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私たちのまち北栄町は、

東西13キロに及ぶ北条砂丘や

肥沃なくろぼくの大地に恵まれたまちです。

この豊かな自然を

将来世代に引き継いでいくために、

９基の風力発電を始め、

太陽光発電やごみの減量化など

環境保全に取り組んでいます。

町を応援していただけるみなさまと一緒に、

活気にあふれた北栄町を創りたいと思います。

みなさまのご支援をよろしくお願いします。   

「ふるさと北栄町」を「ふるさと北栄町」を
応援してください！

寄附金額が１万円以上の方は、
５ページからのカタログより  
ご希望の特産品をお選びください。

寄附金を
北栄町に納付します
クレジットカード、ゆうちょ銀行、
郵便局、銀行、現金書留の方法で
お支払いいただけます。

特産品は❸の寄附証明書（領収書）
とは別に、各企業から直接お送り
します。

※ゆうちょ銀行、郵便局の場合は、
　裏表紙にあるパンフレット付属の
　払込票をご利用ください。

※納税額によりお選びいただける特産品が異なります。

※ワンストップ特例申請により、
　確定申告の代行を北栄町に申請
　することができます。

2

税金の控除
所得税の還付と翌年度住民税の軽減。
※ワンストップ特例申請を利用する場合は
　所得税還付相当分も含めて個人住民税一本
　から軽減されます。
　

6

3

4お選びいただいた
特産品をお送りします

寄附の申込みと特産品の選択
本パンフレットの30ページにあります「寄附申込書」に
必要事項をご記入のうえ、郵送またはFAXにて
下記担当までお送りください。
ホームページからお申込み頂くこともできます。

寄附証明書を送付
寄附金の入金を確認した後、
北栄町役場から
寄附証明書（領収書）を
お送りします。

5 確定申告
❸の寄附証明書（領収書）を添付のうえ、
確定申告してください。

１

北栄町役場  ふるさと納税担当
〒689-2292  鳥取県東伯郡北栄町由良宿423番地1

FAX. 0858-37-5339
http://www.e-hokuei.net/

ふるさと
納 税の
手　順

応援してください応援してください応援してください応援してください

肥沃なくろぼくの大地に恵まれたまちです。

将来世代に引き継いでいくために、

町を応援していただけるみなさまと一緒に、

あふれた北栄町を創りたいと思います。あふれた北栄町を創りたいと思います。

みなさまのご支援をよろしくお願いします。   

あふれた北栄町を創りたいと思います。

ふるさと
納 税 の
使 い 道

子どもの
教育・
健全育成

観光振興
自然

エネルギー
の活用・
環境保全

まんがを
活用した
まちづくり

農業の振興
その他
文化振興・
健康福祉の
充実など（ ）

ワンストップ特例制度が利用できる対象者は
以下の２つの条件を満たす方です。

①もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること。
②１年間（１月１日～１２月３１日）の寄附先の自治体数が５か所
　以内であること。

ワンストップ特例制度を希望される方は、寄附申込書の
「４．」で「申請書の送付を希望する」に□してください。
役場から寄付証明書をお送りする際に、ワンストップ特例
制度のご案内と申請書を同封します。

確定申告の不要な給与所得者等がふるさと
納税を行う場合、寄附者自身が確定申告を
しなくても、寄附先の自治体（北栄町）へ確
定申告の代行を依頼することで、ふるさと
納税にかかる寄附金税額控除を受けること
が出来る仕組みです。

ふるさと納税
ワンストップ特例制度

とは？
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冷蔵

魚 貝 類
【ブランド】ボイル特選
とっとり松葉がに「五輝星」 １枚

「とっとり松葉ガニ」のうち、大きさ、品質、形な
ど、鳥取県の定める５つの厳しい基準をクリア
した最上級の松葉ガニ「五輝星（いつきぼし）」
を姿のままボイルしてお届けします。
大変希少な、トップブランドの松葉ガニを是非
一度ご賞味ください。

限定30枚8

「とっとり松葉がに」のうち鳥取県が定める厳しい基準を
クリアした最上級のブランド松葉ガニ　１枚　
※小指もあり。　

［事業所名］株式会社 魚倉

い つ   き   ぼし

とっとり松葉がに「五輝星」 １枚
い つ   き   ぼし

とっとり松葉がに「五輝星」 １枚
７

ポイント

11月中旬～２月末※配送日の指定はできません　発送時期 １月末まで　申込期限

北栄町内で使える
優待券もお贈りします！

1万円以上の「ふるさと納税」をされた方へ

ご注意
ください！

カタログの
見方

別冊のクーポン券「北栄町体券（ほくえいちょうたい
けん）」を各協賛企業に提示していただくと、1年間
有効で各種優待サービスを受けることができます！
ぜひ北栄町に遊びに来てください！！

申し込み番号
特産品名

特産品の説明

ポイント数

発送元の企業名

発送時期・申込期限

発送方法

P.30の「寄附申込書」に、この番号をご記入ください。

発送時期が限られている品が
ありますのでご確認ください。

さらに

●特産品の中には発送時期が限られている品がありますのでご確認ください。
●特産品のお届け回数に制限はありません。
●特産品のお届けには、１ヶ月程度お時間をいただく場合があります。
●発送時の連絡は対応できません。
●配達日の指定はできませんが、配達時間の指定は可能です。
●長期不在等で、特産品を受け取れない日がある場合は事前にお知らせください。再配達は致しかねます。
●特産品の中には、予告なく仕様・内容が変更になる場合があります。
●特産品は各企業から直接お送りしますので、寄附者様のご住所、お名前、電話番号を企業に提供する必要
があります。ご了承いただきますようお願いします。

●寄附証明書の発送は事務処理上、寄附金の払込み（又はカード利用日）から１～２ヶ月かかることがあります。

保有ポイントの範囲内であれば、特産品の組み合わせは自由です。
※1万円未満は切り捨てになり、ポイントに換算されません。

寄附の申込みをされた方に、北栄町の特産品をお送りします。
次ページからのカタログからお好きな品をお選びください。

３0,000円の
寄附をした場合

たとえば… パターン①

パターン②

パターン③

 3 
ポイント

保有

３ポイント 1 品の商品を 選択

1ポイント 1 品の商品を 選択２ポイント 1 品の商品を ＋

１ポイント 品３の商品を 選択

で、お好きな特産品が
お選びいただけます。寄附金10,000円＝ 1 ポイント
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鳥取和牛１頭分
まんべんなく味わうセット　　

プレミアム（定期便）／肉類

100 ポイント

1

冷凍

和牛の加工品セット
（和牛ベーコン160ｇ、 和牛ジャーキー100ｇ、
 和牛ローストビーフ300ｇ)

４
月

ロースとヒレのステーキセット  ２kg
（ロース1kg、 ヒレ1kg）

５
月

ハラミ、タン、ホルモンの焼肉セット  ２kg
（ハラミ1kg、 上タン200ｇ、
  ミックスホルモン800ｇ）　

６
月

希少部位のミニステーキセット  ２kg
（ミスジ、 ランプ、 イチボなど）

７
月

焼き肉セット  ２kg
（ロース、 カルビ、 モモなど）
自家製たれ付

８
月

切り落としセット  ２kg９
月

希少部位のミニステーキセット  ２kg
（ザブトン、 トウガラシ、 シンタマなど)

10
月

焼き肉セット  ２kg
（ロース、 カルビ、 モモなど）
自家製たれ付

11
月

すき焼きセット  ２kg
（ロース１kg、 モモ１kg）　

12
月

煮込み用すね肉ブロック  ４ｋｇ１
月

もつ鍋セット　2～3人前
（ミックスホルモン300ｇ、 スープ、ラーメン付き）
×２セット

２
月

鳥取和牛「mere Rouge」
ロースステーキ  1kg、
ヒレステーキ  1ｋｇ　

３
月

１年間、毎月、季節におすすめの食べ方で鳥取自慢のお肉セットをお送りします。ステー
キ、焼肉、すき焼き、切り落としは鳥取和牛A5、A4ランクのお肉を中心に使用。和牛ベーコ
ンは東京の三ツ星レストランで使用されている高級加工品です。鳥取和牛の新ブランド

「mere Rouge」の超希少肉も加わり、魅力たっぷりなお肉のセットをどうぞご賞味ください。
［事業所名］あかまる牛肉店

通年（毎月10日前後）発送時期

100
ポイント

24
ポイント

20
ポイント

12
ポイント

Tottori Hokuei town Furusato Nouzei 2016

プレミアム（定期便）
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弊社（株式会社エイチアグリ）の精米につきまして
は、お米の栄養が一番詰まっている「うまみ層」を
少し残す精米を行っており、通常の上白米とは違い
少し黄色味を帯びているのが特徴です。通常のお
米とは、香り等の違いを感じられる方もいらっしゃ
いますが、あらかじめご了承ください。

水を使わない無洗米加工機を使い、製造を行っておりますので、付
着しているお米の粉やデンプン質にて水が白濁する場合がござい
ますが、炊飯には影響ありません。お米をとぐ必要はありませんが、
どうしても気になります方は、１～２回軽くすすいでから炊飯してく
ださい。

お米のご案内

精　米
について

無洗米
について

※無洗米は、研ぎ洗いがなくても炊けるお米ですが、水が白濁しな
　いお米ではございませんのでご了承ください。

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店　

鳥取和牛ロースと希少部位の
“味のちがいを感じる”セット

鳥取和牛のロースは、２歳半で出荷されたＡ4～Ａ5ランクのものと、10年近く飼育されたお母
さん牛の新ブランド「mere Rouge」の２種類を、味の比較をしながら召し上がっていただけま
す。また、近年注目されている和牛のザブトンやミスジ、シンタマ、ランプ、イチボなどの各部位
で柔らかさや脂分がそれぞれ異なるステーキを、その違いを楽しみながら食べてください。味
の違いを感じたい人に、ぜひお試しいただきたいセットです。

限定50セット5

《 ロ ー ス 》
　鳥取和牛／Ａ４～Ａ５ランク／ロースステーキ 1ｋｇ（２～4枚）、
　鳥取和牛／「mere Rouge」ロースステーキ 1ｋｇ（２～３枚）

《希少部位》
　鳥取和牛／Ａ4～Ａ5ランク希少部位ステーキ １kｇ(4~６枚)

《セット商品》肉類・酒類

［事業所名］あかまる牛肉店　

鳥取和牛と北条ワインのゆうべ

西日本を代表する高品質な国産ワイン・北条ワインと、鳥取県を代表するお肉・鳥取和牛のコラ
ボレーション。新酒・北条ワインヌーボーは発売に合わせて11月にお送りします。そのほかの2セ
ットはお客様のご都合に合わせて発送いたします。同じ土壌で育まれたセットだけに、互いの味
を高めあうこと間違いなし！鳥取の地に思いを馳せながら召し上がってください。

《A》北条ワインヌーボー 赤・白×鳥取和牛 希少部位ステーキ 1ｋｇ
《B》北条ワインヴィンテージ 赤・白 × 鳥取和牛ローストビーフ、
　　和牛ベーコン、和牛ジャーキー

《C》北条ワイン砂丘 赤・白 ×鳥取和牛「mere Rouge」赤身ステーキ 1ｋｇ
※Ａは11月にお届け、Ｂ・Ｃはご希望月にお届け。　

スイーツ・加工品

［事業所名］株式会社 MY HONEY　

ナッツの蜂蜜漬け２４個セット

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１４ 金賞受賞。毎
日続けられる飽きないハチミツをコンセプトにした
ブランド「ＭＹ　ＨＯＮＥＹ」の一番人気商品を24
個セットにしました。毎日の美容と健康に、人気モ
デルや芸能人も愛用するＭＹ　ＨＯＮＥＹを試し
てみませんか？
※1歳未満のお子様には与えないでください。

7

ナッツの蜂蜜漬け　200g×24個

冷凍

冷凍

限定200セット6

10
ポイント

常温

下段の「お米のご案内」をご覧ください

焼き肉セット  1kg
（ロース、 カルビ、 モモなど）
自家製たれ付

４
月

切り落としセット  1kg
（バラ、 ネック、 ブリスケ 、スネなどの切り落とし）

６
月

ステーキセット  1kg
（ロース500ｇ、 ヒレ500ｇ）

８
月

和牛の加工品セット
（和牛ベーコン160ｇ、 和牛ジャーキー100ｇ、 
  和牛ローストビーフ300ｇ）

10
月

すき焼きセット  1kg
（ロース、 肩、 モモなど）

12
月

もつ鍋セット　２～３人前
（ミックスホルモン300ｇ、 スープ、 ラーメン付き）

２
月

下段の「お米のご案内」をご覧ください

12 ポイント

《ロース》
鳥取和牛

「mere Rouge」
ロースステーキ

《希少部位》
鳥取和牛
Ａ4～Ａ5ランク
希少部位ステーキ

《ロース》
鳥取和牛
Ａ４～Ａ５ランク
ロースステーキ

《A》 《B》 《C》

10
ポイント

10
ポイント

10
ポイント

通年※但しＡは11月にお届け発送時期

通年発送時期

通年発送時期

４月～10月末申込期限

プレミアム（定期便）／肉類3

冷凍
１年間、６回に分けてその季節におすすめの食べ方でカットした鳥取自慢の
お肉セットをお送りします。焼肉、すき焼き、切り落とし、ステーキは鳥取和牛
A5、A4ランクのお肉を中心に使用。和牛ベーコンは東京の三ツ星レストランで
使用されている高級加工品です。魅力たっぷりなセットをお届けします。

［事業所名］あかまる牛肉店

鳥取和牛を
６回楽しめるセット20 ポイント

通年（隔月10日前後）発送時期

日置さん家のお米
選べる３０ｋｇ×１２か月定期便

プレミアム（定期便）／米

24 ポイント

2

毎日家族やみんなで食べたい方に、お米30kgを12か月お届けする定期便です。お米の種類や、玄
米・精米・無洗米、小分け袋のサイズなど30kgの中で自由に選んでいただけます。お申込み後に、弊
社からお送りする「年間送付計画書」にお好きな組み合わせをご記入いただきご返送ください。

［事業所名］株式会社エイチアグリ

コシヒカリ・きぬむすめ・ひとめぼれ・ハクトモチ他
３０ｋｇ×１２か月（３・５・１０・３０ｋｇ袋自由に小分け）
※自然栽培の商品は選択できません※時期により、在庫のない品種がある場合があります。

常温

通年（毎月初旬）発送時期

日置さん家のお米　選べる12か月
定期便（3ｋｇ×4袋）×12か月

プレミアム（定期便）／米4

毎日食べたい方に、いろんな選択をしたい方に、お米の種類が選べる12か月定期便です。お申込み
後に、弊社からお送りする「注文書」に、お米の名前、玄米・精米・無洗米などお好きな組み合わせをご
記入いただきご返送ください。1袋ごとにお選びいただくこともできます。

［事業所名］株式会社エイチアグリ

コシヒカリ・きぬむすめ・ひとめぼれ・ハクトモチ他内容を選べます
（自然栽培の商品は選択できません）　３ｋｇ×4袋×12か月

※時期により、在庫のない品種がある場合があります。

常温
通年（毎月初旬）発送時期

0706



弊社（株式会社エイチアグリ）の精米につきまして
は、お米の栄養が一番詰まっている「うまみ層」を
少し残す精米を行っており、通常の上白米とは違い
少し黄色味を帯びているのが特徴です。通常のお
米とは、香り等の違いを感じられる方もいらっしゃ
いますが、あらかじめご了承ください。

水を使わない無洗米加工機を使い、製造を行っておりますので、付
着しているお米の粉やデンプン質にて水が白濁する場合がござい
ますが、炊飯には影響ありません。お米をとぐ必要はありませんが、
どうしても気になります方は、１～２回軽くすすいでから炊飯してく
ださい。

お米のご案内

精　米
について

無洗米
について

※無洗米は、研ぎ洗いがなくても炊けるお米ですが、水が白濁しな
　いお米ではございませんのでご了承ください。

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店　

鳥取和牛ロースと希少部位の
“味のちがいを感じる”セット

鳥取和牛のロースは、２歳半で出荷されたＡ4～Ａ5ランクのものと、10年近く飼育されたお母
さん牛の新ブランド「mere Rouge」の２種類を、味の比較をしながら召し上がっていただけま
す。また、近年注目されている和牛のザブトンやミスジ、シンタマ、ランプ、イチボなどの各部位
で柔らかさや脂分がそれぞれ異なるステーキを、その違いを楽しみながら食べてください。味
の違いを感じたい人に、ぜひお試しいただきたいセットです。

限定50セット5

《 ロ ー ス 》
　鳥取和牛／Ａ４～Ａ５ランク／ロースステーキ 1ｋｇ（２～4枚）、
　鳥取和牛／「mere Rouge」ロースステーキ 1ｋｇ（２～３枚）

《希少部位》
　鳥取和牛／Ａ4～Ａ5ランク希少部位ステーキ １kｇ(4~６枚)

《セット商品》肉類・酒類

［事業所名］あかまる牛肉店　

鳥取和牛と北条ワインのゆうべ

西日本を代表する高品質な国産ワイン・北条ワインと、鳥取県を代表するお肉・鳥取和牛のコラ
ボレーション。新酒・北条ワインヌーボーは発売に合わせて11月にお送りします。そのほかの2セ
ットはお客様のご都合に合わせて発送いたします。同じ土壌で育まれたセットだけに、互いの味
を高めあうこと間違いなし！鳥取の地に思いを馳せながら召し上がってください。

《A》北条ワインヌーボー 赤・白×鳥取和牛 希少部位ステーキ 1ｋｇ
《B》北条ワインヴィンテージ 赤・白 × 鳥取和牛ローストビーフ、
　　和牛ベーコン、和牛ジャーキー

《C》北条ワイン砂丘 赤・白 ×鳥取和牛「mere Rouge」赤身ステーキ 1ｋｇ
※Ａは11月にお届け、Ｂ・Ｃはご希望月にお届け。　

スイーツ・加工品

［事業所名］株式会社 MY HONEY　

ナッツの蜂蜜漬け２４個セット

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１４ 金賞受賞。毎
日続けられる飽きないハチミツをコンセプトにした
ブランド「ＭＹ　ＨＯＮＥＹ」の一番人気商品を24
個セットにしました。毎日の美容と健康に、人気モ
デルや芸能人も愛用するＭＹ　ＨＯＮＥＹを試し
てみませんか？
※1歳未満のお子様には与えないでください。

7

ナッツの蜂蜜漬け　200g×24個

冷凍

冷凍

限定200セット6

10
ポイント

Tottori Hokuei town Furusato Nouzei 2016

常温

下段の「お米のご案内」をご覧ください

焼き肉セット  1kg
（ロース、 カルビ、 モモなど）
自家製たれ付

４
月

切り落としセット  1kg
（バラ、 ネック、 ブリスケ 、スネなどの切り落とし）

６
月

ステーキセット  1kg
（ロース500ｇ、 ヒレ500ｇ）

８
月

和牛の加工品セット
（和牛ベーコン160ｇ、 和牛ジャーキー100ｇ、 
  和牛ローストビーフ300ｇ）

10
月

すき焼きセット  1kg
（ロース、 肩、 モモなど）

12
月

もつ鍋セット　２～３人前
（ミックスホルモン300ｇ、 スープ、 ラーメン付き）

２
月

下段の「お米のご案内」をご覧ください

12 ポイント

《ロース》
鳥取和牛

「mere Rouge」
ロースステーキ

《希少部位》
鳥取和牛
Ａ4～Ａ5ランク
希少部位ステーキ

《ロース》
鳥取和牛
Ａ４～Ａ５ランク
ロースステーキ

《A》 《B》 《C》

10
ポイント

10
ポイント

10
ポイント

通年※但しＡは11月にお届け発送時期

通年発送時期

通年発送時期

４月～10月末申込期限

プレミアム（定期便）／肉類3

冷凍
１年間、６回に分けてその季節におすすめの食べ方でカットした鳥取自慢の
お肉セットをお送りします。焼肉、すき焼き、切り落とし、ステーキは鳥取和牛
A5、A4ランクのお肉を中心に使用。和牛ベーコンは東京の三ツ星レストランで
使用されている高級加工品です。魅力たっぷりなセットをお届けします。

［事業所名］あかまる牛肉店

鳥取和牛を
６回楽しめるセット20 ポイント

通年（隔月10日前後）発送時期

日置さん家のお米
選べる３０ｋｇ×１２か月定期便

プレミアム（定期便）／米

24 ポイント

2

毎日家族やみんなで食べたい方に、お米30kgを12か月お届けする定期便です。お米の種類や、玄
米・精米・無洗米、小分け袋のサイズなど30kgの中で自由に選んでいただけます。お申込み後に、弊
社からお送りする「年間送付計画書」にお好きな組み合わせをご記入いただきご返送ください。

［事業所名］株式会社エイチアグリ

コシヒカリ・きぬむすめ・ひとめぼれ・ハクトモチ他
３０ｋｇ×１２か月（３・５・１０・３０ｋｇ袋自由に小分け）
※自然栽培の商品は選択できません※時期により、在庫のない品種がある場合があります。

常温

通年（毎月初旬）発送時期

日置さん家のお米　選べる12か月
定期便（3ｋｇ×4袋）×12か月

プレミアム（定期便）／米4

毎日食べたい方に、いろんな選択をしたい方に、お米の種類が選べる12か月定期便です。お申込み
後に、弊社からお送りする「注文書」に、お米の名前、玄米・精米・無洗米などお好きな組み合わせをご
記入いただきご返送ください。1袋ごとにお選びいただくこともできます。

［事業所名］株式会社エイチアグリ

コシヒカリ・きぬむすめ・ひとめぼれ・ハクトモチ他内容を選べます
（自然栽培の商品は選択できません）　３ｋｇ×4袋×12か月

※時期により、在庫のない品種がある場合があります。

常温
通年（毎月初旬）発送時期

0706



肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店　

鳥取和牛 すき焼き用ロース 2ｋｇ

鳥取和牛上位ランクのロースをたっぷりと贅沢
に詰め込んでお届けします。Ａ4，Ａ5ランクな
らではの口どけの良さ、そして鳥取和牛ならで
はの後味の良さ。お得なセットです！

13

鳥取和牛　すき焼き用ロース
Ａ４・Ａ５ランク  2ｋｇ

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店　

【ブランド】鳥取和牛「mere Rouge（メア・ルージュ～母なる赤～）」　
サーロインとヒレのステーキセット　　　　　

鳥取和牛の新ブランド「mere Rouge（メア・ル
ージュ～母なる赤～）」の、食べ応えたっぷり
500ｇの分厚いサーロインステーキです。出荷
頭数が極端に少ない和牛のお母さん牛は、今
ブームの赤身肉です。味が落ち着き、旨味がし
っかり乗るよう、と畜から25日以上熟成させた
もののみを厳選してお届けしています。

15

鳥取和牛「mere Rouge（メア・ルージュ～母なる赤～）」
サーロインステーキ５００ｇ×２枚、ヒレステーキ１５０ｇ×２枚　　

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店

鳥取和牛 希少部位のステーキ
詰合せ 1.5ｋｇ

ミスジ、トモサンカク、イチボ、ランプ・・・鳥取和
牛の上位ランクのみを仕入れ、味や脂の乗り、
食べ応えにさまざまな特徴がある希少部位を
細かく切り出しています。もともと数が少ない
鳥取和牛の、さらに希少部位ということで、手
に入りづらいものとなっています。

14

鳥取和牛　希少部位のステーキ詰合せ　1.5ｋｇ

冷凍

冷凍
冷凍

限定50セット

スイーツ・加工品

［事業所名］株式会社 MY HONEY　

ナッツの蜂蜜漬け １２個セット

ＦＯＯＤＥＸ　ＪＡＰＡＮ　2014　金賞受賞。
毎日続けられる飽きないハチミツをコンセプトに
したブランド「ＭＹ　ＨＯＮＥＹ」の一番人気商
品を12個セットにしました。毎日の美容と健康に、
人気モデルや芸能人も愛用するＭＹ　ＨＯＮＥ
Ｙを試してみませんか？

※1歳未満のお子様には与えないでください。

18

ナッツの蜂蜜漬け  200g×12個

スイーツ・加工品

［事業所名］株式会社 MY HONEY　

ハニーナッツ＆アカシアハニー＆ハニーショコラ＆
エトワール＆ピーナッツハニーセット（各２個）

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１４ 金賞受賞
の「ナッツの蜂蜜漬け」と、砂糖・乳製品不使用
の天然蜂蜜の甘さだけで作った「ハニーショコ
ラ」「ピーナッツハニー」と、黒コショウがピリッ
ときいた「エトワール」をセットにしました。
※1歳未満のお子様には与えないでください。

17

ナッツの蜂蜜漬け  200g×2個、 アカシアハニー  200ｇ×2個、
ハニーショコラ  200ｇ×2個、 エトワール  200ｇ×2個、
ピーナッツハニー 200ｇ×2個

魚 貝 類

活松葉ガニ（ご自宅用） 大 ２枚

この松葉ガニは、脚や爪が２～３本取れてい
ますが、身がしっかりと詰まったもので、ご家族
やお友達と楽しんで頂くのにおススメです。活
でしか味わえない本物の蟹をご堪能ください
ませ！

16

ご自宅用足折れ活松葉ガニ　
大サイズ　２枚　
※時価のため、水揚げにより大きさが変わります。 
※活きたカニを発送しますが、お届け時点でカニが
　活きていることを保証するものではありません。

冷蔵

［事業所名］高間商店　

酒類・ドリンク

［事業所名］梅津酒造有限会社

北栄町産のお酒 12本セット

北栄町に江戸時代から140年続く酒蔵
で造られたお酒です。鳥取県産の酒米
で造った個性豊かな日本酒、鳥取県特
産の風味豊かな砂丘長芋の焼酎、鳥取
県産の完熟梅を二年以上日本酒に漬
けこんだ梅酒など、いろいろ楽しめる豪
華詰め合わせです。にごり原酒は冬は
生、夏は火入れ（加熱済）になります。　

19

うまいがな濃醇  720㎖、 うまいがな軽快  720㎖、 純米吟醸『天宝』 720㎖、
梅津の生モト60％原酒  720㎖、 冨玲 生モト仕込60％山田錦  720㎖、 
冨玲 生モト仕込60％玉栄  720㎖、 冨玲 にごり原酒  720㎖、 冨玲 特別純米酒 720㎖、 
砂丘長いも焼酎30度  720㎖、 砂丘長いも焼酎25度  720㎖、良熟梅の酒『野花』  500㎖、 
梅酒『琴浦』  500㎖　各1本

5
ポイント

常温

常温常温

５
ポイント

５
ポイント

５
ポイント

５
ポイント

５
ポイント

５
ポイント

５
ポイント

通年発送時期

通年発送時期

通年発送時期

通年※12本全てを一度にお届けします。発送時期

通年発送時期

11月～２月末発送時期 １月20日まで申込期限

通年発送時期

冷蔵

魚 貝 類
活松葉ガニ（タグ付）
大 ２枚

地元北栄町で鮮魚・蟹を扱って50年の高間商
店が、冬の日本海で水揚げされたばかりの活き
た松葉ガニから身詰まりの良い逸品を厳選し、
お届けします。活でしか味わえない本物の蟹を
ご堪能くださいませ！

9

タグ付活松葉ガニ　大サイズ　２枚　
※時価のため、水揚げにより大きさが変わります。
※活きたカニを発送しますが、お届け時点でカニが
　活きていることを保証するものではありません。

冷蔵

［事業所名］高間商店

魚 貝 類
ボイル松葉ガニ（タグ付） 
特大 ２枚

11月に解禁となる松葉がに漁で水揚げされた
新鮮な松葉がにを、姿のままボイルしてお届け
します。かにの身の上品な甘みと、濃厚なかに
みその旨味をぜひ実感してください。

10

タグ付ボイル松葉ガニ　特大サイズ　２枚
※時価のため、水揚げにより大きさが変わります。

［事業所名］株式会社 魚倉

魚 貝 類

ボイル松葉ガニ（タグ付） 大 ２枚

11月に解禁となる松葉がに漁で水揚げされた
新鮮な松葉がにを、姿のままボイルしてお届け
します。かにの身の上品な甘みと、濃厚なかに
みその旨味をぜひ実感してください。

11

タグ付ボイル松葉ガニ　大サイズ　２枚
※時価のため、水揚げにより大きさが変わります。

冷蔵

スイーツ・加工品

［事業所名］株式会社 MY HONEY　

ハニーナッツ＆アカシアハニー＆ハニーショコラ＆エトワール＆
ピーナッツハニー＆ハーブコーディアルセット(各２個）

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１４ 金賞受賞
の「ナッツの蜂蜜漬け」をはじめ、ＭＹ　ＨＯ
ＮＥＹの全商品を２つずつご用意した贅沢な
セットです。
※1歳未満のお子様には与えないでください。

12

ナッツの蜂蜜漬け  200g×2個、 アカシアハニー  200ｇ×2個、
ハニーショコラ  200ｇ×2個、 エトワール  200ｇ×2個、
ピーナッツハニー  200ｇ×2個、
ハーブコーディアル  200㎖×2個

7
ポイント

Tottori Hokuei town Furusato Nouzei 2016

6
ポイント

Tottori Hokuei town Furusato Nouzei 2016

常温

［事業所名］株式会社 魚倉

冷蔵

魚 貝 類
【ブランド】ボイル特選
とっとり松葉がに「五輝星」 １枚

「とっとり松葉ガニ」のうち、大きさ、品質、形な
ど、鳥取県の定める５つの厳しい基準をクリア
した最上級の松葉ガニ「五輝星（いつきぼし）」
を姿のままボイルしてお届けします。
大変希少な、トップブランドの松葉ガニを是非
一度ご賞味ください。

限定30枚8

「とっとり松葉がに」のうち鳥取県が定める厳しい基準を
クリアした最上級のブランド松葉ガニ　１枚　
※小指もあり。　

［事業所名］株式会社 魚倉

い つ   き   ぼし７
ポイント

７
ポイント

７
ポイント

６
ポイント

６
ポイント

11月中旬～２月末※配送日の指定はできません　発送時期 １月末まで　申込期限

11月中旬～２月末※配送日の指定はできません　発送時期 １月末まで　申込期限11月～２月末※配送日の指定はできません　発送時期 １月20日まで申込期限

11月中旬～２月末※配送日の指定はできません　発送時期 １月末まで申込期限 通年発送時期

0908



肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店　

鳥取和牛 すき焼き用ロース 2ｋｇ

鳥取和牛上位ランクのロースをたっぷりと贅沢
に詰め込んでお届けします。Ａ4，Ａ5ランクな
らではの口どけの良さ、そして鳥取和牛ならで
はの後味の良さ。お得なセットです！

13

鳥取和牛　すき焼き用ロース
Ａ４・Ａ５ランク  2ｋｇ

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店　

【ブランド】鳥取和牛「mere Rouge（メア・ルージュ～母なる赤～）」　
サーロインとヒレのステーキセット　　　　　

鳥取和牛の新ブランド「mere Rouge（メア・ル
ージュ～母なる赤～）」の、食べ応えたっぷり
500ｇの分厚いサーロインステーキです。出荷
頭数が極端に少ない和牛のお母さん牛は、今
ブームの赤身肉です。味が落ち着き、旨味がし
っかり乗るよう、と畜から25日以上熟成させた
もののみを厳選してお届けしています。

15

鳥取和牛「mere Rouge（メア・ルージュ～母なる赤～）」
サーロインステーキ５００ｇ×２枚、ヒレステーキ１５０ｇ×２枚　　

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店

鳥取和牛 希少部位のステーキ
詰合せ 1.5ｋｇ

ミスジ、トモサンカク、イチボ、ランプ・・・鳥取和
牛の上位ランクのみを仕入れ、味や脂の乗り、
食べ応えにさまざまな特徴がある希少部位を
細かく切り出しています。もともと数が少ない
鳥取和牛の、さらに希少部位ということで、手
に入りづらいものとなっています。

14

鳥取和牛　希少部位のステーキ詰合せ　1.5ｋｇ

冷凍

冷凍
冷凍

限定50セット

スイーツ・加工品

［事業所名］株式会社 MY HONEY　

ナッツの蜂蜜漬け １２個セット

ＦＯＯＤＥＸ　ＪＡＰＡＮ　2014　金賞受賞。
毎日続けられる飽きないハチミツをコンセプトに
したブランド「ＭＹ　ＨＯＮＥＹ」の一番人気商
品を12個セットにしました。毎日の美容と健康に、
人気モデルや芸能人も愛用するＭＹ　ＨＯＮＥ
Ｙを試してみませんか？

※1歳未満のお子様には与えないでください。

18

ナッツの蜂蜜漬け  200g×12個

スイーツ・加工品

［事業所名］株式会社 MY HONEY　

ハニーナッツ＆アカシアハニー＆ハニーショコラ＆
エトワール＆ピーナッツハニーセット（各２個）

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１４ 金賞受賞
の「ナッツの蜂蜜漬け」と、砂糖・乳製品不使用
の天然蜂蜜の甘さだけで作った「ハニーショコ
ラ」「ピーナッツハニー」と、黒コショウがピリッ
ときいた「エトワール」をセットにしました。
※1歳未満のお子様には与えないでください。

17

ナッツの蜂蜜漬け  200g×2個、 アカシアハニー  200ｇ×2個、
ハニーショコラ  200ｇ×2個、 エトワール  200ｇ×2個、
ピーナッツハニー 200ｇ×2個

魚 貝 類

活松葉ガニ（ご自宅用） 大 ２枚

この松葉ガニは、脚や爪が２～３本取れてい
ますが、身がしっかりと詰まったもので、ご家族
やお友達と楽しんで頂くのにおススメです。活
でしか味わえない本物の蟹をご堪能ください
ませ！

16

ご自宅用足折れ活松葉ガニ　
大サイズ　２枚　
※時価のため、水揚げにより大きさが変わります。 
※活きたカニを発送しますが、お届け時点でカニが
　活きていることを保証するものではありません。

冷蔵

［事業所名］高間商店　

酒類・ドリンク

［事業所名］梅津酒造有限会社

北栄町産のお酒 12本セット

北栄町に江戸時代から140年続く酒蔵
で造られたお酒です。鳥取県産の酒米
で造った個性豊かな日本酒、鳥取県特
産の風味豊かな砂丘長芋の焼酎、鳥取
県産の完熟梅を二年以上日本酒に漬
けこんだ梅酒など、いろいろ楽しめる豪
華詰め合わせです。にごり原酒は冬は
生、夏は火入れ（加熱済）になります。　

19

うまいがな濃醇  720㎖、 うまいがな軽快  720㎖、 純米吟醸『天宝』 720㎖、
梅津の生モト60％原酒  720㎖、 冨玲 生モト仕込60％山田錦  720㎖、 
冨玲 生モト仕込60％玉栄  720㎖、 冨玲 にごり原酒  720㎖、 冨玲 特別純米酒 720㎖、 
砂丘長いも焼酎30度  720㎖、 砂丘長いも焼酎25度  720㎖、良熟梅の酒『野花』  500㎖、 
梅酒『琴浦』  500㎖　各1本

5
ポイント

Tottori Hokuei town Furusato Nouzei 2016

常温

常温常温

５
ポイント

５
ポイント

５
ポイント

５
ポイント

５
ポイント

５
ポイント

５
ポイント

通年発送時期

通年発送時期

通年発送時期

通年※12本全てを一度にお届けします。発送時期

通年発送時期

11月～２月末発送時期 １月20日まで申込期限

通年発送時期
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３
ポイント

３
ポイント

３
ポイント

３
ポイント

３
ポイント

３
ポイント

通年発送時期

通年発送時期

通年発送時期

通年発送時期

３
ポイント

通年発送時期

11月中旬～２月末※配送日の指定はできません　発送時期 １月末まで　申込期限

11月中旬～２月末※配送日の指定はできません　発送時期 １月末まで　申込期限

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店　

【ブランド】鳥取和牛「mere Rouge（メア・ルージュ～母なる赤～）」
ロースとヒレのステーキセット

鳥取和牛「mere Rouge（メア・ルージュ～母
なる赤～）」は、味わい深い赤身にこだわった
新ブランドです。お母さん牛のやわらかい赤
身をお試しください。ウエットエイジングで25
日以上熟成させたものを真空冷凍にしてお届
けします。

28

鳥取和牛「mere Rouge（メア・ルージュ～母なる赤～）」
ロースステーキ　５００ｇ×１枚、
ヒレステーキ　１５０ｇ×１枚

冷凍

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店　

鳥取和牛ローストビーフ、
和牛ベーコン、和牛ジャーキーのセット

鳥取和牛の加工品３点セットです。ローストビ
ーフは、天然の調味料だけを使って、低温調理
したしっとりと柔らかいお肉です。和牛ベーコ
ンは、２０１５年の鳥取県特産品コンクール
で優良賞を受賞。ジューシーな味わいが特長で
す。和牛ジャーキーは、これまでの常識を覆す
ような、和牛ならではの霜降りの入ったハムの
ように柔らかい加工品です。

29

鳥取和牛ローストビーフ  300ｇ、 
和牛ベーコン  160ｇ、 和牛ジャーキー100ｇ　各１個

冷凍

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店　

鳥取和牛
極上すき焼き用ロース 1ｋｇ

上質な脂を持つ鳥取和牛のすき焼き用ロー
スです。柔らかく、とろけるような舌触りです。
鳥取和牛は気高系といわれる伝統ある牛の
血統を引き継いでいて、脂はオリーブオイル
の主成分であるオレイン酸の含有量が高いと
されています。大ボリュームの極上すき焼き
セットを家族で堪能してください。 27

27

すき焼き用ロース　1ｋｇ

冷凍

冷凍

限定50セット

魚 貝 類

ボイル松葉ガニ（タグ付） ２枚

11月に解禁となる松葉がに漁で水揚げされた
新鮮な松葉がにを、姿のままボイルしてお届け
します。かにの身の上品な甘みと、濃厚なかに
みその旨味をぜひ実感してください。 30

30

タグ付ボイル松葉ガニ　２枚　
※時価のため、水揚げにより大きさが変わります。 

冷蔵

魚 貝 類

お徳用わけありボイル松葉ガニ

11月に解禁となる松葉がに漁で水揚げされた
新鮮な松葉がにを、姿のままボイルしてお届け
します。指が1本折れていますが、かにの身の上
品な甘みと、濃厚なかにみその旨味はそのま
まに、３ポイントでタグ付のものより1サイズ大
きいかにをお届けできるお得なセットです。ご
家族様やお友達とお楽しみください。 31

31

ボイル松葉ガニ（指１本なし）　２枚
※小指は含みません。※時価のため、水揚げにより大きさが変わります。 

冷蔵

スイーツ・加工品

［事業所名］株式会社 MY HONEY　

ハニーナッツ＆アカシアハニー＆ハニーショコラ＆
エトワール＆ピーナッツハニー＆ハーブコーディアルセット

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１４ 金賞受賞
の「ナッツの蜂蜜漬け」をはじめ、ＭＹ　ＨＯ
ＮＥＹの全商品をお楽しみいただける贅沢な
セットです。

※1歳未満のお子様には与えないで
　ください。

32

ナッツの蜂蜜漬け  200g×1個、 アカシアハニー  200ｇ×1個、
ハニーショコラ  200ｇ×1個、 エトワール  200ｇ×1個、
ピーナッツハニー  200ｇ×1個、 ハーブコーディアル  200㎖×1個　

酒類・ドリンク

［事業所名］北条ワイン醸造所　

北条ワインフルセット

スタンダードの赤（ライト～ミディアム）、白（やや
辛口）、北条ワインの代名詞的クラスで、一番人気
のヴィンテージの赤（ミディアム）、白（辛口）。さら
に、砂丘赤、白（北条ワインの上級クラス）の詰合
せです。

33

スタンダード地図ラベル赤、 スタンダード地図ラベル白、
ヴィンテージ赤、 ヴィンテージ白、 砂丘赤、 砂丘白　　　
合計７２０㎖×６本入り　　

常温

常温

［事業所名］株式会社 魚倉

［事業所名］株式会社 魚倉

３
ポイント

３
ポイント

３
ポイント

３
ポイント

３
ポイント

３
ポイント

３
ポイント

通年発送時期

通年発送時期

通年発送時期

通年発送時期通年発送時期

通年発送時期

通年発送時期

肉類

［事業所名］株式会社 ジャコム中央

鳥取和牛オレイン５５
特選サーロインステーキ

鳥取和牛オレイン55は、脂肪のまろやかさと
質にこだわり、「脂肪中にオレイン酸を55％以
上含有していること」を認定基準に入れた新
ブランドです。オレイン酸含量の高い脂肪は
低い温度で溶けるいわゆる融点の低い脂肪
となり、牛肉の口どけや風味が良いとされて
います。

20

20

A4・A5ランク　200ｇ×3枚　

冷凍

肉類

［事業所名］株式会社 ジャコム中央

鳥取和牛オレイン５５
特選ロースしゃぶしゃぶ

鳥取和牛オレイン55は、脂肪のまろやかさと
質にこだわり、「脂肪中にオレイン酸を55％以
上含有していること」を認定基準に入れた新
ブランドです。オレイン酸含量の高い脂肪は
低い温度で溶けるいわゆる融点の低い脂肪
となり、牛肉の口どけや風味が良いとされて
います。

21

21

A4・A5ランク　700ｇ　　

冷凍

肉類

［事業所名］株式会社 ジャコム中央

鳥取和牛オレイン55　
特選モモ・肩スライス

鳥取和牛オレイン55は、脂肪のまろやかさと
質にこだわり、「脂肪中にオレイン酸を55％以
上含有していること」を認定基準に入れた新
ブランドです。オレイン酸含量の高い脂肪は
低い温度で溶けるいわゆる融点の低い脂肪
となり、牛肉の口どけや風味が良いとされて
います。

22

22

A4・A5ランク　800ｇ　

冷凍冷凍

肉類

［事業所名］株式会社 ジャコム中央

鳥取和牛
特選ロースしゃぶしゃぶ

江戸時代から和牛の産地として良牛が受け継
がれてきた鳥取。鳥取系と呼ばれる血統は、
オリーブオイルの主成分でもある「オレイン
酸」が多いことが知られています。柔らかくて
口溶けがよく、肉汁がじゅわっと広がる鳥取和
牛をぜひ一度ご賞味ください。 24

24

A4・A5ランク　800ｇ

冷凍

肉類

［事業所名］株式会社 ジャコム中央

鳥取和牛
特選モモ・肩スライス

江戸時代から和牛の産地として良牛が受け継
がれてきた鳥取。鳥取系と呼ばれる血統は、
オリーブオイルの主成分でもある「オレイン
酸」が多いことが知られています。柔らかくて
口溶けがよく、肉汁がじゅわっと広がる鳥取和
牛をぜひ一度ご賞味ください。 25

25

A4・A5ランク　1000ｇ　

冷凍

肉類
鳥取和牛ロースステーキと
希少部位のミニステーキセット

鳥取和牛　Ａ4～Ａ5ランクの極上ステーキ
が味わえます！ ロースステーキは150gのもの
を２枚、また希少部位はさまざまな味が確か
められるようミニステーキで４枚。鳥取和牛
は和牛改良の始祖とされ、背景には長い歴史
があります。お肉は脂がさらっとしていてしつ
こくないのが特徴。こちらのセットでは、ステ
ーキでぜひ召し上がってください。

［事業所名］あかまる牛肉店

26

Ａ４・Ａ５ランク　ロースステーキ（150ｇ×2枚）、
希少部位ミニステーキ（１２０ｇ×４枚）

冷凍

肉類

［事業所名］株式会社 ジャコム中央

鳥取和牛
特選サーロインステーキ

江戸時代から和牛の産地として良牛が受け継
がれてきた鳥取。鳥取系と呼ばれる血統は、
オリーブオイルの主成分でもある「オレイン
酸」が多いことが知られています。柔らかくて
口溶けがよく、肉汁がじゅわっと広がる鳥取和
牛をぜひ一度ご賞味ください。 23

23

A4・A5ランク　250ｇ×3枚　

冷凍

3
ポイント

Tottori Hokuei town Furusato Nouzei 2016
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３
ポイント

３
ポイント

３
ポイント

３
ポイント

３
ポイント

３
ポイント

通年発送時期

通年発送時期

通年発送時期

通年発送時期

３
ポイント

通年発送時期

11月中旬～２月末※配送日の指定はできません　発送時期 １月末まで　申込期限

11月中旬～２月末※配送日の指定はできません　発送時期 １月末まで　申込期限

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店　

【ブランド】鳥取和牛「mere Rouge（メア・ルージュ～母なる赤～）」
ロースとヒレのステーキセット

鳥取和牛「mere Rouge（メア・ルージュ～母
なる赤～）」は、味わい深い赤身にこだわった
新ブランドです。お母さん牛のやわらかい赤
身をお試しください。ウエットエイジングで25
日以上熟成させたものを真空冷凍にしてお届
けします。

28

鳥取和牛「mere Rouge（メア・ルージュ～母なる赤～）」
ロースステーキ　５００ｇ×１枚、
ヒレステーキ　１５０ｇ×１枚

冷凍

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店　

鳥取和牛ローストビーフ、
和牛ベーコン、和牛ジャーキーのセット

鳥取和牛の加工品３点セットです。ローストビ
ーフは、天然の調味料だけを使って、低温調理
したしっとりと柔らかいお肉です。和牛ベーコ
ンは、２０１５年の鳥取県特産品コンクール
で優良賞を受賞。ジューシーな味わいが特長で
す。和牛ジャーキーは、これまでの常識を覆す
ような、和牛ならではの霜降りの入ったハムの
ように柔らかい加工品です。

29

鳥取和牛ローストビーフ  300ｇ、 
和牛ベーコン  160ｇ、 和牛ジャーキー100ｇ　各１個

冷凍

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店　

鳥取和牛
極上すき焼き用ロース 1ｋｇ

上質な脂を持つ鳥取和牛のすき焼き用ロー
スです。柔らかく、とろけるような舌触りです。
鳥取和牛は気高系といわれる伝統ある牛の
血統を引き継いでいて、脂はオリーブオイル
の主成分であるオレイン酸の含有量が高いと
されています。大ボリュームの極上すき焼き
セットを家族で堪能してください。 27

27

すき焼き用ロース　1ｋｇ

冷凍

冷凍

限定50セット

魚 貝 類

ボイル松葉ガニ（タグ付） ２枚

11月に解禁となる松葉がに漁で水揚げされた
新鮮な松葉がにを、姿のままボイルしてお届け
します。かにの身の上品な甘みと、濃厚なかに
みその旨味をぜひ実感してください。 30

30

タグ付ボイル松葉ガニ　２枚　
※時価のため、水揚げにより大きさが変わります。 

冷蔵

魚 貝 類

お徳用わけありボイル松葉ガニ

11月に解禁となる松葉がに漁で水揚げされた
新鮮な松葉がにを、姿のままボイルしてお届け
します。指が1本折れていますが、かにの身の上
品な甘みと、濃厚なかにみその旨味はそのま
まに、３ポイントでタグ付のものより1サイズ大
きいかにをお届けできるお得なセットです。ご
家族様やお友達とお楽しみください。 31

31

ボイル松葉ガニ（指１本なし）　２枚
※小指は含みません。※時価のため、水揚げにより大きさが変わります。 

冷蔵

スイーツ・加工品

［事業所名］株式会社 MY HONEY　

ハニーナッツ＆アカシアハニー＆ハニーショコラ＆
エトワール＆ピーナッツハニー＆ハーブコーディアルセット

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１４ 金賞受賞
の「ナッツの蜂蜜漬け」をはじめ、ＭＹ　ＨＯ
ＮＥＹの全商品をお楽しみいただける贅沢な
セットです。

※1歳未満のお子様には与えないで
　ください。

32

ナッツの蜂蜜漬け  200g×1個、 アカシアハニー  200ｇ×1個、
ハニーショコラ  200ｇ×1個、 エトワール  200ｇ×1個、
ピーナッツハニー  200ｇ×1個、 ハーブコーディアル  200㎖×1個　

酒類・ドリンク

［事業所名］北条ワイン醸造所　

北条ワインフルセット

スタンダードの赤（ライト～ミディアム）、白（やや
辛口）、北条ワインの代名詞的クラスで、一番人気
のヴィンテージの赤（ミディアム）、白（辛口）。さら
に、砂丘赤、白（北条ワインの上級クラス）の詰合
せです。

33

スタンダード地図ラベル赤、 スタンダード地図ラベル白、
ヴィンテージ赤、 ヴィンテージ白、 砂丘赤、 砂丘白　　　
合計７２０㎖×６本入り　　

常温

常温

［事業所名］株式会社 魚倉

［事業所名］株式会社 魚倉

27

31

３
ポイント

３
ポイント

３
ポイント

３
ポイント

３
ポイント

３
ポイント

３
ポイント

通年発送時期

通年発送時期

通年発送時期

通年発送時期通年発送時期

通年発送時期

通年発送時期

肉類

［事業所名］株式会社 ジャコム中央

鳥取和牛オレイン５５
特選サーロインステーキ

鳥取和牛オレイン55は、脂肪のまろやかさと
質にこだわり、「脂肪中にオレイン酸を55％以
上含有していること」を認定基準に入れた新
ブランドです。オレイン酸含量の高い脂肪は
低い温度で溶けるいわゆる融点の低い脂肪
となり、牛肉の口どけや風味が良いとされて
います。

20

20

A4・A5ランク　200ｇ×3枚　

冷凍

肉類

［事業所名］株式会社 ジャコム中央

鳥取和牛オレイン５５
特選ロースしゃぶしゃぶ

鳥取和牛オレイン55は、脂肪のまろやかさと
質にこだわり、「脂肪中にオレイン酸を55％以
上含有していること」を認定基準に入れた新
ブランドです。オレイン酸含量の高い脂肪は
低い温度で溶けるいわゆる融点の低い脂肪
となり、牛肉の口どけや風味が良いとされて
います。

21

21

A4・A5ランク　700ｇ　　

冷凍

肉類

［事業所名］株式会社 ジャコム中央

鳥取和牛オレイン55　
特選モモ・肩スライス

鳥取和牛オレイン55は、脂肪のまろやかさと
質にこだわり、「脂肪中にオレイン酸を55％以
上含有していること」を認定基準に入れた新
ブランドです。オレイン酸含量の高い脂肪は
低い温度で溶けるいわゆる融点の低い脂肪
となり、牛肉の口どけや風味が良いとされて
います。

22

22

A4・A5ランク　800ｇ　

冷凍冷凍

肉類

［事業所名］株式会社 ジャコム中央

鳥取和牛
特選ロースしゃぶしゃぶ

江戸時代から和牛の産地として良牛が受け継
がれてきた鳥取。鳥取系と呼ばれる血統は、
オリーブオイルの主成分でもある「オレイン
酸」が多いことが知られています。柔らかくて
口溶けがよく、肉汁がじゅわっと広がる鳥取和
牛をぜひ一度ご賞味ください。 24

24

A4・A5ランク　800ｇ

冷凍

肉類

［事業所名］株式会社 ジャコム中央

鳥取和牛
特選モモ・肩スライス

江戸時代から和牛の産地として良牛が受け継
がれてきた鳥取。鳥取系と呼ばれる血統は、
オリーブオイルの主成分でもある「オレイン
酸」が多いことが知られています。柔らかくて
口溶けがよく、肉汁がじゅわっと広がる鳥取和
牛をぜひ一度ご賞味ください。 25

25

A4・A5ランク　1000ｇ　

冷凍

肉類
鳥取和牛ロースステーキと
希少部位のミニステーキセット

鳥取和牛　Ａ4～Ａ5ランクの極上ステーキ
が味わえます！ ロースステーキは150gのもの
を２枚、また希少部位はさまざまな味が確か
められるようミニステーキで４枚。鳥取和牛
は和牛改良の始祖とされ、背景には長い歴史
があります。お肉は脂がさらっとしていてしつ
こくないのが特徴。こちらのセットでは、ステ
ーキでぜひ召し上がってください。

［事業所名］あかまる牛肉店

26

Ａ４・Ａ５ランク　ロースステーキ（150ｇ×2枚）、
希少部位ミニステーキ（１２０ｇ×４枚）

冷凍

肉類

［事業所名］株式会社 ジャコム中央

鳥取和牛
特選サーロインステーキ

江戸時代から和牛の産地として良牛が受け継
がれてきた鳥取。鳥取系と呼ばれる血統は、
オリーブオイルの主成分でもある「オレイン
酸」が多いことが知られています。柔らかくて
口溶けがよく、肉汁がじゅわっと広がる鳥取和
牛をぜひ一度ご賞味ください。 23

23

A4・A5ランク　250ｇ×3枚　

冷凍

3
ポイント

10 11



2
ポイント

2
ポイント

2
ポイント

2
ポイント

2
ポイント

2
ポイント

2
ポイント

通年発送時期

通年発送時期

通年発送時期

通年発送時期通年発送時期

通年発送時期

通年発送時期

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店

鳥取和牛
希少部位のステーキセット

鳥取和牛のさまざまな希少部位を組み合わ
せた、味の違いを感じられるセットです。近
年、注目されている和牛のザブトンやミスジ、
シンタマ、ランプ、イチボなどの各部位は柔ら
かさや脂分がそれぞれ異なり、その違いを楽
しむことができます。お気に入りの部位を見
つけてください！

34

34

希少部位ステーキ　１５０ｇ×４枚

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店

鳥取和牛
すき焼き用ロース

上質な脂をもつ鳥取和牛のすき焼き用ロー
スです。柔らかく、とろけるような舌触りです。
鳥取和牛は気高系といわれる伝統ある牛の
血統を引き継いでいて、脂はオリーブオイル
の主成分であるオレイン酸の含有量が高いと
されています。極上のすき焼きセットをご家
族で堪能してください。

35

35

すき焼き用ロース　600ｇ

冷凍

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店

鳥取和牛
大ボリューム切り落とし

鳥取和牛をたっぷりと味わえる「大ボリューム
切り落とし肉」。家族や仲間と一気に楽しんで
もよし！牛丼、すき焼き、肉じゃがなどさまざま
な料理に使っていただけます。 36

36

切り落とし　1.5ｋｇ

冷凍冷凍

冷凍

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店

鳥取和牛・豚・鶏肉
焼肉セット 1kg

鳥取和牛、豚、鶏肉をまんべんなく詰め合わ
せた焼き肉セットです。鳥取和牛は気高系と
いわれる伝統ある牛の血統を引き継いでい
て、脂はオリーブオイルの主成分であるオレ
イン酸の含有量が高いとされています。 37

37

鳥取和牛、 豚肉、 鶏肉の詰め合わせ　1kg

冷凍

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店

鳥取和牛
極上ロースステーキ

極上のロースステーキが味わえます！鳥取和
牛は脂がさらっとしていてしつこくないのが
特徴。そのステーキをぜひ召し上がってくだ
さい。たくさん食べても胃がむかつくことなく
召し上がれます。ステーキは贅沢に１枚300g
のものをご用意いたしました。 38

38

極上ロースステーキ　３００ｇ×２枚

冷凍

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店

鳥取和牛
極上ヒレセット

鳥取和牛の最高級部位ヒレを贅沢にお贈り
いたします。脂が少なく、ほどけるような柔ら
かさの極上な味をどうぞご賞味ください。 39

39

極上ヒレ  ２００ｇ×２枚

冷凍

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店

【ブランド】鳥取和牛「mere Rouge（メア・ルージュ～母なる赤～）」
ロースステーキ　　　

鳥取和牛の新ブランド「mere Rouge(メア・ル
ージュ～母なる赤～）」の、食べ応えたっぷり
500gの分厚いロースステーキです。出荷頭数
が極端に少ない和牛のお母さん牛は、今ブー
ムの赤身肉です。味が落ち着き、旨味がしっか
り乗るよう、と畜から25日以上熟成させたも
ののみを厳選してお届けしています。 40

40

「mere Rouge（メア・ルージュ～母なる赤～）」
ロースステーキ　５００ｇ×１枚

冷凍

限定50セット

2
ポイント

Tottori Hokuei town Furusato Nouzei 2016
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39 40
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2
ポイント

2
ポイント

2
ポイント

2
ポイント

2
ポイント

2
ポイント

2
ポイント

通年発送時期

６月中旬～７月中旬発送時期

通年発送時期

通年発送時期

2
ポイント

６月上旬～７月中旬発送時期 数量切れまたは７月上旬申込期限

９月下旬～10月上旬発送開始※新米予約のみ受付。発送時期

（夏）７月20日～８月20日頃、
（冬）11月20日～12月20日頃 （夏）５月末、（冬）10月末発送時期 申込期限 （夏）７月20日～８月20日頃、

（冬）11月20日～12月20日頃
（夏）７月末、
（冬）12月５日発送時期 申込期限

肉 類

大阿蘇ハムセット④（４種）

しっとりとした口当たりの香り高いロースハム、
しっとりとしたマイルドな味わいのボンレスハ
ム、醤油仕立てでまろやかな和風焼豚、１週間
以上の熟成期間をかけて、豊かな風味と深い
味わいを引き出した熟成ベーコン。凛薫シリー
ズのすべての美味しさが楽しめるセットです。

［事業所名］大阿蘇ハム株式会社

42

ホワイトロース  400ｇ、
特製ボンレスハム  400ｇ、
熟成ベーコン  250ｇ、
焼豚醤油味  300ｇ

肉 類
猪（天女の猪）
モモ・肩切り落としＡ

鳥取県中部で獲れた「雌の猪」のみを使用。雌
を選定している理由は「脂の融点の低さ」と
「肉質の柔らかさ」が、最上級の味わいを引き
出し、独特の獣臭さもありません。自然豊かな
鳥取県中部で育った国内トップレベルの猪を
ぜひご賞味ください。

［事業所名］株式会社 ジャコム中央　

43

メス（1kg）　

冷凍冷凍

魚 貝 類
鮮魚の昆布じめ丼と漬け丼の素＆
特撰干物セットＡ

話題のノドグロの干物や秘伝のたれで漬けこ
んだづけ丼の素、昆布の旨みが絶妙に効いた
昆布じめ丼の素が合計４セット入ったスペシャ
ルセットです。ご家族でお楽しみください。飲食
店の方でも認める味です。

44

［事業所名］高間商店

肉 類

ブイヨンロースハム 1.2kg

上質の九州産豚肉を野菜のうまみが詰まった
ブイヨンで丁寧に味付しました。しっとりとし
た口当たりと香り高い風味が他に類をみない
特級ロースハムです。味にこだわる方へ、自信
を持っておすすめできる逸品です。

［事業所名］大阿蘇ハム株式会社

41

ブイヨンロースハム　1.2kｇ

冷蔵冷蔵

旬の魚の干物 ４種類１４匹（のどぐろ 4、 白はた 5、 たい 1、 エテカレイ 
4）と、漬け丼の素（ブリ、 白はた、 タイ、 ヒラメなど数種類から２つ）と、
昆布じめ丼の素（タイ、 スズキ、 甘え
び、 白いか、 ヒラメなどから２つ）
※基本的な組合せは上記の通りですが、漁の状況
により種類、数が変更になる場合があります。

冷凍

魚 貝 類
日本海産
特撰干物セットＡ

日本海の美しい干物の満足セットです。話題の
ノドグロから、白はた、タイ、カレイなど絶品の
干物をご堪能いただけます！ 45

45

［事業所名］高間商店　

タイ １、 エテカレイ 3、 沖キス ８、 白はた 5、 カマス 2、 
白いか ２、 ノドグロ 4 、 など７種２５匹前後
※魚の水揚げ状況により、セット内容が変更に
　なる場合があります。

冷凍

果 物

大栄西瓜「ドバイの太陽」

「ドバイの太陽」は2009年UAE諸国の王族に
も献上されました。名称は県内外の一般公募
から決定しました。糖度13度以上の大栄西瓜
を数量限定で！

［事業所名］ＪＡ鳥取中央

47

秀　3L　１玉

《セット商品》魚貝類・米

［事業所名］高間商店

大山の天然水で育てた新米コシヒカリと
日本海産干物セット

大山の麓、天然水で育てられたお米はとても美
味しいです。秋に、その新米でご飯を炊いて頂
き、日本海産の干物を一緒に食べていただくた
めのセットです。新米予約のみとさせていただ
きます。数量限定のコシヒカリになります。

米5ｋｇと干物セット（旬の魚の干物５種１８匹前後）
※お米は常温、干物は冷凍のため、別々に発送します。
※新米予約のみ受付。

限定120セット46

冷凍
（干物）

常温
（お米）

限定300玉 果 物

大玉スイカと旬のメロン２～３玉セット

極上大玉スイカと旬のメロンの贅沢なセット
です。スイカとメロンのどちらもたっぷり堪能
したい方にピッタリです。甘いものだけを厳
選し、お届けいたします。

［事業所名］高間商店

48

極上大玉スイカ１玉とメロン２～３玉　
合計１３kg以上

（メロンの種類は、ぺルル、タカミ、
 クレオパトラなど）

※写真の生たまご、イクラ、ガリ、のり、ネギは
　商品に含まれておりません。

限定200セット

2
ポイント

2
ポイント

2
ポイント

2
ポイント

2
ポイント

2
ポイント

2
ポイント

通年発送時期

通年発送時期

通年発送時期

通年発送時期通年発送時期

通年発送時期

通年発送時期

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店

鳥取和牛
希少部位のステーキセット

鳥取和牛のさまざまな希少部位を組み合わ
せた、味の違いを感じられるセットです。近
年、注目されている和牛のザブトンやミスジ、
シンタマ、ランプ、イチボなどの各部位は柔ら
かさや脂分がそれぞれ異なり、その違いを楽
しむことができます。お気に入りの部位を見
つけてください！

34

34

希少部位ステーキ　１５０ｇ×４枚

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店

鳥取和牛
すき焼き用ロース

上質な脂をもつ鳥取和牛のすき焼き用ロー
スです。柔らかく、とろけるような舌触りです。
鳥取和牛は気高系といわれる伝統ある牛の
血統を引き継いでいて、脂はオリーブオイル
の主成分であるオレイン酸の含有量が高いと
されています。極上のすき焼きセットをご家
族で堪能してください。

35

35

すき焼き用ロース　600ｇ

冷凍

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店

鳥取和牛
大ボリューム切り落とし

鳥取和牛をたっぷりと味わえる「大ボリューム
切り落とし肉」。家族や仲間と一気に楽しんで
もよし！牛丼、すき焼き、肉じゃがなどさまざま
な料理に使っていただけます。 36

36

切り落とし　1.5ｋｇ

冷凍冷凍

冷凍

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店

鳥取和牛・豚・鶏肉
焼肉セット 1kg

鳥取和牛、豚、鶏肉をまんべんなく詰め合わ
せた焼き肉セットです。鳥取和牛は気高系と
いわれる伝統ある牛の血統を引き継いでい
て、脂はオリーブオイルの主成分であるオレ
イン酸の含有量が高いとされています。 37

37

鳥取和牛、 豚肉、 鶏肉の詰め合わせ　1kg

冷凍

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店

鳥取和牛
極上ロースステーキ

極上のロースステーキが味わえます！鳥取和
牛は脂がさらっとしていてしつこくないのが
特徴。そのステーキをぜひ召し上がってくだ
さい。たくさん食べても胃がむかつくことなく
召し上がれます。ステーキは贅沢に１枚300g
のものをご用意いたしました。 38

38

極上ロースステーキ　３００ｇ×２枚

冷凍

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店

鳥取和牛
極上ヒレセット

鳥取和牛の最高級部位ヒレを贅沢にお贈り
いたします。脂が少なく、ほどけるような柔ら
かさの極上な味をどうぞご賞味ください。 39

39

極上ヒレ  ２００ｇ×２枚

冷凍

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店

【ブランド】鳥取和牛「mere Rouge（メア・ルージュ～母なる赤～）」
ロースステーキ　　　

鳥取和牛の新ブランド「mere Rouge(メア・ル
ージュ～母なる赤～）」の、食べ応えたっぷり
500gの分厚いロースステーキです。出荷頭数
が極端に少ない和牛のお母さん牛は、今ブー
ムの赤身肉です。味が落ち着き、旨味がしっか
り乗るよう、と畜から25日以上熟成させたも
ののみを厳選してお届けしています。 40

40

「mere Rouge（メア・ルージュ～母なる赤～）」
ロースステーキ　５００ｇ×１枚

冷凍

限定50セット

2
ポイント
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2
ポイント

2
ポイント

2
ポイント

2
ポイント

2
ポイント

2
ポイント

2
ポイント

発送時期

８月下旬～９月上旬発送時期

通年発送時期

９月上旬～11月中旬発送時期

８月下旬～９月末発送時期

2
ポイント

通年発送時期

５月20日～６月10日発送時期

９月上旬～９月中旬 ８月20日まで申込期限発送時期 ９月上旬～９月中旬

在庫なくなり次第または９月中旬申込期限

８月20日まで申込期限

果 物

新甘泉（梨）
し ん  か ん  せ ん

鳥取県園芸試験場で育成され平成20年２月
に登録された赤梨です。高糖度の赤梨「築水」
に「おさ二十世紀」をかけあわせて育成され
ました。「幸水」と「豊水」の中間時期に収穫で
き、さらに糖度が高くほとばしるような甘さが
特徴です。体に染み渡る「新甘泉」の魅力的な
甘さを体験してみてください。

［事業所名］ＪＡ鳥取中央

52

赤秀　5ｋｇ箱　１箱

限定100箱

野 菜

中玉トマト（華小町）

大山山麓の「黒ぼく」の大地で育ったトマトは、
コクと旨みがあり高糖度で甘味が強く、酸味は
やや少なめで青臭みがない為、トマトが苦手
な方にもおすすめです。また、皮がやわらかく
口の中に残らないため口当たりも非常に良い
と評判です。 

［事業所名］ＪＡ鳥取中央

53

Ａ２５０ｇ×２０袋　１箱

野 菜

根付 ラッキョウ

名探偵コナンに会える町北栄町
は、白砂青松の町、風力発電が９基
建ち並ぶ温暖な砂丘地で有機栽
培、減農薬で安心、安全をモットー
にラッキョウの栽培をしています。
是非、ご賞味ください。 

［事業所名］北条砂丘観光メロン園

54

１箱　10ｋｇ入り（乾燥）

スイーツ・加工品

［事業所名］前田農園

The Wonder 500 
“甘麹醤しお”と調味料セット

“世界にまだ知られていない、日本が誇るべきす
ぐれた地方産品” を選定する「Ｔhe Wonder  
500」に於いて、鳥取県の食品で唯一選定された
“甘麹醤（あまこうじひしお）しお” を中心に組み
立てた他に例のない調味料セットです。

55

果 物

ぶどうの詰合せ

複数のブドウ品種、それぞれの食味、外観を
楽しむことができ、どれも種なしぶどうです。

［事業所名］山本農園

49

2～4品種の詰合2ｋｇ（３～４房入り）　
１箱（種なし）

果 物

シャインマスカット

皮ごと食することができほのかなマスカット
の香りを楽しめる種無しのぶどうです。食後は
果軸だけが残り、ゴミがほとんど出ません。６
年連続果実人気ＮＯ1のぶどうです。

［事業所名］山本農園

50

秀３～４房入り　２ｋｇ　１箱
（種なし・皮ごと食べられます）

果 物

二十世紀梨（高間商店）10kg

一玉一玉厳選し、とびきりの二十世紀梨をお
届けします。シャリッとした心地よい歯ごたえ
と爽やかな酸味と甘みのバランスが特徴の清
涼感のある甘い果汁が人気です。

［事業所名］高間商店

51

赤秀　3Ｌ～4Ｌ　10ｋｇ　２４～２８玉

スイーツ・加工品

［事業所名］前田農園

ＡＮＡファーストクラス機内食採用
ブルーベリーソースと香り塩のセット

2015年3～5月　ＡＮＡの国際線ファー
ストクラスの機内食で提供されたブルー
ベリーソースと特製香り塩をセットにしま
した。ブルーベルーソースはヨーグルトに
よく合います。

56

ブルーベリーソース  110ｇ×４個、 
香り塩  6本入り×１箱

（さくら 30ｇ・カレー 35ｇ・ 
  昆布 30ｇ・黒胡椒 20ｇ ・ 
  チリ 22ｇ・青のり 20ｇ）　

あま こうじ ひしお

限定30セット 限定30セット

甘麹醤しお 140ｇ×２個、 甘麹醤しょうゆ 140ｇ×２個、 前田農園の
本格胡麻ダレ棒棒鶏 100ｇ、 前田農園の特製辛味ダレ コチュジャン 
100ｇ、 特撰 黒胡椒塩 35ｇ、 チリミ
ックススパイス 35ｇ、 香味塩 マイル
ド（お魚・野菜・鶏肉用）60ｇ、 各1個

あまこうじひしお あまこうじひしお
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８月20日まで申込期限

果 物

新甘泉（梨）
し ん  か ん  せ ん

鳥取県園芸試験場で育成され平成20年２月
に登録された赤梨です。高糖度の赤梨「築水」
に「おさ二十世紀」をかけあわせて育成され
ました。「幸水」と「豊水」の中間時期に収穫で
き、さらに糖度が高くほとばしるような甘さが
特徴です。体に染み渡る「新甘泉」の魅力的な
甘さを体験してみてください。

［事業所名］ＪＡ鳥取中央

52

赤秀　5ｋｇ箱　１箱

限定100箱

野 菜

中玉トマト（華小町）

大山山麓の「黒ぼく」の大地で育ったトマトは、
コクと旨みがあり高糖度で甘味が強く、酸味は
やや少なめで青臭みがない為、トマトが苦手
な方にもおすすめです。また、皮がやわらかく
口の中に残らないため口当たりも非常に良い
と評判です。 

［事業所名］ＪＡ鳥取中央

53

Ａ２５０ｇ×２０袋　１箱

野 菜

根付 ラッキョウ

名探偵コナンに会える町北栄町
は、白砂青松の町、風力発電が９基
建ち並ぶ温暖な砂丘地で有機栽
培、減農薬で安心、安全をモットー
にラッキョウの栽培をしています。
是非、ご賞味ください。 

［事業所名］北条砂丘観光メロン園

54

１箱　10ｋｇ入り（乾燥）

スイーツ・加工品

［事業所名］前田農園

The Wonder 500 
“甘麹醤しお”と調味料セット

“世界にまだ知られていない、日本が誇るべきす
ぐれた地方産品” を選定する「Ｔhe Wonder  
500」に於いて、鳥取県の食品で唯一選定された
“甘麹醤（あまこうじひしお）しお” を中心に組み
立てた他に例のない調味料セットです。

55

果 物

ぶどうの詰合せ

複数のブドウ品種、それぞれの食味、外観を
楽しむことができ、どれも種なしぶどうです。

［事業所名］山本農園

49

2～4品種の詰合2ｋｇ（３～４房入り）　
１箱（種なし）

果 物

シャインマスカット

皮ごと食することができほのかなマスカット
の香りを楽しめる種無しのぶどうです。食後は
果軸だけが残り、ゴミがほとんど出ません。６
年連続果実人気ＮＯ1のぶどうです。

［事業所名］山本農園

50

秀３～４房入り　２ｋｇ　１箱
（種なし・皮ごと食べられます）

果 物

二十世紀梨（高間商店）10kg

一玉一玉厳選し、とびきりの二十世紀梨をお
届けします。シャリッとした心地よい歯ごたえ
と爽やかな酸味と甘みのバランスが特徴の清
涼感のある甘い果汁が人気です。

［事業所名］高間商店

51

赤秀　3Ｌ～4Ｌ　10ｋｇ　２４～２８玉

スイーツ・加工品

［事業所名］前田農園

ＡＮＡファーストクラス機内食採用
ブルーベリーソースと香り塩のセット

2015年3～5月　ＡＮＡの国際線ファー
ストクラスの機内食で提供されたブルー
ベリーソースと特製香り塩をセットにしま
した。ブルーベルーソースはヨーグルトに
よく合います。

56

ブルーベリーソース  110ｇ×４個、 
香り塩  6本入り×１箱

（さくら 30ｇ・カレー 35ｇ・ 
  昆布 30ｇ・黒胡椒 20ｇ ・ 
  チリ 22ｇ・青のり 20ｇ）　

あま こうじ ひしお

限定30セット 限定30セット

甘麹醤しお 140ｇ×２個、 甘麹醤しょうゆ 140ｇ×２個、 前田農園の
本格胡麻ダレ棒棒鶏 100ｇ、 前田農園の特製辛味ダレ コチュジャン 
100ｇ、 特撰 黒胡椒塩 35ｇ、 チリミ
ックススパイス 35ｇ、 香味塩 マイル
ド（お魚・野菜・鶏肉用）60ｇ、 各1個

あまこうじひしお あまこうじひしお
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2
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2
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2
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2
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通年発送時期

通年発送時期

通年発送時期 通年

スイーツ・加工品

［事業所名］株式会社 MY HONEY　

ナッツの蜂蜜漬け２個＆
アカシアハニー２個セット

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１４ 金賞受賞
の「ナッツの蜂蜜漬け」と、「アカシアハニー」の
セットをお送りいたします。毎日の美容と健康
に、人気モデルや芸能人も愛用するＭＹ　Ｈ
ＯＮＥＹを試してみませんか？

63

ナッツの蜂蜜漬け　200g×2個、
アカシアハニー　200ｇ×2個

スイーツ・加工品

［事業所名］有限会社 浜根農園

落花生加工品セット

栽培期間中、農薬を使用せず落花生を栽培し
ました。自然の甘み！食べ応えありの素焼きジャ
ンボ落花生！鳥取県産蜂蜜を使用した落花生
はちみつ漬け＆濃厚なピーナッツバターセッ
ト！朝食やおやつにどうぞ。 57

57

素焼きジャンボはまピー　40ｇ×8個、
ピーナッツバター　90ｇ×2個、 
はちみつ漬け　90ｇ×２個

スイーツ・加工品

［事業所名］大山乳業農業協同組合

アイスクリームと
ミルク＆のむヨーグルトセット

鳥取県産の素材のおいしさがふん
だんに味わえるアイスクリームと、品
質の良い牛乳、カフェ・オ・レ、濃厚な
飲むヨーグルトのセットです。

59

スイーツ・加工品

［事業所名］株式会社 MY HONEY　

ナッツの蜂蜜漬け２個＆
ハニーショコラ２個セット

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１４ 金賞受
賞の「ナッツの蜂蜜漬け」と、砂糖・乳製品不
使用で天然蜂蜜の甘さだけで作ったチョコ
レートペースト「ハニーショコラ」をあわせた
ＭＹ　ＨＯＮＥＹセットです。

64

ナッツの蜂蜜漬け　200g×2個、
ハニーショコラ　200ｇ×2個

1２１㎖×１２個（バニラ、 べリー＆べリー、 いちご、 紅茶、 抹茶、
二十世紀梨シャーベット  各２個）、 牛乳  ９００㎖×１本、 
カフェ・オ・レ  ９００㎖×１本、 
のむヨーグルト  750㎖×２本
※時季によりアイスの中身が変わる
　ことがあります。

スイーツ・加工品
牧場便りとロールケーキと
大福の詰め合わせ

なめらかな口どけのヨーグルトとじ
っくり蒸し焼きしたチーズケーキの
セットと、しっとり食感のスポンジで
ミルク風味のホイップクリームを巻
いたロールケーキと、生クリーム、
抹茶クリーム、きなこクリームの３
種類の大福の詰合せです。

60

生クリームヨーグルト×１０個、 チーズケーキ×１個、 
ロールケーキ×１個、 生クリーム大福×２個、 
抹茶クリーム大福×２個、 きなこクリーム大福×２個

［事業所名］大山乳業農業協同組合

スイーツ・加工品

［事業所名］大山乳業農業協同組合　

ロールケーキと大福の詰合せと
アイスクリームセット

鳥取県産の素材のおいしさがふんだんに
味わえるアイスクリーム８個の詰合せと、
しっとり食感のスポンジで、ミルク風味の
ホイップクリームを巻いたロールケーキ
と、生クリーム、抹茶クリーム、きなこクリ
ームの３種類の大福の詰合せです。

61

１２１㎖×８個（バニラ、 べリー＆べリー、 いちご、 抹茶  各２個）、
ロールケーキ×１個、 生クリーム大福×２個、
抹茶クリーム大福×２個、 きなこクリーム大福×２個
※時季によりアイスの中身が変わることがあります。

スイーツ・加工品

［事業所名］株式会社 MY HONEY　

ナッツの蜂蜜漬け４個セット

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１４ 金賞受
賞。毎日続けられる飽きないハチミツをコンセ
プトにしたブランド「ＭＹ　ＨＯＮＥＹ」の一
番人気商品。毎日の美容と健康に、人気モデル
や芸能人も愛用するＭＹ　ＨＯＮＥＹを試し
てみませんか？
※1歳未満のお子様には与えないでください。

62

ナッツの蜂蜜漬け　200g×4個

※1歳未満のお子様には与えないでください。※1歳未満のお子様には与えないでください。

スイーツ・加工品

［事業所名］大山乳業農業協同組合

ギフトミルク＆のむヨーグルトと
ロールケーキ詰め合わせセット

鳥取県産の品質の良い牛乳とカ
フェオレ、濃厚なのむヨーグルト
のセットと、しっとり食感のスポ
ンジになめらかなホイップクリ
ームが自慢のロールケーキのセ
ットです。

58

牛乳  900㎖×1本、 カフェ・オ・レ 900㎖×1本、 
のむヨーグルト  750㎖×2本、 ロールケーキ １個、 
抹茶ロールケーキ １個

冷凍
（ロールケーキ）

冷凍
（ロールケーキ）

（大福）

冷蔵
（牧場便り）

冷蔵冷凍
（アイスクリーム）

ミルク＆のむ
ヨーグルト（　　　）

冷蔵
ミルク＆のむ

ヨーグルト（　　　）

冷凍
（2個口）

常温

常温常温
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スイーツ・加工品

［事業所名］株式会社 MY HONEY　

ハニーナッツ＆アカシアハニー＆
ハニーショコラ＆エトワールセット

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１４ 金賞
受賞の「ナッツの蜂蜜漬け」と、「アカシア
ハニー」、砂糖・乳製品不使用の天然蜂蜜
の甘さだけで作った「ハニーショコラ」と、
黒コショウがピリッときいた「エトワール」
をセットにしました。

68

ナッツの蜂蜜漬け  200g×1個、 アカシアハニー  200ｇ×1個、
ハニーショコラ  200ｇ×1個、 エトワール  200ｇ×1個

酒類・ドリンク

［事業所名］株式会社 エイチアグリ

日置さん家の純米原酒４種

肥料・農薬・堆肥を使用しないで自然栽培した
酒米山田錦を、昔ながらの生酛造りで手間暇を
かけ仕込まれた純米原酒２種と、減農薬・減化
学肥料で作られた玉栄の生酛造、速醸酛造の
純米原酒２種の特別４種セット。 

72

自然栽培山田錦 生酛造 純米原酒720㎖×2種、 
特別栽培玉栄 生酛造 純米原酒720㎖×1本、 
特別栽培玉栄 速醸酛造 純米原酒
720㎖×1本

酒類・ドリンク

［事業所名］北条ワイン醸造所

北条ワインスタンダードセット

スタンダードクラスの赤（ライト～ミディアム）、
白（やや辛口）、ロゼ（ライト）３種類×各２本
ずつ、６本セットです。鳥取県の地図の形をし
た斬新なラベルでのお届けです。 

69

スタンダード地図ラベル赤、 スタンダード地図ラベル白、
スタンダード地図ラベルロゼ　
合計720㎖×6入り

（L265・D180・H325　重量7.5ｋｇ ）

酒類・ドリンク

［事業所名］北条ワイン醸造所

北条ワイン白セット

北条ワインの代名詞的クラスで一番人気のヴ
ィンテージの白（辛口）、砂丘白（北条ワインの
上級クラス）、スペシャルセレクション白（ギフト
商品だけのために特別ブレンドした贅沢な逸
品）の詰め合わせです。

71

ヴィンテージ白、 砂丘白、 
スペシャルセレクション白
合計720㎖×３本入り　

（Ｌ290・Ｄ85・Ｈ350　重量4ｋｇ）

スイーツ・加工品

［事業所名］株式会社 MY HONEY　

ナッツの蜂蜜漬け２個＆
ピーナッツハニー２個セット

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１４ 金賞受賞
の「ナッツの蜂蜜漬け」と、砂糖・乳製品不使用
でピーナッツと天然蜂蜜の甘さだけで作った

「ピーナッツハニー」をあわせたＭＹ　ＨＯＮ
ＥＹセットです。

66

ナッツの蜂蜜漬け　200g×2個、
ピーナッツハニー　200ｇ×2個

※1歳未満のお子様には与えないでください。

スイーツ・加工品

［事業所名］株式会社 MY HONEY　

ナッツの蜂蜜漬け２個＆
ハーブコーディアル２個セット

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１４ 金賞受賞
の「ナッツの蜂蜜漬け」と、蜂蜜とハーブが薫る
ハニーシロップ「ハーブコーディアル」のセッ
ト。ハーブコーディアルは、そのままシロップと
して召し上がっていただくほか、ホッとしたい
時はお湯割りや、スッキリしたい時は炭酸割り
などドリンクとしてもお楽しみいただけます。

67

ナッツの蜂蜜漬け　200g×2個、
ハーブコーディアル　200㎖×2個

※1歳未満のお子様には与えないでください。
※1歳未満のお子様には与えないでください。

酒類・ドリンク

［事業所名］北条ワイン醸造所

北条ワイン赤セット

北条ワインの代名詞クラスで、一番人気のヴィ
ンテージの赤（ミディアム）、砂丘赤（北条ワイン
の上級クラス）、スペシャルセレクション赤（ギ
フト商品だけのために特別ブレンドした贅沢
な逸品）の詰め合わせです。

70

スタンダード赤、 砂丘赤、 
スペシャルセレクション赤
合計７２０㎖×３本入り　

（L290・D85・H350　重量4ｋｇ）

スイーツ・加工品
ナッツの蜂蜜漬け２個＆
エトワール２個セット

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１４ 金賞受賞
の「ナッツの蜂蜜漬け」と、ピスタチオ・ヘーゼ
ルナッツ・松の実・パンプキンシードを隠し味
の黒こしょうがうまくまとめたほんの少しピリ
ッとする「エトワール」のＭＹ　ＨＯＮＥＹセ
ットです。

［事業所名］株式会社 MY HONEY　

65

ナッツの蜂蜜漬け　200g×2個、
エトワール　200ｇ×2個

※1歳未満のお子様には与えないでください。

常温常温

常温常温

常温常温

常温常温
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発送時期

通年発送時期

通年発送時期
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2
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通年実施時期

通年発送時期 通年

酒類・ドリンク

［事業所名］梅津酒造有限会社　

お酒6本セット③

北栄町に江戸時代から140年続く酒蔵で造ら
れたお酒です。
清酒：北栄町産の酒米で造りました。
梅酒：鳥取県だけでしか栽培されていない
　　  野花梅を清酒に漬けました。
焼酎：地元北栄町産の砂丘長芋で造りました。

77

うまいがな軽快 720㎖、 冨玲 特別純米酒 720㎖、 
冨玲 生モト仕込60％山田錦 720㎖、 砂丘長いも焼酎30度 720㎖、 
砂丘長いも焼酎25度 720㎖、 
良熟梅の酒『野花』500㎖　各1本

酒類・ドリンク

［事業所名］梅津酒造有限会社

お酒4本セット②

北栄町に江戸時代から140年続く酒蔵で造ら
れたお酒です。
清酒：北栄町産の酒米で造りました。
梅酒：鳥取県だけでしか栽培されていない
　　  野花梅を清酒に漬けました。
焼酎：地元北栄町産の砂丘長芋で造りました。

74

うまいがな濃醇 720㎖、 
砂丘長いも焼酎25度 720㎖、 
砂丘長いも焼酎41度 720㎖、 
良熟梅の酒 野花 500㎖　各1本

酒類・ドリンク

［事業所名］梅津酒造有限会社

お酒6本セット①

北栄町に江戸時代から140年続く酒蔵で造ら
れたお酒です。
清酒：北栄町産の酒米で造りました。
梅酒：鳥取県だけでしか栽培されていない
　　  野花梅を清酒に漬けました。
焼酎：地元北栄町産の砂丘長芋で造りました。
にごり原酒は冬は生、夏は火入れ（加熱済）にな
ります。

75

うまいがな軽快 720㎖、 冨玲 にごり原酒 720㎖、 
冨玲 特別純米酒 720㎖、 冨玲 生モト仕込60％山田錦 720㎖、 
砂丘長いも焼酎25度 720㎖本、 
良熟梅の酒『野花』 500㎖　各1本

酒類・ドリンク

［事業所名］梅津酒造有限会社

お酒6本セット②

北栄町に江戸時代から140年続く酒蔵で造ら
れたお酒です。
清酒：北栄町産の酒米で造りました。
梅酒：鳥取県だけでしか栽培されていない
　　  野花梅を清酒に漬けました。
焼酎：地元北栄町産の砂丘長芋で造りました。
にごり原酒は冬は生、夏は火入れ（加熱済）に
なります。

76

冨玲 にごり原酒 720㎖、 冨玲 生モト仕込60％山田錦 720㎖、 
砂丘長いも焼酎30度 720㎖、 砂丘長いも焼酎25度 720㎖、 
良熟梅の酒『野花』 500㎖、 
梅酒『琴浦』500㎖　各1本

酒類・ドリンク

［事業所名］梅津酒造有限会社

お酒4本セット①

北栄町に江戸時代から140年続く酒蔵で造ら
れたお酒です。
清酒：北栄町産の酒米で造りました。
梅酒：鳥取県だけでしか栽培されていない
　　  野花梅を清酒に漬けました。
焼酎：地元北栄町産の砂丘長芋で造りました。

73

うまいがな濃醇 720㎖、 
冨玲 生モト仕込み60％山田錦 720㎖、
砂丘長いも焼酎41度 720㎖、 
良熟梅の酒 野花 500㎖　各1本

常温常温

常温常温

常温

雑貨・日用品・その他78

［事業所名］北栄町シルバー人材センター　

ふるさと墓地クリーン作戦 A
墓地面積４坪（１４㎡）以上

ふるさとのお墓を真心こめて大切にお守りい
たします。墓石、灯籠の洗浄からお墓内の雑草
取りや除草剤散布、献花、樹木の伐採などを承
ります。清掃前後のお墓の状況を写真でご報告
いたします。

お墓内の落ち葉やゴミ等の清掃、 雑草取り、 除草剤散布、 
墓石・灯籠の洗浄、 献花等

※北栄町内にあるお墓に限ります。
※４坪未満は１ポイント 　　をご覧ください（P.29）。168
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通年発送時期

通年発送時期

通年発送時期

通年発送時期

2
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通年発送時期

通年発送時期

通年発送時期 通年

スイーツ・加工品

［事業所名］株式会社 MY HONEY　

ハニーナッツ＆アカシアハニー＆
ハニーショコラ＆エトワールセット

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１４ 金賞
受賞の「ナッツの蜂蜜漬け」と、「アカシア
ハニー」、砂糖・乳製品不使用の天然蜂蜜
の甘さだけで作った「ハニーショコラ」と、
黒コショウがピリッときいた「エトワール」
をセットにしました。

68

ナッツの蜂蜜漬け  200g×1個、 アカシアハニー  200ｇ×1個、
ハニーショコラ  200ｇ×1個、 エトワール  200ｇ×1個

酒類・ドリンク

［事業所名］株式会社 エイチアグリ

日置さん家の純米原酒４種

肥料・農薬・堆肥を使用しないで自然栽培した
酒米山田錦を、昔ながらの生酛造りで手間暇を
かけ仕込まれた純米原酒２種と、減農薬・減化
学肥料で作られた玉栄の生酛造、速醸酛造の
純米原酒２種の特別４種セット。 

72

自然栽培山田錦 生酛造 純米原酒720㎖×2種、 
特別栽培玉栄 生酛造 純米原酒720㎖×1本、 
特別栽培玉栄 速醸酛造 純米原酒
720㎖×1本

酒類・ドリンク

［事業所名］北条ワイン醸造所

北条ワインスタンダードセット

スタンダードクラスの赤（ライト～ミディアム）、
白（やや辛口）、ロゼ（ライト）３種類×各２本
ずつ、６本セットです。鳥取県の地図の形をし
た斬新なラベルでのお届けです。 

69

スタンダード地図ラベル赤、 スタンダード地図ラベル白、
スタンダード地図ラベルロゼ　
合計720㎖×6入り

（L265・D180・H325　重量7.5ｋｇ ）

酒類・ドリンク

［事業所名］北条ワイン醸造所

北条ワイン白セット

北条ワインの代名詞的クラスで一番人気のヴ
ィンテージの白（辛口）、砂丘白（北条ワインの
上級クラス）、スペシャルセレクション白（ギフト
商品だけのために特別ブレンドした贅沢な逸
品）の詰め合わせです。

71

ヴィンテージ白、 砂丘白、 
スペシャルセレクション白
合計720㎖×３本入り　

（Ｌ290・Ｄ85・Ｈ350　重量4ｋｇ）

スイーツ・加工品

［事業所名］株式会社 MY HONEY　

ナッツの蜂蜜漬け２個＆
ピーナッツハニー２個セット

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１４ 金賞受賞
の「ナッツの蜂蜜漬け」と、砂糖・乳製品不使用
でピーナッツと天然蜂蜜の甘さだけで作った

「ピーナッツハニー」をあわせたＭＹ　ＨＯＮ
ＥＹセットです。

66

ナッツの蜂蜜漬け　200g×2個、
ピーナッツハニー　200ｇ×2個

※1歳未満のお子様には与えないでください。

スイーツ・加工品

［事業所名］株式会社 MY HONEY　

ナッツの蜂蜜漬け２個＆
ハーブコーディアル２個セット

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１４ 金賞受賞
の「ナッツの蜂蜜漬け」と、蜂蜜とハーブが薫る
ハニーシロップ「ハーブコーディアル」のセッ
ト。ハーブコーディアルは、そのままシロップと
して召し上がっていただくほか、ホッとしたい
時はお湯割りや、スッキリしたい時は炭酸割り
などドリンクとしてもお楽しみいただけます。

67

ナッツの蜂蜜漬け　200g×2個、
ハーブコーディアル　200㎖×2個

※1歳未満のお子様には与えないでください。
※1歳未満のお子様には与えないでください。

酒類・ドリンク

［事業所名］北条ワイン醸造所

北条ワイン赤セット

北条ワインの代名詞クラスで、一番人気のヴィ
ンテージの赤（ミディアム）、砂丘赤（北条ワイン
の上級クラス）、スペシャルセレクション赤（ギ
フト商品だけのために特別ブレンドした贅沢
な逸品）の詰め合わせです。

70

スタンダード赤、 砂丘赤、 
スペシャルセレクション赤
合計７２０㎖×３本入り　

（L290・D85・H350　重量4ｋｇ）

スイーツ・加工品
ナッツの蜂蜜漬け２個＆
エトワール２個セット

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１４ 金賞受賞
の「ナッツの蜂蜜漬け」と、ピスタチオ・ヘーゼ
ルナッツ・松の実・パンプキンシードを隠し味
の黒こしょうがうまくまとめたほんの少しピリ
ッとする「エトワール」のＭＹ　ＨＯＮＥＹセ
ットです。

［事業所名］株式会社 MY HONEY　

65

ナッツの蜂蜜漬け　200g×2個、
エトワール　200ｇ×2個

※1歳未満のお子様には与えないでください。

常温常温

常温常温

常温常温

常温常温

　
16 17



１
ポイント

Tottori Hokuei town Furusato Nouzei 2016

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

通年発送時期
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通年発送時期

通年発送時期

通年発送時期

（夏）7月下旬～8月中旬、
（冬）11月下旬～12月中旬

（夏）７月末、
（冬）12月５日発送時期 申込期限

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店　

鳥取和牛 すき焼きセット

上質な脂を持つ鳥取和牛のすき焼きセットで
す。ロースは柔らかく、とろけるような舌触り
です。赤身の肩・モモ肉は、多少歯ごたえのあ
るもののジューシーで、噛むほどに肉の旨み
を感じることができます。脂身と赤身、バラン
スのちょうど良いすき焼きセットをご家族で
ご堪能ください。

79

鳥取和牛　すき焼きセット
（ロース  200ｇ、 ウデまたはモモ  200ｇ）

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店　

鳥取和牛
希少部位ミニステーキセット

鳥取和牛のさまざまな希少部位を詰め合わ
せた、味の違いを感じることのできるセットで
す。近年、注目されている和牛のザブトンやミ
スジ、シンタマ、ランプ、イチボなどの各部位
は柔らかさや脂分がそれぞれ異なり、その違
いを楽しむことができます。お気に入りの部
位を見つけてください！

80

鳥取和牛　希少部位ミニステーキセット　300ｇ(2~3枚)

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店　

鳥取和牛・豚・鶏肉の
焼肉セット 500g

鳥取和牛、豚、鶏肉をまんべんなく詰め合わ
せた焼き肉セットです。鳥取和牛は気高系と
いわれる伝統ある牛の血統を引き継いでい
て、脂はオリーブオイルの主成分であるオレ
イン酸の含有量が高いとされています。

81

鳥取和牛、 豚肉、 鶏肉の詰め合わせ　500g

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店　

鳥取和牛ベーコン 　  

和牛ベーコンは、東京の三ツ星レストランの
コースに組み込まれた名品。鳥取県特産品コ
ンクールでも優秀賞を受賞しました！霜降り
の入った高級Ａ５，Ａ４ランクの鳥取和牛特
上バラ肉を使い、低温でじっくりと焼き上げた
ベーコンのブロックです。豚のベーコンを思
い浮かべて食べると、全く異なるあじわいに
感動がこみ上げてきます。
ウェブショップ　http://akamaru-shop.com/

82

鳥取和牛ベーコン　1袋（160ｇ）

冷凍

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店　

鳥取和牛ビーフジャーキー

まるでハムのように柔らかい鳥取和牛のジャ
ーキー。乾燥したビーフジャーキーとは味も
食感も全く違い、和牛ならではの脂を感じな
がらしっとり食べやすいものになっています。
ディナーや贈り物などに最適な、特別な時間
を演出します。　
ウェブショップ　http://akamaru-shop.com/

83

鳥取和牛ビーフジャーキー　１００ｇ×2袋

冷凍

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店

鳥取和牛ローストビーフ

大人気！！こちらの鳥取和牛ローストビーフは
天然の調味料のみを使用。モモの赤身肉を使
いながらもしっとりとした舌触りで柔らかく仕
上げています。ご家族、あるいは仲間とともに
召し上がってください。　
ウェブショップ　http://akamaru-shop.com/

84

鳥取和牛ローストビーフ　300ｇ

冷凍

冷凍 冷凍

冷凍

肉 類

［事業所名］大阿蘇ハム株式会社　

大阿蘇ハムセット①（３種）

しっとりとした口当たりの香り高いロースハ
ム、醤油仕立てでまろやかな和風焼豚、ピリッ
としたペッパーがアクセントでサラダ・おつま
みに最適なポークソーセージ、当社自慢の凛
薫シリーズの選りすぐりの美味しさが楽しめ
るセットです。

85

ホワイトロースハム  400ｇ、 焼豚醤油味  300g、
ペッパーポークソーセージ  250ｇ

冷蔵

18 19
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ポイント

10月～３月発送時期

通年発送時期

７月～８月上旬※配送日の指定はできません発送時期通年※配送日の指定はできません発送時期

通年発送時期

（夏）7月下旬～8月中旬、
（冬）11月下旬～12月中旬 （夏）5月末、 （冬）10月末発送時期 申込期限

（夏）7月下旬～8月中旬、
（冬）11月下旬～12月中旬

（夏）７月末、
（冬）12月５日発送時期 申込期限 （夏）7月下旬～8月中旬、

（冬）11月下旬～12月中旬
（夏）７月末、
（冬）12月５日発送時期 申込期限

肉 類

［事業所名］株式会社 ジャコム中央

猪（天女の猪）
特選ロースしゃぶしゃぶ

鳥取県中部の野山を駆け回り、豊かな自然の
中で育った猪。その肉質は臭み、雑味は一切
無く、天然ものだからこそ味わえる力強い肉
味です。

89

雌　300g

肉 類

［事業所名］株式会社 ジャコム中央

猪（天女の猪）
モモ・肩切り落とし

鳥取県中部の野山を駆け回り、豊かな自然の
中で育った猪。その肉質は臭み、雑味は一切
無く、天然ものだからこそ味わえる力強い肉
味です。

90

雌　500g

冷凍

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店

鳥取牛 もつ鍋セット

コラーゲンたっぷりなホルモンは女性にも嬉し
いセットです！鳥取県産牛の新鮮なホルモンは
新鮮なまま真空冷凍にしました。自家製の天然
調味料のみを使用した味噌スープ、締めにはこ
だわりの生麺を詰め合わせました。下茹でなし
で美味しく召し上がれるセットです。

91

ミックスホルモン　300ｇ、 
スープ、 ラーメン付き

冷凍

冷凍

肉 類

［事業所名］大阿蘇ハム株式会社　

大阿蘇ハムセット②（５種）

スモークして肉本来の美味しさを引き立てた
ロースハムと肩ロースハム、醤油ベースのタ
レに本みりんを加え、まろやかに仕上げた焼
豚、マイルドな味わいのマウンテンブルスト、
香ばしく深い味わいのミートローフの5品を
詰め合わせた大変にお得なセットです。

86

肩ロースハム  270ｇ、 スモークドロースハム  320ｇ、 
本みりん焼豚  250ｇ、 マウンテンブルスト  270ｇ、 
ミートローフ  220ｇ

冷蔵

肉 類

［事業所名］大阿蘇ハム株式会社

【ふるさと納税限定生産】
骨付きハム　1ｋｇ

豚すね肉を骨付きのまま塩せき、調味、熟成、
スモークした野趣あふれる本格派のハムで
す。骨付きのまま仕上げているため、骨から抽
出される旨味や薫りがおいしさをいっそう深
めています。

88

骨付きハム　1ｋｇ

冷蔵

肉 類

［事業所名］大阿蘇ハム株式会社　

大阿蘇ハムセット③（2種）

上質の素材を使用して、一週間以上じっくりと
丁寧に熟成させる事で、豊かな風味と深い味
わいを引き出した逸品です。桜チップでスモ
ークしてあるため、いっそう薫り高く贈り物に
も最適です。

87

熟成ロースハム　400ｇ、 
熟成ベーコン　250ｇ 

冷蔵

限定200セット

魚 貝 類

鮮魚セット

鳥取沖で水揚げされた鮮魚を３～５種類の詰
め合わせにしてお届けします。何が入るかは届
いた時のお楽しみ！生物ですのでいつでも受
取可能な方におすすめです。

92

［事業所名］株式会社 魚倉

３～５種類の鮮魚の詰め合わせ
※配達日の指定はできません。不在日の配達は避けますのでご連絡ください。

冷蔵

魚 貝 類

天然岩ガキ「夏輝」

鳥取の岩ガキは夏が旬です。ミネラルやビタミ
ン類が豊富で『海のミルク』と呼ばれ、夏バテ防
止や疲労回復にも効果があるといわれていま
す。磯の香り漂う鳥取の岩ガキを是非お召し上
がりください。　

93

岩ガキ（殻付き300ｇ以上）　１０個～
※時価のため個数が異なります。　※鮮度を保つため殻つきでお送りいたします。 
※配達日の指定はできません。不在日の配達は
　避けますのでご連絡ください。

冷蔵

［事業所名］中部漁業協同組合

限定100セット

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

通年発送時期

通年発送時期

通年発送時期

通年発送時期

通年発送時期

通年発送時期

（夏）7月下旬～8月中旬、
（冬）11月下旬～12月中旬

（夏）７月末、
（冬）12月５日発送時期 申込期限

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店　

鳥取和牛 すき焼きセット

上質な脂を持つ鳥取和牛のすき焼きセットで
す。ロースは柔らかく、とろけるような舌触り
です。赤身の肩・モモ肉は、多少歯ごたえのあ
るもののジューシーで、噛むほどに肉の旨み
を感じることができます。脂身と赤身、バラン
スのちょうど良いすき焼きセットをご家族で
ご堪能ください。

79

鳥取和牛　すき焼きセット
（ロース  200ｇ、 ウデまたはモモ  200ｇ）

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店　

鳥取和牛
希少部位ミニステーキセット

鳥取和牛のさまざまな希少部位を詰め合わ
せた、味の違いを感じることのできるセットで
す。近年、注目されている和牛のザブトンやミ
スジ、シンタマ、ランプ、イチボなどの各部位
は柔らかさや脂分がそれぞれ異なり、その違
いを楽しむことができます。お気に入りの部
位を見つけてください！

80

鳥取和牛　希少部位ミニステーキセット　300ｇ(2~3枚)

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店　

鳥取和牛・豚・鶏肉の
焼肉セット 500g

鳥取和牛、豚、鶏肉をまんべんなく詰め合わ
せた焼き肉セットです。鳥取和牛は気高系と
いわれる伝統ある牛の血統を引き継いでい
て、脂はオリーブオイルの主成分であるオレ
イン酸の含有量が高いとされています。

81

鳥取和牛、 豚肉、 鶏肉の詰め合わせ　500g

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店　

鳥取和牛ベーコン 　  

和牛ベーコンは、東京の三ツ星レストランの
コースに組み込まれた名品。鳥取県特産品コ
ンクールでも優秀賞を受賞しました！霜降り
の入った高級Ａ５，Ａ４ランクの鳥取和牛特
上バラ肉を使い、低温でじっくりと焼き上げた
ベーコンのブロックです。豚のベーコンを思
い浮かべて食べると、全く異なるあじわいに
感動がこみ上げてきます。
ウェブショップ　http://akamaru-shop.com/

82

鳥取和牛ベーコン　1袋（160ｇ）

冷凍

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店　

鳥取和牛ビーフジャーキー

まるでハムのように柔らかい鳥取和牛のジャ
ーキー。乾燥したビーフジャーキーとは味も
食感も全く違い、和牛ならではの脂を感じな
がらしっとり食べやすいものになっています。
ディナーや贈り物などに最適な、特別な時間
を演出します。　
ウェブショップ　http://akamaru-shop.com/

83

鳥取和牛ビーフジャーキー　１００ｇ×2袋

冷凍

肉 類

［事業所名］あかまる牛肉店

鳥取和牛ローストビーフ

大人気！！こちらの鳥取和牛ローストビーフは
天然の調味料のみを使用。モモの赤身肉を使
いながらもしっとりとした舌触りで柔らかく仕
上げています。ご家族、あるいは仲間とともに
召し上がってください。　
ウェブショップ　http://akamaru-shop.com/

84

鳥取和牛ローストビーフ　300ｇ

冷凍

冷凍 冷凍

冷凍

肉 類

［事業所名］大阿蘇ハム株式会社　

大阿蘇ハムセット①（３種）

しっとりとした口当たりの香り高いロースハ
ム、醤油仕立てでまろやかな和風焼豚、ピリッ
としたペッパーがアクセントでサラダ・おつま
みに最適なポークソーセージ、当社自慢の凛
薫シリーズの選りすぐりの美味しさが楽しめ
るセットです。

85

ホワイトロースハム  400ｇ、 焼豚醤油味  300g、
ペッパーポークソーセージ  250ｇ

冷蔵
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１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

通年発送時期

１
ポイント

通年発送時期

通年発送時期

通年※H28年産米予約できます。H28年産米発送は９月下旬から。発送時期

９月下旬～※H28年産米予約のみ受付。発送時期通年※H28年産米予約できます。H28年産米発送は10月下旬から。発送時期

通年発送時期

発送時期 通年

冷凍

冷凍

魚 貝 類
鮮魚の昆布じめ丼と漬け丼の素＆
特撰干物セット Ｂ

日本海産の干物、秘伝のたれで漬けこんだづけ丼の
素、昆布の旨みが絶妙に効いた昆布じめ丼の素が
セットになった商品です。ご飯との相性が抜群です。

94

［事業所名］高間商店

旬の魚の干物  ３種類（白はた5、エテカレイ2～3、 タイ1）と、 漬け丼の素（ブリ、 
白はた、 タイ、 ヒラメなど数種類から１つ）と、昆布じめ丼の素（タイ、スズキ、 甘
エビ、 白いか、 ヒラメなどから１つ）
※海鮮づけ丼の素と昆布じめ丼の素はおまか
せになります。
※基本的な組合せは上記の通りですが、漁の状況
により種類、数が変更になる場合があります。

魚 貝 類
日本海産
特撰干物セット B　　　

日本海の美しい干物セットです。職人が絶妙に
塩加減をした、食通もうなる干物！白い炊き立
てご飯のお供にどうぞ！

95

［事業所名］高間商店　

タイ1、エテカレイ2、沖キス8、アジ2、白はた5
５種１８匹前後
※魚の水揚げ状況により、セット内容が変更に
　なる場合があります。

※写真の生たまご、イクラ、ガリ、のり、ネギは
　商品に含まれておりません。

冷凍

魚 貝 類

日本海の漬け丼おまかせセット

ご自宅でプロの味が堪能できる「日本海の漬け
丼」ここにあり！の逸品です。一度、食べて頂くと
虜になる旨味が口の中に広がります。どんぶり
だけでなくお刺身としても美味しいです。

96

［事業所名］高間商店

魚 貝 類

鮮魚の昆布じめ丼セット

食通には、大発見の逸品です。日本海の天然素
材を昆布でしめた極上の旨味が、一口で幸せ
を届けてくれます。どんぶりだけでなく、お刺身
としても美味しいです。

97

［事業所名］高間商店

天然ぶり、 天然ひらめ、 えび、 白いか、 白はた、 スズキなど、 
数種類の中からおまかせで3～5種類の漬け丼の素が５パック 

（１パック約100ｇ）
※魚の水揚げにより、組合せが変わったり、
　同じ種類が２つ入ることがございます。

魚 貝 類

日本海産ニシンの燻製

食べて、その美味しさに驚き！これが、日本海産
ニシンのハム、スモークニシン。獲れたてのニ
シンを丁寧に燻製し、仕上げた職人の逸品で
す。解凍し、スライスして召し上がってください。

98

［事業所名］高間商店

スモークニシン　130g×５パック

冷凍

天然ひらめ、 えび、 白いか、 はたはた、 スズキなど数種類の中
からおまかせで3～5種類の昆布じめが５パック

（１パックあたり約100ｇ）
※魚の水揚げにより、組合せが変わったり、
　同じ種類が２つ入ることがございます。

限定50セット

［事業所名］株式会社エイチアグリ

「家庭でいつも食べるおいしいお米」を農家が
栽培から精米・袋詰めまで全て行っています。
混ざりもの無しの当農園で一番人気のコシヒ
カリ。精米・玄米・無洗米、選べます。放射能・残
留農薬検査済。

P.21の「お米のご案内」をご覧ください

日置さん家のお米（コシヒカリ）

3kg×4袋（精米・玄米・無洗米、選べます）

米99

常温

［事業所名］株式会社エイチアグリ

「ひとめぼれ」といえば東北ですが、鳥取では昔
から栽培されているお米です。当社では、寿司
職人さんからの要望で水田の土質、栽培方法
を考え作っています。数量は少ないですが鳥取
の「ひとめぼれ」もいいですよ。精米・玄米・無
洗米、選べます。

P. 21の「お米のご案内」をご覧ください

日置さん家のお米（ひとめぼれ）

3kg×4袋（精米・玄米・無洗米、選べます）
※H28年産米の収穫が出来る９月下旬からの発送となります。

米101

常温

［事業所名］株式会社エイチアグリ

日本穀物検定協会が発表した「米の食味ラン
キング」において、鳥取県産「きぬむすめ」が最
高の「特A」を平成２５年２６年と２年連続取
得したことでも話題。鳥取を代表するお米で
す。放射能・残留農薬検査済み。精米・玄米・無
洗米、選べます。

P. 21の「お米のご案内」をご覧ください

日置さん家のお米（きぬむすめ）

3kg×4袋（精米・玄米・無洗米、選べます）

米100

常温

冷凍

20 21



１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

通年発送時期

１
ポイント

通年発送時期

通年発送時期

通年※H28年産米予約できます。H28年産米発送は９月下旬から。発送時期

９月下旬～※H28年産米予約のみ受付。発送時期通年※H28年産米予約できます。H28年産米発送は10月下旬から。発送時期

通年発送時期

発送時期 通年

冷凍

冷凍

魚 貝 類
鮮魚の昆布じめ丼と漬け丼の素＆
特撰干物セット Ｂ

日本海産の干物、秘伝のたれで漬けこんだづけ丼の
素、昆布の旨みが絶妙に効いた昆布じめ丼の素が
セットになった商品です。ご飯との相性が抜群です。

94

［事業所名］高間商店

旬の魚の干物  ３種類（白はた5、エテカレイ2～3、 タイ1）と、 漬け丼の素（ブリ、 
白はた、 タイ、 ヒラメなど数種類から１つ）と、昆布じめ丼の素（タイ、スズキ、 甘
エビ、 白いか、 ヒラメなどから１つ）
※海鮮づけ丼の素と昆布じめ丼の素はおまか
せになります。
※基本的な組合せは上記の通りですが、漁の状況
により種類、数が変更になる場合があります。

魚 貝 類
日本海産
特撰干物セット B　　　

日本海の美しい干物セットです。職人が絶妙に
塩加減をした、食通もうなる干物！白い炊き立
てご飯のお供にどうぞ！

95

［事業所名］高間商店　

タイ1、エテカレイ2、沖キス8、アジ2、白はた5
５種１８匹前後
※魚の水揚げ状況により、セット内容が変更に
　なる場合があります。

※写真の生たまご、イクラ、ガリ、のり、ネギは
　商品に含まれておりません。

冷凍

魚 貝 類

日本海の漬け丼おまかせセット

ご自宅でプロの味が堪能できる「日本海の漬け
丼」ここにあり！の逸品です。一度、食べて頂くと
虜になる旨味が口の中に広がります。どんぶり
だけでなくお刺身としても美味しいです。

96

［事業所名］高間商店

魚 貝 類

鮮魚の昆布じめ丼セット

食通には、大発見の逸品です。日本海の天然素
材を昆布でしめた極上の旨味が、一口で幸せ
を届けてくれます。どんぶりだけでなく、お刺身
としても美味しいです。

97

［事業所名］高間商店

天然ぶり、 天然ひらめ、 えび、 白いか、 白はた、 スズキなど、 
数種類の中からおまかせで3～5種類の漬け丼の素が５パック 

（１パック約100ｇ）
※魚の水揚げにより、組合せが変わったり、
　同じ種類が２つ入ることがございます。

魚 貝 類

日本海産ニシンの燻製

食べて、その美味しさに驚き！これが、日本海産
ニシンのハム、スモークニシン。獲れたてのニ
シンを丁寧に燻製し、仕上げた職人の逸品で
す。解凍し、スライスして召し上がってください。

98

［事業所名］高間商店

スモークニシン　130g×５パック

冷凍

天然ひらめ、 えび、 白いか、 はたはた、 スズキなど数種類の中
からおまかせで3～5種類の昆布じめが５パック

（１パックあたり約100ｇ）
※魚の水揚げにより、組合せが変わったり、
　同じ種類が２つ入ることがございます。

限定50セット

［事業所名］株式会社エイチアグリ

「家庭でいつも食べるおいしいお米」を農家が
栽培から精米・袋詰めまで全て行っています。
混ざりもの無しの当農園で一番人気のコシヒ
カリ。精米・玄米・無洗米、選べます。放射能・残
留農薬検査済。

P.21の「お米のご案内」をご覧ください

日置さん家のお米（コシヒカリ）

3kg×4袋（精米・玄米・無洗米、選べます）

米99

常温

［事業所名］株式会社エイチアグリ

「ひとめぼれ」といえば東北ですが、鳥取では昔
から栽培されているお米です。当社では、寿司
職人さんからの要望で水田の土質、栽培方法
を考え作っています。数量は少ないですが鳥取
の「ひとめぼれ」もいいですよ。精米・玄米・無
洗米、選べます。

P. 21の「お米のご案内」をご覧ください

日置さん家のお米（ひとめぼれ）

3kg×4袋（精米・玄米・無洗米、選べます）
※H28年産米の収穫が出来る９月下旬からの発送となります。

米101

常温

［事業所名］株式会社エイチアグリ

日本穀物検定協会が発表した「米の食味ラン
キング」において、鳥取県産「きぬむすめ」が最
高の「特A」を平成２５年２６年と２年連続取
得したことでも話題。鳥取を代表するお米で
す。放射能・残留農薬検査済み。精米・玄米・無
洗米、選べます。

P. 21の「お米のご案内」をご覧ください

日置さん家のお米（きぬむすめ）

3kg×4袋（精米・玄米・無洗米、選べます）

米100

常温

冷凍 １
ポイント

１
ポイント

通年※H28年産米予約できます。H28年産米発送は10月下旬から。発送時期通年※H28年産米予約できます。H28年産米発送は10月下旬から。発送時期

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

６月中旬～７月中旬 発送時期

７月中旬～８月上旬発送時期

９月上旬～10月中旬 発送時期６月発送時期

６月下旬～７月末発送時期 提供数が切れる、または７月上旬申込期限 提供数が切れる、または７月末申込期限

６月末または提供数量がなくなるまで申込期限

［事業所名］株式会社 エイチアグリ

「家庭でいつも食べる美味しいお米」をめざし
日々試行錯誤の中、当農園1番人気のコシヒカ
リと、1番食べてもらいたい農薬・肥料・堆肥な
どの有機物を使用せず稲本来の生命力で力強
く育ったきぬむすめのセットです。

P. 21の「お米のご案内」をご覧ください

日置さん家のお米セット

慣行栽培コシヒカリ　5kg、 自然栽培きぬむすめ　5kg

米102

常温

［事業所名］株式会社 エイチアグリ

ミルキークィーンは、コシヒカリよりも「もっち
もちで柔らかい」のが特徴。ミルキークィーンが
欲しいというお客様の要望により栽培しまし
た。数は少ないですが食べてみてください。

P. 21の「お米のご案内」をご覧ください

日置さん家のお米
（ミルキークイーン）

３ｋｇ×４袋（精米・玄米・無洗米、選べます）

米103

常温

弊社（株式会社エイチアグリ）の精米につきましては、
お米の栄養が一番詰まっている「うまみ層」を少し残す
精米を行っており、通常の上白米とは違い少し黄色味
を帯びているのが特徴です。通常のお米とは、香り等
の違いを感じられる方もいらっしゃいますが、あらかじ
めご了承ください。

水を使わない無洗米加工機を使い、製造を行ってお
りますので、付着しているお米の粉やデンプン質に
て水が白濁する場合がございますが、炊飯には影響
ありません。お米をとぐ必要はありませんが、どうし
ても気になります方は、１～２回軽くすすいでから炊
飯してください。

お 米 のご 案 内

限定50セット

精　米
について

無洗米
について

※無洗米は、研ぎ洗いがなくても炊けるお米ですが、水が白濁
　しないお米ではございませんのでご了承ください。

大栄西瓜

市場や消費者の皆さまからご好評をいただい
ている国内有数のブランド「大栄スイカ」は、

「黒ぼく」と呼ばれる豊穣な大地で育てられた
糖度の高い高品質の大玉スイカです。 

［事業所名］ＪＡ鳥取中央

秀2Ｌ　２玉　１箱

果 物104

高級黒皮種無しスイカ

種がなく食べやすいと評判の種無しスイカで
す。果肉がしっかりとしていて、抜群のシャリシ
ャリ感です。糖度が高いもの（12～14度）だけ
を厳選し、お届け致します。

［事業所名］高間商店

２Ｌ以上　１玉7～8ｋｇ

果 物106

小玉西瓜（ＪＡ鳥取中央）

秋に食べられる夏の味覚として人気です。お手
頃サイズの小玉すいかをご賞味ください。

［事業所名］ＪＡ鳥取中央

秀Ｌ　５玉
※秋に食べられるスイカです。

果 物108

プレミアムもぎたてスイカ

スイカ直売所を営んで50年の職
人が、ふるさと納税のお礼として、
特別なスイカを厳選してお届けい
たします。もぎたてのツル付きで、
甘さ、シャリ感、香り、旨味がすべて
揃った畑の芸術品です。 　

［事業所名］高間商店

３Ｌ　８ｋｇ以上のスイカ　１玉　  

果 物105

極上小玉スイカ（高間商店）

スイカの直売所を営んで50年の高間商店が、
職人の目利きで極上の小玉スイカを厳選して
お届けいたします。糖度は13～14度で、「蜜を
食べているようだ」と、とても評判です。是非、一
度食べてみてください！

［事業所名］高間商店

糖度13～14度　秀２Ｌ　２玉　５ｋｇ前後

果 物107
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１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

６月下旬～７月上旬 発送時期

６月下旬～７月上旬発送時期６月下旬～７月上旬発送時期

６月下旬～７月上旬発送時期

６月20日申込期限 ６月末　申込期限

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

10月上旬～10月下旬発送時期

６月下旬～７月中旬発送時期６月中旬～７月中旬発送時期

６月下旬～７月上旬発送時期

提供数が切れる、または７月上旬申込期限 提供数が切れる、または７月上旬申込期限

タカミ（貴味）メロン（前田農園）

広大な北条砂丘のほぼ中央で太陽光を存分に
浴び、減農薬有機栽培にこだわり、果肉の厚い
糖度が高く安定したメロンです。高貴で上品な
味を是非一度お楽しみください。

［事業所名］前田農園

赤秀　４Ｌ～３Ｌ　４玉～５玉　5.5ｋｇ～6kg

果 物112

タカミメロン（サンドヒル鳥取）

爽やかで高貴な甘さが特徴のネットメロンで
す。果肉が厚く果汁もたっぷりのメロンを栽培
者が直接お届けします。

［事業所名］サンドヒル鳥取

5.5kg（秀４～５玉入り）

果 物111

アムスメロン（ＪＡ鳥取中央）

果肉はやわらかく甘くてジューシー！皮が薄く、
その分果肉が厚く、食べごたえ抜群です！！ほの
かな夏の香りが楽しめます。

［事業所名］ＪＡ鳥取中央

3～5玉　赤秀　５ｋｇ　１箱

果 物110

アムスメロン（北条砂丘観光メロン園）

日本海からの太陽の恵みをいっぱい
に浴びる砂丘地で四半世紀にわたり
有機栽培、減農薬にこだわって元気で
安全なメロン作りをしています。水は
けの良い砂丘地は肉厚で柔らかい果
肉を育み、甘さ抜群のメロンです。

［事業所名］北条砂丘観光メロン園

4Ｌ～2Ｌ　4～6玉　6ｋｇ以上

果 物109

大栄ルピアレッド

表面に細かい網目が綺麗に入るネット系メロ
ンです。果肉はとても糖度が高く、とてもジュー
シーです。

［事業所名］ＪＡ鳥取中央

赤秀　3Ｌ　５玉　１箱

果 物114

小玉スイカと旬のメロンセット

小玉スイカと旬のメロンのセットです。美味し
いスイカとメロンを両方とも味わいたい方に
ピッタリです。甘いものだけを厳選し、お届け
致します。

［事業所名］高間商店

小玉スイカ　１玉 ・ メロン　1玉　
計約5ｋｇ
※メロンの種類はペルル、タカミ、クレオパトラ
　などからおまかせでお送りします。

果 物116

ペルルメロン

果肉が厚くボリュームたっぷり！上品な甘さと
豊な香りを味わっていただけます。

［事業所名］ＪＡ鳥取中央

赤秀　5Ｌ　３玉　１箱

果 物113

旬のメロン２～３玉セット

旬のメロン（ペルルメロン、タカミメロン、クレ
オパトラ）からその時季に一番美味しいものを
厳選し、お届けいたします。

［事業所名］高間商店

メロン　大玉２～３玉（１玉2.5ｋｇ前後）　
合計５ｋｇ以上
※メロンの種類はペルル、タカミ、クレオパトラなど
　からおまかせでお送りします。
　1種類になる場合もございます。

果 物115

限定100セット

22 23



１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

６月下旬～７月上旬 発送時期

６月下旬～７月上旬発送時期６月下旬～７月上旬発送時期

６月下旬～７月上旬発送時期

６月20日申込期限 ６月末　申込期限

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

10月上旬～10月下旬発送時期

６月下旬～７月中旬発送時期６月中旬～７月中旬発送時期

６月下旬～７月上旬発送時期

提供数が切れる、または７月上旬申込期限 提供数が切れる、または７月上旬申込期限

タカミ（貴味）メロン（前田農園）

広大な北条砂丘のほぼ中央で太陽光を存分に
浴び、減農薬有機栽培にこだわり、果肉の厚い
糖度が高く安定したメロンです。高貴で上品な
味を是非一度お楽しみください。

［事業所名］前田農園

赤秀　４Ｌ～３Ｌ　４玉～５玉　5.5ｋｇ～6kg

果 物112

タカミメロン（サンドヒル鳥取）

爽やかで高貴な甘さが特徴のネットメロンで
す。果肉が厚く果汁もたっぷりのメロンを栽培
者が直接お届けします。

［事業所名］サンドヒル鳥取

5.5kg（秀４～５玉入り）

果 物111

アムスメロン（ＪＡ鳥取中央）

果肉はやわらかく甘くてジューシー！皮が薄く、
その分果肉が厚く、食べごたえ抜群です！！ほの
かな夏の香りが楽しめます。

［事業所名］ＪＡ鳥取中央

3～5玉　赤秀　５ｋｇ　１箱

果 物110

アムスメロン（北条砂丘観光メロン園）

日本海からの太陽の恵みをいっぱい
に浴びる砂丘地で四半世紀にわたり
有機栽培、減農薬にこだわって元気で
安全なメロン作りをしています。水は
けの良い砂丘地は肉厚で柔らかい果
肉を育み、甘さ抜群のメロンです。

［事業所名］北条砂丘観光メロン園

4Ｌ～2Ｌ　4～6玉　6ｋｇ以上

果 物109

大栄ルピアレッド

表面に細かい網目が綺麗に入るネット系メロ
ンです。果肉はとても糖度が高く、とてもジュー
シーです。

［事業所名］ＪＡ鳥取中央

赤秀　3Ｌ　５玉　１箱

果 物114

小玉スイカと旬のメロンセット

小玉スイカと旬のメロンのセットです。美味し
いスイカとメロンを両方とも味わいたい方に
ピッタリです。甘いものだけを厳選し、お届け
致します。

［事業所名］高間商店

小玉スイカ　１玉 ・ メロン　1玉　
計約5ｋｇ
※メロンの種類はペルル、タカミ、クレオパトラ
　などからおまかせでお送りします。

果 物116

ペルルメロン

果肉が厚くボリュームたっぷり！上品な甘さと
豊な香りを味わっていただけます。

［事業所名］ＪＡ鳥取中央

赤秀　5Ｌ　３玉　１箱

果 物113

旬のメロン２～３玉セット

旬のメロン（ペルルメロン、タカミメロン、クレ
オパトラ）からその時季に一番美味しいものを
厳選し、お届けいたします。

［事業所名］高間商店

メロン　大玉２～３玉（１玉2.5ｋｇ前後）　
合計５ｋｇ以上
※メロンの種類はペルル、タカミ、クレオパトラなど
　からおまかせでお送りします。
　1種類になる場合もございます。

果 物115

限定100セット

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

８月上旬～８月中旬 発送時期

８月下旬～９月中旬発送時期８月上旬～８月中旬発送時期

７月上旬～７月中旬 発送時期

８月20日まで申込期限

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

９月上旬～９月中旬発送時期

８月下旬～９月下旬発送時期９月上旬～９月中旬発送時期

９月中旬～10月上旬発送時期

提供数が切れる、または９月中旬申込期限

ブラックオリンピア（ぶどう）

糖と酸味のバランスがよく、濃厚な味わいの食
感を楽しむことができます。また、大粒で皮離
れが良く、のど越しの良い種無しぶどうです。

［事業所名］山本農園

2ｋｇ入り　１箱（種なし）（秀３～４房入り）

果 物120

ピオーネ

香りが強くて日持ちが良く、大粒で種なしのブ
ドウです。甘みが強く、それでいて爽やかな酸
味が特徴です。

［事業所名］ＪＡ鳥取中央

赤秀　１箱（2kg）（種なし）
※１箱４～５房。

果 物119

巨峰

黒ブドウの定番品種。甘みと酸味のバランス
が良く、歯触りの良い食感と芳醇な香りが特
徴です。

［事業所名］ＪＡ鳥取中央

赤秀　１箱（2kg）（種なし）
※１箱４～５房。

果 物118

デラウェア

果実は小粒。香りは少ないものの強い甘み
があり、種も無いのであっという間に食べら
れます。

［事業所名］ＪＡ鳥取中央

赤秀　2ｋｇ×２箱（種なし）

果 物117

巨峰＋干しブドウセット

農薬、化学肥料を使用せず栽培してい
ます。昔なつかしのぶどうの味をお楽し
みください。干しブドウは、種ごと食べら
れる新食感の干しブドウです。オイル、
保存料を使用していません。

［事業所名］有限会社 浜根農園

巨峰　1.5ｋｇ、 
干しブドウ（ベリーＡ）　45ｇ
※気候により発送時期が変動します。

二十世紀梨（高間商店）　5ｋｇ

一玉一玉厳選し、とびきりの二十世紀梨をお届
けします。シャリッとした心地よい歯ごたえと清
涼感のある甘い果汁が人気です。

［事業所名］高間商店

赤秀　3Ｌ～4Ｌ　12～14玉　5ｋｇ

果 物124

ベリーA＋干しブドウセット

農薬、化学肥料を使用せず栽培してい
ます。小粒で昔なつかしの甘みが詰まっ
たぶどうの味をお楽しみください。干し
ブドウは、種ごと食べられる新食感の干
しブドウです。オイル、保存料を使用して
いません。

［事業所名］有限会社 浜根農園

ベリーＡ　1.5ｋｇ、 
干しブドウ（ベリーＡ）　45ｇ
※気候により発送時期が変動します。

二十世紀梨（ＪＡ鳥取中央）

緑色が残る瑞 し々さが特徴です。甘さの中にさ
わやかな酸味、シャキシャキとした食感はやみ
つきになります。

［事業所名］ＪＡ鳥取中央

赤秀　3Ｌ～4Ｌ　12～14玉　５ｋｇ箱　１箱

果 物123

限定50セット

《セット商品》果物・スイーツ・加工品121 《セット商品》果物・スイーツ・加工品122
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１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

９月上旬～11月下旬発送時期

10月上旬～10月末発送時期８月下旬～９月末発送時期

10月下旬～11月中旬発送時期

10月末申込期限

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

11月中旬～11月下旬発送時期

通年発送時期11月中旬～２月中旬発送時期

10月中旬～10月下旬 発送時期

１月末まで申込期限

11月中旬申込期限

９月中旬申込期限

季節のりんご

北に日本海、南に秀峰大山を仰ぐ、自然豊かな
北栄町で愛情いっぱいに育てたりんごです。そ
の時期、旬を迎えたりんごをどうぞご賞味くだ
さい。

［事業所名］阪本観光りんご園

5ｋｇ箱（10～13玉）　
※2～3種類の中から1～2種類が入ります。
※品種は選べません。（生産者のおまかせ）

果 物128

二十世紀梨と旬の赤梨セット

鳥取は二十世紀梨で有名ですが、甘くて美味し
い赤梨も栽培されています。二十世紀梨と旬の
赤梨をどちらも楽しみたい方に、このセットを
ご用意致しました。

［事業所名］高間商店

二十世紀梨と赤梨（幸水、 秋栄、 豊水、 新甘泉、 新高など）の混合
3Ｌ～4Ｌ　12～14玉　5ｋｇ以上
※赤梨は1～2種類。
※時期により梨の組合せが異なります。大きな
サイズの場合は玉数が少なくなることもあり
ますが必ず5ｋｇ以上でお届けします。

果 物127

富有柿

果肉は緻密でとろけるような柔らかさと甘みが
あり、果汁が多いのが特徴です。

［事業所名］ＪＡ鳥取中央

16玉（5kg）

果 物130

西条柿

果肉はとても緻密で、固くなく、かと言って柔ら
かいというほどでもなく、優しく口の中で崩れ
る感じです。

［事業所名］ＪＡ鳥取中央

２４玉（5kg）

果 物129

旬の赤梨セット 5ｋｇ

赤梨好きな方に、赤梨だけを詰め合わせたセ
ットです。旬の赤梨をミックスさせて頂きます。

［事業所名］高間商店

赤梨（幸水、 秋栄、 豊水、 新甘泉、 新高、 新興、 王秋など）の
混合　2Ｌ～4Ｌ　5ｋｇ以上
※赤梨は2～3種類。
※時期により梨の組合せが異なります。大きな
サイズの場合は玉数が少なくなることもあり
ますが必ず5ｋｇ以上でお届けします。

果 物126

王秋(梨）

今までの晩生梨にはない特有の香気もあり果
肉がち密で柔らかく、そのうえシャリ感がる。食
味はジューシーで程よい酸味があり新しい食
感で上品な味わいの晩生梨です。長期保存も
でき、お歳暮や進物に最適な品です。ぜひご賞
味ください。

［事業所名］ＪＡ鳥取中央

赤秀　7～8玉　５ｋｇ　１箱

果 物125

長いも（ねばりっこ）

やわらかな砂地の中でのびのび成長する砂丘
ながいもは、栄養満点の高級食材。その中でも
粘りが強く甘みとコクがある新品種「ねばりっ
こ」をお届けします。

［事業所名］ＪＡ鳥取中央

秀4Ｌ　3本　５ｋｇ
※新芋との切替わり時期の１０月～１１月にない時があります。

キウイフルーツ

ビタミンCの含有率が高く、中身はエメラルド
グリーンに包まれ、甘さと酸味の絶妙なバラン
スが良いさわやかな味わいを堪能できます。

［事業所名］山本農園

3ｋｇ　1箱
（秀　24～30玉入り）

果 物131

限定100セット

限定100セット 野 菜132

お う  しゅう
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１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

９月上旬～11月下旬発送時期

10月上旬～10月末発送時期８月下旬～９月末発送時期

10月下旬～11月中旬発送時期

10月末申込期限

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

11月中旬～11月下旬発送時期

通年発送時期11月中旬～２月中旬発送時期

10月中旬～10月下旬 発送時期

１月末まで申込期限

11月中旬申込期限

９月中旬申込期限

季節のりんご

北に日本海、南に秀峰大山を仰ぐ、自然豊かな
北栄町で愛情いっぱいに育てたりんごです。そ
の時期、旬を迎えたりんごをどうぞご賞味くだ
さい。

［事業所名］阪本観光りんご園

5ｋｇ箱（10～13玉）　
※2～3種類の中から1～2種類が入ります。
※品種は選べません。（生産者のおまかせ）

果 物128

二十世紀梨と旬の赤梨セット

鳥取は二十世紀梨で有名ですが、甘くて美味し
い赤梨も栽培されています。二十世紀梨と旬の
赤梨をどちらも楽しみたい方に、このセットを
ご用意致しました。

［事業所名］高間商店

二十世紀梨と赤梨（幸水、 秋栄、 豊水、 新甘泉、 新高など）の混合
3Ｌ～4Ｌ　12～14玉　5ｋｇ以上
※赤梨は1～2種類。
※時期により梨の組合せが異なります。大きな
サイズの場合は玉数が少なくなることもあり
ますが必ず5ｋｇ以上でお届けします。

果 物127

富有柿

果肉は緻密でとろけるような柔らかさと甘みが
あり、果汁が多いのが特徴です。

［事業所名］ＪＡ鳥取中央

16玉（5kg）

果 物130

西条柿

果肉はとても緻密で、固くなく、かと言って柔ら
かいというほどでもなく、優しく口の中で崩れ
る感じです。

［事業所名］ＪＡ鳥取中央

２４玉（5kg）

果 物129

旬の赤梨セット 5ｋｇ

赤梨好きな方に、赤梨だけを詰め合わせたセ
ットです。旬の赤梨をミックスさせて頂きます。

［事業所名］高間商店

赤梨（幸水、 秋栄、 豊水、 新甘泉、 新高、 新興、 王秋など）の
混合　2Ｌ～4Ｌ　5ｋｇ以上
※赤梨は2～3種類。
※時期により梨の組合せが異なります。大きな
サイズの場合は玉数が少なくなることもあり
ますが必ず5ｋｇ以上でお届けします。

果 物126

王秋(梨）

今までの晩生梨にはない特有の香気もあり果
肉がち密で柔らかく、そのうえシャリ感がる。食
味はジューシーで程よい酸味があり新しい食
感で上品な味わいの晩生梨です。長期保存も
でき、お歳暮や進物に最適な品です。ぜひご賞
味ください。

［事業所名］ＪＡ鳥取中央

赤秀　7～8玉　５ｋｇ　１箱

果 物125

長いも（ねばりっこ）

やわらかな砂地の中でのびのび成長する砂丘
ながいもは、栄養満点の高級食材。その中でも
粘りが強く甘みとコクがある新品種「ねばりっ
こ」をお届けします。

［事業所名］ＪＡ鳥取中央

秀4Ｌ　3本　５ｋｇ
※新芋との切替わり時期の１０月～１１月にない時があります。

キウイフルーツ

ビタミンCの含有率が高く、中身はエメラルド
グリーンに包まれ、甘さと酸味の絶妙なバラン
スが良いさわやかな味わいを堪能できます。

［事業所名］山本農園

3ｋｇ　1箱
（秀　24～30玉入り）

果 物131

限定100セット

限定100セット 野 菜132

お う  しゅう １
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

５月下旬～６月中旬発送時期

４月～５月中旬発送時期５月下旬～６月中旬発送時期

５月下旬～７月上旬発送時期 ６月末申込期限

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

10月～11月発送時期

５月下旬～８月上旬発送時期通年発送時期

８月下旬～９月中旬 発送時期

紫エシャレット

栽培期間中、農薬を使わず栽培しました。皮の
表面が紫色の希少なエシャレットです。生食で
は、ピリッとサラダのアクセントに！また焼くと
甘みが増します。ドレッシングの材料にも最適
です。

［事業所名］有限会社 浜根農園

1ｋｇ　
※根切りの状態で発送します。
※レシピ付き。

野 菜136

洗いらっきょう（ＪＡ鳥取中央）

らっきょうは、古くから疲労回復、滋養強壮など
の効能があるとされ、成分のアリシンには殺菌
効果があるほか、血液の循環を良くする効果が
あります。がん予防効果や抗アレルギー効果が
期待できるとの研究結果もあり、優れた健康食
品です。洗いらっきょうは、すぐにつけることが
できます。漬けあがったらっきょうは、シャリシ
ャリの歯ごたえのある食感や口の中に広がる
甘酸っぱい味覚をお楽しみいただけます。

［事業所名］ＪＡ鳥取中央

ラクダラッキョウ　秀　Ｍ　5ｋｇ　１箱

野 菜135

にんじん芋（さつまいも）

水はけのよい砂丘地は、さつまいも栽培に最
適と言われています。ねっとり系さつまいもの
オレンジ色をしたにんじん芋は焼き芋に最適！
クリームシチュー、天ぷら、イモごはんのほか
に、甘み増し・彩りにもおススメです。

［事業所名］有限会社 浜根農園

生芋　7ｋｇ
※鮮度を保つため砂つきで発送します。
※レシピ付き。

野 菜138

ジャンボ落花生（生）

栽培期間中、農薬を使わず栽培してい
ます。珍しいはやどりのジャンボ落花生
を塩ゆでにして食べるのがおススメで
す。未成熟な白くつるんとした実は、豆
本来の甘みが出て食べ始めたら止まり
ません。

［事業所名］有限会社 浜根農園

1ｋｇ
※気候により発送時期に変更があります。
※レシピ付き。

野 菜137

根付きらっきょう（ＪＡ鳥取中央）

らっきょうは、古くから疲労回復、滋養強壮など
の効能があるとされ、成分のアリシンには殺菌
効果があるほか、血液の循環を良くする効果が
あります。がん予防効果や抗アレルギー効果が
期待できるとの研究結果もあり、優れた健康食
品です。こちらは根がついたままの新鮮ならっ
きょうです。

［事業所名］ＪＡ鳥取中央

ラクダラッキョウ　秀　Ｍ　5ｋｇ　１箱

野 菜134

生ラッキョウ（田中農園）

２種類の生ラッキョウの詰め合わせです。ラク
ダラッキョウは粒が大きめで、漬けるのはもち
ろん料理に使いやすい品種です。玉ラッキョウ
は漬けても歯触りの良さが感じられ、生産者が
少なく希少価値のある品種です。

［事業所名］田中農園

玉ラッキョウ　２ｋｇ、 
ラクダラッキョウ　4ｋｇ

野 菜133

高級食材！ 浜防風

砂丘地特産の浜防風。もともと自生していたが
乱獲により、今では数少ない希少な高級食材
です。根を薄くスライスし、天ぷらにして食べる
のがオススメです。浜防風特有の香りをお楽し
みください。

［事業所名］有限会社 浜根農園

３５０ｇ（３本前後）
※鮮度を保つため砂つきで発送します。
※レシピ付き。

野 菜 　139

限定50セット

限定50セット

《セット商品》果物・野菜140
は ま  ぼ う  ふ う

常温小玉すいか・メロンと
春夏野菜セット

徹底した土づくりのこだわりと大山からも
たらされるおいしいお水によって育てた
野菜たちと、小玉すいかとメロンをセット
にしました。こだわりの詰まった旬の野菜
たちを是非ご賞味ください。

［事業所名］中原農園

春夏野菜（内容は変更になる場合があります）、
メロンと小玉すいか

（時期によりメロンの種類は
 変わります）
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１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

通年発送時期

10月中旬～３月末発送時期９月～発送時期

９月下旬～11月末発送時期

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

８月～２月発送時期

８月～２月発送時期８月～翌年２月まで発送時期

通年発送時期

せとおばさんのうま～いセット

ブランド「大栄スイカ」をギュッと濃縮し、甘い中
玉トマトを手軽に食べられる加工品にしました。
ケチャップ：中玉トマトの甘みを生かした逸品
ペースト：保存料不使用　トマト100％
ジュース：食塩不使用　果汁100％
すいか糖：大栄スイカ　100％

［事業所名］せと加工グループ

すいか糖  ２５０ｇ、 うま～いトマトケチャップ  ４５０ｇ、 
うま～いトマトケチャップ  １８０ｇ、 ミディトマトジュース  300㎖、
せとおばさんのトマトペースト  １２０ｇ　
各１個

スイーツ・加工品 144

ラッキョウ漬け

身が詰まった完熟ラッキョウを収穫した翌日の
新鮮なうちに漬けこんだラッキョウ漬けです。
塩漬けせずに漬けこみ、ラッキョウ本来の白さ
や歯触りの良さを活かした仕上がりです。パリ
ッとした歯ごたえが楽しめます。

［事業所名］田中農園

ビン　130ｇ×２個、 
ビン　220ｇ×１個、 
袋　220ｇ×２個

スイーツ・加工品 143

スイカジャム

スイカは体の老化を抑制するというリコピンが
含まれています。大栄特産の甘いスイカにグラ
ニュー糖、クエン酸、ペクチンを加え煮詰めたこ
だわりのジャムです。

［事業所名］加工グループ フローリスト西園 

スイカジャム　120ｇ×7個

スイーツ・加工品 146

ブラックベリージャム

抗酸化性の高い成分を多く含むブ
ラックベリー。果実100％とグラニ
ュー糖だけで仕上げた酸味爽や
かで深い味わいの手作りジャムで
す。北栄町で特別栽培（化学肥料・
農薬不使用）したブラックベリーを
使用して、加工まで一貫して作って
います。

［事業所名］北栄ブラックベリー 
　　　　　（いいだファーム）

ブラックベリージャム　150ｇ×6個

スイーツ・加工品 145

しろ丸（長いもとろろ餅）

ミネラルたっぷりの鳥取県産砂丘
長芋と国産米粉を使い、蒸しあげた
新しい食感の加工品です。フライパ
ンで焼くだけで簡単に食べられま
す。ポン酢、餃子のたれ等かけて、
おつまみ、おやつに最適です！！

［事業所名］堀本農園

180ｇ×8枚
※賞味期限40日。

スイーツ・加工品 142

スイカジャム・ブラックベリージャム
詰合わせ

体の老化を抑制するというリコピンを含んでい
る大栄特産の甘いスイカから作ったジャムと、
北栄町で栽培した抗酸化性の高い成分を多く
含むブラックベリー果実100％をグラニュー糖
で仕上げた酸味爽やかな手作りジャムの詰合
せです。

［事業所名］北栄ブラックベリー 
　　　　　（いいだファーム）

スイカジャム　１２０ｇ×３個、 
ブラックベリージャム　150ｇ×3個

スイーツ・加工品 147

スイカ糖

スイカは身体の老化を抑制すると
いうリコピンが含まれています。大
栄特産の甘くて美味しいスイカの
果汁だけをじっくり煮詰めてスイ
カ糖を作りました。スイカの自然
の甘さをお召し上がりください。

［事業所名］加工グループ フローリスト西園

スイカ糖　90g×5個

スイーツ・加工品 148

限定20セット

新米5kgと秋冬野菜セット

徹底した土づくりのこだわりと大山
からもたらされるおいしいお水によ
って育てた野菜たちを、お米とセッ
トにしました。こだわりの詰まった
旬の野菜たちを是非ご賞味くださ
い。※新米５kg、季節の野菜８～10
品目のセットです。

［事業所名］中原農園

秋冬野菜（内容は変更になる場合があります）、 お米  5kg　
※新米5ｋｇ、季節の野菜８～10品目。

《セット商品》野菜・米141

常温 冷蔵

常温 常温

常温 常温

長芋と国産米粉を使い、蒸しあげた
新しい食感の加工品です。フライパ
ンで焼くだけで簡単に食べられま
す。ポン酢、餃子のたれ等かけて、
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１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

通年発送時期

10月中旬～３月末発送時期９月～発送時期

９月下旬～11月末発送時期

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

８月～２月発送時期

８月～２月発送時期８月～翌年２月まで発送時期

通年発送時期

せとおばさんのうま～いセット

ブランド「大栄スイカ」をギュッと濃縮し、甘い中
玉トマトを手軽に食べられる加工品にしました。
ケチャップ：中玉トマトの甘みを生かした逸品
ペースト：保存料不使用　トマト100％
ジュース：食塩不使用　果汁100％
すいか糖：大栄スイカ　100％

［事業所名］せと加工グループ

すいか糖  ２５０ｇ、 うま～いトマトケチャップ  ４５０ｇ、 
うま～いトマトケチャップ  １８０ｇ、 ミディトマトジュース  300㎖、
せとおばさんのトマトペースト  １２０ｇ　
各１個

スイーツ・加工品 144

ラッキョウ漬け

身が詰まった完熟ラッキョウを収穫した翌日の
新鮮なうちに漬けこんだラッキョウ漬けです。
塩漬けせずに漬けこみ、ラッキョウ本来の白さ
や歯触りの良さを活かした仕上がりです。パリ
ッとした歯ごたえが楽しめます。

［事業所名］田中農園

ビン　130ｇ×２個、 
ビン　220ｇ×１個、 
袋　220ｇ×２個

スイーツ・加工品 143

スイカジャム

スイカは体の老化を抑制するというリコピンが
含まれています。大栄特産の甘いスイカにグラ
ニュー糖、クエン酸、ペクチンを加え煮詰めたこ
だわりのジャムです。

［事業所名］加工グループ フローリスト西園 

スイカジャム　120ｇ×7個

スイーツ・加工品 146

ブラックベリージャム

抗酸化性の高い成分を多く含むブ
ラックベリー。果実100％とグラニ
ュー糖だけで仕上げた酸味爽や
かで深い味わいの手作りジャムで
す。北栄町で特別栽培（化学肥料・
農薬不使用）したブラックベリーを
使用して、加工まで一貫して作って
います。

［事業所名］北栄ブラックベリー 
　　　　　（いいだファーム）

ブラックベリージャム　150ｇ×6個

スイーツ・加工品 145

しろ丸（長いもとろろ餅）

ミネラルたっぷりの鳥取県産砂丘
長芋と国産米粉を使い、蒸しあげた
新しい食感の加工品です。フライパ
ンで焼くだけで簡単に食べられま
す。ポン酢、餃子のたれ等かけて、
おつまみ、おやつに最適です！！

［事業所名］堀本農園

180ｇ×8枚
※賞味期限40日。

スイーツ・加工品 142

スイカジャム・ブラックベリージャム
詰合わせ

体の老化を抑制するというリコピンを含んでい
る大栄特産の甘いスイカから作ったジャムと、
北栄町で栽培した抗酸化性の高い成分を多く
含むブラックベリー果実100％をグラニュー糖
で仕上げた酸味爽やかな手作りジャムの詰合
せです。

［事業所名］北栄ブラックベリー 
　　　　　（いいだファーム）

スイカジャム　１２０ｇ×３個、 
ブラックベリージャム　150ｇ×3個

スイーツ・加工品 147

スイカ糖

スイカは身体の老化を抑制すると
いうリコピンが含まれています。大
栄特産の甘くて美味しいスイカの
果汁だけをじっくり煮詰めてスイ
カ糖を作りました。スイカの自然
の甘さをお召し上がりください。

［事業所名］加工グループ フローリスト西園

スイカ糖　90g×5個

スイーツ・加工品 148

限定20セット

新米5kgと秋冬野菜セット

徹底した土づくりのこだわりと大山
からもたらされるおいしいお水によ
って育てた野菜たちを、お米とセッ
トにしました。こだわりの詰まった
旬の野菜たちを是非ご賞味くださ
い。※新米５kg、季節の野菜８～10
品目のセットです。

［事業所名］中原農園

秋冬野菜（内容は変更になる場合があります）、 お米  5kg　
※新米5ｋｇ、季節の野菜８～10品目。

《セット商品》野菜・米141

常温 冷蔵

常温 常温

常温 常温

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

10月～12月末発送時期

11月～12月末発送時期

通年発送時期

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

通年発送時期

通年発送時期通年発送時期

通年発送時期

11月末申込期限

11月末申込期限11月～２月発送時期

あんぽ柿・ころ柿セット

とろ～りあんぽ柿と、昔ながらのころ
柿をセットにしました。期間限定品で
すので、ぜひ一度お試しください。

［事業所名］田村農園

あんぽ柿　６個 ・ ころ柿　６個
（どちらも個包装）

スイーツ・加工品 152

ころ柿（干し柿）

あんぽ柿をさらに干し、やわらかく仕上げるた
めに手もみを３～４回繰り返して作りました。
果糖が表面を覆い、淡雪をかぶったような仕上
がりです。

［事業所名］田村農園

１２個入り（個包装）

スイーツ・加工品 151

白バラプレミアムアイス＆
濃い味ケーキセット

鳥取県産の生乳とクリームを使
用したアイスクリームと、鳥取県
産二十世紀梨を使用したシャー
ベット、濃厚な味わいが特徴のベ
イクドチーズケーキを詰め合わ
せました。

［事業所名］大山乳業農業協同組合

121㎖×8個（バニラ  ４個、 べリー＆ベリー  ２個、 二十世紀梨
シャーベット  ２個）、 濃い味ベイクドチーズケーキ×１個
※時季によりアイスの中身が変わることがあります。

スイーツ・加工品 154

白バラプレミアムアイスクリーム
セット(収穫祭）

鳥取県産の素材のおいしさがふ
んだんに味わえるアイスクリー
ム12個の詰め合わせです。

［事業所名］大山乳業農業協同組合

121㎖×12個（バニラ、 べリー＆ベリー、 いちご、 紅茶、 抹茶、
二十世紀梨シャーベット　各２個）
※時季によりアイスの中身が変わることがあります。

スイーツ・加工品 153

縁起の良い
手焼きせんべいの詰め合わせ

縁起の良い昔ながらのいろいろなせんべいと、
鳥取の香り豊かな生姜を使ったせんべいをお
楽しみください。
戦国武将や商家の縁起の良い家紋の入ったカ
ステラを地酒にたっぷり漬け込んでいます。芳
醇な味をご堪能ください。

［事業所名］株式会社 フレンズカンパニー

招福せんべい詰め合わせ　1箱、
手焼きせんべい詰め合わせ　1箱、
ほろ酔いかすていら　2箱

スイーツ・加工品 149

あんぽ柿（干し柿）

糖度の高い西条柿を丁寧に手で皮
をむき、添加物は一切使用せず作っ
ています。あんぽ柿の外側の歯ごた
えと、内側のとろ～りとした半熟の
甘さをお楽しみください。

［事業所名］田村農園

１２個入り（個包装）

スイーツ・加工品 150

ナッツの蜂蜜漬け2個セット

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１４ 金賞受
賞。毎日続けられる飽きないハチミツをコンセ
プトにしたブランド「ＭＹ　ＨＯＮＥＹ」の一
番人気商品。毎日の美容と健康に、人気モデル
や芸能人も愛用するＭＹ　ＨＯＮＥＹを試し
てみませんか？

［事業所名］株式会社 MY HONEY　

ナッツの蜂蜜漬け　200g×2個

スイーツ・加工品 155

ナッツの蜂蜜漬け＆
アカシアハニーセット

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１４ 金賞受賞
の「ナッツの蜂蜜漬け」と、「アカシアハニー」の
セットをお送りいたします。毎日の美容と健康
に、人気モデルや芸能人も愛用するＭＹ　Ｈ
ＯＮＥＹを試してみませんか？

［事業所名］株式会社 MY HONEY　

ナッツの蜂蜜漬け　200g×1個、
アカシアハニー　200ｇ×1個

スイーツ・加工品 156

常温

常温

冷蔵

常温 常温

※1歳未満のお子様には与えないでください。※1歳未満のお子様には与えないでください。

冷凍冷凍

冷蔵

鳥取県産の生乳とクリームを使
用したアイスクリームと、鳥取県
産二十世紀梨を使用したシャー
ベット、濃厚な味わいが特徴のベ
イクドチーズケーキを詰め合わ

［事業所名］大山乳業農業協同組合
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１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

通年発送時期

通年発送時期

通年発送時期

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

通年発送時期

10月中旬～３月末発送時期通年発送時期

通年発送時期

通年発送時期

ナッツの蜂蜜漬け＆
ハニーショコラセット 

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１４ 金賞受賞
の「ナッツの蜂蜜漬け」と、砂糖・乳製品不使用
で天然蜂蜜の甘さだけで作ったチョコレート
ペースト「ハニーショコラ」をあわせたＭＹ　
ＨＯＮＥＹセットです。

［事業所名］株式会社 MY HONEY　

ナッツの蜂蜜漬け　200g×1個、
ハニーショコラ　200ｇ×1個

スイーツ・加工品 157

ナッツの蜂蜜漬け＆
エトワールセット 

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１４ 金賞受賞
の「ナッツの蜂蜜漬け」と、ピスタチオ・ヘーゼ
ルナッツ・松の実・パンプキンシードを隠し味
の黒こしょうがうまくまとめたほんの少しピリ
ッとする「エトワール」のＭＹ　ＨＯＮＥＹセ
ットです。

［事業所名］株式会社 MY HONEY　

ナッツの蜂蜜漬け　200g×1個、
エトワール　200ｇ×1個

スイーツ・加工品 158

常温 常温

※1歳未満のお子様には与えないでください。
※1歳未満のお子様には与えないでください。

ナッツの蜂蜜漬け＆
ピーナッツハニーセット

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１４ 金賞受賞
の「ナッツの蜂蜜漬け」と、砂糖・乳製品不使用
でピーナッツと天然蜂蜜の甘さだけで作った

「ピーナッツハニー」をあわせたＭＹ　ＨＯＮ
ＥＹセットです。

［事業所名］株式会社 MY HONEY　

ナッツの蜂蜜漬け　200g×1個、
ピーナッツハニー　200ｇ×1個

スイーツ・加工品 159

ナッツの蜂蜜漬け＆
ハーブコーディアルセット

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１４ 金賞受賞
の「ナッツの蜂蜜漬け」と、蜂蜜とハーブが薫る
ハニーシロップ「ハーブコーディアル」のセッ
ト。ハーブコーディアルは、そのままシロップと
して召し上がっていただくほか、ホッとしたい
時はお湯割りや、スッキリしたい時は炭酸割り
などドリンクとしてもお楽しみいただけます。

［事業所名］株式会社 MY HONEY　

ナッツの蜂蜜漬け　200g×1個、
ハーブコーディアル　200㎖×1個

スイーツ・加工品 160

常温 常温

※1歳未満のお子様には与えないでください。

※1歳未満のお子様には与えないでください。

酒類・ドリンク

［事業所名］株式会社 エイチアグリ

日置さん家の純米酒2本セット

肥料・農薬を使用しない自然栽培で育てた酒
米山田錦を昔ながらの生酛造りで手間暇をか
け仕込まれた純米原酒と減農薬・減化学肥料
で栽培した玉栄の同じく生酛造純米原酒の2本
セット。今どきの日本酒とは違いますよ。

161

自然栽培山田錦 生酛造 純米原酒  720㎖、
特別栽培玉栄 生酛造 純米原酒  720㎖

常温

酒類・ドリンク

［事業所名］梅津酒造有限会社　

北栄町産のお酒3本セット①

北栄町に江戸時代から140年続く酒蔵で造ら
れたお酒です。
清酒：北栄町産の酒米で造りました。
梅酒：鳥取県だけでしか栽培されていない
　　  野花梅を清酒に漬けました。
焼酎：地元北栄町産の砂丘長芋で造りました。

162

うまいがな軽快  720㎖、 
良熟梅の酒 野花  500㎖、
砂丘長いも焼酎（25度）  500㎖　

常温

酒類・ドリンク

［事業所名］梅津酒造有限会社　

北栄町産のお酒3本セット②

北栄町に江戸時代から140年続く酒蔵で造られたお
酒です。
清酒：北栄町産の酒米で造りました。
梅酒：鳥取県だけでしか栽培されていない
　　  野花梅を清酒に漬けました。
焼酎：地元北栄町産の砂丘長芋で造りました。
にごり原酒は冬は生、夏は火入れ（加熱済）になります。

163

冨玲にごり原酒  720㎖、 
良熟梅の酒 野花  500㎖、
砂丘長いも焼酎（25度）  720㎖

常温

酒類・ドリンク

［事業所名］せと加工グループ

ミディトマトジュース

北栄町産の甘い中玉トマトを使用
し、食塩を一切加えていません。果
汁 1 0 0 ％ のフレッシュな 味わ いで
す。平成26年度 食のみやこ鳥取県
で「特産品コンクール優秀賞」を受
賞しました。

164

ミディトマトジュース　５００㎖×５本
※賞味期限Ｈ29年10月まで。

常温

限定25セット
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１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

９月下旬～11月上旬発送時期

通年実施時期

４月下旬～６月中旬発送時期

通年発送時期

ペチュニア

2010年フラワー・オブ・ザ・イヤーに輝い
た「マドンナの宝石 ピンク」と、その姉妹
品種「ソフィアの宝石 バイオレット」のセ
ットです。生育旺盛で暑さに強く、うまく
育てれば一株で80～100cmになります。

［事業所名］有限会社 村岡オーガニック

マドンナの宝石ピンク、 
ソフィアの宝石バイオレット
各5ポット（10.5cm)

花165

ナデシコ

10年に一度オランダで開催される国際園芸博
覧会のコンテストで優秀品種に輝いた「ナデ
シコ ピーチプリンセス」の10ポットセットで
す。咲初めの濃いピンクから淡いピンクに花
色が変わる綺麗なナデシコです。

［事業所名］有限会社 村岡オーガニック

ピーチプリンセス10ポット（3寸ロングポット）

花166

雑貨・日用品・その他167

［事業所名］有限会社 コナン・クリエイション　

【鳥取限定】　
コナングッズ詰め合わせ

鳥取県内限定販売のコナン探偵社オリジナル
グッズです。コナンの里ならではのアイテムを
お楽しみください。

フェイスタオル、 ハンドタオル、 メモパッド、 ポストカード、 
キャラせんす、 ボールペン、 ぬいぐるみ

雑貨・日用品・その他168

［事業所名］北栄町シルバー人材センター　

ふるさと墓地クリーン作戦 B
墓地面積４坪（１４㎡）未満

ふるさとのお墓を真心こめて大切にお守りい
たします。墓石、灯籠の洗浄からお墓内の雑草
取りや除草剤散布、献花、樹木の伐採などを承
ります。清掃前後のお墓の状況を写真でご報告
いたします。

お墓内の落ち葉やゴミ等の清掃、 雑草取り、 除草剤散布、 
墓石・灯籠の洗浄、 献花等

※北栄町内にあるお墓に限ります。
※４坪以上は２ポイント 　　をご覧ください（P.17）。78

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

通年発送時期

通年発送時期

通年発送時期

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

１
ポイント

通年発送時期

10月中旬～３月末発送時期通年発送時期

通年発送時期

通年発送時期

ナッツの蜂蜜漬け＆
ハニーショコラセット 

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１４ 金賞受賞
の「ナッツの蜂蜜漬け」と、砂糖・乳製品不使用
で天然蜂蜜の甘さだけで作ったチョコレート
ペースト「ハニーショコラ」をあわせたＭＹ　
ＨＯＮＥＹセットです。

［事業所名］株式会社 MY HONEY　

ナッツの蜂蜜漬け　200g×1個、
ハニーショコラ　200ｇ×1個

スイーツ・加工品 157

ナッツの蜂蜜漬け＆
エトワールセット 

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１４ 金賞受賞
の「ナッツの蜂蜜漬け」と、ピスタチオ・ヘーゼ
ルナッツ・松の実・パンプキンシードを隠し味
の黒こしょうがうまくまとめたほんの少しピリ
ッとする「エトワール」のＭＹ　ＨＯＮＥＹセ
ットです。

［事業所名］株式会社 MY HONEY　

ナッツの蜂蜜漬け　200g×1個、
エトワール　200ｇ×1個

スイーツ・加工品 158

常温 常温

※1歳未満のお子様には与えないでください。
※1歳未満のお子様には与えないでください。

ナッツの蜂蜜漬け＆
ピーナッツハニーセット

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１４ 金賞受賞
の「ナッツの蜂蜜漬け」と、砂糖・乳製品不使用
でピーナッツと天然蜂蜜の甘さだけで作った

「ピーナッツハニー」をあわせたＭＹ　ＨＯＮ
ＥＹセットです。

［事業所名］株式会社 MY HONEY　

ナッツの蜂蜜漬け　200g×1個、
ピーナッツハニー　200ｇ×1個

スイーツ・加工品 159

ナッツの蜂蜜漬け＆
ハーブコーディアルセット

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１４ 金賞受賞
の「ナッツの蜂蜜漬け」と、蜂蜜とハーブが薫る
ハニーシロップ「ハーブコーディアル」のセッ
ト。ハーブコーディアルは、そのままシロップと
して召し上がっていただくほか、ホッとしたい
時はお湯割りや、スッキリしたい時は炭酸割り
などドリンクとしてもお楽しみいただけます。

［事業所名］株式会社 MY HONEY　

ナッツの蜂蜜漬け　200g×1個、
ハーブコーディアル　200㎖×1個

スイーツ・加工品 160

常温 常温

※1歳未満のお子様には与えないでください。

※1歳未満のお子様には与えないでください。

酒類・ドリンク

［事業所名］株式会社 エイチアグリ

日置さん家の純米酒2本セット

肥料・農薬を使用しない自然栽培で育てた酒
米山田錦を昔ながらの生酛造りで手間暇をか
け仕込まれた純米原酒と減農薬・減化学肥料
で栽培した玉栄の同じく生酛造純米原酒の2本
セット。今どきの日本酒とは違いますよ。

161

自然栽培山田錦 生酛造 純米原酒  720㎖、
特別栽培玉栄 生酛造 純米原酒  720㎖

常温

酒類・ドリンク

［事業所名］梅津酒造有限会社　

北栄町産のお酒3本セット①

北栄町に江戸時代から140年続く酒蔵で造ら
れたお酒です。
清酒：北栄町産の酒米で造りました。
梅酒：鳥取県だけでしか栽培されていない
　　  野花梅を清酒に漬けました。
焼酎：地元北栄町産の砂丘長芋で造りました。

162

うまいがな軽快  720㎖、 
良熟梅の酒 野花  500㎖、
砂丘長いも焼酎（25度）  500㎖　

常温

酒類・ドリンク

［事業所名］梅津酒造有限会社　

北栄町産のお酒3本セット②

北栄町に江戸時代から140年続く酒蔵で造られたお
酒です。
清酒：北栄町産の酒米で造りました。
梅酒：鳥取県だけでしか栽培されていない
　　  野花梅を清酒に漬けました。
焼酎：地元北栄町産の砂丘長芋で造りました。
にごり原酒は冬は生、夏は火入れ（加熱済）になります。

163

冨玲にごり原酒  720㎖、 
良熟梅の酒 野花  500㎖、
砂丘長いも焼酎（25度）  720㎖

常温

酒類・ドリンク

［事業所名］せと加工グループ

ミディトマトジュース

北栄町産の甘い中玉トマトを使用
し、食塩を一切加えていません。果
汁 1 0 0 ％ のフレッシュな 味わ いで
す。平成26年度 食のみやこ鳥取県
で「特産品コンクール優秀賞」を受
賞しました。
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ミディトマトジュース　５００㎖×５本
※賞味期限Ｈ29年10月まで。

常温

限定25セット

28 29
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口　座　記　号　番　号 千 百 十 万 千 百 十 円

北栄町会計管理者

北栄町会計管理者

裏面の注意事項をお読みください。（ゆうちょ銀行）（承認番号広第10221号）
これより下部には何も記入しないでください。

住所（〒　　　　　　―　　　　　　　　　）

氏名

電話番号

様

千 百 十 万 千 百 十 円

様

払　込　取　扱　票 振替払込請求書兼受領証

日　　附　　印備 　 考

払 込 料 金
加 入 者 負 担

払込料金
加 入 者
負　　担

加
入
者
名

ご

　
　依

　
　頼

　
　人

0 1 3 0 0 2 9 6 1 0 3 4 0 1 3 0 0 2

9 6 1 0 3 4
切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
。

ご
依
頼
人

金
額

金
額

備
考

加
入
者
名

口
座
記
号
番
号

日

　附

　印

この受領証は大切に保管してください。

公 公広 島07
→
こ
こ
か
ら
切
り
取
っ
て
お
出
し
く
だ
さ
い
。

ふるさと納税として

お支払方法

●郵便払込の場合
下記の振替用紙をご利用いただき、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお振込みください。
あわせて左ページ（P.30）の「寄附申込書」の提出をＦＡＸまたは郵送でお願いします。

●銀行振込の場合
下記口座にお振込みください。あわせて裏面「寄附申込書」の提出をＦＡＸまたは郵送でお願いします。　

●クレジットカードの場合
詳しくは町ホームページをご覧ください。
※クレジットカードでのお支払をご希望の方は、インターネットのお申込フォームから
　お手続きいただく必要があります。

（振込手数料は寄附者様にご負担いただきます）

（振込手数料はかかりません）

鳥取銀行大栄支店　普通　００１３７５８
北栄町会計管理者（ホクエイチョウカイケイカンリシャ）

http://www.e-hokuei .net/

●現金納付の場合
お手数ですが、北栄町役場総務課へお越しください。
また、現金書留をご利用の場合は、裏面の担当宛てにお送りください。
（送料は寄附者様にご負担頂きます。）

北
栄
町
ふ
る
さ
と
納
税
用
郵
便
振
替
用
紙

あ
わ
せ
て
左
ペ
ー
ジ
の
申
込
書
を
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

� 平成　　　年　　　月　　　日
北栄町長　様
ふるさと北栄寄附条例に基づく寄附をしたいので、次のとおり申し込みます。

※�確定申告に必要な「寄附証明書」に記載する内容になります。必ず住民税が課税されている住所をご記入ください。

ご　住　所
〒　　　　－

ふ　り　が　な 　　　　　　　　

メールアドレスお　名　前

電 話 番 号 ※特産品の配送の件等で連絡する場合があります。
必ず日中に連絡のとれる連絡先をご記入ください。

１．寄附金額と寄附の使い道の選択
事　業　区　分 寄附金額

①�観光振興に関する事業 円
②�自然エネルギーの活用、環境の保全に関する事業 円
③�未来を担う子どもの教育、健全育成に関する事業 円
④�まんがを活用したまちづくりに関する事業 円
⑤�農業の振興に関する事業 円
⑥�その他（文化振興・健康福祉の充実など） 円

２．お支払方法（以下該当するものに□✓をお願いします）　　
　　□　郵便払込（手数料無料）　　　□　銀行振込（手数料寄附者負担。下記口座へお振込みください。）
　　□　現金納付（現金書留の送料は寄附者負担。役場窓口でも納付できます。）

☆銀行振込先：鳥取銀行大栄支店　普通　0013758　北栄町会計管理者（ホクエイチョウカイケイカンリシャ）

３．氏名の公表　　□　氏名の公表を希望する　　　　　□　氏名の公表を希望しない。

４．この寄附にかかる寄附金税額控除特例申請書（ワンストップ特例申請書）の送付を要望しますか。
　　※�対象となるのは２つの条件「①確定申告をする必要のない方�②１年間（１月～ 12月）のふるさと納税先が５か所以

下の方」を満たす方です。
　　　□申請書を要望する�⇒��

５．特産品の希望（１万円以上の寄附を頂いた方へ、北栄町の特産品をプレゼントします。）
　　□　特産品を希望しない
　　□　特産品を希望する�⇒�★保有ポイントは？　　�　　　ポイント　　

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号 商品番号 商品番号 合　計

　　 　　 　　 　　 　　 　　
ポイント（� ポイント）（� ポイント）（� ポイント）（� ポイント）（� ポイント）（� ポイント）

　　※�保有ポイント以内であれば、特産品の組み合わせは自由です。必ず、選んだ特産品のポイント合計が保有ポイント
以内となっているか確認してください。

６．協賛企業からのダイレクトメール等の送付（　可　　・　　不可　）

備考欄（配送に関するご希望、その他ご意見等がありましたら、お書き添えください。）

性別 男・女 生年月日 明・大　　�
昭・平　　　　　年　　月　　日

★寄附１万円＝１ポイント

切
　
り
　
取
　
り
　
線

寄 附 申 込 書

北栄町役場 ふるさと納税担当　FAX 番号：０８５８－３７－５３３９申込先

パンフレット用
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口　座　記　号　番　号 千 百 十 万 千 百 十 円

北栄町会計管理者

北栄町会計管理者

裏面の注意事項をお読みください。（ゆうちょ銀行）（承認番号広第10221号）
これより下部には何も記入しないでください。

住所（〒　　　　　　―　　　　　　　　　）

氏名

電話番号

様

千 百 十 万 千 百 十 円

様

払　込　取　扱　票 振替払込請求書兼受領証

日　　附　　印備 　 考

払 込 料 金
加 入 者 負 担

払込料金
加 入 者
負　　担
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口
座
記
号
番
号

日
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この受領証は大切に保管してください。

公 公広 島07
→
こ
こ
か
ら
切
り
取
っ
て
お
出
し
く
だ
さ
い
。

ふるさと納税として

お支払方法

●郵便払込の場合
下記の振替用紙をご利用いただき、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお振込みください。
あわせて左ページ（P.30）の「寄附申込書」の提出をＦＡＸまたは郵送でお願いします。

●銀行振込の場合
下記口座にお振込みください。あわせて裏面「寄附申込書」の提出をＦＡＸまたは郵送でお願いします。　

●クレジットカードの場合
詳しくは町ホームページをご覧ください。
※クレジットカードでのお支払をご希望の方は、インターネットのお申込フォームから
　お手続きいただく必要があります。

（振込手数料は寄附者様にご負担いただきます）

（振込手数料はかかりません）

鳥取銀行大栄支店　普通　００１３７５８
北栄町会計管理者（ホクエイチョウカイケイカンリシャ）

http://www.e-hokuei .net/

●現金納付の場合
お手数ですが、北栄町役場総務課へお越しください。
また、現金書留をご利用の場合は、裏面の担当宛てにお送りください。
（送料は寄附者様にご負担頂きます。）
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（ご注意）
・この用紙は、機械で処理します
ので、金額を記入する際は、枠内
にはっきりと記入してください。
また、本票を汚したり、折り曲げ
たりしないでください。
・この用紙は、ゆうちょ銀行又は
郵便局の払込機能付きATMでも
ご利用いただけます。
・この払込書を、ゆうちょ銀行又
は郵便局の渉外員にお預けになる
ときは、引換えに預り証を必ずお
受け取りください。
・ご依頼人様からご提出いただき
ました払込書に記載されたおとこ
ろ、おなまえ等は、加入者様に通
知されます。
・この受領証は、払込みの証拠と
なるものですから大切に保管して
ください。

この場所には、何も記載しないでください。

●
い
た
だ
い
た
個
人
情
報
は
、特
産
品
の
発
送
及
び
当
ふ
る
さ
と
納
税
の
運
営
以

外
に
は
使
用
い
た
し
ま
せ
ん
。

●
特
産
品
は
各
企
業
か
ら
直
接
お
送
り
し
ま
す
の
で
、寄
附
者
様
の
ご
住
所
、お
名

前
、電
話
番
号
を
企
業
に
提
供
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。ご
了
承
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

■お問い合わせ先

北栄町役場  ふるさと納税担当
〒689-2292  鳥取県東伯郡北栄町由良宿423番地1

furusato@e-hokuei.net 
TEL. 0858-37-3114 FAX. 0858-37-5339

http://www.e-hokuei.net/
Tottori Hokuei townTottori Hokuei townTottori Hokuei townTottori Hokuei townTottori Hokuei town
Furusato Nouzei 2016Furusato Nouzei 2016Furusato Nouzei 2016Furusato Nouzei 2016Furusato Nouzei 2016




