスを使用しています。

[№5220-0782]airy indigo イヤリング [№5220-0014]備前黒毛和牛焼き肉セット
800g
【配達不可：離島】

[№5220-0030]岡山県産レスキューライス（7
年保存アルファ化米）20食入

[№5220-0011]足守メロン 2玉（1玉約
1.3kg）
【配達不可：北海道・沖縄・離島】

28,000円 29,000円 29,000円 29,000円

【藍染について注意事項がございますので必
ず最後までお読みになってからお申込みくだ
さい。】
小さくて軽い丸い形のairy（エアリー）

作家自身が何度も重ねて染めた藍色のコット
ンの糸。
岡山県岡山市にある古民家でひとめずつ丁寧
に編んだアクセサリーです。

使用するうちに繊維と藍が馴染むことで味が
出てくるため工場製品にはない自分だけの藍
色を楽しむことが可能です。

【サイズ】約1.5cm×2.5cm

岡山市東区瀬戸地域で育った「備前黒毛和
牛」は、生後約30ヵ月以上の長期肥育と飼料
にこだわって飼育された「ブランド黒毛和
牛」です。肉質はやわらかく、とろけるよう
な食感が特徴です。「備前黒毛和牛　焼き肉
セット」は、お肉を囲んで家族みんなで楽し
める「バラ」「赤身」「ミズジ」のセットで
す。

備前黒毛和牛：バラカルビ300g
備前黒毛和牛：赤身焼肉200g
備前黒毛和牛：ミスジ300g

岡山産のお米を使用した「レスキューライ
ス」は、乾燥技術等で7年間保存を可能にし
たアルファ化米です。保存料を使わずパッ
ケージングしているのでおいしくて安全。い
ざという時も安心してお召し上がりいただけ
ます。

レスキューライス：白米 100g （出来上がり量：
260g）×12個、レスキューライス：わかめご飯
100g （出来上がり量：260g）×2個、レスキューラ
イス：ドライカレー 100g （出来上がり量：260g）
×2個、レスキューライス：ピラフ 100g （出来上
がり量：260g）×2個、レスキューライス：五目ご
飯 100g （出来上がり量：260g）×2個

足守メロンは約90年間にわたる温室栽培歴を
誇り、全国的にその香りと抜群の美味しさで
知られる伝統的な特産品です。■生産者の声
足守でメロン栽培一筋におよそ半世紀。高品
質で安全・安心なメロンの栽培をモットーと
しています。メロンが自ら持っている力を最
大限に引き出せるように微生物や酵素を活用
した環境づくりを行っており、より安全で美
味しいメロンを生産することを目指していま
す。

[№5220-0627]岡山のお弁当 三好野本店の冷
凍駅弁3種類×各2個 6個セット【配達不可：
北海道・沖縄・離島】

[№5220-0635]郵便局のみまもりサービス
「みまもり訪問サービス」（3カ月）

[№5220-0848]おかやま バナナ 12本（1本
130g～160g）のＭサイズ（6月までのお届
け・常温便）

[№5220-0019]［宮下酒造］クラフトジン岡
山　700ml×1本

29,000円 29,000円 30,000円 30,000円

岡山の郷土料理として、お祭り時のご馳走として愛され続け
る自慢の逸品・祭ずし。
岡山が誇る黒毛和牛「千屋牛」を存分に堪能できるよう、醤
油だれで煮込んだ千屋牛すき焼き重。
香ばしく焼き上げた国産穴子と甘辛だれで煮込んだ牛肉のし
ぐれ煮が同時に味わえる、国産あなごと牛しぐれ煮弁当。こ
れら3品の冷凍駅弁を2個ずつ、計6個セットでお届け致しま
す。
冷凍でお届け致しますので、電子レンジで温めて岡山の味を
お楽しみ下さい。
創業二百年の安心と実績。晴れの国　岡山で生まれ育った三
好野。
地元の食材をふんだんに使ったお弁当は長年愛され続けてい
ます。
【桃太郎の祭ずし】有頭海老煮・焼きあなご・鰆の酢漬け・ままかり酢

漬け・たこ酢漬け・あさり煮・たけのこ煮・椎茸煮・青菜漬け・酢蓮

根・おぼろ・紅生姜・錦糸玉子・酢飯（240g）

【千屋牛すき焼き重】岡山県産千屋牛のすき焼き煮・玉ねぎと糸こん

にゃく煮・椎茸煮・ハスの梅酢漬け・厚焼き玉子・千切り紅生姜・白飯

（150g）

【国産あなごと牛しぐれ煮弁当】国産あなごの蒲焼き・牛肉のしぐれ

煮・厚焼き玉子・わさび昆布・白飯（150g）・刻み海苔

ふるさと岡山市で暮らす親御さまのご自宅に、郵便局社員等が毎月1回訪

問し、生活状況を確認して、その結果をご家族さまへお知らせするサー

ビスです。

みまもりサービスに関する問合せ：日本郵便株式会社

（固定電話から）0120-23-28-86（フリーコール）

（携帯電話から）0570-046-666（通話料有料）

平日9:00～21:00土・日・休日9:00～17:00

※ みまもりを受ける方が、岡山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。

※ お申込み後、サービスの利用規約及び重要事項に同意いただけない場

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。）

※ 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。

配達不可：北海道，青森県，岩手県，宮城県，秋田
県，山形県，福島県，沖縄県，離島

『バナナが高級品だった時代の幻の品種「グロスミ
シェル」。その絶滅の危機を乗り越えた苗の栽培が
岡山の技術者の手によってはじまりました』やさし
い作り手たちにより有機栽培で皮まで食べられる、
やさしいバナナ『おかやまバナナ』は、有機質肥料
だけを使用し、栽培期間中は農薬を使用せずに育て
ます。甘みと香りの強い純国産バナナを、成長段階
に合わせて数種類の有機肥料を組み合わせて大切に
育て、成育期には根や葉を伸ばし、花の時期には果
実に栄養が行き届くよう、細やかな手入れには、福
祉の方の手をお借りしながらじっくり育てました。
形が不揃いだったり、そばかすが出ることもありま
すが、それは食べごろサインの証。純国産の「おか
やまバナナ」のねっとりとした甘みを、是非お試し
ください。

宮下酒造製の米焼酎をベースに10数種類のボタニカ
ルを独自に配合して、ドイツ製のポット・スチルで
蒸留しました。
その後、焼酎を貯蔵した樫樽でフィニッシュし、独
特の香りと奥深い味わいを実現しています。

アルコール度数　50度

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。20歳
未満の申し受けは致しておりません。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪
影響を与えるおそれがあります。

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-0210]かた造りあまざけ 20個（1個
320g）

[№5220-0630]郵便局のみまもりサービス
「みまもりでんわサービス」 携帯電話（6カ
月）

[№5220-0444]国産い草使用 リバーシブル畳
マット TOIRO シングル

[№5220-0775]【定期便3ヶ月】お米 令和3年
産 岡山県産 あきたこまち 10kg（5kg 2袋）

30,000円 30,000円 30,000円 32,000円

明治22年創業の味噌屋で造られたあまざけで
す。砂糖、酒粕は使用しない糀造りのあまざ
けです。かた造り製法で、風味豊かなあまざ
けに仕上げました。1袋（320g）で約6杯でき
ます。お料理の甘味料として、からし漬、こ
うじ漬けにもご利用いただけます。

ふるさと岡山市で暮らす親御さまに、毎日お電話（自動音声）で体調確

認を行い、その結果をご家族さまへお知らせするサービスです。

みまもりサービスに関する問合せ：日本郵便株式会社

（固定電話から）0120-23-28-86（フリーコール）

（携帯電話から）0570-046-666（通話料有料）

平日9:00～21:00土・日・休日9:00～17:00

※ みまもりを受ける方が、岡山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。

※ お申込み後、サービスの利用規約及び重要事項に同意いただけない場

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。）

※ 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。

熊本産の国産い草を使用し、岡山県岡山市南区で製織、加工
しています。表裏は肌触りの違う2種類の生地で、両面使え
るい草のリバーシブル畳マット。布団の下に畳代わりに敷い
たり、敷布団やベッドの上にマットレスとして、小さめのラ
グマットとしても使えます。4つ折りタイプなので、折り畳
んでコンパクトに収納もできます。

※画像はイメージです。
※カラーはナチュラル、ライトベージュ、ダークブラウンか
らお選びいただけます。

・サイズ：約100×200cm　厚み：約1.2cm（最厚部）
・素材：側生地（表裏）／熊本産い草100％　中材／堅綿
（ポリエステル100％）

【3ヶ月連続お届け！】お申込み翌月から各月
10kg、3ヶ月連続でお届けします。

コシヒカリと並び日本で有名なお米です
岡山県では近年の温暖化により、かつて圃場として
適していた地域でも栽培が難しくなり
一粒一粒に旨味がぎゅっ。冷めても美味しく毎日食
べたい万能米中部山間地以北のみで栽培されていま
す。

コシヒカリほどの粘りがないので、あっさりとした
味わいで、やや硬めに炊き上がるため、お米一粒一
粒を口の中で感じることができます。
香りがよく、日本を代表するお米の品種です。
毎日の食事で召し上がっても、しつこさがなくおに
ぎりなどにしても、非常に美味しくいただけます。

[№5220-0763]【定期便3ヶ月】お米 令和3年
産 岡山県産 ひのひかり 10kg（5kg 2袋）

[№5220-0769]【定期便3ヶ月】お米 令和3年
産 岡山県産 特Aランク きぬむすめ 10kg
（5kg 2袋）

[№5220-0785]●先行予約●石原果樹園 備前
乙女梨 6～9玉入り（4kg以上）贈答特選箱

[№5220-0759]石原果樹園の備前乙女米 玄米
30kg（30㎏×1袋）

32,000円 32,000円 32,000円 33,000円

【3ヶ月連続お届け！】お申込み翌月から各月10kg、3ヶ月連
続でお届けします。
こしひかりをしのぐ人気者。バランスの良いお米を毎日の食
卓に。
日本全国で最も有名なコシヒカリに比べ関東以北では、ヒノ
ヒカリはそれほど有名なお米ではありません。
けれども関西以西ではコシヒカリをしのぐほど、ポピュラー
なお米です。
「ヒカリ」と名がつく通り、父親はコシヒカリ、母親を「黄
金晴」に持つお米で、コシヒカリと同じような食味を持ちま
す。
岡山県でも非常に人気の高いお米でコシヒカリよりも若干安
いこともあり、広く親しまれている銘柄です。
粒はやや大きく、やや細長いのが特徴です。
適度な粘り、炊き上がりのつや、旨み、味がしつこくなく、
何にでも使えるため料理のジャンルを問わず食べていただけ
るお米です。

【【3ヶ月連続お届け！】お申込み翌月から各月
10kg、3ヶ月連続でお届けします。
炊き上がりの美しさともっちりとした粒が、食事の
質をも格上げます。
岡山県産きぬむすめは10年ほど前から栽培が本格化
した比較的新しい品種です。
それまで作られてきた品種が、年々の温暖化により
圃場に適さなくなってきたため、高温に強く、食味
の良い品種として開発されたのが「きぬむすめ」で
す。
お米の粒はやや大きめで、名前の通り非常に白く炊
き上がりがきれいです。
程よい粘りと、食べ飽きしない程度の甘味で口あた
りはソフトで、モチモチしています。
おにぎり、お弁当、チャーハン、などにも便利に使
用できるユーテリティー米です。

●先行予約●2022年の収穫時期に順次出荷します！
石原果樹園は約170年前から岡山県で果物を栽培し
ています。
当園で収穫した通常規格より大きく綺麗で形のいい
ヤーリーを備前乙女梨という名前で登録商標を取っ
ています。
ヤーリーは全国で唯一の産地で知られるこの西大寺
の雄神地区で、当園の樹齢150年の県内最古木で
実った風味豊かな立派な梨です。
10月中旬に収穫しまして、発送が始まる11月下旬ま
で冷蔵庫で保存し、ワインのように追熟させて香り
と味を高めます。
独特な強い香りが特徴の梨です。少し酸味が効いて
いて上品で甘く、風味豊かな味をお楽しみ頂けま
す。
申込期日 2022年11月13日まで
発送期日 2022年11月下旬～2022年12月上旬

備前乙女米って？
石原果樹園では、江戸時代よりお米を栽培し
ています。
西大寺地区の環境と乳酸菌栽培という新技術
により甘くてもっちりした深い味わいが出来
上がりました。

モチモチ甘く冷めても美味しい！お弁当やお
にぎりにも適した品種です。
『これじゃないといけない』とファンも多い
人気のお米です。
乳酸菌栽培で風味あって甘いです。
お好みで水を少し少なめに炊かれるのもオス
スメです。

[№5220-0545] 黒川農園 シャインマスカッ
ト 2房（1房約700g以上）

[№5220-1039]ハチミツ おかやまハニー
（180g×2個）木枠入り

[№5220-0667]【定期便3ヶ月】無洗米 令和3
年産 岡山県産こしひかり 10kg（5kg×2袋）
【配達不可：北海道・沖縄・離島】

[№5220-0181]きびの吟風  大吟醸
／純米大吟醸2本セット（1本720ml）

33,000円 33,000円 34,000円 34,000円

配達不可：北海道、沖縄県、離島

今、話題のシャインマスカットは肉質は硬く、芳醇
な香りと味わい、種がなく皮ごと食べられる貴重な
シャインマスカット。
食味が優れて、渋みは無いぶどうでとても高評価の
ぶどうです。収穫時、食べ頃の糖度18度でお届けい
たします。

申込期日 2022年10月20日まで
発送期日 2022年10月上旬～2022年10月末日

このハチミツは、岡山駅から徒歩5分のビルの屋上
で採れた都市養蜂「おかやまミツバチプロジェクト
桃太郎ハニーラボ」で採れた百花蜜です。後楽園や
街路樹の豊富な蜜源とハレの国ならではの糖度の大
変高い百花蜜で、四季折々の岡山の味を直に感じら
れる贅沢な逸品です。また木枠は日本一のヒノキの
丸太生産量を誇る岡山県産ヒノキの間伐材と廃材を
使い、釘や接着剤を一切使わない組子の伝統技術で
出来ており、木枠はペン立てやスティックシュガー
入れや、明かりを入れてランプとしても楽しんで頂
けます。

ハチミツ・・・岡山駅から徒歩5分のビルの屋上で
採れた百花蜜です。
特製木枠・・・岡山県産ヒノキの「間伐材」と「廃
材」を使い、釘や背着材を一切使わない組子の伝統
技術で出来ています。

【3ヶ月連続お届け!】お申込み翌月から各月
10kg（5kg×2袋）、3ヶ月連続でお届けしま
す。

【晴れの国〈岡山県〉のコシヒカリ】
　お米の粒がきれいで光沢があり、適度なや
わらかさと粘り気があります。岡山県で生産
されたコシヒカリの品質は高く、冷めても固
さ・コシは変わらず、味、香り、どれをとっ
ても最高です。

【お申込み翌月から毎月1回×3ヶ月、合計3
回（30kg）】

岡山県産山田錦で醸した大吟醸と、岡山県産
雄町米で醸した純大米吟醸は板野酒造場最高
級クラスのお酒の飲み比べセットです。丹精
込めて造った吟醸酒の味わいをお楽しみくだ
さい。

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されていま
す。20歳未満の申し受けは致しておりませ
ん。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発
育に悪影響を与えるおそれがあります。
大吟醸　1本（720ml）　アルコール度数：16
度、味：辛口　(山田錦)
純米大吟醸　1本（720ml）　アルコール度
数：15度、味：辛口　(雄町)

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-0188]きびの吟風
純米大吟醸  1本（1,800ml）

[№5220-0189]きびの吟風  大吟醸 1本
（1,800ml）

[№5220-1035]レンタルバイクご優待券（1万
円分×１枚）レンタル819岡山駅前店、北長
瀬店のみ利用可能券

[№5220-0445]国産い草使用リバーシブル畳
マットTOIROセミダブル

34,000円 34,000円 34,000円 34,000円

雄町米のお酒の中で、最上位グレードの純米
大吟醸。フルーティーな香りと、すっきりと
した味わいきりっとした切れ味が特徴です。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されていま
す。20歳未満の申し受けは致しておりませ
ん。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発
育に悪影響を与えるおそれがあります。

純米大吟醸　1本（1,800ml）　アルコール度
数：15度、味：辛口

板野酒造場のお酒の中で、最上位グレード大
吟醸。フルーティーな香りと、すっきりとし
た味わい、きりっとした切れ味が特徴です。
杜氏の技が生きる逸品です。

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されていま
す。20歳未満の申し受けは致しておりませ
ん。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発
育に悪影響を与えるおそれがあります。

大吟醸　1本（1,800ml）　アルコール度数：
16度、味：辛口　(山田錦)

岡山は全国一の晴れが多い県です。また交通の要所でもあり、オートバ

イなら３時間も走れば日本海を望む山陰地方や瀬戸大橋を越えて四国へ

も行け、世界遺産の姫路城や広島の尾道方面へのツーリングも楽しめま

す。

「レンタル819岡山駅前店」は岡山駅から徒歩３分のビル1階にあり、

「レンタル819北長瀬」も岡山駅から1駅目の北長瀬駅を出た商業施設に

あります。大阪からだと新幹線で1時間弱、東京からも飛行機で1時間半

あれば着くロケーションにあるので、岡山を拠店に東西南北ご自分の予

定にあわせて好きなツーリングコースが作れます。またレンタル819では

ヘルメット・手袋等の貸し出しもしていますので手ぶらで来られてもお

気軽にご利用頂けます。

・このチケットは、レンタル819岡山駅前店ならびにレンタル819北長瀬

店でのみ額面分の金券として利用可能です。

・レンタルバイク基本料金のほか、オプション、車両補償等を含めたお

支払いにご利用頂けます。

・申込み後にレンタルバイクご優待券をご送付します。

・ご利用は、チケットに記載している発行日から1年間有効で、ご予約は

WEBサイトまたは受付センター（050-6861-5819　10時～19時）へお電話

ください。

熊本産の国産い草を使用し、岡山県岡山市南区で製
織、加工しています。表裏は肌触りの違う2種類の
生地で、両面使えるい草のリバーシブル畳マット。
布団の下に畳代わりに敷いたり、敷布団やベッドの
上にマットレスとして、小さめのラグマットとして
も使えます。4つ折りタイプなので、折り畳んでコ
ンパクトに収納もできます。
・サイズ：約120×200cm　厚み：約1.2cm（最厚
部）
・カラー：ナチュラル／ライトベージュ／ダークブ
ラウン
・素材：側生地（表裏）／熊本産い草100％　中材
／堅綿（ポリエステル100％）

[№5220-0179]きびの吟風  純米酒 5本セッ
ト（1本720ml）

[№5220-1027]氷温R ぶどう お任せ2種類で2
房（1房550～650g）たけまさぶどう園 岡山
県産

[№5220-0760]石原果樹園の備前乙女米 白米
30kg（30㎏×1袋）

[№5220-0275]角南製造所清水白桃缶詰6缶
セット

35,000円 36,000円 39,000円 39,000円

板野酒造場の純米酒飲み比べセットです。岡山県
産、山田錦、雄町、朝日、で醸した味わい深い純米
酒の飲み比べセットです。
雄町米純米酒　1本（720ml）　アルコール度数：15
度、味：中口　(雄町)
桃太郎鬼退治　1本（720ml）　アルコール度数：15
度、味：辛口　(山田錦)
純米原酒　1本（720ml）　アルコール度数：18度、
味：中口　(朝日)
清濁併呑　1本（720ml）　アルコール度数：15度、
味：甘口　(アイガモ朝日)
吉備津蔵純米酒　1本（720ml）　アルコール度数：
15度、味：中口　(朝日)
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。20歳
未満の申し受けは致しておりません。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪
影響を与えるおそれがあります。

【配達不可：離島】

氷温ぶどう（ニューピオーネ、瀬戸ジャイア
ンツ、オーロラブラック、シャインマスカッ
トのうちお任せ2種類）を一房づつ（1房550g
～650g）を2房化粧箱に詰めました。
生鮮食品ですので、商品到着後冷蔵庫に入れ
てください。
また、お早めにお召し上がりください。

申込期日 2022年12月31日まで
発送期日 2022年10月上旬～2023年1月中旬

備前乙女米って？
石原果樹園では、江戸時代よりお米を栽培し
ています。
西大寺地区の環境と乳酸菌栽培という新技術
により甘くてもっちりした深い味わいが出来
上がりました。

モチモチ甘く冷めても美味しい！お弁当やお
にぎりにも適した品種です。
『これじゃないといけない』とファンも多い
人気のお米です。
乳酸菌栽培で風味あって甘いです。
お好みで水を少し少なめに炊かれるのもオス
スメです。

「清水白桃缶詰」は度々テレビなどで取り上
げられる、今大注目の岡山産の人気缶詰で
す。清水白桃の皮を全て手作業でむいている
ため、果肉の美味しさを余すことなく味わえ
ると評判です。

清水白桃缶詰425g（固形量250g）×6缶

[№5220-0671]ホテルグランヴィア岡山 レス
トランご招待券 5,000円分×2枚

[№5220-1007]ハイブリッドチノ ベージュ/
メンズ

[№5220-1008]ハイブリッドチノ ブラック/
メンズ

[№5220-1010]ハイブリッドチノ ベージュ/
レディス

39,000円 39,000円 39,000円 39,000円

■フランス料理 プリドール（19F） ※水曜定休日

【メニュー】・アミューズ・野菜の一皿・本日のオードヴル・牛フィレ肉のグリエとフォ

ワグラ・パンとバター・前菜デザート・メインデザート・コーヒーまたは紅茶・小菓子

■鉄板焼 備彩（19F） ※火曜定休日

【メニュー】・最初のお愉しみ・本日の前菜・清麻呂牛ロース肉の鉄板焼（100g） ・ご

飯・お味噌汁・香の物・本日のデザート・コーヒーまたは紅茶

■日本料理 吉備膳（2F） ※月曜定休日

【メニュー】・御箸付・八寸・御造り・焚合せ・ご飯・赤出汁・香の物・水菓子

※ご利用の際は事前にご予約をお願いしております。クリスマスやお正月期間など、一部

除外日がございますのでご了承ください。

※メニューは予告なく変更する場合もございます。ご了承ください。

※ご招待券には金額は記載されません。

※発行日より6ヶ月間有効。（一部除外日がございます。）

※払い戻し、換金、再発行はできません。

※ご利用に関する詳細はチケットの裏面をご確認ください。

※対象店舗にてチケットに応じたコース料理をご用意いたします。

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、レストラン営業日および時間が変更と

なっている場合がございます。ご利用の際は、予めご予約をお願いいたします。

野暮ったいチノのイメージを一新。キレイ目にもカ
ジュアルにも、仕事にも遊びにも使える万能タイプ
のチノパンです。

色：ベージュ
サイズ：S/M/L/LL/3L
S：ウエスト79.0cm/ヒップ98.0cm/わたり28.0cm/前
股上27.5cm/裾幅16.5cm/股下78.5cm
M：ウエスト81.0cm/ヒップ99.5cm/わたり30.0cm/前
股上28.5cm/裾幅16.5cm/股下78.5cm
L：ウエスト84.0cm/ヒップ101.4cm/わたり30.0cm/
前股上29.0cm/裾幅16.5cm/股下79.0cm
LL：ウエスト86.0cm/ヒップ105.0cm/わたり30.0cm/
前股上29.0cm/裾幅16.8cm/股下79.0cm
3L：ウエスト89.0cm/ヒップ106.4cm/わたり31.7cm/
前股上29.2cm/裾幅16.8cm/股下79.0cm

野暮ったいチノのイメージを一新。キレイ目にもカ
ジュアルにも、仕事にも遊びにも使える万能タイプ
のチノパンです。

色：ブラック
サイズ：S/M/L/LL/3L
S：ウエスト78.5cm/ヒップ98.0cm/わたり27.5cm/前
股上27.5cm/裾幅16.5cm/股下78.0cm
M：ウエスト81.0cm/ヒップ99.5cm/わたり30.0cm/前
股上28.5cm/裾幅16.5cm/股下78.5cm
L：ウエスト84.0cm/ヒップ101.4cm/わたり30.0cm/
前股上29.0cm/裾幅16.5cm/股下79.0cm
LL：ウエスト86.0cm/ヒップ105.0cm/わたり30.0cm/
前股上29.0cm/裾幅16.8cm/股下79.0cm
3L：ウエスト89.0cm/ヒップ106.4cm/わたり31.7cm/
前股上29.2cm/裾幅16.8cm/股下79.0cm

野暮ったいチノのイメージを一新。キレイ目にもカ
ジュアルにも、仕事にも遊びにも使える万能タイプ
のチノパンです。

XS：ウエスト70.6cm/ヒップ83.0cm/わたり27.0cm/
前股上25.5cm/裾幅18.0cm/股下75.3cm
S：ウエスト73.6cm/ヒップ86.0cm/わたり28.0cm/前
股上25.7cm/裾幅18.2cm/股下76.4cm
M：ウエスト75.6cm/ヒップ89.0cm/わたり28.8cm/前
股上26.0cm/裾幅18.7cm/股下77.0cm
L：ウエスト78.0cm/ヒップ90.4cm/わたり29.4cm/前
股上26.2cm/裾幅19.0cm/股下77.0cm
LL：ウエスト80.4cm/ヒップ94.0cm/わたり29.9cm/
前股上26.4cm/裾幅19.3cm/股下77.0cm

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-1040]フルーツ 萬果荘 清水 白桃
缶 5本詰合せ 果物 缶詰 岡山

[№5220-0979]フルーツコンポート 6瓶詰合
せ（清水 白桃／甘夏 みかん／ヤーリー 梨
／ニューピオーネ／黄金桃／ラフランス 各1
瓶）吉英フルーツ

[№5220-0060]備前岡山  御菓子処清風庵
清水白桃ゼリー12個入

[№5220-0776]【定期便4ヶ月】お米 令和3年
産 岡山県産 あきたこまち 10kg（5kg 2袋）

41,000円 41,000円 42,000円 43,000円

昭和2年創業の萬果荘よりTVでも紹介された
特選高級果物を使用した高級感溢れる缶詰で
す。

清水白桃は岡山市芳賀清水に於てその実生を
発見された品種で、果肉は柔く、糖度は高く
て美味しい桃です。
清水白桃は、7月下旬より8月上旬が最盛期
で、他品種の桃と異り、この桃を使用した萬
果荘特製の清水白桃缶詰は、大変に好評を博
しております。

清水 白桃 缶詰 形状は二つ割り、内容総量
425g（固形量250g、4切れ）×5本

岡山を代表する桃や葡萄や梨、国産フルーツをあっ
さりとした特製シロップに漬け込み瓶詰めにいたし
ました。
豊かな大地の恵みをお楽しみください。

 清水白桃 1瓶
※内容総量360g（固形量200g 4つ割り）
甘夏みかん 1瓶
※内容総量360g（固形量200g 全果粒 中粒）
ヤーリー梨 1瓶
※内容総量360g（固形量200g 小片）
ニューピオーネ
※内容総量360g（固形量200g 全形 中粒）
黄金桃 1瓶
※内容総量360g（固形量200g 4つ割り）
ラフランス 1瓶
※内容総量360g（固形量200g 2つ割り）

●お伊勢さん菓子博2017　第27回全国菓子大
博覧会・三重　名誉総裁賞受賞●ＪＲ西日本
岡山支社　ふるさとあっ晴れ大賞認定
（2017）
豊潤でとろけるような果肉からほとばしる果
汁、桃の中でも最高品質とされ「桃の女王」
とも呼ばれる岡山県産清水白桃の半割り果肉
を、四万十川の清流水と清水白桃ピューレを
たっぷり使った濃厚なゼリーで包み込みまし
た。清水白桃発祥の地岡山で、陽光の恵みを
受け一つ一つ丁寧に育てられた魅力溢れる清
水白桃のゼリーをお楽しみください。

【4ヶ月連続お届け！】お申込み翌月から各月10kg、4ヶ月連
続でお届けします。

コシヒカリと並び日本で有名なお米です

岡山県では近年の温暖化により、かつて圃場として適してい
た地域でも栽培が難しくなり
一粒一粒に旨味がぎゅっ。冷めても美味しく毎日食べたい万
能米中部山間地以北のみで栽培されています。

コシヒカリほどの粘りがないので、あっさりとした味わい
で、やや硬めに炊き上がるため、お米一粒一粒を口の中で感
じることができます。

香りがよく、日本を代表するお米の品種です。

毎日の食事で召し上がっても、しつこさがなくおにぎりなど
にしても、非常に美味しくいただけます。

[№5220-0764]【定期便4ヶ月】お米 令和3年
産 岡山県産 ひのひかり 10kg（5kg 2袋）

[№5220-0770]【定期便4ヶ月】お米 令和3年
産 岡山県産 特Aランク きぬむすめ 10kg
（5kg 2袋）

[№5220-0255]岡山リベッツファンクラブ
スペシャル会員入会券

[№5220-0668]【定期便4ヶ月】無洗米 令和3
年産 岡山県産こしひかり 10kg（5kg×2袋）
【配達不可：北海道・沖縄・離島】

43,000円 43,000円 43,000円 45,000円

【4ヶ月連続お届け！】お申込み翌月から各月10kg、4ヶ月連
続でお届けします。

こしひかりをしのぐ人気者。バランスの良いお米を毎日の食
卓に。
日本全国で最も有名なコシヒカリに比べ関東以北では、ヒノ
ヒカリはそれほど有名なお米ではありません。
けれども関西以西ではコシヒカリをしのぐほど、ポピュラー
なお米です。
「ヒカリ」と名がつく通り、父親はコシヒカリ、母親を「黄
金晴」に持つお米で、コシヒカリと同じような食味を持ちま
す。

岡山県でも非常に人気の高いお米でコシヒカリよりも若干安
いこともあり、広く親しまれている銘柄です。
粒はやや大きく、やや細長いのが特徴です。
適度な粘り、炊き上がりのつや、旨み、味がしつこくなく、
何にでも使えるため料理のジャンルを問わず食べていただけ
るお米です。

【4ヶ月連続お届け！】お申込み翌月から各月
10kg、4ヶ月連続でお届けします。

炊き上がりの美しさともっちりとした粒が、食事の
質をも格上げます。
岡山県産きぬむすめは10年ほど前から栽培が本格化
した比較的新しい品種です。

それまで作られてきた品種が、年々の温暖化により
圃場に適さなくなってきたため、高温に強く、食味
の良い品種として開発されたのが「きぬむすめ」で
す。
お米の粒はやや大きめで、名前の通り非常に白く炊
き上がりがきれいです。
程よい粘りと、食べ飽きしない程度の甘味で口あた
りはソフトで、モチモチしています。

おにぎり、お弁当、チャーハン、などにも便利に使
用できるユーテリティー米です。

リベッツに興味のある方におススメです。な
かなか手に入らない豪華特典、応援グッズな
ど、選手おすすめグッズももらえます。

【4ヶ月連続お届け!】お申込み翌月から各月10kg
（5kg×2袋）、4ヶ月連続でお届けします。
【中国地方最大のお米の生産地】
　晴れの国と呼ばれるほどの「豊かな日照量」、瀬
戸内海沿岸地域特有の「温暖な気候条件」、三大河
川がもらたす「豊富な水」、自然あふれる「肥沃な
大地」という恵まれた環境を最大限に活かして、中
国地方最大の米穀生産地として発展してきました。

【晴れの国〈岡山県〉のコシヒカリ】
　お米の粒がきれいで光沢があり、適度なやわらか
さと粘り気があります。岡山県で生産されたコシヒ
カリの品質は高く、冷めても固さ・コシは変わら
ず、味、香り、どれをとっても最高です。

[№5220-1043]フルーツ 萬果荘 清水 白桃
缶 3本とシャインマスカット 缶 2本詰合せ
果物 缶詰 岡山

[№5220-0967]清水 白桃 缶詰 6缶 岡山県産
清水白桃を使用 吉英フルーツ

[№5220-0446]国産い草使用リバーシブル畳
マットTOIROダブル

[№5220-1017]氷温R ぶどう お任せ 2種類で
2房（1房650g以上）たけまさぶどう園 岡山
県産

45,000円 46,000円 46,000円 47,000円

昭和2年創業の萬果荘よりTVでも紹介された特選高級果物を使用した高級

感溢れる缶詰です。

清水白桃は岡山市芳賀清水に於てその実生を発見された品種で、果肉は

柔く、糖度は高くて美味しい桃です。

清水白桃は、7月下旬より8月上旬が最盛期で、他品種の桃と異り、この

桃を使用した萬果荘特製の清水白桃缶詰は、大変に好評を博しておりま

す。

シャインマスカットは美しい黄緑の粒がエメラルドグリーンの宝石を思

わせ、贈り物としても大変人気があります。

糖度は20度前後と高く酸味は少なめ。種なし栽培が可能で、薄皮ごとパ

リッと食べられるのが特徴です。

大粒で味も香りも上品で高級感のあるシャインマスカットの缶詰をお楽

しみください。

清水 白桃 缶詰 形状は二つ割り、内容総量425g（固形量250g、4切れ）

×3本

シャインマスカット 缶詰 内容総量425g（固形量280g）×2本

※清水白桃の果肉の大きさ…Lは大（3個以下）、Mは中（4～6個）、Sは

小（7～9個）

※シャインマスカットの果粒の大きさ…Lは大（30粒以下）、Mは中（31

～40粒）

【岡山県特産 清水白桃】
清水白桃は岡山一宮清水で発見された品種で
あまり大きくは実りませんが、その果肉は柔
らかく、香りも高く、糖度は桃の中でも最高
と言われます。最盛期は7月下旬から8月上旬
までそのまろやかな風味をそのまま缶詰めに
いたしました。

※1缶あたり 内容総量425g（固形量250g 4つ
割り）

熊本産の国産い草を使用し、岡山県岡山市南
区で製織、加工しています。表裏は肌触りの
違う2種類の生地で、両面使えるい草のリ
バーシブル畳マット。布団の下に畳代わりに
敷いたり、敷布団やベッドの上にマットレス
として、小さめのラグマットとしても使えま
す。4つ折りタイプなので、折り畳んでコン
パクトに収納もできます。

・サイズ：約140×200cm　厚み：約1.2cm（最厚
部）・カラー：ナチュラル／ライトベージュ／ダー
クブラウン　・素材：側生地（表裏）／熊本産い草
100％　中材／堅綿（ポリエステル100％）

【配達不可：離島】

ご家庭用に、氷温ぶどう（ニューピオーネ、
瀬戸ジャイアンツ、オーロラブラック、シャ
インマスカットのうちお任せ２種類）を一房
づつ（1房650以上）を2房化粧箱に詰めまし
た。
生鮮食品ですので、商品到着後冷蔵庫に入れ
てください。

申込期日 2022年12月31日まで
発送期日 2022年10月上旬～2023年1月中旬

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-0558]【Ortolano】野菜定期便（6か
月コース）
【配達不可：北海道・沖縄・離島】

[№5220-1003]ANAクラウンプラザホテル岡山
1名様 宿泊券（朝食付き）

[№5220-0328]不織布マスク250枚 5箱(1箱50
枚入り)

[№5220-0747]プレミアムジーンズ岡山デニ
ムクラシックストレートワンウォッシュ/メ
ンズ

47,000円 47,000円 47,000円 47,000円

害虫や飛来物質の届かない室内農場で、農薬
を使わずに美しい水で大切に水耕栽培してい
ます。採り立てのみずみずしさ溢れる野菜を
月1回、6か月間お届けします。初回と4回目
には、自社栽培のバジルをふんだんに使用し
た大人気のイタリアンドレッシングもお届け
いたします。
【1、4回目】ファーストクラスカットサラダ
（100g）×2pac　おすすめ野菜×2pac
バジリスタイタリアーノドレッシング（150ml）×1
本
【2、3、5、6回目】ファーストクラスカットサラダ
（100g）×3pac　おすすめ野菜×3pac

JR岡山駅に直結したグローバルホテルの朝食付き1名様の宿泊券です。

上質なインテリアのダブルタイプのお部屋です。

客室アメニティの「スリープアドバンテージ」は、アイウォーマー、入

浴剤、ピロー、アロマなどを提供し、ご宿泊者の快適な睡眠をサポート

しています。

ブッフェスタイルの朝食では、新鮮な卵と自家製ジュースにこだわった

洋食メニューと旬のお魚と県産米が自慢の和食メニューを始め、岡山の

名物料理や新鮮な野菜や果物をお楽しみいただけます。

※画像はイメージです。

※稼働状況により、ご予約頂けない場合がございます。

※ゴールデンウィーク、お盆期間、年末年始などの繁忙期はご利用除外

となります。

※ご利用券は有効期限（発行日から6ヶ月）内でご利用下さい。期間を過

ぎますとご利用頂けなくなりますのでご注意下さい。

※現地までの交通費、宿泊費は含まれておりませんので寄付者様のご負

担となります。

※寄付金ご決済、ご入金後のキャンセルはお受けいたしかねます。

※払い戻し、換金、再発行はできません。

部屋タイプ：1ダブルベッドスタンダード 18㎡

※宿泊券をご利用の際は、事前にお電話orメールにてご予約をお願いい

たします。

※当日は宿泊券を必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由に関わ

らずサービスのご提供が出来ません。

品質にこだわり、素材は全て日本メーカー製の
ものを使用し、岡山県内の自社工場で生産を
行っております。
3層フィルター構造（PPスパンボンド不織布、
メルトブローン不織布、PPスパンボンド不織
布）を採用。
メルトブローン不織布は、BFE（細菌ろ過率）
99％以上の高性能フィルターを使用しており
ます。
耳が痛くなりにくい平ゴムや付け心地のよい
ノーズフィットで、長時間の着用でも快適に過
ごせます。

 S：ウエスト80cm/ヒップ105cm/わたり31cm/
前股上27cm/裾幅18.5cm/股下82cm
M：ウエスト84cm/ヒップ106.4cm/わたり
31cm/前股上27.5cm/裾幅18.5cm/股下82cm
L：ウエスト85cm/ヒップ107cm/わたり32cm/
前股上28cm/裾幅19cm/股下82cm
LL：ウエスト89cm/ヒップ112cm/わたり32cm/
前股上28cm/裾幅19cm/股下83cm
3L：ウエスト91cm/ヒップ114cm/わたり
32.5cm/前股上28cm/裾幅19.5cm/股下83cm

[№5220-0561]●先行予約●内藤ぶどう園 岡
山県産 シャインマスカット 桐箱1房入り
900g以上
【配達不可：沖縄・離島】

[№5220-0751]●先行予約●タンポポ農園
シャインマスカット 6～8房（約4.2kg）【配
達不可：離島】

[№5220-0190]きびの吟風大吟醸／純米吟醸
2本セット（1本1,800ml）

[№5220-0971]岡山果物 缶詰 6缶詰合せ（清
水 白桃／マスカット／ニューピオーネ 各2
缶）吉英フルーツ

48,000円 48,000円 48,000円 48,000円

●先行予約●2022年の収穫時期に順次出荷します！
自然が大好きで自然相手に仕事をしたいという想い
から夫婦でぶどう園を始めたのが2009年のこと。
試行錯誤の連続でしたが、ようやく満足のいく美味
しいシャインマスカットが完成しました。
棚田とぶどう畑が広がる美しい岡山の山里から心を
こめて育て上げたシャインマスカットをお届けしま
す。
化学肥料は極力使わず、牡蠣殻などを使ったミネラ
ル栽培のため皮が硬めですが、栄養価が非常に高
く、濃い味が特徴です。
大粒で種なし、酸味は少なめで甘み豊かな風味、パ
リッとした食感をぜひお楽しみください。

申込期日 2022年11月3日まで
発送期日 2022年10月上旬～2022年11月中旬

●先行予約●2022年の収穫時期に順次出荷し
ます！

晴れの国岡山から、甘い種なしの新鮮なシャ
インマスカットをお届けします。
シャキッとした食感をお楽しみください。

申込期日 2022年10月23日まで
発送期日 2022年9月上旬～2022年11月上旬

岡山産山田錦で醸した大吟醸と、岡山産雄町
米で醸した純米吟醸の飲み比べセットです。
丹精込めて造った吟醸酒の味わいをお楽しみ
ください。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されていま
す。20歳未満の申し受けは致しておりませ
ん。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発
育に悪影響を与えるおそれがあります。
大吟醸　1本（1,800ml）　アルコール度数：
16度、味：辛口
純米吟醸　1本（1,800ml）　アルコール度
数：15度、味：中口

【岡山県特産 清水白桃】

清水白桃は岡山一宮清水で発見された品種であまり大きくは実りません

が、その果肉は柔らかく、香りも高く、糖度は桃の中でも最高と言われ

ます。最盛期は7月下旬から8月上旬までそのまろやかな風味をそのまま

缶詰めにいたしました。

【岡山県特産 マスカット】

エジプトに生まれ、アレキサンドリア港にその名が由来するといわれる

マスカット・オブ・アレキサンドリアは岡山特産で全国の約9割を産しま

す。一粒一粒丹誠こめて作られたマスカットは品位、美味しさ、香り、

全ての面でブドウの王者にふさわしい風格をかね揃えてると申せましょ

う。さわやかな風味をそのまま缶詰めにしました。

【岡山県特産 ニューピオーネ】

マスカットのふるさと岡山で誕生した品種「ニューピオーネ」を缶詰め

にしました。

ニューピオーネは「マスカット」と「巨峰」とのかけ合わせで出来た、

大粒で味・香りとも申し分のない品種のぶどうです。マスカットにも勝

るとも劣らない豊かな大地の恵みをお楽しみください。

清水白桃缶詰 2缶

※1缶あたり 内容総量425g（固形量250g 4つ割り）

ニューピオーネ缶詰 2缶

※1缶あたり 内容総量425g（固形量280g 全形）

マスカット・オブ・アレキサンドリア缶詰 2缶

※1缶あたり 内容総量425g（固形量280g 全形）

[№5220-0015]備前黒毛和牛サーロインス
テーキ  3枚
【配達不可：離島】

[№5220-1041]フルーツ 萬果荘 清水 白桃
缶 6本詰合せ 果物 缶詰 岡山

[№5220-0183]きびの吟風  吟醸酒 4本（1本
720ml）

[№5220-0634]郵便局のみまもりサービス
「みまもりでんわサービス」 固定電話（12
カ月）

49,000円 49,000円 49,000円 50,000円

岡山市東区瀬戸地域で育った「備前黒毛和
牛」は、生後約30ヵ月以上の長期肥育と飼料
にこだわって飼育された「ブランド黒毛和
牛」です。肉質はやわらかく、とろけるよう
な食感が特徴です。「備前黒毛和牛  サーロ
インステーキ」は、お肉の美味しさを存分に
お楽しみいただける逸品です。

備前黒毛和牛：サーロインステーキ　約200g
×3枚

昭和2年創業の萬果荘よりTVでも紹介された
特選高級果物を使用した高級感溢れる缶詰で
す。

清水白桃は岡山市芳賀清水に於てその実生を
発見された品種で、果肉は柔く、糖度は高く
て美味しい桃です。
清水白桃は、7月下旬より8月上旬が最盛期
で、他品種の桃と異り、この桃を使用した萬
果荘特製の清水白桃缶詰は、大変に好評を博
しております。

清水 白桃 缶詰 形状は二つ割り、内容総量
425g（固形量250g、4切れ）×6本

板野酒造場が誇る、吟醸酒の飲み比べセットです。
酒造好適米、岡山県産山田錦、雄町米を贅沢に使っ
た逸品ぞろいです。白ワインのような、フルー
ティーな香りと味わいをお楽しみください。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。20歳
未満の申し受けは致しておりません。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪
影響を与えるおそれがあります。
〇大吟醸　1本（720ml）　アルコール度数：16度、
味：辛口　〇純米大吟醸　1本（720ml）　アルコー
ル度数：15度、味：辛口　〇純米吟醸　極　1本
（720ml）　アルコール度数：15度、味：中口（純
米大吟醸、純米吟醸をブレンドしました。）〇純米
吟醸　1本（720ml）　アルコール度数：15度、味：
中口

ふるさと岡山市で暮らす親御さまに、毎日お電話（自動音声）で体調確認を行い、その結

果をご家族さまへお知らせするサービスです。

みまもりサービスに関する問合せ：日本郵便株式会社

（固定電話から）0120-23-28-86（フリーコール）

（携帯電話から）0570-046-666（通話料有料）

平日9:00～21:00土・日・休日9:00～17:00

※ みまもりを受ける方が、岡山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。

※ お申込み後、サービスの利用規約及び重要事項に同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。）

※ 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。

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-0432]アネモネ柄ゴブランチェンジ
バッグ

[№5220-0433]ミモザ柄ゴブランチェンジ
バッグ

[№5220-0777]【定期便5ヶ月】お米 令和3年
産 岡山県産 あきたこまち 10kg（5kg 2袋）

[№5220-0765]【定期便5ヶ月】お米 令和3年
産 岡山県産 ひのひかり 10kg（5kg 2袋）

53,000円 53,000円 53,000円 53,000円

フランスArtdeLys(アール・ド・リス)社のゴブラン
織りを使用。A4サイズ対応のフラットな手さげです
が、底にあるホックを留めると形を変えることがで
き、たっぷりマチのあるトートバックとしても使え
ます。一つで二役が嬉しい、人気のゴブラン織り
2WAYバックです。
【サイズ】約33×32×2(cm)　230g
【素材】表地：綿72％　レーヨン25％　ポリエステ
ル3％(フランス製)　裏地：ポリエステル54％　ナ
イロン46％(日本製)持ち手：牛革　色：フォクシャ
【仕様】開閉：マグホック式
内側：オープンポケット×2、ファスナーポケット
×1

フランスArt de Lys (アール・ド・リス)社のゴブ
ラン織りを使用。A4サイズ対応のフラットな手さげ
ですが、底にあるホックを留めると形を変えること
ができ、たっぷりマチのあるトートバックとしても
使えます。一つで二役が嬉しい、人気のゴブラン織
り2WAYバックです。ミモザ柄はベル・ブランシェの
オリジナル柄です。【サイズ】約33×32×2(cm)
230g
【素材】表地：綿72％　レーヨン25％　ポリエステ
ル3％(フランス製)　裏地：ポリエステル54％　ナ
イロン46％(日本製)　持ち手：牛革　色：イエロー
【仕様】開閉：マグホック式
内側：オープンポケット×2、ファスナーポケット
×1

【5ヶ月連続お届け！】お申込み翌月から各月
10kg、5ヶ月連続でお届けします。
コシヒカリと並び日本で有名なお米です
岡山県では近年の温暖化により、かつて圃場として
適していた地域でも栽培が難しくなり、一粒一粒に
旨味がぎゅっ。冷めても美味しく毎日食べたい万能
米中部山間地以北のみで栽培されています。
コシヒカリほどの粘りがないので、あっさりとした
味わいで、やや硬めに炊き上がるため、お米一粒一
粒を口の中で感じることができます。
香りがよく、日本を代表するお米の品種です。
毎日の食事で召し上がっても、しつこさがなくおに
ぎりなどにしても、非常に美味しくいただけます。

【5ヶ月連続お届け！】お申込み翌月から各月
10kg、5ヶ月連続でお届けします。
こしひかりをしのぐ人気者。バランスの良いお米を
毎日の食卓に。
日本全国で最も有名なコシヒカリに比べ関東以北で
は、ヒノヒカリはそれほど有名なお米ではありませ
ん。
けれども関西以西ではコシヒカリをしのぐほど、ポ
ピュラーなお米です。
「ヒカリ」と名がつく通り、父親はコシヒカリ、母
親を「黄金晴」に持つお米で、コシヒカリと同じよ
うな食味を持ちます。
岡山県でも非常に人気の高いお米でコシヒカリより
も若干安いこともあり、広く親しまれている銘柄で
す。
粒はやや大きく、やや細長いのが特徴です。
適度な粘り、炊き上がりのつや、旨み、味がしつこ
くなく、何にでも使えるため料理のジャンルを問わ
ず食べていただけるお米です。

[№5220-0771]【定期便5ヶ月】お米 令和3年
産 岡山県産 特Aランク きぬむすめ 10kg
（5kg 2袋）

[№5220-0245]お墓参り＆掃除　代行サービ
ス

[№5220-0330]溝手商店 児島デニム下駄（女
性用）フリーサイズ（23cm～25cm）

[№5220-1044]フルーツ 萬果荘 清水 白桃
缶 3本とシャインマスカット 缶 3本詰合せ
果物 缶詰 岡山

53,000円 54,000円 54,000円 55,000円

【5ヶ月連続お届け！】お申込み翌月から各月
10kg、5ヶ月連続でお届けします。
炊き上がりの美しさともっちりとした粒が、食事の
質をも格上げます。
岡山県産きぬむすめは10年ほど前から栽培が本格化
した比較的新しい品種です。
それまで作られてきた品種が、年々の温暖化により
圃場に適さなくなってきたため、高温に強く、食味
の良い品種として開発されたのが「きぬむすめ」で
す。
お米の粒はやや大きめで、名前の通り非常に白く炊
き上がりがきれいです。
程よい粘りと、食べ飽きしない程度の甘味で口あた
りはソフトで、モチモチしています。
おにぎり、お弁当、チャーハン、などにも便利に使
用できるユーテリティー米です。

墓地が遠い、またそれぞれの事情でお墓の掃除、並びにお墓
参りになかなか行けないが、ご供養したいという方に代わり
お墓掃除、お参りをさせて頂きます。お線香、ローソク、季
節のお花は弊社がご用意いたします。
1.岡山市内の地域限定になります。
2.寄附を申し込まれる前に(株)東洋石材工芸社までご連絡を
お願いいたします。（086-273-3114）
3.(株)東洋石材工芸社で対応可能であるか現地確認をさせて
いただきます。
4.現地確認実施後、サービス可否を寄附者様へご連絡いたし
ます。
5.その後寄附をお申込みください。契約書を郵送させていた
だきます。
※サービスの利用規約及び重要事項に同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、寄附を申し
込まれる前にご連絡をくださいますようお願いいたします。
※お礼の品や配送に関する問い合わせ先：(株)東洋石材工芸
社（086-273-3114）

溝手商店のオリジナル商品で、岡山県の特産
であるデニム生地を採用した鼻緒をすげた桐
下駄です。お洒落でジーンズに似合います。

※実際の商品と掲載写真と色味、木目、質感
が若干異なる場合がありますので、予めご了
承ください。

下駄（女性用）下駄材：桐/鼻緒：児島デニ
ム
フリーサイズ（23cm～25cm）

昭和2年創業の萬果荘よりTVでも紹介された特選高級果物を
使用した高級感溢れる缶詰です。
清水白桃は岡山市芳賀清水に於てその実生を発見された品種
で、果肉は柔く、糖度は高くて美味しい桃です。
清水白桃は、7月下旬より8月上旬が最盛期で、他品種の桃と
異り、この桃を使用した萬果荘特製の清水白桃缶詰は、大変
に好評を博しております。
シャインマスカットは美しい黄緑の粒がエメラルドグリーン
の宝石を思わせ、贈り物としても大変人気があります。
糖度は20度前後と高く酸味は少なめ。種なし栽培が可能で、
薄皮ごとパリッと食べられるのが特徴です。
大粒で味も香りも上品で高級感のあるシャインマスカットの
缶詰をお楽しみください。
清水 白桃 缶詰 形状は二つ割り、内容総量425g（固形量
250g、4切れ）×3本
シャインマスカット 缶詰 内容総量425g（固形量280g）×3
本
※清水白桃の果肉の大きさ…Lは大（3個以下）、Mは中（4～
6個）、Sは小（7～9個）
※シャインマスカットの果粒の大きさ…Lは大（30粒以
下）、Mは中（31～40粒）

[№5220-0669]【定期便5ヶ月】無洗米 令和3
年産 岡山県産こしひかり 10kg（5kg×2袋）
【配達不可：北海道・沖縄・離島】

[№5220-0884]ホテル 宿泊券【モデレートツ
イン】三井ガーデンホテル岡山

[№5220-0329]溝手商店 児島デニム下駄（男
性用）Lサイズ（24cm～26.5cm）

[№5220-1004]ANAクラウンプラザホテル岡山
1名様 宿泊券（朝食＆ラウンジアクセス付
き）

57,000円 57,000円 57,000円 58,000円

【5ヶ月連続お届け!】お申込み翌月から各月10kg（5kg×2
袋）、5ヶ月連続でお届けします。
【中国地方最大のお米の生産地】
　晴れの国と呼ばれるほどの「豊かな日照量」、瀬戸内海沿
岸地域特有の「温暖な気候条件」、三大河川がもらたす「豊
富な水」、自然あふれる「肥沃な大地」という恵まれた環境
を最大限に活かして、中国地方最大の米穀生産地として発展
してきました。
【晴れの国〈岡山県〉のコシヒカリ】
　お米の粒がきれいで光沢があり、適度なやわらかさと粘り
気があります。岡山県で生産されたコシヒカリの品質は高
く、冷めても固さ・コシは変わらず、味、香り、どれをとっ
ても最高です。
【お申込み翌月から毎月1回×5ヶ月、合計5回（50kg）】

四国・山陰への玄関口【JR岡山駅】から徒歩約2分の好立地。緑豊かな風景とシックなイ

ンテリアで居心地の良さを追求しました。最上階にある「ガーデン浴場」には檜を使用。

大きな窓からは、美しい日本庭園を眺めることが出来ます。ガーデンカフェ（朝食会場）

では、地元食材をふんだんに使った特産物をはじめ、和食・洋食あわせて50種類以上のお

料理をご用意しております。明るく開放的な店内でご出発前にゆっくりとした時間をお過

ごしください。

※画像はイメージです。

※現地までの交通費、宿泊費は含まれておりませんので寄付者様のご負担となります。

※寄付金ご決済、ご入金後のキャンセルはお受けいたしかねます。

※払い戻し、換金、再発行はできません。

※ご利用の際お釣り銭のお返しはできません。

※盗難、紛失または滅失について、三井ガーデンホテル岡山はその責めを負いません。

 モデレートツイン（3ベッド）【20㎡】3名様1泊朝食付

※宿泊券をご利用の際は、事前にお電話orメールにてご予約をお願いいたします。

※当日は宿泊券を必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご

提供が出来ません。

※転売目的での申し込みは出来ません。

溝手商店のオリジナル商品で、岡山県の特産である
デニム生地を採用した鼻緒をすげた桐下駄です。お
洒落でジーンズに似合います。

※実際の商品と掲載写真と色味、木目、質感が若干
異なる場合がありますので、予めご了承ください

下駄（男性用）下駄材：桐/鼻緒：児島デニム
Lサイズ（24cm～26.5cm）

JR岡山駅に直結したグローバルホテルの朝食＆ラウンジアクセス付き１名様の宿泊券で

す。

上質でシンプルなインテリアと高層階からの眺望が魅力のお部屋です。

客室アメニティの「スリープアドバンテージ」は、アイウォーマー、入浴剤、ピロー、ア

ロマなどを提供し、ご宿泊者の快適な睡眠をサポートしています。

ラウンジアクセス付きですので、ご滞在中、20階のレストラン・バーフロアで専用メ

ニューよりドリンク・スナック・スイーツを無料でお楽しみいただけます。（ラウンジア

クセスご利用時間:ティータイム（喫茶のみ） 3：00pm～5：00pm、ティー＆カクテルタイ

ム 5：00pm～7：00pm）

※画像はイメージです。

※稼働状況により、ご予約頂けない場合がございます。

※ゴールデンウィーク、お盆期間、年末年始などの繁忙期はご利用除外となります。

※ご利用券は有効期限（発行日から6ヶ月）内でご利用下さい。期間を過ぎますとご利用

頂けなくなりますのでご注意下さい。

※現地までの交通費、宿泊費は含まれておりませんので寄付者様のご負担となります。

※寄付金ご決済、ご入金後のキャンセルはお受けいたしかねます。

※払い戻し、換金、再発行はできません。

ホテル 1名様 宿泊券（朝食＆ラウンジアクセス付き）

部屋タイプ：1クイーンベッドスタンダード高層階ラウンジアクセス 18㎡

※宿泊券をご利用の際は、事前にお電話orメールにてご予約をお願いいたします。

※当日は宿泊券を必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご

提供が出来ません。

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-0636]郵便局のみまもりサービス
「みまもり訪問サービス」（6カ月）

[№5220-0191]きびの吟風大吟醸／純米大吟
醸     2本（1本1,800ml）セット

[№5220-0631]郵便局のみまもりサービス
「みまもりでんわサービス」 携帯電話（12
カ月）

[№5220-0778]【定期便6ヶ月】お米 令和3年
産 岡山県産 あきたこまち 10kg（5kg 2袋）

58,000円 59,000円 60,000円 64,000円

ふるさと岡山市で暮らす親御さまのご自宅に、郵便局社員等が毎月1回訪問し、生活状況

を確認して、その結果をご家族さまへお知らせするサービスです。

みまもりサービスに関する問合せ：日本郵便株式会社

（固定電話から）0120-23-28-86（フリーコール）

（携帯電話から）0570-046-666（通話料有料）

平日9:00～21:00土・日・休日9:00～17:00

※ みまもりを受ける方が、岡山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。

※ お申込み後、サービスの利用規約及び重要事項に同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。）

※ 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。

岡山県産山田錦で醸した大吟醸と、岡山県産雄町米
で醸した純大米吟醸は板野酒造場最高級クラスのお
酒の飲み比べセットです。丹精込めて造った吟醸酒
の味わいをお楽しみください。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。20歳
未満の申し受けは致しておりません。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪
影響を与えるおそれがあります。

大吟醸　1本（1,800ml）　アルコール度数：16度、
味：辛口
純米大吟醸　1本（1,800ml）　アルコール度数：15
度、味：辛口

ふるさと岡山市で暮らす親御さまに、毎日お電話（自動音声）で体調確

認を行い、その結果をご家族さまへお知らせするサービスです。

みまもりサービスに関する問合せ：日本郵便株式会社

（固定電話から）0120-23-28-86（フリーコール）

（携帯電話から）0570-046-666（通話料有料）

平日9:00～21:00土・日・休日9:00～17:00

※ みまもりを受ける方が、岡山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。

※ お申込み後、サービスの利用規約及び重要事項に同意いただけない場

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。）

※ 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ヶ月連続お届け！】お申込み翌月から各
月10kg、6ヶ月連続でお届けします。
コシヒカリと並び日本で有名なお米です
岡山県では近年の温暖化により、かつて圃場
として適していた地域でも栽培が難しくなり
一粒一粒に旨味がぎゅっ。冷めても美味しく
毎日食べたい万能米中部山間地以北のみで栽
培されています。
コシヒカリほどの粘りがないので、あっさり
とした味わいで、やや硬めに炊き上がるた
め、お米一粒一粒を口の中で感じることがで
きます。
香りがよく、日本を代表するお米の品種で
す。

[№5220-0766]【定期便6ヶ月】お米 令和3年
産 岡山県産 ひのひかり 10kg（5kg 2袋）

[№5220-0772]【定期便6ヶ月】お米 令和3年
産 岡山県産 特Aランク きぬむすめ 10kg
（5kg 2袋）

[№5220-1042]フルーツ 萬果荘 清水 白桃
缶 8本詰合せ 果物 缶詰 岡山

[№5220-0192]きびの吟風  純米酒 5本セッ
ト（1本1,800ml）

64,000円 64,000円 64,000円 64,000円

【6ヶ月連続お届け！】お申込み翌月から各月10kg、6ヶ月連
続でお届けします。

こしひかりをしのぐ人気者。バランスの良いお米を毎日の食
卓に。
日本全国で最も有名なコシヒカリに比べ関東以北では、ヒノ
ヒカリはそれほど有名なお米ではありません。
けれども関西以西ではコシヒカリをしのぐほど、ポピュラー
なお米です。
「ヒカリ」と名がつく通り、父親はコシヒカリ、母親を「黄
金晴」に持つお米で、コシヒカリと同じような食味を持ちま
す。
岡山県でも非常に人気の高いお米でコシヒカリよりも若干安
いこともあり、広く親しまれている銘柄です。
粒はやや大きく、やや細長いのが特徴です。
適度な粘り、炊き上がりのつや、旨み、味がしつこくなく、
何にでも使えるため料理のジャンルを問わず食べていただけ
るお米です。

【6ヶ月連続お届け！】お申込み翌月から各月10kg、6ヶ月連
続でお届けします。

炊き上がりの美しさともっちりとした粒が、食事の質をも格
上げます。

岡山県産きぬむすめは10年ほど前から栽培が本格化した比較
的新しい品種です。

それまで作られてきた品種が、年々の温暖化により圃場に適
さなくなってきたため、高温に強く、食味の良い品種として
開発されたのが「きぬむすめ」です。

お米の粒はやや大きめで、名前の通り非常に白く炊き上がり
がきれいです。
程よい粘りと、食べ飽きしない程度の甘味で口あたりはソフ
トで、モチモチしています。

おにぎり、お弁当、チャーハン、などにも便利に使用できる
ユーテリティー米です。

昭和2年創業の萬果荘よりTVでも紹介された
特選高級果物を使用した高級感溢れる缶詰で
す。

清水白桃は岡山市芳賀清水に於てその実生を
発見された品種で、果肉は柔く、糖度は高く
て美味しい桃です。
清水白桃は、7月下旬より8月上旬が最盛期
で、他品種の桃と異り、この桃を使用した萬
果荘特製の清水白桃缶詰は、大変に好評を博
しております。

清水 白桃 缶詰 形状は二つ割り、内容総量
425g（固形量250g、4切れ）×8本

板野酒造場の純米酒の飲み比べセットです。岡山県
産、山田錦、雄町、朝日、で醸した味わい深い純米
酒の飲み比べセットです。※20歳未満の飲酒は法律
で禁止されています。20歳未満の申し受けは致して
おりません。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪
影響を与えるおそれがあります。
雄町米純米　1本（1,800ml）アルコール度数：15
度、味：中口　(雄町)
酒桃太郎鬼退治　1本（1,800ml）アルコール度数：
15度、味：辛口　(山田錦)
純米原酒　1本（1,800ml）アルコール度数：18度、
味：中口　(朝日)
清濁併呑　1本（1,800ml）アルコール度数：15度、
味：甘口　(アイガモ朝日)
吉備津蔵純米酒　1本（1,800ml）アルコール度数：
15度、味：中口　(朝日)

[№5220-1036]レンタルバイクご優待券（1万
円分×2枚）レンタル819岡山駅前店、北長瀬
店のみ利用可能券

[№5220-0670]【定期便6ヶ月】無洗米 令和4
年産 岡山県産こしひかり 10kg（5kg×2袋）
【配達不可：北海道・沖縄・離島】

[№5220-0610]岡山県産 レスキューライス
（7年保存アルファ化米）50食入

[№5220-1045]フルーツ 萬果荘 清水 白桃
缶 4本とシャインマスカット 缶 4本詰合せ
果物 缶詰 岡山

67,000円 68,000円 6８,000円 73,000円

岡山は全国一の晴れが多い県です。また交通の要所でもあり、オートバ

イなら３時間も走れば日本海を望む山陰地方や瀬戸大橋を越えて四国へ

も行け、世界遺産の姫路城や広島の尾道方面へのツーリングも楽しめま

す。

「レンタル819岡山駅前店」は岡山駅から徒歩３分のビル1階にあり、

「レンタル819北長瀬」も岡山駅から1駅目の北長瀬駅を出た商業施設に

あります。大阪からだと新幹線で1時間弱、東京からも飛行機で1時間半

あれば着くロケーションにあるので、岡山を拠店に東西南北ご自分の予

定にあわせて好きなツーリングコースが作れます。またレンタル819では

ヘルメット・手袋等の貸し出しもしていますので手ぶらで来られてもお

気軽にご利用頂けます。

・このチケットは、レンタル819岡山駅前店ならびにレンタル819北長瀬

店でのみ額面分の金券として利用可能です。

・レンタルバイク基本料金のほか、オプション、車両補償等を含めたお

支払いにご利用頂けます。

・申込み後にレンタルバイクご優待券をご送付します。

・ご利用は、チケットに記載している発行日から1年間有効で、ご予約は

WEBサイトまたは受付センター（050-6861-5819　10時～19時）へお電話

ください。

【6ヶ月連続お届け!】お申込み翌月から各月10kg（5kg×2
袋）、6ヶ月連続でお届けします。

【中国地方最大のお米の生産地】
　晴れの国と呼ばれるほどの「豊かな日照量」、瀬戸内海沿
岸地域特有の「温暖な気候条件」、三大河川がもらたす「豊
富な水」、自然あふれる「肥沃な大地」という恵まれた環境
を最大限に活かして、中国地方最大の米穀生産地として発展
してきました。

【晴れの国〈岡山県〉のコシヒカリ】
　お米の粒がきれいで光沢があり、適度なやわらかさと粘り
気があります。岡山県で生産されたコシヒカリの品質は高
く、冷めても固さ・コシは変わらず、味、香り、どれをとっ
ても最高です。

岡山産のお米を使用した「レスキューライス」は、
乾燥技術等で7年間保存を可能にしたアルファ化米
です。
保存料を使わずパッケージングしているのでおいし
くて安全。いざという時も安心してお召し上がりい
ただけます。

白米もち米入100g（出来上がり量：280g）×18
わかめご飯100g（出来上がり量：280g）×8
ドライカレー100g（出来上がり量：280g）×8
ピラフ100g×8（出来上がり量：280g）×8
五目ごはん100g（出来上がり量：280g）×8

昭和2年創業の萬果荘よりTVでも紹介された特選高級果物を使用した高級

感溢れる缶詰です。

清水白桃は岡山市芳賀清水に於てその実生を発見された品種で、果肉は

柔く、糖度は高くて美味しい桃です。

清水白桃は、7月下旬より8月上旬が最盛期で、他品種の桃と異り、この

桃を使用した萬果荘特製の清水白桃缶詰は、大変に好評を博しておりま

す。

シャインマスカットは美しい黄緑の粒がエメラルドグリーンの宝石を思

わせ、贈り物としても大変人気があります。

糖度は20度前後と高く酸味は少なめ。種なし栽培が可能で、薄皮ごとパ

リッと食べられるのが特徴です。

大粒で味も香りも上品で高級感のあるシャインマスカットの缶詰をお楽

しみください。

清水 白桃 缶詰 形状は二つ割り、内容総量425g（固形量250g、4切れ）

×4本

シャインマスカット 缶詰 内容総量425g（固形量280g）×4本

※清水白桃の果肉の大きさ…Lは大（3個以下）、Mは中（4～6個）、Sは

小（7～9個）

※シャインマスカットの果粒の大きさ…Lは大（30粒以下）、Mは中（31

～40粒）

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。

-33-



[№5220-0672]ホテルグランヴィア岡山 レス
トランご招待券 10,000円分×2枚

[№5220-1014]四季を感じる プリザーブド
フラワー 仏花（春夏秋冬に分けて4回お届
け）

[№5220-1009]デニムオーバーオール サロ
ペット インディゴカラー

[№5220-0452]天然 青うなぎ 蒲焼 約400g
海鮮酒処 美魚味 岡山旭川

77,000円 77,000円 77,000円 85,000円

ホテルグランヴィア岡山 レストラン招待券は、下記3店舗にてご招待券専用のランチまた

はディナーメニューをご用意しております。

シェフが腕によりをかけてお作りする、とっておきのお料理をお楽しみください。

■フランス料理 プリドール（19F） ※水曜定休日

ランチ／11：30～14：30（ラストオーダー 14：00）　ディナー/17：30～22：00(ラスト

オーダー21：700）

【メニュー】・アミューズ ・冷製オードヴル・温製オードヴル・本日のお魚料理・お口

直しのソルベ・国産牛フィレ肉の網焼き・パンとバター・前菜デザート・メインデザー

ト・コーヒーまたは紅茶・小菓子

■鉄板焼 備彩（19F） ※火曜定休日

ランチ／11：30～14：30（ラストオーダー 14：00）

【メニュー】・最初のお愉しみ・野菜の一皿・千屋牛の食べ比べ（フィレ40g、ロース

50g） ・ご飯・お味噌汁・香の物 ・本日のデザート・コーヒーまたは紅茶

■日本料理 吉備膳（2F） ※月曜定休日

ディナー/17：30～22：00(ラストオーダー21：00）

【メニュー】・御箸付・八寸・御椀・御造り・焚合せ・焼肴・合肴・酢物・ご飯・赤出

汁・香の物・水菓子

お仏壇にも四季折々のお花をお供えしたい。花が好きだった故人だから

こそ、その季節に咲く花を飾ってあげたい。そんな故人を偲ぶ思いから

季節を感じられるお花を使った仏花です。お手入れ不要で、永く美しい

ままお供えすることが出来ます。

いつも綺麗なお花をお供えしたいけど、水替えが面倒、夏はすぐ枯れて

しまう、などの悩みもありません。しかも、お花は器に挿しているだけ

なので、差し替えるだけで交換はとても簡単！

近年、ライフスタイルの洋風化でお仏壇をリビングに置かれる方やコン

パクトサイズのお仏壇を選ばれる方も多く、そういったインテリア事情

にもマッチするようなデザインにいたしました。

季節ごとに変わるお花で両サイドを華やかに飾りながら故人を身近に感

じることができる仏花です。

器（陶器）初回のみ

プリザーブドフラワー（小菊、アジサイ、ルスカス、カスピア）カラー

ドライフラワー（フィビキア）アートフラワー（アネモネ、サクラ、り

んどう）

アレンジサイズ（高さ約17cm、幅約9cm、奥行き約9cm）

1970年代に大ヒットしたオーバーオールを現代のトレンドと
ミックスし復刻させました。アメリカンビンテージをもとに
ボブソンがアップグレードしたオリジナルデザイン。ジャパ
ンビンテージともいえるデザインは1970年代から愛され続け
ています。
後ろ当てのX部分は、サスペンダー部分がずり落ちない肩が
抜けにくいようにフィットするよう独自に設計。
リベットを打たないかわりにカン止めという特殊ミシンで随
所に補強しながらデザイン性も付与しています。
XS：ウエスト83.0cm/ヒップ100.0cm/わたり29.0cm/裾幅
16.0cm/股下76.0cm/総丈131.0cm
S：ウエスト87.0cm/ヒップ106.0cm/わたり30.5cm/裾幅
17.0cm/股下76.5cm/総丈131.0cm
M：ウエスト91.0cm/ヒップ107.0cm/わたり32.5cm/裾幅
18.0cm/股下76.5cm/総丈134.0cm
L ：ウエスト95.0cm/ヒップ114.0cm/わたり33.0cm/裾幅
18.0cm/股下76.5cm/総丈137.0cm
XL：ウエスト102.0cm/ヒップ119.0cm/わたり34.0cm/裾幅
19.5cm/股下76.5cm/総丈137.0cm

【配達不可：離島】

岡山の青うなぎは汽水域に生息する希少な天
然うなぎです。泥臭くなく、上品な脂が乗っ
た至高の味を是非どうぞ。
テレビや新聞などで何度も紹介された海鮮酒
処 美魚味（みなみ）が自信を持ってお届け
いたします。

[№5220-0453]天然 青うなぎ 白焼 約400g
海鮮酒処 美魚味 岡山旭川

[№5220-0559]【Ortolano】野菜定期便（12
か月コース）
【配達不可：北海道・沖縄・離島】

[№5220-0193]きびの吟風  吟醸酒 4本セッ
ト（1本1,800ml）

[№5220-0016]備前黒毛和牛フィレシャトー
ブリアンステーキ  5枚

85,000円 87,000円 92,000円 97,000円

【配達不可：離島】

岡山の青うなぎは汽水域に生息する希少な天
然うなぎです。泥臭くなく、上品な脂が乗っ
た至高の味を是非どうぞ。
テレビや新聞などで何度も紹介された海鮮酒
処 美魚味（みなみ）が自信を持ってお届け
いたします。

農薬を使わずに美しい水で大切に水耕栽培していま
す。国内大手航空会社のファーストクラス機内食に
9年以上連続で採用されている野菜、サラダをセッ
トにしました。採り立てのみずみずしさ溢れる野菜
を月1回、1年間お届けします。初回から3か月ごと
に、自社栽培のバジルをふんだんに使用した大人気
のイタリアンドレッシングもお届けいたします。
【1、4、7、10回目】
ファーストクラスカットサラダ（100g）×2pac　お
すすめ野菜×2pac
バジリスタイタリアーノドレッシング（150ml）×1
本
【2、3、5、6、8、9、11、12回目】
ファーストクラスカットサラダ（100g）×3pac
おすすめ野菜×3pac

吟醸酒の飲み比べセットです。酒造好適米、岡山
県産山田錦、雄町を贅沢に使った逸品ぞろいで
す。白ワインのような、フルーティーな香りと味
わいをお楽しみください。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。20歳未満の
申し受けは致しておりません。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を

与えるおそれがあります。
大吟醸　1本（1,800ml）　アルコール度数：16度、味：辛口

純米大吟醸　1本（1,800ml）　アルコール度数：15度、味：辛口

純米吟醸　極　1本（1,800ml）　アルコール度数：15度、味：中口（純

米大吟醸、純米吟醸をブレンドしました。）

純米吟醸　1本（1,800ml）　アルコール度数：15度、味：中口

岡山市東区瀬戸地域で育った「備前黒毛和
牛」は、生後約30ヵ月以上の長期肥育と飼料
にこだわって飼育された「ブランド黒毛和
牛」です。肉質はやわらかく、とろけるよう
な食感が特徴です。「備前黒毛和牛フィレ
シャトーブリアンステーキ」は、その高級部
位の「フィレ」のさらに肉質の良い中心部分
「シャトーブリアン」を、約120gのステーキ
肉にカットしてお届けします。

[№5220-1005]ANAクラウンプラザホテル岡山
2名様 宿泊券（朝食付き）

[№5220-0427]日本旅行  地域限定旅行クー
ポン【30，000円分】

[№5220-1037]レンタルバイクご優待券（1万
円分×3枚）レンタル819岡山駅前店、北長瀬
店のみ利用可能券

[№5220-0865]温羅伝説のロマンを感じる吉
備津神社の「日本遺産」タクシーご利用3時
間コース

97,000円 100,000円 100,000円 112,000円

JR岡山駅に直結したグローバルホテルの朝食付きペア宿泊券です。

上質なインテリアのツインタイプのお部屋です。

客室アメニティの「スリープアドバンテージ」は、アイウォーマー、入浴剤、ピロー、ア

ロマなどを提供し、ご宿泊者の快適な睡眠をサポートしています。

ブッフェスタイルの朝食では、新鮮な卵と自家製ジュースにこだわった洋食メニューと旬

のお魚と県産米が自慢の和食メニューを始め、岡山の名物料理や新鮮な野菜や果物をお楽

しみいただけます。

※画像はイメージです。

※稼働状況により、ご予約頂けない場合がございます。

※ゴールデンウィーク、お盆期間、年末年始などの繁忙期はご利用除外となります。

※ご利用券は有効期限（発行日から6ヶ月）内でご利用下さい。期間を過ぎますとご利用

頂けなくなりますのでご注意下さい。

※現地までの交通費、宿泊費は含まれておりませんので寄付者様のご負担となります。

※寄付金ご決済、ご入金後のキャンセルはお受けいたしかねます。

※払い戻し、換金、再発行はできません。

部屋タイプ：2シングルベッドプレミアム 25㎡

※宿泊券をご利用の際は、事前にお電話orメールにてご予約をお願いいたします。

※当日は宿泊券を必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご

提供が出来ません。

寄附先の自治体内に1泊以上の宿泊を伴うご旅行であれば、宿泊だけでな

く、現地までの交通費や現地での観光・体験等の精算にまで幅広く利用

できる地域限定旅行クーポンです。有効期間は発行日より5年間OK。ご旅

行の相談・予約は、受付専用2店舗（東京都区内と大阪市内1店舗ずつ）

で受け付けております。（※日本旅行ホームベージ等インターネットか

らの予約は、対象外となりますのでご注意ください）　（ご注意）■寄

附の入金確認後、「旅行クーポン」を利用に関する案内書面とともに郵

送（簡易書留）にてお送りします。■申込状況によってクーポンの発送

までに1ケ月程度かかる場合があります。予めご了承の上、お申込みくだ

さい。■当クーポンを使用できるのはご本人様に限ります。（第3者譲渡

は不可）。ご旅行参加者はご本人以外の方も有効です。■利用できるの

は日本旅行契約施設に限ります。■ご旅行代金精算に際して、当クーポ

ンを受付店舗までご持参又はご送付いただくことが必要です。ご送付の

場合、封筒のご準備及び送料等は、お客様のご負担となりますのであら

かじめご了承ください。■旅行お申し込み後、お客様都合で旅行を取消

され取消料が発生する場合は、現金又はクレジットカードで取消料の精

算をしていただきます。クーポンは、ご返却しますので次のご旅行にご

利用ください。■その他詳しいご利用条件はクーポンと合わせて送付さ

せていただくご案内書面をご参照ください。

岡山は全国一の晴れが多い県です。また交通の要所でもあり、オートバ

イなら３時間も走れば日本海を望む山陰地方や瀬戸大橋を越えて四国へ

も行け、世界遺産の姫路城や広島の尾道方面へのツーリングも楽しめま

す。

「レンタル819岡山駅前店」は岡山駅から徒歩３分のビル1階にあり、

「レンタル819北長瀬」も岡山駅から1駅目の北長瀬駅を出た商業施設に

あります。大阪からだと新幹線で1時間弱、東京からも飛行機で1時間半

あれば着くロケーションにあるので、岡山を拠店に東西南北ご自分の予

定にあわせて好きなツーリングコースが作れます。またレンタル819では

ヘルメット・手袋等の貸し出しもしていますので手ぶらで来られてもお

気軽にご利用頂けます。

・このチケットは、レンタル819岡山駅前店ならびにレンタル819北長瀬

店でのみ額面分の金券として利用可能です。

・レンタルバイク基本料金のほか、オプション、車両補償等を含めたお

支払いにご利用頂けます。

・申込み後にレンタルバイクご優待券をご送付します。

・ご利用は、チケットに記載している発行日から1年間有効で、ご予約は

WEBサイトまたは受付センター（050-6861-5819　10時～19時）へお電話

ください。

【吉備津神社】あの桃太郎のお話のもととも云われる温羅退治のお話が

伝わっています。吉備津彦の温羅退治は、昔からのこの地に伝わる神話

で、桃太郎の童話は、この神話がもとになったとも言われています。ま

た吉備津彦神社は、主人公である桃太郎のモデルとなった大吉備津彦命

を祭神としています。

※画像はイメージです。

【必ずお読みください】

※年末年始土日祝日は受付しておりません。

※大人2名様から承ります。（4名様まで利用可）

※各施設の拝観入場料は別途お支払いください。

※各施設の休館日は催行いたしません。

※取消料は乗車日の10日前より発生いたします。

※利用期限は寄付申込日より1年間です。

※寄付手続き決済後のキャンセルはできませんので、予めご了承下さ

い。

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-1006]ANAクラウンプラザホテル岡山
2名様 宿泊券（朝食＆ラウンジアクセス付
き）

[№5220-0673]ホテルグランヴィア岡山 レス
トランご招待券 15,000円分×2枚

[№5220-0243]ドローンによる空家点検（屋
根・外観）サービス①

[№5220-0480]庭木の剪定・伐採サービス岡
山市（1人7時間程度）

116,000円 116,000円 116,000円 116,000円

JR岡山駅に直結したグローバルホテルの朝食付きペア宿泊券です。

上質なインテリアのツインタイプのお部屋です。

客室アメニティの「スリープアドバンテージ」は、アイウォーマー、入浴剤、ピロー、ア

ロマなどを提供し、ご宿泊者の快適な睡眠をサポートしています。

ブッフェスタイルの朝食では、新鮮な卵と自家製ジュースにこだわった洋食メニューと旬

のお魚と県産米が自慢の和食メニューを始め、岡山の名物料理や新鮮な野菜や果物をお楽

しみいただけます。

※画像はイメージです。

※稼働状況により、ご予約頂けない場合がございます。

※ゴールデンウィーク、お盆期間、年末年始などの繁忙期はご利用除外となります。

※ご利用券は有効期限（発行日から6ヶ月）内でご利用下さい。期間を過ぎますとご利用

頂けなくなりますのでご注意下さい。

※現地までの交通費、宿泊費は含まれておりませんので寄付者様のご負担となります。

※寄付金ご決済、ご入金後のキャンセルはお受けいたしかねます。

※払い戻し、換金、再発行はできません。

部屋タイプ：2シングルベッドプレミアム 25㎡

※宿泊券をご利用の際は、事前にお電話orメールにてご予約をお願いいたします。

※当日は宿泊券を必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご

提供が出来ません。

■フランス料理 プリドール（19F） ※水曜定休日

【メニュー】・アミューズ ・冷製オードヴル・温製オードヴル・オマー

ル海老のお料理・お口直しのソルベ・黒毛和牛フィレ肉のの網焼き・パ

ンとバター・前菜デザート・メインデザート・コーヒーまたは紅茶・小

菓子

■鉄板焼 備彩（19F） ※火曜定休日

【メニュー】・最初のお愉しみ・野菜の一皿・本日のお魚の鉄板焼・黒

毛和牛の食べ比べ（フィレ40g、ロース40g） ・ご飯・お味噌汁・香の

物・本日のデザート・コーヒーまたは紅茶

■日本料理 吉備膳（2F） ※月曜定休日

【メニュー】・御箸付・前菜・御椀 ・御造り・焚合せ・焼肴・揚物・酢

物・ご飯・赤出汁・香の物・水菓子

●飲み放題（90分制）瓶ビール(中瓶）・ワイン(スパークリング・白・

赤）・日本酒・焼酎・瀬戸内レモンサワー・梅酒・ウイスキー・ソフト

ドリンク

ランチ／11：30～14：30（ラストオーダー 14：00）ディナー/17：30～

22：00(ラストオーダー21：00）

※画像はイメージです。

※ご利用の際は事前にご予約をお願いしております。クリスマスやお正

月期間など、一部除外日がございますのでご了承ください。

※メニューは予告なく変更する場合もございます。ご了承ください。

※ご招待券には金額は記載されません。

※発行日より6ヶ月間有効。（一部除外日がございます。）

※払い戻し、換金、再発行はできません。

※ご利用に関する詳細はチケットの裏面をご確認ください。

※対象店舗にてチケットに応じたコース料理をご用意いたします。

ドローン操縦士資格、屋根診断技士資格取得者によ
るドローンを使った点検サービスです。空き家と
なっている家、誰も住んでいない実家などの屋根、
外壁、外観をドローンを使って点検します。突風や
ゲリラ豪雨の影響で瓦が飛んだり、壁が崩れたりし
て近隣にご迷惑をかけていないか。遠方に住んでい
て様子を見に行くことが出来ない為、現地の様子が
心配。これらの不安を解決するお手伝いをさせてい
ただきます。　※寄附を申し込まれる前に有限会社
廣安瓦建材まで必ず以下のいずれかにてご連絡をお
願いします。電話番号（086-724-3290）FAX番号
（086-724-2897）メールアドレス（hiroyasu-
r@mx4.et.tiki.ne.jp）※岡山市内の地域限定にな
ります。※有限会社廣安瓦建材で対応可能かどうか
現地確認をさせていただきます。（ドローン飛行不
可エリアもございます）※現地確認実施後、サービ
ス可否を寄付者様へご連絡いたします。※その後寄
附をお申込みください。

空き家になっているご実家や高齢のご両親がお住ま
いの庭木の剪定・伐採を行います。有資格者の庭師
が1日作業させて頂きます。ふるさとに帰りたくても
なかなか帰ることの出来ないこのご時勢、庭木がご
近所のお宅の迷惑になってないかご心配の方も多い
かと思います。我々の剪定は国家資格でもある造園
技能士の資格を持った庭師が責任を持って切り枝処
分までご対応させて頂きます。　●岡山市内の地域
限定になります。　●お庭や庭木の状況はご自宅事に
それぞれ異なりますので、ご寄付をご希望の方はお
申込前に「庭.pro（KGコンシェルジュ）」0120-
335-332までお電話をお願いします。　●現地確
認実施後、サービス可否を寄付者様へご連絡いたし
ます。その後に寄附をお申込みください。　●寄附お
申込み後に書類を発送させていただきます。　●実
施後に作業前、作業完了後のお写真もご報告書とし
て送付します。　●寄附のキャンセルはお受けできま
せん。

[№5220-0637]郵便局のみまもりサービス
「みまもり訪問サービス」（12カ月）

[№5220-0833]プロビタC 顆粒 60包入り 5箱
セット アスコルバイオ研究所

[№5220-0431]コチョウラン柄ゴブラン横長
トートバッグ

[№5220-0863]岡山市 日本三名園 後楽園と
地麦酒工房の旅 ツアー タクシーご利用4時
間コース

116,000円 116,000円 127,000円 135,000円

ふるさと岡山市で暮らす親御さまのご自宅に、郵便局社員等が毎月1回訪問し、生活状況

を確認して、その結果をご家族さまへお知らせするサービスです。

みまもりサービスに関する問合せ：日本郵便株式会社

（固定電話から）0120-23-28-86（フリーコール）

（携帯電話から）0570-046-666（通話料有料）

平日9:00～21:00土・日・休日9:00～17:00

※ みまもりを受ける方が、岡山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。

※ お申込み後、サービスの利用規約及び重要事項に同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。）

※ 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。

プロビタCの主原料であるL-アスコルビン酸
2-グルコシド（AA-2G）は、岡山大学薬学部
で発明された安定・持続型ビタミンC誘導体
です。ビタミンCの壊れやすい部分にブドウ
糖を結合させたことにより、安定性が増し、
さらに摂取すると通常のビタミンCに比べ、
長時間にわたってビタミンCが血中に供給さ
れます。プロビタCは飲みやすい顆粒状で、
水なしで気軽にお召し上がりいただけます。
1日2包で500mgのビタミンCが摂取できます。
※栄養機能食品として1日2包（朝夕1包ず
つ）を目安に、そのまま、またはぬるま湯と
ともにお召し上がりください。

フランスArt de Lys (アール・ド・リス)社のゴブ
ラン織りを使用。1枚のパネル生地をバッグのパー
ツに裁断しているため、バッグ前後で違った柄を楽
しむことができます。横長で底が浅いデザインの
為、中身が取り出しやすいのもポイント。牛皮の持
ち手は内側に綿が入っており、柔らかな使い心地で
す。和装にもとても良く合います。
【サイズ】約19×33×10(cm)　330g　【素材】表地：綿72％
レーヨン25％　ポリエステル3％(フランス製)　裏地：ポリ
エステル54％　ナイロン46％(日本製)　持ち手：牛革
色：ブラック　【仕様】開閉：ファスナー式　外側：オープ
ンポケット×1
内側：オープンポケット×2、ファスナーポケット×1

【後楽園】岡山県岡山市北区後楽園にある日本庭園（大名庭園）で、日本三名園のひとつ

である。

江戸時代初期に岡山藩主・池田綱政によって造営された、元禄文化を代表する庭園で、国

の特別名勝に指定されています。

【宮下酒造 独歩館】

総合酒類メーカーを目指す宮下酒造では、日本酒、ビール、焼酎、リキュール、スピリッ

ツ、ウイスキーなど、日本と世界の酒造りを展開しています。宮下酒造は「日本と世界の

酒文化をつなぐ」を使命としており、様々なお酒の原料、造り方、飲み方など総合的な理

解を深めていただきたいと思います。

【曹源寺】岡山藩主池田綱政が元録11年（1698）に、高祖父信輝と父光政の菩提を弔い、

自らの冥福をも祈るために建立した池田家の菩提寺です。

※画像はイメージです。

【必ずお読みください】

※年末年始土日祝日は実施しておりません。宮下酒造　休館日　水曜日・第一、第三火曜

日　酒蔵見学は人数制限があるのでお申し込み時点で満員の場合は酒蔵見学はご参加でき

ません。その場合、前後の観光地でお時間で調整をさせていただきます。

※大人2名様から承ります。（4名様まで利用可）

※各施設の拝観入場料は別途お支払いください。

※各施設の休館日は催行いたしません。

※取消料は乗車日の10日前より発生いたします。

※利用期限は寄付申込日より1年間です。

※寄付手続き決済後のキャンセルはできませんので、予めご了承下さい。

[№5220-0864]アートで再生した近代産業遺
産の島「犬島」観光 タクシーご利用6時間
コース

[№5220-0244]ドローンによる空家点検（屋
根・外観）サービス②

[№5220-0454]天然 青うなぎ 蒲焼約400g・
白焼約400g（合計約800g) 海鮮酒処 美魚味
岡山旭川

[№5220-0674]ホテルグランヴィア岡山 レス
トランご招待券 備彩ペア食事券 50,000円×
1枚

135,000円 139,000円 170,000円 193,000円

【必ずお読みください】

※年末年始土日祝日は実施しておりません。犬島精錬所美術館は火曜日から木曜日（3月1

日～11月30日）全日（12月1日～2月末日）

※但し祝日の場合は開館、翌日休館日

※但し月曜日が祝日の場合は火曜日開館、翌水曜日休館。

※悪天候が予測され船が出航できないと予測される合は受付できない場合がございます。

※西宝伝港到着後当社の責任に因らず船が出航できない場合返金はいたしかねます。

※西宝伝港発11：00分頃　犬島発13：55分頃

※犬島滞在時間約2時間30分

※西宝伝港までお送りしたタクシーとお迎えにあがるタクシーは変わります。（待機時間

は含まれておりません、お客様が乗車されたタクシーの待機をご希望の場合には別途待機

料金が発生いたしますので直接運転手にお支払い下さい。

※大人2名様から承ります。（4名様まで利用可）

※各施設の拝観入場料は別途お支払いください。

※各施設の休館日は催行いたしません。

※取消料は乗車日の10日前より発生いたします。

※利用期限は寄付申込日より1年間です。

※寄付手続き決済後のキャンセルはできませんので、予めご了承下さい。

【お問合せ先】

株式会社Tikiナビトラベル

岡山県知事登録旅行業第2-388号・（社）全国旅行業協会正会員

〒702-8042 岡山県岡山市南区洲崎二丁目6番33号

TEL 086-261-1550 ※9:30～18:30（土日祝休み）/ FAX 086-261-8011

お問い合わせの際は「ふるさと納税の返礼品」の問い合わせであることをお伝えくださ

い。

ドローン操縦士資格、屋根診断技士資格取得者によ
るドローンを使った点検サービスです。空き家と
なっている家、誰も住んでいない実家などの屋根、
外壁、外観をドローンを使って点検します。突風や
ゲリラ豪雨の影響で瓦が飛んだり、壁が崩れたりし
て近隣にご迷惑をかけていないか。遠方に住んでい
て様子を見に行くことが出来ない為、現地の様子が
心配。これらの不安を解決するお手伝いをさせてい
ただきます。　※寄附を申し込まれる前に有限会社
廣安瓦建材まで必ず以下のいずれかにてご連絡をお
願いします。電話番号（086-724-3290）FAX番号
（086-724-2897）メールアドレス（hiroyasu-
r@mx4.et.tiki.ne.jp）※岡山市内の地域限定にな
ります。※有限会社廣安瓦建材で対応可能かどうか
現地確認をさせていただきます。（ドローン飛行不
可エリアもございます）※現地確認実施後、サービ
ス可否を寄付者様へご連絡いたします。※その後寄

【配達不可：離島】

岡山の青うなぎは汽水域に生息する希少な天
然うなぎです。泥臭くなく、上品な脂が乗っ
た至高の味を是非どうぞ。
テレビや新聞などで何度も紹介された海鮮酒
処 美魚味（みなみ）が自信を持ってお届け
いたします。

鉄板焼　備彩ペア食事券は、食事券専用のランチまたはディナーメ

ニューをご用意しております。

シェフが腕によりをかけてお作りする、とっておきのお料理をお楽しみ

ください。

■鉄板焼 備彩（19F） ※火曜定休日

ランチ／11：30～14：30（ラストオーダー 14：00） ディナー/17：30～

22：00(ラストオーダー21：00）

【メニュー】・先附・フォワグラの一皿・活伊勢海老の鉄板焼（活伊勢

海老の禁漁期間中は活鮑に変更となります）・千屋牛の食べ比べ（フィ

レ40g、ロース40g） ・ご飯・お味噌汁・香の物・本日のデザート・コー

ヒーまたは紅茶

※画像はイメージです。

※ご利用の際は事前にご予約をお願いしております。クリスマスやお正

月期間など、一部除外日がございますのでご了承ください。

※メニューは予告なく変更する場合もございます。ご了承ください。

※ご招待券には金額は記載されません。

※発行日より6ヶ月間有効。（一部除外日がございます。）

※払い戻し、換金、再発行はできません。

※ご利用に関する詳細はチケットの裏面をご確認ください。

※対象店舗にてチケットに応じたコース料理をご用意いたします。

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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[№5220-0653]岡山旭東病院 脳ドック×1受
診分

[№5220-0925]プロビタC 顆粒 60包入り 10
箱セット アスコルバイオ研究所

[№5220-0428]日本旅行  地域限定旅行クー
ポン【90，000円分】

[№5220-0835]2日間でバスに絵を描くアート
体験と岡山市内走行（4時間以内）★自分の
絵が描かれたバスが街中を走行します★

212,000円 231,000円 300,000円 396,000円

1受診分
頭部MRI／MRA検査、頸部MRA検査、頸動脈超
音波検査。
動脈硬化検査、認知機能スクリーニング検
査、心電図、血液検査、尿検査。

※2週間先からのご予約になります。（混雑
時はご希望日に添えない場合あり）
※ご夫婦やご家族で同日受診も可能（但し、
空き状況による）
※詳しくは寄附後に岡山旭東病院から電話を
いたします。予約日時が確定後、受診に必要
な書類等を送付致します。

プロビタCの主原料であるL-アスコルビン酸
2-グルコシド（AA-2G）は、岡山大学薬学部
で発明された安定・持続型ビタミンC誘導体
です。ビタミンCの壊れやすい部分にブドウ
糖を結合させたことにより、安定性が増し、
さらに摂取すると通常のビタミンCに比べ、
長時間にわたってビタミンCが血中に供給さ
れます。プロビタCは飲みやすい顆粒状で、
水なしで気軽にお召し上がりいただけます。
1日2包で500mgのビタミンCが摂取できます。
※栄養機能食品として1日2包（朝夕1包ず
つ）を目安に、そのまま、またはぬるま湯と
ともにお召し上がりください。

寄附先の自治体内に1泊以上の宿泊を伴うご旅行であれば、宿泊だけでな

く、現地までの交通費や現地での観光・体験等の精算にまで幅広く利用

できる地域限定旅行クーポンです。有効期間は発行日より5年間OK。ご旅

行の相談・予約は、受付専用2店舗（東京都区内と大阪市内1店舗ずつ）

で受け付けております。（※日本旅行ホームベージ等インターネットか

らの予約は、対象外となりますのでご注意ください）　（ご注意）■寄

附の入金確認後、「旅行クーポン」を利用に関する案内書面とともに郵

送（簡易書留）にてお送りします。■申込状況によってクーポンの発送

までに1ケ月程度かかる場合があります。予めご了承の上、お申込みくだ

さい。■当クーポンを使用できるのはご本人様に限ります。（第3者譲渡

は不可）。ご旅行参加者はご本人以外の方も有効です。■利用できるの

は日本旅行契約施設に限ります。■ご旅行代金精算に際して、当クーポ

ンを受付店舗までご持参又はご送付いただくことが必要です。ご送付の

場合、封筒のご準備及び送料等は、お客様のご負担となりますのであら

かじめご了承ください。■旅行お申し込み後、お客様都合で旅行を取消

され取消料が発生する場合は、現金又はクレジットカードで取消料の精

算をしていただきます。クーポンは、ご返却しますので次のご旅行にご

利用ください。■その他詳しいご利用条件はクーポンと合わせて送付さ

せていただくご案内書面をご参照ください。

最大2日間かけて通常運行している大型観光バスに専用のクレヨンで好きなように好きな

だけ絵を描いていただきます。

自分の描いた絵が街中を走ります。実際に描いたバスにご乗車いただき、街の人々の反応

を感じて下さい。

2日間でバスに絵を描くアート体験と岡山市内走行（4時間以内）

●ご利用の際は寄附前に一度「下電観光バス旅行営業部」までお電話もしくはメールにて

空き状況をお問合せ下さい●

（ご希望の日程が満車日のため、お受けできない可能性もございます）

電話番号：086-225-1233

メールアドレス：sdt-kankou@shimoden.co.jp

平日：9:00～17:30（土日祝日は休み）

年末年始（12/29～1/3）・お盆（8/11～15）

【催行不可日】4月中旬～6月中旬、9月下旬～12月上旬、その他バスが満車のため対応で

きない日有り。

※雨天決行。ただし台風などの荒天時は危険を伴うため、順延させていただく場合があり

ます。順延の場合は前日までに寄附者様と相談の上決定。

参加人数：1組1回30名様まで

利用期限：お申込をいただいてから1年間有効

開催日時：寄附者様とご相談の上決定　最大2日連続する希望日をお伝え下さい。

体験時間：両日9:00～17:00

対象年齢：特にございません。小さいお子様から大人の方までクレヨンが持てれば大丈夫

です。

開催場所：下電観光バス株式会社 輸送管理部 【住所】岡山市南区曽根280-1

寄附者様各自でご集合下さい。マイカーの駐車場有。

最寄の駅JR瀬戸大橋線茶屋町駅からタクシーで約10分。

最寄のバス停下電バス興除線下電バス興除営業所下車すぐ。

[№5220-0675]岡山画像診断センター PET/CT
がん検診 ベーシックコース（1名様分）

[№5220-0429]日本旅行  地域限定旅行クー
ポン【150,000円分】

[№5220-0430]日本旅行  地域限定旅行クー
ポン【300,000円分】

430,000円 500,000円 1,000,000円

PET検査では、ヒトの体内に存在するブドウ糖に似せた薬（FDGという）

を体内に注射します。がん細胞はブドウ糖をたくさん取り込みするた

め、薬の集まる様子を見る事でがんのある場所・大きさ・悪性度などが

わかります。

岡山画像診断センターではPET検査と同時にCT検査を行います。

PET、CTそれぞれの検査画像を融合させる事でより正確な診断が可能で

す。

医療法人岡山画像診断センター

〒700-0913 岡山県岡山市北区大供2丁目3番25号

寄附申込み後、センタースタッフより予約に関するお電話をさせていた

だきます。

寄附者様の体調によっては、受診が困難な場合があります。

体調等の都合により、受診が困難な場合でも寄付を返金することはでき

ません。

①糖尿病治療中の方、空腹時血糖値150mg/dlを超える方は適切な画像を

撮影できない可能性があります。

②妊娠中の方、または疑いのある方についてはPET検査を受けることがで

きません。

③授乳中の方もなるべく時期をずらすことをおすすめします。

④極度の閉所恐怖症の方

⑤ペースメーカー、ICD埋込をされている方は事前に確認をさせていただ

きます。

寄附先の自治体内に1泊以上の宿泊を伴うご旅行であれば、宿泊だけでな

く、現地までの交通費や現地での観光・体験等の精算にまで幅広く利用

できる地域限定旅行クーポンです。有効期間は発行日より5年間OK。ご旅

行の相談・予約は、受付専用2店舗（東京都区内と大阪市内1店舗ずつ）

で受け付けております。（※日本旅行ホームベージ等インターネットか

らの予約は、対象外となりますのでご注意ください）　（ご注意）■寄

附の入金確認後、「旅行クーポン」を利用に関する案内書面とともに郵

送（簡易書留）にてお送りします。■申込状況によってクーポンの発送

までに1ケ月程度かかる場合があります。予めご了承の上、お申込みくだ

さい。■当クーポンを使用できるのはご本人様に限ります。（第3者譲渡

は不可）。ご旅行参加者はご本人以外の方も有効です。■利用できるの

は日本旅行契約施設に限ります。■ご旅行代金精算に際して、当クーポ

ンを受付店舗までご持参又はご送付いただくことが必要です。ご送付の

場合、封筒のご準備及び送料等は、お客様のご負担となりますのであら

かじめご了承ください。■旅行お申し込み後、お客様都合で旅行を取消

され取消料が発生する場合は、現金又はクレジットカードで取消料の精

算をしていただきます。クーポンは、ご返却しますので次のご旅行にご

利用ください。■その他詳しいご利用条件はクーポンと合わせて送付さ

せていただくご案内書面をご参照ください。

寄附先の自治体内に1泊以上の宿泊を伴うご旅行であれば、宿泊だけでな

く、現地までの交通費や現地での観光・体験等の精算にまで幅広く利用

できる地域限定旅行クーポンです。有効期間は発行日より5年間OK。ご旅

行の相談・予約は、受付専用2店舗（東京都区内と大阪市内1店舗ずつ）

で受け付けております。（※日本旅行ホームベージ等インターネットか

らの予約は、対象外となりますのでご注意ください）　（ご注意）■寄

附の入金確認後、「旅行クーポン」を利用に関する案内書面とともに郵

送（簡易書留）にてお送りします。■申込状況によってクーポンの発送

までに1ケ月程度かかる場合があります。予めご了承の上、お申込みくだ

さい。■当クーポンを使用できるのはご本人様に限ります。（第3者譲渡

は不可）。ご旅行参加者はご本人以外の方も有効です。■利用できるの

は日本旅行契約施設に限ります。■ご旅行代金精算に際して、当クーポ

ンを受付店舗までご持参又はご送付いただくことが必要です。ご送付の

場合、封筒のご準備及び送料等は、お客様のご負担となりますのであら

かじめご了承ください。■旅行お申し込み後、お客様都合で旅行を取消

され取消料が発生する場合は、現金又はクレジットカードで取消料の精

算をしていただきます。クーポンは、ご返却しますので次のご旅行にご

利用ください。■その他詳しいご利用条件はクーポンと合わせて送付さ

せていただくご案内書面をご参照ください。

このカタログに記載されている情報は2022年10月13日現在のものです。お手元に届いた時には品切れや受付終了になっている場合がありますのでご了承ください。
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