
■ お問い合わせ先

ふるさと納税担当北栄町役場  
〒689-2292  鳥取県東伯郡北栄町由良宿423番地1
TEL. 0858-37-3114 FAX. 0858-37-5339
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環 境と子どもたちの未来のために

2022年４月１日～2023年３月31日カタログ有効期限

鳥取県北栄町

特産品カタログ 2022



「ふるさと北栄町」を
応援してください！

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（ ）

私たちのまち北栄町は、北条砂丘や肥沃な黒ぼく大地に恵まれており、その地質を生かした様々な
魅力ある農産物や加工品などが多く作られています。
また、漫画「名探偵コナン」の原作者でもある青山剛昌氏の出身地であることから「名探偵コナンに
会えるまち」として活気のあるまちづくりを進めています。
北栄町を応援していただけるみなさまと一緒に「持続可能なまちづくり」をコンセプトにより良いまち
をつくりあげていきたいと思います。みなさまのご支援をよろしくお願いいたします。
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寄附金額が１万円以上の方は、カタログや
インターネットから、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、現金書留等の方法で
お支払いいただけます。

特産品は寄附証明書（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。

※確定申告に必要となります。
　大切に保管してください。

※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
　所得税の所得控除分を含め、全て住民税の
　税額から控除されます。
　

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70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。

北栄町ホームページまたは下記インターネットサイト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
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

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
ワンストップ特例制度欄の希望するにチェックをいれてください。
役場から寄附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？

ふるさとチョイス北栄町 楽天北栄町さとふる北栄町 ふるなび北栄町 ANA
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［事業所名］

発送時期 払込期限6月中旬～ 7月中旬 6月中旬

秀3L×1玉

※ 天候等により発送時期を変更する場合があり
ます。

株式会社　Aコープ西日本

3万ポイント

大栄西瓜 「ドバイの太陽」（JA)

「ドバイの太陽」は2009年ＵＡＥ諸国の王族に
も献上された西瓜です。糖度13度以上の大栄西
瓜を数量限定でご用意しました。
大栄西瓜は令和元年度GI（地理的表示保護制度）
に登録されました。

●●●●

1万円以上のふるさと納税をされた方へ

カタログの見方

ポイント数

特産品名

特産品の説明

特産品番号

発送元の企業名

発送時期・入金期限

発送状態

巻末の「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
商品がありますので
ご確認ください。

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。

ご寄附をしていただいた方に、北栄町の特産品をお届けします。
カタログの中からお好きな特産品をお選びください。

で、お好きな特産品がお選びいただけます。

寄附金1,000円＝ 千 ポイント

ポイント付与
について

●10,000円以上のご寄附で1,000円毎に千ポイントが付与されます。
●ポイント数に応じて返礼品をお選びいただけますが、残ったポイントは次回ご寄附分と合わせて
　ご利用いただけます。
●ポイントの有効期限は最終寄附日より5年です。（ご寄附のたびに有効期限が延長されます。）

ご注意ください！

●発送時期が限られている特産品がありますので、カタログ内発送時期をご確認ください。
●特産品のお届けには、1ヶ月程度お日にちをいただく場合があります。
●発送時のご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お受け取りできない日がある場合は、寄附申込書の備考欄にご記入いただくか下記担当
までご連絡ください。再配達は対応できません。
●特産品の中には、予告なく仕様・内容を変更する場合があります。
●特産品は各企業から直接お送りしますので、寄附者様からご登録いただいた情報を各企業へ提供いたします。
●寄附証明書の発送は、寄附金の払込み（又はカード利用日）から1～2ヶ月かかります。
●寄附証明書は特産品とは別に郵便にてお送りいたします。
●返礼品の追加を「ふるさとチョイス」にて随時掲載しています。ふるさとチョイス限定品となりますので、ぜひご覧く
ださい。

記載のない場合は
常温発送となります。
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Tottori Hokuei town Furusato Nouzei 2022

プレミアム（定期便）

0706

22-1

発送時期

［事業所名］

22-2

発送時期

［事業所名］

22-3

発送時期

［事業所名］

毎月上旬

150g×2枚×8回

株式会社あかまる牛肉店

24万ポイント
【8か月定期便】
鳥取和牛ヒレステーキ 冷凍

【祝！肉質日本一】平成 29 年に宮城県で開かれた和牛オリンピックで肉質が日本一に評
価されました。その特徴である脂質の良さは霜降りが入っていてもしつこくなく、口ど
けの良さやさっぱりとした後味の良さを感じていただけます。最高級部位であるヒレ肉
を定期的に味わっていただけるセットです。

毎月上旬

150g×2枚×5回

株式会社あかまる牛肉店

15万ポイント
【5か月定期便】
鳥取和牛ヒレステーキ 冷凍

【祝！肉質日本一】平成 29 年に宮城県で開かれた和牛オリンピックで肉質が日本一に評
価されました。その特徴である脂質の良さは霜降りが入っていてもしつこくなく、口ど
けの良さやさっぱりとした後味の良さを感じていただけます。最高級部位であるヒレ肉
を定期的に味わっていただけるセットです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

通年

120ｇ×4枚×6回

赤身が強く独特の香りがあります。ヒレは赤身だけで構成されたお肉と思われがちです
が、若干外側を脂が覆っているものや、お肉の内部に霜降りとして脂が入っているもの
もありますのでご了承ください。

株式会社あかまる牛肉店

12万ポイント
【偶数月：6回定期便】
鳥取県産牛ヒレステーキ 冷凍

最高級部位のヒレステーキを偶数月にお届けいたします。
一般的には牛乳を生産するために飼育されているホルスタインですが、オスや子供がで
きないメスは、一定期間エサをやってお肉となり、「国産牛」としてお店に並びます。



Tottori Hokuei town Furusato Nouzei 2022

プレミアム（定期便）

0706

22-4

発送時期

［事業所名］

22-5

発送時期

［事業所名］

22-6
発送時期

毎月上旬

《1回目》ステーキセット1.5kg（極上ロース500g希少部位500g、赤身500g）
《2回目》焼肉セット1.8kg（極上ロース、極上カルビ、極上モモなど）

自家製たれ付
《3回目》すき焼きセット2kg（極上ロース、極上赤身）

株式会社あかまる牛肉店

24万ポイント
【3か月定期便】
鳥取和牛をあじわうセットA 冷凍

【祝！肉質日本一】3 回にわたって毎月、おすすめのお肉を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、ステーキは A5、A4 ランク
のお肉を使用しています。和牛オリンピックで肉質日本一に輝いた鳥取和牛を存分にあ
じわえる魅力たっぷりなセットです。

毎月上旬

《1回目》ステーキセット1.5kg（特選ヒレ600g、特選ロース900g）
《2回目》焼肉セット2kg（特上ロース、特上カルビ、特上モモなど）

自家製たれ付
《3回目》ベーコン160g×2個、ジャーキー100g×2個、ローストビー

フ250g×2個

株式会社あかまる牛肉店

24万ポイント
【3か月定期便】
鳥取和牛をあじわうセットB 冷凍

【祝！肉質日本一】3 回にわたって毎月、おすすめのお肉を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、ステーキは A5、A4 ランクのお肉を使
用しています。和牛オリンピックで肉質日本一に輝いた鳥取和牛を存分にあじわえる魅
力たっぷりなセットです。

偶数月上旬

《4月にお届け》焼肉セット1kg（ロース、
カルビ、モモなど）自家製たれ付

《10月にお届け》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250g）

《8月にお届け》ステーキセット1kg（ロー
ス500g、希少部位500g）

《2月にお届け》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）

《6月にお届け》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）

《12月にお届け》すき焼きセット1kg（ロー
ス、肩、モモなど）

［事業所名］株式会社あかまる牛肉店

20万ポイント
【6か月定期便】
鳥取和牛を6回楽しめるセット 冷凍

1 年間、6 回にわたり、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 A4・A5 ランクのお肉を中心に使用しています。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。



0908

22-10

発送時期

［事業所名］

22-7

22-8

22-9

発送時期

発送時期

発送時期

［事業所名］

［事業所名］

［事業所名］

通年

400g×2パック×6回

株式会社あかまる牛肉店

6万ポイント
【奇数月：6回定期便】
鳥取和牛切り落し 冷凍

オレイン酸を豊富に含む鳥取和牛です。
煮物や炒め物、カレーやハッシュドビーフなど何でも使える万能なお肉です。
“ 元気が出る。もっと食べたくなる（脂質）” を目指しています。

通年

通年

通年

150ｇ×3パック×4回

120ｇ×2枚×6回

赤身が強く独特の香りがあります。ヒレは赤身だけで構成されたお肉と思われがちです
が、若干外側を脂が覆っているものや、お肉の内部に霜降りとして脂が入っているもの
もありますのでご了承ください。

120ｇ×2枚×6回
※写真はイメージです。

株式会社あかまる牛肉店

株式会社あかまる牛肉店

株式会社あかまる牛肉店

12万ポイント

6万ポイント

6万ポイント

【4か月定期便】
黒毛和牛ヒレのサイコロステーキ

【奇数月：6回定期便】
鳥取県産牛ヒレステーキ

【奇数月：6回定期便】
鳥取和牛赤身ステーキ

冷凍

冷凍

冷凍

国産黒毛和牛の最高級部位ヒレをサイコロステーキにしてお得なセットにしました。極
上の柔らかさと、上質な赤身肉の食べ応えがあり、美味しくヘルシーで飽きの来ない味
が定期便でお楽しみいただけます。

最高級部位のヒレステーキを奇数月にお届けいたします。
一般的には牛乳を生産するために飼育されているホルスタインですが、オスや子供がで
きないメスは、一定期間エサをやってお肉となり、「国産牛」としてお店に並びます。

鳥取和牛「赤身ステーキ」を奇数月にお届けします。鳥取和牛は、平成 29 年 9 月の宮城
県で開かれた和牛オリンピックにて「肉質日本一」に輝きました。品質が高く、脂質は
軽くさらっとしていて、肉質がやわらかいのが特徴です。赤身ならではのジューシーな
味わいと旨みをご堪能ください。
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22-11
発送時期 払込期限

［事業所名］

《2回目》
特選大山おいしい牛乳900ml×１本
大山おいしいカフェ・オ・レ900ml×１本
鳥取大山のむヨーグルト750ml×２本
ロールケーキ264ｇ×１個
チーズケーキ（ラムレーズン入り）188ｇ×１個

お届け月選べます 10月末

大山乳業農業協同組合

5万4千ポイント
【お届け月選べます】
大山乳業の３回お届けセット 冷凍冷蔵常温

大山乳業の人気特産品を 3 回お届けするセットです。
《１回目》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です。
《2 回目》品質の良い牛乳とカフェ・オ・レ、濃厚なのむヨーグルトを組み合わせたセットと、

ロールケーキとラムレーズン入りのチーズケーキの詰め合わせです。
《3 回目》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 個と自家製

の大山バターと生クリームを使用し、ふんわり感としっとり感にこだわったバ
ウムクーヘンと自家製生クリームを使用したミルク風味豊かなマドレーヌと白
バラ牛乳を生地に使用したなめらかでしっとりとしたみるくまんじゅうの詰め
合わせです。

※お届け月は発送業者が直接お電話かメールでお伺いいたします。
※発送期間中に商品名、仕様、パッケージを変更する場合があります。

《1回目》
アイス110ml×６個
　　　（ミルク・抹茶・ラムレーズン　各２個）
アイス95ml×６個
　　　（いちご・ブルーベリー＆クリームチーズ・黒蜜

きなこ　各２個）

《3回目》
アイス110ml×２個（ミルク）
アイス95ml×６個（いちご・ブルーベリー＆クリーム
チーズ・黒蜜きなこ各２個）
バウムクーヘン１個
大山みるくマドレーヌ３個
みるくまんじゅう５個
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22-12

発送時期

［事業所名］

22-14

22-13

発送時期

発送時期

［事業所名］

［事業所名］

毎月初旬～中旬

10kg×2袋セット×11回

※�コシヒカリ・きぬむすめ・ひとめぼれ・ミルキークイーン他、品種を選べます（自然
栽培米は選択できません）。

※�時期により在庫切れの品種がある場合があります。在庫切れの品種をお選びいただい
た場合、代わりの品種をお送りさせていただきます。

※入金確認後年間計画表をお送りさせていただきます。

株式会社エイチアグリ

24万ポイント
【品種が選べる！】
日置さん家のお米　11ヶ月定期便　10㎏×2袋

10㎏単位で銘柄、精米などお選びいただけます。

在庫なくなり次第終了

毎月初旬～中旬

毎月初旬～中旬

3kg×3袋セット×12回

※�コシヒカリ・きぬむすめ・ひとめぼれ・ミルキークイーン鳥取旭、縁結び他、品種を
選べます（自然栽培米は選択できません）。

※�時期により在庫切れの品種がある場合があります。在庫切れの品種をお選びいただい
た場合、代わりの品種をお送りさせていただきます。

※入金確認後、年間計画表をお送りさせていただきます。

5kg×2袋セット×12回

※�コシヒカリ・きぬむすめ・ひとめぼれ・ミルキークイーン鳥取旭　縁結び他、品種を
選べます（自然栽培米は選択できません）。

※�時期により在庫切れの品種がある場合があります。在庫切れの品種をお選びいただい
た場合、代わりの品種をお送りさせていただきます。

※入金確認後、年間計画表をお送りさせていただきます。

株式会社エイチアグリ

株式会社エイチアグリ

12万ポイント

13万2千ポイント

【品種が選べる！】
日置さん家のお米　12ヶ月定期便　3kg×3袋

【品種が選べる！】
日置さん家のお米　12ヶ月定期便　5kg×2袋

毎日食べたい方、色々な品種を食べ比べしてみたい方におススメの品種が選べる 12 ヶ月
定期便です。お米の種類、玄米・精米・無洗米から 1 袋（3㎏）ごとに選ぶことができます。

毎日食べたい方、色々な品種を食べ比べしてみたい方におススメの品種が選べる 12 ヶ月
定期便です。お米の種類、玄米・精米・無洗米から 1 袋（5㎏）ごとに選ぶことができます。

在庫なくなり次第終了

在庫なくなり次第終了

～お米の定期便についてご案内～
お申し込み・ご入金の確認後、発送業者の株式会社 エイチアグリよりご登録
いただいたメールまたはご住所へ年間計画表をお送りします。
その後、必要事項をご記入いただき、発送業者へご返送ください。
返送の確認が出来次第、年間計画表に沿って商品を発送させていただきます。
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15

［事業所名］

発送時期 通年

ヒレ　800g
ヒレサイコロステーキ　600g

株式会社　あかまる牛肉店

15万ポイント
鳥取和牛
ヒレステーキとサイコロステーキ 冷凍

牛肉の中で最も食味
が良く柔らかいヒレ
肉で、ステーキとサ
イコロの食べ比べが
できる、大容量の
セットです。

［事業所名］株式会社　あかまる牛肉店

鳥取県産牛の最高級部位ヒレを贅沢にお届
けいたします。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。

16
120g×6枚

13万4千ポイント

鳥取県産牛ヒレステーキセット 冷凍

17
2枚入り（計300g）

3万ポイント

鳥取和牛ヒレセット 冷凍

18

発送時期 通年

120ｇ×3枚

2万ポイント

鳥取県産牛ヒレステーキセット 冷凍

※写真はイメージです。

［事業所名］株式会社　あかまる牛肉店

【祝！肉質日本一】鳥取和牛の希少部位を
詰め合せた、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肩などの
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！

19
2kg

8万ポイント
鳥取和牛
希少部位のステーキ詰合せ 冷凍

20
1.5㎏ (8 ～ 10枚)

6万ポイント
鳥取和牛
希少部位ステーキセット 冷凍

21
1㎏ (6 ～ 7枚)

4万ポイント
鳥取和牛
希少部位ステーキセット 冷凍

22
4枚入り（計600g）

3万ポイント
鳥取和牛
希少部位のステーキセット 冷凍

発送時期 通年

2 ～ 3枚（合計250g）

23
1万ポイント

鳥取和牛
希少部位ミニステーキ 冷凍

※写真はイメージです。
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27

［事業所名］

発送時期 通年

A4・A5ランク　ロースステーキ　2枚　（計300g）
希少部位ミニステーキ　4枚　（計480g）

株式会社　あかまる牛肉店

4万ポイント
鳥取和牛特上ロースステーキと
希少部位のミニステーキセット 冷凍

【祝！肉質日本一】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
のが特徴で、A５・A４ランクの極上のステー
キが味わえます。希少部位は様々な味が確
かめられるように４枚ご用意しました。是
非ステーキで召し上がってください。

［事業所名］株式会社　あかまる牛肉店

【祝！肉質日本一】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
キを是非召し上がってください。
たくさん食べても胃がもたれる
ことなく召し上がれます。

28
2枚入り（合計600g）

3万ポイント
鳥取和牛
ロースステーキ 冷凍

発送時期 通年

29
2枚入り（合計400g）

2万ポイント
鳥取和牛
ロースステーキ（A5のみ） 冷凍

30

［事業所名］

発送時期 通年

150g×2パック
わさびオイル付き

株式会社　あかまる牛肉店

1万4千ポイント
鳥取県産牛
ヒレサイコロステーキセット 冷凍

国産黒毛和牛の最高級部位ヒレをサイコロ
ステーキにしてお得なセットにしました。
極上の柔らかさと、上質な赤身肉の食べ応
えと、美味しくヘルシーで飽きの来ない味
が定期便でお楽しみいただけます。

31

［事業所名］

発送時期 通年

約60g×3パック

株式会社　あかまる牛肉店

1万ポイント
鳥取県産牛
牛タンステーキセット 冷凍

上質な鳥取県産の牛タンをステーキ用に
カットしました。タンの美味しさを充分に
楽しめる一品です。

24

［事業所名］

発送時期 通年

モモ
肩　　（合計1.2㎏）

株式会社　あかまる牛肉店

5万ポイント
鳥取和牛
希少部位の赤身ステーキ1.2㎏ 冷凍

鳥取和牛の希少部位の中でも赤身肉のみを
セレクトしたセットです。ランプやシンタ
マ、カタサンカク、トウガラシなど、モモ
や肩の中から比較的柔らかい部位を集めま
した。

25
A4・A5ランク　250g×2枚

［事業所名］株式会社　Aコープ西日本

4万4千ポイント
鳥取県産オレイン55
和牛サーロインステーキ 冷凍

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
イン酸含有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。

26

発送時期 通年

A4・A5ランク　250g×2枚

4万ポイント
鳥取県産
和牛サーロインステーキ 冷凍
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［事業所名］株式会社　あかまる牛肉店

32
A4・A5ランク　2kg

8万ポイント
鳥取和牛
すき焼き用ロース 冷凍

【祝！肉質日本一】上質な脂をもつ
鳥取和牛。ロースは柔らかく、とろ
けるような舌触りです。鳥取和牛は
脂質が良く、食べて胃もたれしにく
く、後味がさっぱりとしているのが
特徴です。平成29年の和牛オリンピッ
クでは肉質の部門で日本一に輝きま
した。

33
スライス　1.2kg

5万ポイント
鳥取和牛
特上ロースすき焼き用 冷凍

34
600g

3万ポイント
鳥取和牛
特上すき焼き用ロース 冷凍

35
400g

2万ポイント
鳥取和牛
特上すき焼き用ロース 冷凍

発送時期 通年

36
スライス　200g

1万ポイント
鳥取和牛
特上すき焼き用ロース 冷凍

37

［事業所名］

発送時期 通年

肩ロース　300g
肩またはモモ　300g

株式会社　あかまる牛肉店

1万9千ポイント
鳥取和牛
特上すき焼き用セット 冷凍

【祝！肉質日本一】上質な脂をもつ鳥取和牛
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、多少歯応えのあるもののジューシー
で、噛むほどに肉の旨味を感じることがで
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。

［事業所名］株式会社　あかまる牛肉店

38
黒毛和種　スライス　（合計900g）

3万ポイント
鳥取和牛
肩ロースすき焼き 冷凍

肉質日本一に輝いた鳥取和牛です。霜降り
と赤身がバランスよく入った肩ロースは、
すき焼きに適した部位です。

39
600g

2万ポイント
鳥取和牛
すき焼き用肩ロース 冷凍

発送時期 通年

40
スライス　300g

1万ポイント
鳥取和牛
すき焼き用肩ロース 冷凍

41
肩またはモモ　650g

2万ポイント
鳥取和牛
特上すき焼き用赤身スライス 冷凍

【祝！肉質日本一】平成29年の和牛オリ
ンピックで肉質が評価され日本一に輝き
ました。上質な脂をもつ赤身の肩・モモ
肉は多少歯ごたえのあるもののジュー
シーで、噛むほどに肉の旨味を感じるこ
とができます。

発送時期 通年

［事業所名］株式会社　あかまる牛肉店

42
肩またはモモ　300g

1万ポイント
鳥取和牛
特上すき焼き用赤身スライス 冷凍

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

43

［事業所名］

発送時期 通年

黒毛和種　モモ・肩（合計1㎏）

株式会社　あかまる牛肉店

3万ポイント
鳥取和牛
赤身すき焼き　モモ・肩 冷凍

肉質日本一に輝いた鳥取和牛のモモやウデ
などの赤身肉をさっぱりと召し上がってい
ただけるすき焼き用スライスにしました。7
～ 10人前の特大サイズです。
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44

［事業所名］

発送時期 通年

モモ・肩　300g、豚バラ　1.2㎏、鶏モモ　2㎏

株式会社　あかまる牛肉店

3万ポイント
鳥取和牛
赤身すき焼き、鳥取豚、とっとりの鶏 冷凍

肉質日本一に輝いた鳥取和牛のモモやウデ
などの赤身肉スライスと鳥取の豚・鶏肉を
セットにしました。焼肉にも鍋物にもお使
いいただける万能セットです。

45

［事業所名］

発送時期 通年

ハラミ
カルビ（合計1.8kg）

株式会社　あかまる牛肉店

6万ポイント
鳥取牛ハラミと
鳥取和牛カルビの特大焼肉セット 冷凍

人気部位ハラミをふんだんに使った焼肉
セットです。大人数での焼肉にお使いくだ
さい。

46

［事業所名］

発送時期 通年

特上カルビ、上カルビ、中落カルビ　（合計1.5㎏）

株式会社　あかまる牛肉店

5万ポイント
鳥取和牛
3種のカルビ焼肉セット 冷凍

鳥取和牛の3種類のカルビを食べ比べる焼肉
セットです。歯ごたえや霜降りの違いを楽
しんでください。

47

［事業所名］

発送時期 通年

500g×2パック

株式会社　あかまる牛肉店

5万ポイント
鳥取和牛
5つの部位の焼肉盛り合わせ 冷凍

ギフトにも使える見栄えの良い鳥取和牛の
焼肉セットです。

48

［事業所名］

発送時期 通年

450ｇ

株式会社　あかまる牛肉店

2万ポイント
鳥取和牛
3つの希少部位焼肉盛合せ 冷凍

【祝！肉質日本一】平成29年の和牛オリン
ピックで肉質が評価され日本一に輝きまし
た。ザブトン、いちぼ、ともさんかくなど
希少部位と言われる肉の旨みたっぷりの部
位を3種類詰め合わせてお届けします。

49
バラ、モモ　（合計600g）

2万ポイント
鳥取和牛
焼肉用カルビ 冷凍

【祝！肉質日本一】平成29年の和牛オリ
ンピックで肉質が評価され日本一に輝
きました。上質な脂をもつ焼肉用肉で
す。カルビやモモ、ロースなど肉の旨み
たっぷりの部位を詰め合わせてお届けし
ます。

発送時期 通年

［事業所名］株式会社　あかまる牛肉店

50
バラ、モモ　300g

1万ポイント
鳥取和牛
焼肉盛り合わせ 冷凍

51
400ｇ×2パック

2万ポイント

鳥取和牛　焼肉用ホホ肉 冷凍

発送時期 通年

［事業所名］株式会社　あかまる牛肉店

52
400ｇ

1万ポイント
鳥取和牛
焼肉用ホホ肉 冷凍

肉の旨みがギュッと詰まった、ホホ肉を焼
肉用にカットいたしました。歯ごたえ充分
なお肉をご賞味ください。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。
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53
500g

2万ポイント

鳥取牛ハラミ焼肉盛 冷凍

発送時期 通年

［事業所名］株式会社　あかまる牛肉店

54
250ｇ

1万ポイント
鳥取県産牛
焼肉用ハラミ 冷凍

非常に人気が高く、赤身の味がしっかり
と感じられるハラミを焼肉用でお届けし
ます。

55
肩またはモモ　600g

2万ポイント
鳥取和牛
焼肉用特上赤身肉 冷凍

発送時期 通年

［事業所名］株式会社　あかまる牛肉店

56
肩またはモモ　300g

1万ポイント
鳥取和牛
特上焼肉用赤身肉 冷凍

【祝！肉質日本一】平成29年の和牛オリン
ピックで肉質が評価され日本一に輝きまし
た。上質な脂をもつ鳥取和牛は赤身の肩・
モモ肉は多少歯ごたえのあるもののジュー
シーで、噛むほどに肉の旨味を感じること
ができます。

57
300ｇ

1万ポイント
鳥取和牛
焼肉用　中落カルビ 冷凍

発送時期 通年

［事業所名］株式会社　あかまる牛肉店

58
150ｇ×2パック

鳥取和牛
中落カルビブロック 冷凍

人気の中落カルビ
を お 届 け し ま す。
見た目のインパク
トもお楽しみくだ
さい。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

ブロック肉

59
500g×4パック

2万ポイント

鳥取県産牛　パイプ 冷凍

発送時期 通年

［事業所名］株式会社　あかまる牛肉店

60
500g×2パック

1万ポイント

鳥取県産牛　パイプ 冷凍

焼肉、もつ鍋どちらでも使用できる小腸の
詰め合わせです。お好きな食べ方でお楽し
みください。

61

［事業所名］

発送時期 通年

上タン×2パック(約140g)
並タン×2パック(約120ｇ)

株式会社　あかまる牛肉店

1万ポイント
鳥取県産牛
牛タンセット 冷凍

焼肉用に上タン、並タンをスライスしまし
た。お家で焼肉店の雰囲気を味わってくだ
さい。

62

［事業所名］

発送時期 通年

750ｇ×2パック

株式会社　あかまる牛肉店

8万ポイント
鳥取県産牛
ハラミブロック 冷凍

非常に人気が高く、赤身の味がしっかりと
感じられるハラミを大満足の1.5kでお届け
します。
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63
A4・A5ランク　500g

3万7千ポイント
鳥取県産オレイン55
和牛ロースしゃぶしゃぶ 冷凍

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
らかくて口どけがよく、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。

発送時期 通年

［事業所名］株式会社　Aコープ西日本

64
A4・A5ランク　600g

4万ポイント
鳥取県産
和牛ロースしゃぶしゃぶ 冷凍

65
A4・A5ランク　600g

3万7千ポイント
鳥取県産オレイン55
和牛モモ・肩スライス 冷凍

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
らかくて口どけがよく、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。

発送時期 通年

［事業所名］株式会社　Aコープ西日本

66
A4・A5ランク　700g

3万7千ポイント
鳥取県産
和牛モモ・肩スライス 冷凍

67
2.4kg

3万ポイント
鳥取和牛
切り落とし 冷凍

【祝！肉質日本一】平成29年に宮城県で開
かれた和牛オリンピックで、肉質が評価さ
れて日本一になりました。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。肉の特徴である脂質の良さは、
霜降りが入っていてもしつこくなく、口ど
けの良さやさっぱりとした後味の良さを感
じていただけます。

［事業所名］株式会社　あかまる牛肉店

68
1.2kg

1万5千ポイント
鳥取和牛
切り落とし 冷凍

発送時期 通年

69
800g

1万ポイント
鳥取和牛
切り落とし 冷凍

［事業所名］

発送時期 通年

株式会社　あかまる牛肉店

70
300ｇ×2パック（サイコロ状）

1万ポイント
鳥取和牛
スネ肉煮込み用 冷凍

煮込み料理に最適なスネ肉をサイコロ状に
カットしてお届けいたします。シチューや
カレーなどにお使いください。

71

［事業所名］

発送時期 通年

赤身すじ
アキレス（合計2㎏）

株式会社　あかまる牛肉店

1万ポイント

鳥取牛の牛すじセット 冷凍

おでんや煮込み料理を一層美味しくしてく
れる牛すじは、ボイルして冷凍保存すれば
何度も使えます。

※写真はイメージです。
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72
500ｇ×4パック
ボトルタレ付き

2万ポイント
鳥取県産牛
ミックスホルモン 冷凍

焼肉、もつ鍋どちらでも使用できるホルモ
ンの詰め合わせです。お好きな食べ方でお
楽しみください。

発送時期 通年

［事業所名］株式会社　あかまる牛肉店

73
300ｇ×2パック
ボトルタレ付き

1万ポイント
鳥取県産牛
ミックスホルモン 冷凍

74
2.4㎏

2万ポイント
鳥取県産
豚バラブロック 冷凍

ベーコンや焼き豚、煮豚など、様々な使い
道がある豚バラのブロックをご用意しまし
た。鳥取県の豚肉はクセが無く、脂の甘み
もあり肉の味もしっかりとしています。

発送時期 通年

［事業所名］株式会社　あかまる牛肉店

75
1.2㎏

1万ポイント
鳥取県産
豚バラブロック 冷凍

※写真はイメージです。

76

［事業所名］

発送時期 通年

モモ　2㎏、ムネ　2㎏
セセリ　1㎏　（合計5㎏）　

株式会社　あかまる牛肉店

2万ポイント

とっとりの鶏　モモ・ムネ・セセリ 冷凍

大山（だいせん）のふもと、鳥取県中部で
育てられている鶏肉は、鮮度が高くあっさ
りとした味わいです。もも肉が5～7枚程度、
むね肉は7 ～ 10枚程度、セセリも入った業
務用サイスでお送りします。

77

［事業所名］

発送時期 通年

モモ　2㎏
ムネ　2㎏　（合計4㎏）

株式会社　あかまる牛肉店

1万5千ポイント

とっとりの鶏　モモ、ムネ 冷凍

大山（だいせん）のふもと、鳥取県中部で
育てられている鶏肉は、鮮度が高くあっさ
りとした味わいです。もも肉が5～6枚程度、
むね肉は7 ～ 10枚程度入った業務用サイズ
でお送りします。

78

［事業所名］

発送時期 通年

2㎏

株式会社　あかまる牛肉店

1万ポイント

とっとりの鶏　モモ 冷凍

大山（だいせん）のふもと、鳥取県中部で
育てられている鶏肉は、鮮度が高くあっさ
りとした味わいです。もも肉が5 ～ 6枚程度
入った業務用サイズでお送りします。

79

［事業所名］

発送時期 通年

100g

株式会社　あかまる牛肉店

1万ポイント
鳥取和牛
ビーフジャーキー 冷凍

まるでハムのように柔らかい鳥取和牛の
ジャーキーは、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。贈り物やディナーなどに最適で特別な
時間を演出します。

80

［事業所名］

発送時期 通年

200g

株式会社　あかまる牛肉店

1万ポイント
鳥取和牛
ローストビーフ 冷凍

【祝！肉質日本一】大人気！鳥取和牛ロース
トビーフは天然の調味料のみを使用してい
ます。モモの赤身肉を使いながらも低温加
熱をしてしっとりとした舌触りで柔らかく
仕上げています。ご家族など大勢で食卓を
囲むときに活躍します。
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81

［事業所名］

発送時期 通年

和牛ベーコン140g、コンビーフ80g
和牛ジャーキー 100g、ローストビーフ200g

株式会社　あかまる牛肉店

4万ポイント
和牛ベーコンとコンビーフの
お楽しみセット 冷凍

鳥取和牛の高級部位で作る和牛ベーコン、
生食感のコンビーフなど、オリジナル加工
品の詰め合わせです。

82

［事業所名］

発送時期 通年

鳥取和牛ローストビーフ　250g×1個
和牛ベーコン　160g×1個、和牛ジャーキー　100g×1個

株式会社　あかまる牛肉店

4万ポイント
鳥取和牛ローストビーフ、
和牛ベーコン、ジャーキーのセット 冷凍

平成27年の鳥取特産品コンクールで優良賞を受賞し
た和牛ベーコンはジューシーな味わいが特徴です。
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な仕上がり
で、ローストビーフは天然の調味料だけを使い低温
調理で仕上げ、しっとりとした柔らかいお肉です。
鳥取和牛の加工品を3点セットでお届けします。

83

［事業所名］

発送時期 通年

ベーコン　160g
ビーフジャーキー　100g

株式会社　あかまる牛肉店

3万ポイント
鳥取和牛ベーコン、
鳥取和牛ジャーキーセット 冷凍

鳥取和牛ベーコンは、霜降り入り高級A5、A4
ランクの鳥取和牛特上バラ肉を使った東京の
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。豚のベーコンとは全く異なる味
わいの和牛ベーコンと、生ハムのようにしっ
とりとした和牛ジャーキーのセットです。い
ずれも手間ひまかけて作り上げた加工品です。

84

［事業所名］

発送時期 通年

ホルモン　900ｇ、味噌スープ　1.2㎏
麺　3玉　ほか

株式会社　あかまる牛肉店

2万ポイント

鳥取もつ鍋（特大） 冷凍

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！鳥取県産和牛のホルモ
ンは新鮮なまま真空冷凍にし、自家製の天
然調味料のみを使用した味噌スープと締め
にはこだわりの生麺をセットにしました。
下茹でなしで美味しく召し上がれるセット
です。

85

［事業所名］

発送時期 通年

ミックスホルモン　300g、スープ　800g
中華麺　100g、にんにく、とうがらし

株式会社　あかまる牛肉店

1万ポイント

鳥取牛　もつ鍋セット 冷凍

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！鳥取県産和牛のホルモ
ンは新鮮なまま真空冷凍にし、自家製の天
然調味料のみを使用した味噌スープと締め
にはこだわりの生麺をセットにしました。
下茹でなしで美味しく召し上がれるセット
です。

86

［事業所名］

発送時期 通年

チキンソーセージ×2パック
チキンチーズソーセージ×2パック

株式会社　あかまる牛肉店

1万ポイント

大山どりのソーセージセット 冷凍

大山どりを使用したソーセージを2つの味で
お届けします。一品のおかずとしても最適
です。

87

［事業所名］

発送時期 通年

ソーセージ×2パック
スモークチキン　250ｇ

株式会社　あかまる牛肉店

1万ポイント

大山どり加工品セット 冷凍

大山どりを使用したソーセージとハムの詰
め合わせをお届けします。そのまま焼いて
食べるのはもちろん、サラダなどに加えて
もお楽しみいただけます。

88

［事業所名］

発送時期 通年

5個×5パック

株式会社　あかまる牛肉店

1万ポイント

お肉屋さんのコロッケ 冷凍

パン粉まで無添加にこだわった、お肉屋さ
んのコロッケです。おやつや晩ごはんの一
品に活躍してくれます。
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89
150g×8個　（ギフト箱入り）

2万ポイント
鳥取和牛
100％ハンバーグ 冷凍

鳥取和牛を100％使ったハンバーグで、1個150gとしっかりとしたボリュームです。ギ
フト箱に入っているので贈り物にもお使いいただけます。

発送時期 通年

［事業所名］株式会社　あかまる牛肉店

90
150g×4個

1万ポイント
鳥取和牛
100％ハンバーグ 冷凍

91
500ｇ×2パック

1万4千ポイント
鳥取県産猪
ミックススライス 冷凍

塩コショウのみのＢＢＱが一番簡単に旨
味、質へのこだわりを感じていただけます。
柔らかくクセがないので、豚や牛と同様お
料理にもどうぞ。猪肉ひとすじ60年！鳥
取の老舗・日本猪牧場から直送でお届けし
ます。

発送時期 通年

※冷蔵解凍をして十分に加熱してお召しあがりください。
※写真はイメージです。脂身の量は個体差がございます。
※冬季ご注文の場合、天候の関係でお届けまでお日にちをいただく場合がございます。

［事業所名］日本猪牧場

92
500ｇ

1万ポイント
鳥取県産猪
ミックススライス 冷凍

［事業所名］

発送時期 通年

※冷蔵解凍をして十分に加熱してお召しあがりください。
※写真はイメージです。脂身の量は個体差がございます。
※冬季ご注文の場合、天候の関係でお届けまでお日にちをいただく場合がございます。

日本猪牧場

93
１㎏ (330ｇ～ 335ｇ×３パック)

1万4千ポイント
鳥取県産猪
鍋用　ミックススライス 冷凍

鍋用スライスをご用意いたしました。
ぼたん鍋を始め、すき焼きにしたり、しゃぶしゃぶ
にしたり、分厚いお肉が苦手な方は焼肉にしても美
味しく召し上がっていただけます。
猪肉ひとすじ60年！鳥取の老舗・日本猪牧場から
直送でお届けします。
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Tottori Hokuei town Furusato Nouzei 2022

海鮮・魚介

カ ニ
Tottori Hokuei town Furusato Nouzei

ご注意ください
・�カニは発送前に業者よりお電話
させていただきます。
・�必ず日中連絡のつきやすい電話
番号をご記入ください。
・�発送の確認ができた方から発送
させていただきます。

［事業所名］株式会社　魚倉

※�発送前にお電話させていただきます。必ず日中連絡のつきやすい
電話番号をご記入ください。

※�時価のため、水揚げにより大きさが変わります。
※�天候等により発送時期を変更する場合があります。

11月に解禁となる松葉ガニ漁で水揚げされ
た松葉ガニをお届けします。カニの身の上
品な甘みと、濃厚なカニみその旨味をぜひ
実感してください。

94
特大2枚

14万7千ポイント
【活き】
タグ付き松葉ガニ（魚倉） 冷蔵

95
大2枚

11万4千ポイント
【活き】
タグ付き松葉ガニ（魚倉） 冷蔵

発送時期 払込期限11月上旬～ 3月中旬 2月中旬

96
２枚

8万7千ポイント
【活き】
タグ付き松葉ガニ（魚倉） 冷蔵

［事業所名］株式会社　魚倉

※�発送前にお電話させていただきます。必ず日中連絡のつきやすい
電話番号をご記入ください。

※�時価のため、水揚げにより大きさが変わります。
※�天候等により発送時期を変更する場合があります。

11月に解禁となる松葉ガニ漁で水揚げされ
た松葉ガニをお届けします。カニの身の上
品な甘みと、濃厚なカニみその旨味をぜひ
実感してください。

97
特大2枚

14万7千ポイント
【ボイル】
タグ付き松葉ガニ（魚倉） 冷蔵

98
大2枚

11万4千ポイント
【ボイル】
タグ付き松葉ガニ（魚倉） 冷蔵

発送時期 払込期限11月上旬～ 3月中旬 2月中旬

99
２枚

8万7千ポイント
【ボイル】
タグ付き松葉ガニ（魚倉） 冷蔵
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100

発送時期 払込期限11月上旬～ 3月中旬 2月中旬

※�発送前にお電話させていただきます。必ず日中連絡のつきやすい
電話番号をご記入ください。

※�時価のため、水揚げにより大きさが変わ
ります。

※�天候等により発送時期を変更する場合が
あります。

２枚（脚1本欠け、キズ等あり）

［事業所名］株式会社　魚倉

6万7千ポイント
【活き】
訳あり　松葉ガニ（魚倉） 冷蔵

11月に解禁となる松葉ガニ漁で水揚げされ
た松葉ガニをお届けします。カニの身の上
品な甘みと、濃厚なカニみその旨味をぜひ
実感してください。

101

発送時期 払込期限11月上旬～ 3月中旬 2月中旬

※�発送前にお電話させていただきます。必ず日中連絡のつきやすい
電話番号をご記入ください。

※�時価のため、水揚げにより大きさが変わ
ります。

※�天候等により発送時期を変更する場合が
あります。

２枚（脚1本欠け、キズ等あり）

［事業所名］株式会社　魚倉

6万7千ポイント
【ボイル】
訳あり　松葉ガニ（魚倉） 冷蔵

11月に解禁となる松葉ガニ漁で水揚げされ
た松葉ガニをお届けします。カニの身の上
品な甘みと、濃厚なカニみその旨味をぜひ
実感してください。

102

発送時期 払込期限11月上旬～ 3月中旬 2月中旬

5 ～ 8枚

※�発送前にお電話させていただきます。必ず日中連絡のつきやすい
電話番号をご記入ください。

※�時価のため、水揚げにより大きさが変わ
ります。

※�天候等により発送時期を変更する場合が
あります。

［事業所名］株式会社　魚倉

8万ポイント
【ボイル】
訳あり　松葉ガニおまかせ3㎏ 冷蔵

サイズが小さめで脚が1 ～ 2本なかったり、傷があったりと訳ありの
松葉ガニを3kgでお届けします。そのまま食べていただくのはもちろ
ん、どんぶりやサラダ、パスタなど、いつものお料理にプラスして
鳥取県ならではのおいしい松葉ガニをたっぷりとお楽しみください。

103

発送時期 払込期限11月～ 12月 11月下旬

※�発送前にお電話させていただきます。必ず日中連絡のつきやすい
電話番号をご記入ください。

※�足1～2本欠損や傷のあるものを含みます。
※�年内発送のみの為、連絡がつかなくても
発送させていただく場合があります。

1枚150g以上のカニを10～ 14枚

［事業所名］株式会社　魚倉

4万ポイント
【活き】鳥取県産　セコガニ
訳あり　良品　2㎏ 冷蔵

松葉ガニのお母さん、セコガニは親ガニとも呼ばれます。
この小さな甲羅の中に、旨みがたくさん詰まっています。
濃厚なみそ、プチプチ食感と塩味がたまらない外子、そし
てカニの身も松葉ガニに劣らず、極上の味わいです。必ず
やみつきになる、鳥取県産セコガニをご賞味ください。

104
発送時期 払込期限11月～ 12月 11月下旬

1枚150g以上のカニを10～ 14枚
※�発送前にお電話させていただきます。必ず日中連絡のつきやすい
電話番号をご記入ください。

※�足1～ 2本の欠損や、傷のあるものを含みます。
※�年内発送のみの為、連絡がつかなくても発送させてい
ただく場合があります。

［事業所名］株式会社　魚倉

4万ポイント
【ボイル】鳥取県産　セコガニ
訳あり　良品　2㎏ 冷蔵

松葉ガニのお母さん、セコガニは親ガニとも呼ばれます。
この小さな甲羅の中に、旨みがたくさん詰まっています。
濃厚なみそ、プチプチ食感と塩味がたまらない外子、そし
てカニの身も松葉ガニに劣らず、極上の味わいです。必ず
やみつきになる、鳥取県産セコガニをご賞味ください。

［事業所名］高間商店

※�発送前にお電話させていただきます。必ず日中連絡のつきやすい
電話番号をご記入ください。

※�時価のため、水揚げにより大きさが変わります。
※�天候等により発送時期を変更する場合があります。
※�きたカニを発送しますが、お届け時点で活きていることを保証するものではありま
せん。

冬の日本海で水揚げされたばかりの松葉ガ
ニから身詰まりの良い逸品を厳選し、お届
けいたします。活きでしか味わえない本物
のカニをご堪能下さい。

発送時期 払込期限11月上旬～３月上旬 2月中旬

105
２枚（1枚800～ 940ｇ前後）

10万6千ポイント
【活き】
タグ付き松葉ガニ（高間商店） 冷蔵

106
２枚（1枚500～ 640ｇ前後)　

8万
【活き】
タグ付き松葉ガニ（高間商店） 冷蔵

107
１枚（800～ 940ｇ前後)

6万ポイント
【活き】
タグ付き松葉ガニ（高間商店） 冷蔵
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［事業所名］高間商店

※�発送前にお電話させていただきます。必ず日中連絡のつきやすい
電話番号をご記入ください。

※�時価のため、水揚げにより大きさが変わります。
※�天候等により発送時期を変更する場合があります。
※�蒸す前の活カニの重量です。蒸した後は、２割前後軽くなります。

冬の日本海で水揚げされたばかりの松葉ガ
ニから身詰まりの良い逸品を厳選し、お届
けいたします。ご自宅に大きな蒸し器がな
い、上手に蒸す自信がない、すぐに食べた
い方はこちらのカニがオススメです。

108
２枚（1枚800～ 940ｇ前後)

10万6千ポイント
【蒸し】
タグ付き松葉ガニ（高間商店） 冷蔵

109
２枚（1枚500～ 640ｇ前後)

8万ポイント
【蒸し】
タグ付き松葉ガニ（高間商店） 冷蔵

発送時期 払込期限11月上旬～３月上旬 2月中旬

110
１枚（800～ 940ｇ前後)

6万ポイント
【蒸し】
タグ付き松葉ガニ（高間商店） 冷蔵

［事業所名］高間商店

※�発送前にお電話させていただきます。必ず日中連絡のつきやすい
電話番号をご記入ください。　　　　　　　　　　　

※�時価のため、水揚げにより大きさが変わります。
※�天候等により発送時期を変更する場合があります。
※�活きたカニを発送しますが、お届け時点で活きていることを保証するものではあり
ません。

脚や爪が１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
しんでいただくのにおすすめです。活き
でしか味わえない本物のカニをご堪能下
さい。

111
3枚（１枚500～ 640ｇ前後)

10万ポイント
【活き】
ご自宅用　松葉ガニ（高間商店） 冷蔵

112
２枚（1枚800～ 940ｇ前後)

9万ポイント
【活き】
ご自宅用　松葉ガニ（高間商店） 冷蔵

発送時期 払込期限11月上旬～３月上旬 2月中旬

113
１枚（800～ 940ｇ前後)

4万5千ポイント
【活き】
ご自宅用　松葉ガニ（高間商店） 冷蔵

［事業所名］高間商店

※�発送前にお電話させていただきます。必ず日中連絡のつきやすい
電話番号をご記入ください。

※�時価のため、水揚げにより大きさが変わります。
※�天候等により発送時期を変更する場合があります。
※�蒸す前の活カニの重量です。蒸した後は、２割前後軽くなります。

脚や爪が1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
しんでいただくのにおすすめです。ご自宅
に大きな蒸し器がない、上手に蒸す自信が
ない、すぐに食べたい方には蒸しがオスス
メです。

114
3枚（1枚500～ 640ｇ前後)

10万ポイント
【蒸し】
ご自宅用　松葉ガニ（高間商店） 冷蔵

115
２枚（１枚800～ 940ｇ前後)

9万ポイント
【蒸し】
ご自宅用　松葉ガニ（高間商店） 冷蔵

発送時期 払込期限11月上旬～３月上旬 2月中旬

116
１枚（800～ 940ｇ前後)

4万5千ポイント
【蒸し】
ご自宅用　松葉ガニ（高間商店） 冷蔵

※�発送前にお電話させていただきます。必ず日中連絡のつきやすい
電話番号をご記入ください。

※足が1～ 2本折れたカニが含まれます。
※時価のためサイズが異なる場合があります。
※�蒸す前の活カニの重量です。蒸した後は、２割前後軽くなります。

冬の日本海で水揚げされた松葉ガニを蒸し
て皆様にお届けします。蒸し上げることで
カニのうまみが閉じこめられ美味しくなり
ます。こちらの商品は、足が折れたカニが
含まれますが、たっぷりとご堪能いただけ
ます。

117
1.5㎏前後（3～ 5枚前後）　

5万ポイント
【蒸し】
足折れ松葉ガニ（高間商店） 冷蔵

発送時期 払込期限11月上旬～３月上旬 2月上旬

118
1㎏前後（3枚前後）

4万ポイント
【蒸し】
足折れ松葉ガニ（高間商店） 冷蔵

［事業所名］高間商店
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その他
Tottori Hokuei town Furusato Nouzei

［事業所名］高間商店

119
10枚　（甲羅のサイズ7.5 ～ 8.5㎝）

3万6千ポイント
【活き】足折れご自宅用
日本海産親ガニ（セコガ二）（高間商店） 冷蔵

120
6枚　（甲羅のサイズ7.5 ～ 8.5㎝）

2万4千ポイント
【活き】足折れご自宅用
日本海産親ガニ（セコガ二）（高間商店） 冷蔵

発送時期 払込期限11月上旬～ 12月下旬 11月下旬

121
3枚（甲羅のサイズ7.5 ～ 8.5㎝）

1万2千ポイント
【活き】足折れご自宅用
日本海産親ガニ（セコガ二）（高間商店） 冷蔵

※�発送前にお電話させていただきます。必ず日中連絡のつきやすい
電話番号をご記入ください。

※�時価のためサイズが異なる場合や、足が1～ 3本折れたカニが含まれることがあり
ます。

※�活きたカニを発送しますが、到着時に活きていることを保証するものではございま
せん。

冬の日本海で水揚げされた活きのいい親ガ
ニを厳選しお届けさせていただきます。甲
羅にあるカニ味噌、内子、外子は味わい深
く親ガニでないと堪能できない美味しさ
です。

※�発送前にお電話させていただきます。必ず日中連絡のつきやすい
電話番号をご記入ください。

※�時価のためサイズが異なる場合や、足が1～ 3本折れたカニが含まれることがあり
ます。

［事業所名］高間商店

冬の日本海で水揚げされた活き
のいい親ガニを厳選しお届けさ
せていただきます。甲羅にある
カニ味噌、内子、外子は味わい
深く親ガニでないと堪能できな
い美味しさです。

122
10枚（甲羅のサイズ7.5 ～ 8.5㎝）

3万6千ポイント
【蒸し】足折れご自宅用
日本海産親ガニ（セコガ二）（高間商店） 冷蔵

123
6枚　（甲羅のサイズ7.5 ～ 8.5㎝）

2万4千ポイント
【蒸し】足折れご自宅用
日本海産親ガニ（セコガ二）（高間商店） 冷蔵

発送時期 払込期限11月上旬～ 12月下旬 11月下旬

124
3枚（甲羅のサイズ7.5 ～ 8.5㎝）

1万2千ポイント
【蒸し】足折れご自宅用
日本海産親ガニ（セコガ二）（高間商店） 冷蔵

［事業所名］

発送時期 通年

※�発送前にお電話させていただき
ます。必ず日中連絡のつきやす
い電話番号をご記入ください。

※�天候等により発送時期を変更する場合が
あります。

株式会社　魚倉

125
3～ 5種類の詰合せ

1万7千ポイント

鮮魚セット 冷蔵

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

［事業所名］

発送時期 払込期限5月～ 10月 9月上旬

※配送日の指定はできません。
※天候等により発送時期を変更する場合が
あります。

株式会社　魚倉

126
250g前後×5杯

1万5千ポイント 限定100セット

刺身用白イカ　 冷凍

甘み旨み共最高級の山陰の白イカを活きた
まま冷凍にしました。お好きなだけ解凍し、
お刺身でお召し上がりください。加熱して
も硬くなりにくいため、加熱調理もオスス
メです。天然の最高級な甘みと旨みをご堪
能ください。
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127

発送時期 払込期限6月～ 8月上旬 7月上旬

殻付き（300g以上）10個から

※�発送前にお電話させていただきます。必ず日中連絡のつきやすい
電話番号をご記入ください。

※時価のため個数が異なります。
※�天候等により発送時期を変更する場合があります。
※�鮮度を保つため殻つきでお送りいたします。

［事業所名］株式会社　魚倉

2万2千ポイント

天然岩ガキ「夏輝」 冷蔵

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効果があると言わ
れています。磯の香り漂う鳥取の岩ガキを
ぜひお召し上がりください。

128

発送時期 払込期限6月～ 8月上旬 7月上旬

サイズ、個数はおまかせ　3㎏

※�発送前にお電話させていただきます。必ず日中連絡のつきやすい
電話番号をご記入ください。

※�天候等により発送時期を変更する場合が
あります。

※鮮度を保つため殻付きでお送りします。

［事業所名］株式会社　魚倉

1万9千ポイント
鳥取県産
天然岩ガキ　おまかせ3kg 冷蔵

鳥取県の岩ガキは夏が旬です。ミネラル、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効果があると言われ
ています。夏だけの味わい、磯の香り漂う鳥
取の岩ガキをぜひお召し上がりください。

129

発送時期 払込期限6月～ 8月上旬 7月下旬

3.0kg（殻含む）

※�発送前にお電話させていただきます。必ず日中連絡のつきやすい
電話番号をご記入ください。　　　　　　　　　　　　　　　　

※�時価のため、水揚げにより大きさが変わ
ります。

※�天候等により発送時期を変更する場合が
あります。

※重量は殻を含めた重さになります。

［事業所名］高間商店

1万3千ポイント
鳥取県産天然岩ガキ（生食用）
殻付き 冷蔵

栄養満点の岩ガキを厳選しお届けいたします。レモンや
ポン酢で食べる生ガキはもちろんカキフライ、バター醤
油炒めなどお好みの調理方法でお召し上がりください。

130

発送時期 払込期限7月～ 8月 8月上旬

2.5㎏（殻含む）

※�発送前にお電話させていただきます。必ず日中連絡のつきやすい
電話番号をご記入ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　

※�時価のため、水揚げにより大きさが変わ
ります。

※�天候等により発送時期を変更する場合が
あります。

※重量は殻を含めた重さになります。

［事業所名］高間商店

1万2千ポイント
鳥取県産天然サザエ（生食用）
殻付き 冷蔵

日本海の天然サザエをお届けいたします。
お刺身、つぼ焼き等お好みに合わせてご堪
能下さい。

131

発送時期 通年

漬け丼の素×3（ブリ、白はた、タイ、ヒラメなどからおまかせ）
昆布じめ丼の素×3（タイ、スズキ、甘えび、白いか、ヒラメなどからおまかせ）

※�水揚げの状況によりセット内容が変わっ
たり、同じ種類が2つ入る場合があります。

［事業所名］高間商店

2万ポイント
日本海の漬け丼と昆布じめ丼の
おまかせ6本セット 冷凍

新鮮な日本海産鮮魚を秘伝のたれで漬けこ
んだ漬け丼の素、昆布の旨味が絶妙に効い
た昆布じめ丼の素が入ったセットです。ご
堪能くださいませ。

132

発送時期 通年

5種14匹前後（タイ1、エテカレイ2、沖キス4、アジ2、白はた5など）

※��水揚げ状況等により発送時期を変更する場合があります。

［事業所名］高間商店

1万ポイント

日本海産特選手作り干物セット　冷凍

職人が絶妙に塩加減をした食通もうなる干
物セットです。白い炊きたてご飯のお供に
どうぞ。

133

発送時期 通年

昆布じめ丼の素×3
（タイ、スズキ、甘えび、白いか、ヒラメなどからおまかせ）

※�水揚げ状況等により発送時期を変更する
場合があります。

［事業所名］高間商店

1万ポイント
日本海の昆布じめ丼
おまかせセット 冷凍

新鮮な日本海産鮮魚を昆布だしでしめた極
上海鮮じめ丼の素をセットにしました。是
非ご堪能ください。

134

発送時期 通年

漬け丼の素×３
（ブリ、白はた、タイ、ヒラメなどからおまかせ）

※��水揚げ状況等により発送時期を変更する
場合があります。

［事業所名］高間商店

1万ポイント
日本海の漬け丼
おまかせセット 冷凍

新鮮な日本海産鮮魚を秘伝のたれで漬けこ
んだ漬丼の素のセットです。ご自宅で極上
の味をご堪能くださいませ。
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［事業所名］

※��水揚状況により組合せの種類が変わった
り、同じ種類が入る場合があります。

※��水揚げ状況等により発送時期を変更する
場合があります。

高間商店

135
ぶり、サバ、ニシン、白はたなどから３パック

1万ポイント
日本海産鮮魚のスモーク
おまかせ３点セット 冷凍

日本海で獲れた活きの良い魚を丁寧にス
モークしました。香りと凝縮された旨みを
ご堪能ください。お酒のおつまみとしても
楽しめる逸品です。

［事業所名］

※��状況により発送時期を変更する場合があ
ります。

高間商店

136
100ｇ×３パック

1万ポイント

日本海活〆サーモンの昆布締め 冷凍

日本海のサーモンを活〆し、秘伝の昆布だ
しで絶妙に味付けをしました。食べやすい
サイズの切り身になっていますので、サー
モン海鮮丼やカルパッチョなど、またはお
刺身として召し上がっていただけます。

［事業所名］高間商店

137
7種25匹前後（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、のどぐろ4など）

3万ポイント
のどぐろ入り日本海産
特選手作り干物セット【Ａ】 冷凍

発送時期 通年

発送時期 通年

発送時期 通年

※水揚げ状況により、セット内容が異なる場合があります。

138
7種16匹前後（タイ1、エテカレイ2、沖キス4、白はた5、
カマス1、白いか1、のどぐろ2など）

2万ポイント
のどぐろ入り日本海産
手作り干物セット【B】 冷凍

139

発送時期 通年

旬の魚の干物　4種類×14匹（のどぐろ4、白はた5、タイ1、エテカレイ4など）
漬け丼の素×2　（ブリ、白はた、タイ、ヒラメなどからおまかせ）
昆布じめ丼の素×2　（タイ、スズキ、甘えび、白いか、ヒラメなどからおまかせ）

※�水揚げの状況により組合せの種類が変わっ
たり、同じ種類が2つ入る場合があります。

［事業所名］高間商店

3万ポイント
のどぐろ入り日本海の干物と
漬け丼と昆布じめ丼セット 冷凍

話題ののどぐろの干物や秘伝のたれで漬け
こんだ漬け丼の素、昆布の旨味が絶妙に効
いた昆布じめ丼の素が入ったセットです。
ご家族でお楽しみください。

140

発送時期 通年

旬の魚の干物　4種類×10匹（のどぐろ2、白はた5、タイ1、エテカレイ2など）
漬け丼の素）×1　（ブリ、白はた、タイ、ヒラメなどからおまかせ）
昆布じめ丼の素×1（タイ、スズキ、甘えび、白いか、ヒラメなどからおまかせ）

※�水揚げ状況により、セット内容が異なる
場合があります。

［事業所名］高間商店

2万ポイント
のどぐろ入り日本海の干物と
漬け丼＆昆布じめ丼のおまかせセット 冷凍

話題ののどぐろの干物や秘伝のたれで漬け
こんだ漬け丼の素、昆布の旨味が絶妙に効
いた昆布じめ丼の素が入ったセットです。
ご家族でお楽しみください。

141

［事業所名］

発送時期 通年

100g入り×3パック

※��水揚げ状況等により発送時期を変更する
場合があります。

高間商店

1万ポイント

鯛しゃぶセット 冷凍

日本海で獲れた活きのいい鯛を贅沢なしゃ
ぶしゃぶ用切り身にしました。お刺身や鯛
茶漬けとしても美味しく食べることができ
ます。

142

［事業所名］

発送時期 通年

旬の魚の干物　3種類×8匹（白はた5、エテカレイ2、たい1など）
漬け丼の素×1（ブリ、白はた、タイ、ヒラメなど数種類から1つ）

※��水揚げ状況等により発送時期を変更する
場合があります。

高間商店

1万ポイント

日本海の干物と漬け丼セット 冷凍

日本海産の干物と秘伝のたれで漬けこんだ
漬け丼の素のお楽しみセットです。是非、
日本海の味をご堪能ください。

のどぐろ入りの日本海のおいしい干物
セットです。のどぐろの他、白はた・タイ・
カレイなどの干物をご堪能いただけます。
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143

［事業所名］

発送時期 通年

旬の魚の干物　3種類×8匹（白はた5、タイ1、エテカレイ2など）
昆布じめ丼の素×1　（ぶり、白はた、鯛、ヒラメなどからおまかせ）

※��水揚げ状況等により発送時期を変更する
場合があります。

高間商店

1万ポイント

日本海の干物と昆布じめ丼セット 冷凍

日本海産の干物と昆布の旨味が絶妙に効い
た昆布じめ丼のお楽しみセットです。是非、
日本海の味をご堪能ください。

144

［事業所名］

発送時期 払込期限6月上旬～ 7月 6月下旬

100g入り×3パック

※��水揚げ状況等により発送時期を変更する
場合があります。

高間商店

1万ポイント

日本海産本マグロ漬け丼 冷凍

日本海で獲れた活きのいい本マグロを秘伝
のしょうゆだれで漬けこみました。

145

［事業所名］

発送時期 通年

100g前後×3パック

※��水揚げ状況等により発送時期を変更する
場合があります。

高間商店

1万ポイント

日本海産スモークニシン 冷凍

日本海で獲れたニシンを丁寧に燻製し仕上
げた職人の逸品です。スライスしてお召上
がり下さい。

146

［事業所名］

発送時期 通年

１枚入り×3パック　計３枚
１枚あたり130ｇ前後の中サイズののどぐろ

※�水揚げ状況等により発送時期を変更する
場合があります。

高間商店

1万2千ポイント

のどぐろ一夜干し　中サイズ３枚 冷凍

大人気の高級魚のどぐろを塩だけで一夜干
しにしました。日本海の逸品をご堪能下さ
い。中サイズで食べやすく、ご高齢の方や
お子様にも召し上がって頂けます。
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お 米

［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」を目標
に農家が栽培から精米・袋詰めまですべて
行っています。混ざりものなしの当農園で
一番人気のコシヒカリ。

発送時期 10月～

日置さん家のお米「コシヒカリ」

※�新米がご希望の場合は、備考欄に『新米
希望』とご記入ください。

1万1千ポイント 在庫なくなり次第終了

5kg×2袋 147 精米 148 玄米 149 無洗米

3kg×3袋 150 精米 151 玄米 152 無洗米

1万ポイント 在庫なくなり次第終了

（ジップ付スタンドパック）

（ジップ付スタンドパック）

2kg×4袋
153 精米 154 玄米 155 無洗米

［事業所名］株式会社　エイチアグリ

鳥取では昔から良質米として栽培されてい
るお米です。弊社では、一番最初に収穫し
提供できるお米で、口当たりが良くさっぱ
りとした感じで、コシヒカリよりも粘りが
少なくいろいろな料理に合い人気です。

発送時期 通年

日置さん家のお米「ひとめぼれ」

※�新米がご希望の場合は、備考欄に『新米
希望』とご記入ください。

1万1千ポイント 在庫なくなり次第終了

5kg×2袋 156 精米 157 玄米 158 無洗米

3kg×3袋 159 精米 160 玄米 161 無洗米

1万ポイント 在庫なくなり次第終了

2kg×4袋
162 精米 163 玄米 164 無洗米

［事業所名］株式会社　エイチアグリ

肥料・農薬・堆肥などの有機物を使わない
で栽培したお米です。自然の中で強く生き
抜き育ったお米は、柔らかい甘味とつやで
これが本当のお米の姿だと感じさせてくれ
ます。

発送時期 11月～

日置さん家の自然栽培米「きぬむすめ」
1万9千ポイント 限定各10セット

5kg×2袋 165 精米 166 玄米 167 無洗米

3kg×3袋 168 精米 169 玄米 170 無洗米

1万8千ポイント 限定各10セット

2kg×4袋
171 精米 172 玄米 173 無洗米

（ジップ付スタンドパック）
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［事業所名］株式会社　エイチアグリ

［事業所名］株式会社　エイチアグリ

昭和20年頃に鳥取県内で栽培されていたお
米です。当時、肥料・農薬があまりない頃
栽培されていたことから肥料・農薬を使用
しない自然栽培に適した品種です。生育が
よく大粒で香りや粘りがあるのが特徴で、
今後期待できるお米です。

昭和20年頃に鳥取県内で一番多く栽培され
ていましたが、現在では数戸でしか栽培さ
れていない幻のお米です。栽培のしにくさ
と、品種改良、肥料等の普及で栽培されな
くなりましたが、試験栽培してみると、粒
も大きく香りがあり粘りもあるおいしい米
です。ぜひ一度ご賞味ください。

日置さん家の自然栽培米「鳥取旭」

日置さん家のお米「鳥取旭」

1万9千ポイント

1万1千ポイント

限定各10セット

在庫なくなり次第終了

5kg×2袋 192 精米 193 玄米 194 無洗米

5kg×2袋 201 精米 202 玄米 203 無洗米

3kg×3袋 195 精米 196 玄米 197 無洗米

3kg×3袋 204 精米 205 玄米 206 無洗米

1万8千ポイント

1万ポイント

限定各10セット

在庫なくなり次第終了

2kg×4袋

2kg×4袋

198 精米 199 玄米 200 無洗米

207 精米 208 玄米 209 無洗米

（ジップ付スタンドパック）

（ジップ付スタンドパック）

［事業所名］株式会社　エイチアグリ

コシヒカリよりも「もっちもちで柔らかい」
のが特徴。ミルキークイーンがほしいとい
うお客様の要望により栽培いたしました。
近年当農園で人気急上昇中！です。

日置さん家のお米「ミルキークイーン」
1万1千ポイント 在庫なくなり次第終了

5kg×2袋 183 精米 184 玄米 185 無洗米

3kg×3袋 186 精米 187 玄米 188 無洗米

1万ポイント 在庫なくなり次第終了

2kg×4袋
189 精米 190 玄米 191 無洗米

［事業所名］株式会社　エイチアグリ

近年西日本で多く作られるようになった品
種。水加減を多くするとモチモチと柔らか
く、少な目にするとしっかりとした粒のご
飯に炊けます。水加減をお好みに調節して
お召し上がりください。

発送時期 通年

発送時期 10月～

発送時期 11月～

発送時期 11月～

日置さん家のお米「きぬむすめ」

※�新米がご希望の場合は、備考欄に『新米
希望』とご記入ください。

1万1千ポイント 在庫なくなり次第終了

5kg×2袋 174 精米 175 玄米 176 無洗米

3kg×3袋 177 精米 178 玄米 179 無洗米

1万ポイント 在庫なくなり次第終了

2kg×4袋
180 精米 181 玄米 182 無洗米

（ジップ付スタンドパック）

（ジップ付スタンドパック）
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お米のご案内［株式会社エイチアグリ］

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おられますが、品質に問題はありません。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
うしても気になる方は、１～２回軽くすすいでから炊飯してください。

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。

TVでおいしいと話題になったお米を試験的
に栽培しています。初めて栽培し食べた時
はツルツルしていて粒もしっかりしており
特徴的なお米だと感じました。まだ、少量
の試験栽培中ですがぜひ召し上がってみて
ください。

日置さん家のお米「にこまる」
1万1千ポイント 在庫なくなり次第終了

5kg×2袋 210 精米 211 玄米 212 無洗米

3kg×3袋 213 精米 214 玄米 215 無洗米

1万ポイント 在庫なくなり次第終了

2kg×4袋
216 精米 217 玄米 218 無洗米

（ジップ付スタンドパック）

発送時期 11月～

［事業所名］株式会社　エイチアグリ

［事業所名］株式会社　エイチアグリ

日置さん家のお米「縁結び」
1万1千ポイント 在庫なくなり次第終了

5kg×2袋 219 精米 220 玄米 221 無洗米

3kg×3袋 222 精米 223 玄米 224 無洗米

1万ポイント 在庫なくなり次第終了

2kg×4袋
225 精米 226 玄米 227 無洗米

（ジップ付スタンドパック）

私の母校の農業高校にて作っているのを
きっかけに作り始めました。低アミロース
米でコシヒカリよりも粘りが強くもちっと
しているのが特徴です。

粘りは少なめ、あっさりと食べやすいお米
で、きぬむすめに近い食感です。冷えても
おいしく、当農園ではお弁当屋さんなどで
使われています。お弁当やおにぎり、お寿
司や丼などにおすすめです。

発送時期

発送時期

通年

通年

※�新米がご希望の場合は、備考欄に『新米
希望』とご記入ください。

※�新米がご希望の場合は、備考欄に『新米
希望』とご記入ください。

［事業所名］株式会社　エイチアグリ

日置さん家のお米「やまだわら」
1万1千ポイント 在庫なくなり次第終了

5kg×2袋 228 精米 229 玄米 230 無洗米

3kg×3袋 231 精米 232 玄米 233 無洗米

1万ポイント 在庫なくなり次第終了

2kg×4袋
234 精米 235 玄米 236 無洗米

（ジップ付スタンドパック）
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Tottori Hokuei town Furusato Nouzei 2022

野菜・果物

大栄西瓜
Tottori Hokuei town Furusato Nouzei

栽培歴史100年以上！国内有数のブランドで、
糖度の高い高品質の大玉スイカです。

地理的表示保護制度とは地理的表示保護制度とは

　地域には、伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの生
産地等の特性が、品質等の特性に結びついている産品が多く
存在しています。
　これらの産品の名称（地理的表示）を知的財産として登録し、
保護する制度が「地理的表示保護制度」です。

237

［事業所名］

発送時期 払込期限6月中旬～ 7月中旬 6月中旬

秀3L×1玉

※�天候等により発送時期を変更する場合があり
ます。

株式会社　Aコープ西日本

3万ポイント

大栄西瓜「ドバイの太陽」（JA)

「ドバイの太陽」は2009年ＵＡＥ諸国の王族に
も献上された西瓜です。糖度13度以上の大栄西
瓜を数量限定でご用意しました。
大栄西瓜は令和元年度GI（地理的表示保護制度）
に登録されました。

238
秀2L×2玉入り　1箱
　

2万ポイント

大栄西瓜（JA）

239

発送時期 払込期限6月上旬～ 7月中旬 6月中旬

秀特1玉（11kg以上）
　

1万4千ポイント

大栄西瓜（JA)

［事業所名］株式会社　Aコープ西日本

※��天候等により発送時期を変更する場合があります。
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「大栄西瓜」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西瓜です。大栄西瓜は令和元
年度GI（地理的表示保護制度）に登録されました。
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［大栄西瓜］

北栄町ふるさと納税

選果場に運び込まれたスイカは農家の手を
離れ旅立っていきます。100年以上の栽培
歴史を誇る、国内有数のブランドスイカ
「大栄西瓜」は糖度が高く、大玉で独特の
シャリっと感がたまらない逸品です。
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スイカ
Tottori Hokuei town Furusato Nouzei

［事業所名］高間商店

※��天候等により発送時期を変更する場合があります。
スイカを1玉ずつ厳選しお届けいたしま
す。甘さ、シャリ感、香り、旨みが全て揃っ
ています。

240
秀　2L以上（7～ 10㎏前後）×2玉
　

2万4千ポイント

プレミアムスイカ（高間商店）

241

発送時期 払込期限5月下旬～ 8月中旬 6月中旬

秀　2L以上（7～ 10㎏前後）×1玉

1万4千ポイント

プレミアムスイカ（高間商店）

242
秀　6㎏以上×2玉

1万9千ポイント

スイカ（高間商店）

243

発送時期 払込期限6月上旬～ 8月中旬 6月中旬

秀　5㎏以上×2玉

1万6千ポイント

スイカ（高間商店）

246

［事業所名］

2Ｌ（7㎏以上）×1玉

※�天候等により発送時期を変更する場合が
あります。
※��種なしスイカとも呼ばれていますが、白
い種があります。

高間商店

2万ポイント

縞々種なしスイカ

栽培が難しく希少品種のスイカです。栽培
管理も手間がかかりますが、１玉１玉丁寧
に育て上げられ、果肉も固めでシャリシャ
リ感がとてもあります。

［事業所名］高間商店

※天候等により発送時期を変更する場合があります。
※��種なしスイカとも呼ばれていますが、白い種があります。
食べやすいと評判の黒皮（深緑）種
なしスイカです。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いたします。

244
2Ｌ（７㎏以上）×1玉

1万7千ポイント

黒皮（深緑）種なしスイカ

245

発送時期 払込期限6月上旬～ 8月下旬 6月中旬

秀　5～ 6㎏×１玉

1万2千ポイント

黒皮（深緑）種なしスイカ

発送時期 払込期限6月上旬～ 7月下旬 6月中旬
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251

［事業所名］

発送時期 払込期限6月上旬～ 8月中旬 6月中旬

※��メロンはペルル・タカミ・クレオパ
トラなどからお選びいたします。

※��天候等により発送時期を変更する場
合があります。

スイカ2L（7㎏以上）×1玉
メロン×1玉

高間商店

2万2千ポイント
プレミアムスイカと
旬のメロン1玉セット

スイカとメロンをセットにしてお届け
します。夏の贈り物として人気のセッ
トです。

252

［事業所名］

発送時期 払込期限6月上旬～ 8月中旬 6月中旬

スイカ　秀　5～ 6㎏×1玉
メロン　1～ 1.5㎏前後×1玉

※��天候等により発送時期を変更する場合
があります。
※��メロンの種類は時期により異なります。

高間商店

1万5千ポイント
【品種はおまかせ】
スイカ1玉とメロン1玉セット

スイカとメロンをセットにしてお届け
します。夏の贈り物として人気のセット
です。

253

［事業所名］

発送時期 払込期限6月上旬～ 8月中旬 6月中旬

スイカ　Ｌ（6㎏以上）×1玉　メロン×1玉

※��メロンはペルル・タカミ・クレオパトラなどからお選びいたします。
※��天候等により発送時期を変更する場合があります。
※��種なしスイカとも呼ばれていますが、白い種があります。

高間商店

2万ポイント
黒皮（深緑）種なしスイカと
旬のメロンセット

黒皮（深緑）種なしスイカと旬の極上メロンの
贅沢セットです。スイカとメロンのどちらも
たっぷり堪能したい方にオススメです。甘いも
のだけを厳選し、お届けいたします。

248
2～ 3kg前後×2玉　

［事業所名］高間商店

1万6千ポイント

極上小玉スイカ（高間商店）

厳選した小玉スイカをお届けいたしま
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。ぜ
ひ一度食べてみてください！

249

発送時期 払込期限5月上旬～ 8月中旬 5月中旬

2 ～ 3kg前後×1玉　

1万ポイント

極上小玉スイカ（高間商店）

250

発送時期 払込期限5月下旬～ 8月中旬 6月中旬

※��縞々小玉スイカ・黒皮小玉スイカなどからおまかせでお届けします。
※��天候等により発送時期を変更する場合があります。

1.5㎏～ 1.8㎏前後×2玉

1万2千ポイント
【品種はおまかせ】
小玉スイカ（高間商店）

［事業所名］高間商店

※��天候等により発送時期を変更する場合があります。
※��メロンの種類は時期により異なります。

極上小玉スイカと旬のメロンのセット
です。スイカとメロンを両方とも味わ
いたい方にオススメです。甘いものだ
けを厳選し、お届けいたします。

254

発送時期 払込期限5月下旬～ 7月下旬 5月中旬

小玉スイカ　2.5 ～ 3kg前後×１玉
メロン　1.5 ～ 2kg前後×２玉

2万ポイント

極上小玉スイカと旬のメロン2玉セット

255

発送時期 払込期限6月上旬～ 8月中旬 6月中旬

小玉スイカ　1.5 ～ 1.8㎏前後×1玉
メロン　1～ 1.5㎏前後×1玉�

1万2千ポイント
【品種はおまかせ】
小玉スイカ1玉とメロン1玉セット

247

［事業所名］

発送時期 払込期限9月上旬～ 10月上旬 9月中旬

秀　2L～ L　（4玉～ 5玉）

※�天候等により発送時期を変更する場合が
あります。

株式会社　Aコープ西日本

1万7千ポイント

小玉西瓜（JA)

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西瓜をご賞味ください。
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ぶどう
Tottori Hokuei town Furusato Nouzei

256

［事業所名］

発送時期 払込期限8月中旬～ 8月下旬 7月下旬

1.5kg前後×1箱（10～ 14房入り）

※��天候等により発送時期を変更する場合があり
ます。

サンドヒル鳥取

1万ポイント 限定20セット

デラウェア（種なし）
（サンドヒル鳥取） 冷蔵

種なしで幅広く人気のあるぶどうです。甘みが
強く皮離れも良い種無しぶどうを世に広めた
ヒーローです。サンドヒル鳥取のぶどう園がお
届けします。

257

［事業所名］

発送時期 払込期限7月上旬～ 7月中旬 6月下旬

※天候等により発送時期を変更する場合があります。

赤秀2kg×1箱

株式会社　Aコープ西日本

1万1千ポイント

デラウェア（種なしぶどう）（JA） 冷蔵

北条砂丘で育ったデラウェアは通常のデラ
ウェアに比べ大玉で糖度が高いのが特徴で
す。これは農家の方が「玉抜き」という作
業を丁寧に行っているからです。種がない
のであっという間に食べられます。

258

［事業所名］

発送時期 払込期限8月上旬～ 8月中旬 7月中旬

※天候等により発送時期を変更する場合があります。

赤秀2kg×1箱（4～ 5房入り）

株式会社　Aコープ西日本

1万3千ポイント 限定200セット

巨峰（種なしぶどう）（JA） 冷蔵

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。

259

［事業所名］

発送時期 払込期限8月末～ 9月上旬 8月上旬

600ｇ前後×1箱（2房）

※��天候等により発送時期を変更する場合が
あります。

有限会社　浜根農園

1万1千ポイント 限定100セット

巨峰（自然栽培） 冷蔵

農薬・肥料・ホルモン剤を使用せず、作物
の生きる力で栽培しています。自然の姿で
ある「種ありぶどう」の甘みをお楽しみく
ださい。

260

［事業所名］

発送時期 払込期限8月下旬～ 9月上旬 8月中旬

1.5kg前後×1箱（3～ 4房入り）

※天候等により発送時期を変更する場合があります。

サンドヒル鳥取

1万ポイント 限定20セット

ピオーネ（種なし）
（サンドヒル鳥取） 冷蔵

大粒で種がなく皮離れも良い食べ易いぶどうです。
適度な酸味で濃厚な味が楽しめます。サンドヒル鳥
取のぶどう園がお届けします。

261

［事業所名］

発送時期 払込期限8月上旬～ 8月中旬 7月中旬

赤秀2kg×1箱（4～ 5房入り）

※��天候等により発送時期を変更する場合があ
ります。

株式会社　Aコープ西日本

1万4千ポイント

ピオーネ（種なしぶどう）（JA） 冷蔵

香りが強くて日持ちがよく、大粒で種無しの
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。
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北栄町ふるさと納税特産品④

［砂丘ぶどう］［砂丘ぶどう］
PionePione Shine MuscatShine Muscat

北栄町ふるさと納税

砂丘ぶどうは、砂丘地特有の朝夕の寒暖差が甘さの決
めて。巨峰をはじめ、ピオーネ、デラウェア、シャイ
ンマスカットなどさまざまな品種を栽培しています。
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268

［事業所名］

発送時期 払込期限9月中旬～ 10月上旬 9月中旬

赤秀2kg×1箱（4～ 5房入り）

※天候等により発送時期を変更する場合があります。

株式会社　Aコープ西日本

1万7千ポイント
シャインマスカット（種なしぶどう）
（JA) 冷蔵

ぶどうの中で人気品種で
す。マスカットのような
風味で種も無く皮ごと食
べられます。

［事業所名］山本農園

※�天候等により発送時期を変更する場合があります。
ジューシーで皮離れが良く、のど越しの良い大粒種無
しぶどうです。味は甘味と酸味のバランスが良く、濃
厚でまろやかです。

262
2㎏前後　1箱（3～ 5房入り）

1万4千ポイント

ブラックオリンピア（種なし）

263

発送時期 払込期限8月中旬～ 9月中旬 8月下旬

1.3kg前後　1箱（3房入り）

1万ポイント

ブラックオリンピア（種なし）

264

［事業所名］

発送時期 払込期限8月下旬～ 9月中旬 8月下旬

1箱（各1房入り）

※�天候等により発送時期を変更する場合があります。

山本農園

1万ポイント 限定50セット

ブラックオリンピアと
シャインマスカットのセット（種なし）

当園の主要品種であるブラックオリンピア
と、今話題のシャインマスカットをセット
にしました。ブラックオリンピアは皮離れ
がよく果肉とともに果汁が口の中に広がり
ます。シャインマスカットは皮まで食べら
れる人気の品種でどちらも次々と食べたく
なる美味しいぶどうです。

265

［事業所名］

発送時期 払込期限8月下旬～ 9月中旬 8月下旬

1箱（各1房入り）

※�天候等により発送時期を変更する場合があります。

山本農園

1万ポイント 限定50セット

ブラックオリンピアと
瀬戸ジャイアンツのセット（種なし）

当園の主要品種であるブラックオリンピアと
以前より人気が定着している瀬戸ジャイアン
ツをセットにしました。ブラックオリンピア
は皮離れがよく果肉とともに果汁が口の中に
広がります。瀬戸ジャイアンツは形がかわい
らしく皮が薄いため皮ごと食べられます。ど
ちらも次々と食べたくなるぶどうです。

266

［事業所名］

発送時期 払込期限8月下旬～ 9月中旬 8月下旬

1箱（2房入り）

※�天候等により発送時期を変更する場合があります。
※�品種の組合せは選べません。生産者におまかせください。

山本農園

1万ポイント 限定30セット

【品種はおまかせ】
ブラックオリンピアと他品種のセット（種なし）

ブラックオリンピア、雄宝（ゆうほう）、ク
イーンニーナ、紅環（べにたまき）、オリン
ピアの中より組み合わせてお送りします。
持ち味の違った2種類のぶどうを詰めますの
で、何が届くか楽しみにしてください！ど
の品種もジューシーで甘味良好です。

267

［事業所名］

発送時期 払込期限8月下旬～ 9月中旬 8月下旬

2kg前後　1箱（3～ 5房入り）

※皮ごと食べられます。
※��天候等により発送時期を変更する場合があります。

山本農園

2万ポイント 限定30セット

シャインマスカット（種なし）2㎏前後
（山本農園）

マスカット独特の香りがあり、果皮ごと食べられる
人気のぶどうです。

277

［事業所名］

発送時期 払込期限9月中旬～ 9月下旬 8月下旬

600ｇ前後×1箱（2房）

※天候等により発送時期を変更する場合があります。

有限会社　浜根農園

1万1千ポイント 限定30セット

マスカットベリーA（自然栽培）

農薬・肥料・ホルモン剤を使用せず、作物の
生きる力で栽培しています。自然の姿である

「種ありぶどう」の甘みをお楽しみください。

冷蔵
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［事業所名］高間商店

※天候等により発送時期を変更する場合があります。
※��輸送時の揺れ、振動などにより多少脱粒することがあります。
※皮ごと食べられます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
数あるぶどうの中で一番人気なのがこ
のシャインマスカット。最大の特徴は
その甘さ。そして、食べやすさ。種が
なく皮まで食べられるので、お子様か
らお年寄りまで大人気です。食感もプ
リッとしていて、噛んだときにはじけ
る弾力感もやみつきになります。一度
食べ始めると一房なくなるまで食べて
しまうほどです。

2㎏前後（2～ 4房）
�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2万ポイント

269 シャインマスカット（種なし）（高間商店）

270 シャインマスカット（種なし）（高間商店）

冷蔵

1㎏前後（2～ 3房）
�

1万2千ポイント

冷蔵

発送時期 払込期限8月下旬～ 9月下旬 8月中旬

※��天候等により発送時期を変更する場合があります。
※��輸送時の揺れ、振動などにより多少脱粒することがあります。
※��二十世紀梨や赤梨から旬のものを1～ 2種類おまかせでお送りします。
大人気のぶどうシャインマスカットと旬の梨をセットにしました。シャインマスカッ
トは種がなく皮まで食べられます。梨は食べごろのものを選んでお届けします。

シャインマスカット×2パック
旬の梨（二十世紀梨・なつひめ・幸水・秋栄・豊水・新甘泉・
新高など）　合計5～ 12玉前後

2万4千ポイント

271【品種はおまかせ】シャインマスカット（種なし）と旬の梨セット（大）

272【品種はおまかせ】シャインマスカット（種なし）と旬の梨セット（小）

冷蔵

シャインマスカット×1パック
旬の梨　（二十世紀梨・なつひめ・幸水・秋栄・豊水・新甘泉・
新高など）　合計3～ 6玉前後
�

1万4千ポイント

冷蔵

発送時期 払込期限8月下旬～ 9月下旬 8月中旬

［事業所名］高間商店

273

274

276

275

［事業所名］

［事業所名］

［事業所名］

［事業所名］

発送時期 払込期限9月上旬～ 9月中旬 8月下旬

発送時期 払込期限9月上旬～ 9月中旬 8月中旬

発送時期 払込期限9月中旬～ 9月下旬 8月下旬

発送時期 払込期限9月中旬～ 9月下旬 8月下旬

2kg前後×1箱（3～ 5房入り）

1.7kg前後×1箱（4～ 5房入り）

1.5kg前後×1箱（3～ 4房入り）

1.7kg前後×1箱（3～ 4房入り）

※天候等により発送時期を変更する場合があります。

※皮ごと食べられます。
※天候等により発送時期を変更する場合があります。

※種あり、皮ごと食べられます。
※��天候等により発送時期を変更する場合があります。

※天候等により発送時期を変更する場合があります。

山本農園

サンドヒル鳥取

サンドヒル鳥取

サンドヒル鳥取

2万ポイント

1万5千ポイント

1万ポイント

1万5千ポイント

限定30セット

限定20セット

限定20セット

限定10セット

瀬戸ジャイアンツ（種なし）（山本農園）

瀬戸ジャイアンツ（種なし）　
（サンドヒル鳥取）

ロザリオビアンコ

翠峰（すいほう）（種なし）

皮が薄いので、丸ごと食べることができます。ジュー
シーで食味のいいぶどうです。

偏円筒卵形の果実にはビックリ。食味極めて良く果
皮ごと食べられます。別名「桃太郎ぶどう」で大人気。
サンドヒル鳥取のサンサンぶどう園がお届けします。

粒が大きく黄緑色がきれいなぶどうです。皮が薄い
ので皮ごと食べることができ、果汁が豊富で、口に
入れると上品な甘さが広がります。サンドヒル鳥取
のぶどう園がお届けします。

大粒の種なしで色は黄緑色。わずかな酸味と甘みが
絶妙で上品さを感じさせる高級品種のぶどうです。
サンドヒル鳥取のサンサンぶどう園がお届けします。

冷蔵

冷蔵

冷蔵
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梨
Tottori Hokuei town Furusato Nouzei

［事業所名］高間商店

278

［事業所名］

発送時期 払込期限8月下旬～ 9月上旬 8月中旬

赤秀　5kg箱×1箱（10～ 16玉）

※天候等により発送時期を変更する場合があります。
※玉数は変更となる場合があります。

鳥取中央農協大栄梨果実部

1万5千ポイント 限定100セット

二十世紀梨（JA)

緑色が残る瑞々しさが特徴です。甘さの中にほのか
な酸味とシャキシャキとした食感はやみつきになり
ます。130年余り愛され続けた食感をご賞味ください。

発送時期 払込期限8月下旬～ 9月下旬 8月中旬

※��天候等により発送時期を変更する場合があります。

たっぷり食べたい方はこちらを
どうぞ。みずみずしい果汁がたっ
ぷりと詰まった二十世紀梨をお
届けします。

279
秀　L～ 5L　5kg前後（10～ 20玉前後）�

1万6千ポイント

二十世紀梨（高間商店）

280
秀　L～ 5L　４㎏以上～ 4.5㎏未満（9～ 18玉前後）�

1万3千ポイント

二十世紀梨（高間商店）

281
特選　3L～ 5L　3kg（6～ 8玉前後）

1万2千ポイント

二十世紀梨（高間商店）

［事業所名］高間商店

発送時期 払込期限8月下旬～ 9月下旬 8月中旬

※二十世紀梨と赤梨の玉数と組み合わせはおまかせでお送りします。
※��天候等により発送時期を変更する場合があります。

鳥取県では甘くておいしい赤梨も
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
のために、このセットをご用意い
たしました。

282
5kg前後（10～ 18玉前後）　　　　　　　　　　　　　　　

1万8千ポイント
【品種はおまかせ】
二十世紀梨と旬の赤梨セット（高間商店）

283
４㎏以上～ 4.5㎏未満（8～ 16玉前後）

1万5千ポイント
【品種はおまかせ】
二十世紀梨と旬の赤梨セット1箱（高間商店）

284

［事業所名］

発送時期 払込期限8月下旬～ 9月下旬 8月上旬

３㎏前後

※天候等により発送時期を変更する
　場合があります。

高間商店

1万3千ポイント
二十世紀梨と新甘泉のセット
（高間商店）

大人気品種の二十世紀梨と新甘泉
を詰め合わせセットにしました。
爽やかな酸味と甘さでシャリシャ
リ感抜群の二十世紀梨と甘さ抜群
の新品種新甘泉の両方をご堪能く
ださい。
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［事業所名］鳥取中央農協大栄梨果実部

288
赤秀10kg箱×1箱　（20～ 32玉）

2万7千ポイント 限定50セット

新甘泉（しんかんせん）（JA）

発送時期 払込期限8月下旬～ 9月上旬 8月下旬

※天候等により発送時期を変更する場合があります。
※玉数は変更となる場合があります。
北栄町内にある鳥取県園芸試験場で
育成され、2008年に品種登録され
た赤梨です。ここ北栄町は新甘泉誕
生の地です。糖度が13 ～ 14度と非
常に高く、販売開始以来大好評です。
梨の中でも究極の甘さを実感してみ
てください。

289
赤秀5kg箱×1箱（10～ 16玉）

1万7千ポイント 限定650セット

新甘泉（しんかんせん）（JA）

287

［事業所名］

発送時期 払込期限8月上旬～ 8月中旬 8月上旬

赤秀5kg箱×1箱（10～ 16玉）

※天候等により発送時期を変更する場合があります。
※玉数は変更となる場合があります。

鳥取中央農協大栄梨果実部

2万ポイント 限定50セット

ハウス新甘泉（ハウスしんかんせん）
（JA）

北栄町内にある鳥取県園芸試験場で育成され、2008
年に品種登録された赤梨です。ここ北栄町は新甘泉
誕生の地です。糖度が13 ～ 14度と非常に高く、販
売開始以来大好評です。梨の中でも究極の甘さを実
感してみてください。
※ハウス栽培の新甘泉は鳥取県では珍しい作型です。

［事業所名］高間商店

285
シャインマスカット　２房
二十世紀梨5～１2玉前後

2万2千ポイント
二十世紀梨と
シャインマスカットのセット　大

発送時期 払込期限8月下旬～ 9月下旬 8月中旬

※��天候等により発送時期を変更する場合が
あります。

※��輸送時の揺れ、振動などにより多少脱粒
することがあります。

※��梨の玉数は、大きさにより異なります。　　　　　　　　　　　　　　　　　
大人気のぶどうシャインマスカットと二十
世紀梨をセットにしました。シャインマス
カットは種がなく皮まで食べられます。

286
シャインマスカット　１房
二十世紀梨３～ 6玉前後

1万3千ポイント
二十世紀梨と
シャインマスカットのセット　小

冷蔵

冷蔵

［事業所名］高間商店

290
5kg前後（9～ 18玉前後）

2万2千ポイント

新甘泉（しんかんせん）（高間商店）

発送時期 払込期限8月下旬～ 9月下旬 8月上旬

※天候等により発送時期を変更する場合があります。
甘い梨がお好きな方にオススメなの
がこの新甘泉。読んで字のごとく甘
い果汁がたっぷりと詰まった梨です。
高糖度（13度前後）のものだけを厳
選し、お届けいたします。

291
3kg前後（５～ 12玉前後）

1万4千ポイント

新甘泉（しんかんせん）（高間商店）

292

［事業所名］

発送時期 払込期限9月下旬～ 10月上旬 9月下旬

赤秀　5kg箱×1箱（9～ 14玉）

※天候等により発送時期を変更する場合があります。
※玉数は変更となる場合があります。

鳥取中央農協大栄梨果実部

1万4千ポイント 限定100セット

甘太（かんた）（JA）

国の果樹研究所で育成され2013年に品種登
録された晩生品種です。糖度は14 ～ 15度と
非常に高く食味良好です。

300

［事業所名］

発送時期 払込期限8月中旬～ 9月上旬 7月中旬

3㎏前後（5～１２玉前後）

※天候等により発送時期を変更す
る場合があります。

高間商店

1万3千ポイント

なつひめ（高間商店）

なつひめは、築水（赤梨）とおさ
二十世紀梨を掛け合わせた梨です。
赤梨の甘さと二十世紀梨のシャリ
シャリ感があるいいところどりの
特別な梨です。
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［事業所名］鳥取中央農協大栄梨果実部

［事業所名］高間商店

［事業所名］高間商店

※天候等により発送時期を変更する場合があります。
赤梨ですが二十世紀梨のようにシャリ
シャリ感があり、甘みと酸味のバラン
スがよくジューシーです。

発送時期 払込期限10月下旬～ 12月下旬 10月中旬

※天候等により発送時期を変更する場合があります。
香りがよく、甘くて人気の王秋梨をお
届けいたします。
是非ご堪能ください。

299
3kg前後

1万2千ポイント

王秋梨（高間商店）

297
5㎏前後（5～ 16玉前後）

1万6千ポイント

王秋梨（高間商店）

298
（4～ 13玉前後）（合計４kg以上～ 4.5kg未満）

1万4千ポイント

王秋梨（高間商店）

295
赤秀10kg箱×1箱（14～ 24玉）

2万ポイント 限定50セット

王秋（JA）

発送時期 払込期限10月下旬～ 11月中旬 10月下旬

※天候等により発送時期を変更する場合があります。
※玉数は変更となる場合があります。
国の果樹研究所で育成され2003年に品種
登され、ラグビーボール状の形状が特徴で
す。鳥取県は全国一の生産量を誇る王秋の
適地です。晩秋なしでは珍しく水分が多く、
また糖度も高く（12 ～ 13度）大玉です。
是非ご賞味ください。

296
赤秀　5kg箱×1箱（7～ 12玉）

1万ポイント 限定400セット

王秋（JA）

301

［事業所名］

発送時期 払込期限8月中旬～ 9月上旬 7月中旬

秀　3㎏前後　（5～ 12玉前後）

※果肉に蜜が入ったものがあります。
※��天候等により発送時期を変更する場合
　があります。

高間商店

1万3千ポイント

秋栄（あきばえ）（高間商店）

秋栄は、幸水（赤梨）と二十世紀梨を
掛け合わせた梨です。赤梨の甘さと
二十世紀梨のシャリシャリ感がある高
糖度（13度前後）の特別な梨です。

302
5㎏前後（6～ 18玉前後）

1万2千ポイント

新興梨（しんこうなし）（高間商店）

303

発送時期 払込期限10月～ 11月 10月中旬

5 ～ 16玉（合計４㎏以上～ 4.5kg未満）

1万ポイント

新興梨（しんこうなし）（高間商店）

［事業所名］高間商店

293
5kg前後（8～ 18玉前後）�

2万1千ポイント

秋甘泉（あきかんせん）（高間商店）

発送時期 払込期限9月中旬～ 9月下旬 8月上旬

※天候等により発送時期を変更する場合があります。
甘さの中に適度な酸味があり、果汁が
多くシャリシャリ感のある梨です。厳
選した逸品をお届けいたします。

294
3kg前後（5～ 11玉前後）

1万4千ポイント

秋甘泉（あきかんせん）（高間商店）
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メロン
Tottori Hokuei town Furusato Nouzei

［事業所名］高間商店

※天候等により発送時期を変更する場合があります。

梨の中でも一番大きなあたご梨。大きい
だけでなく、香りがよく、果肉はシャキ
シャキで、口の中で甘さとマイルドな酸
味のバランスが取れた果汁が溢れ出しま
す！是非ご賞味ください。

304
4～ 5㎏前後（3～ 8玉前後）

1万6千ポイント

あたご梨（高間商店）

305
4kg以上～４．５㎏未満（3～ 8玉）

1万4千ポイント

あたご梨（高間商店）

発送時期 払込期限11月下旬～ 2月下旬 1月中旬

306
3kg前後

1万2千ポイント

あたご梨（高間商店）

［事業所名］高間商店

307
4～ 5㎏前後（5～ 18玉前後）

1万6千ポイント
【品種はおまかせ】
旬の赤梨セット　（高間商店）

発送時期 払込期限8月下旬～ 12月下旬 10月中旬

※品種と玉数は、おまかせで組み合わせてお送りします。
※��天候等により発送時期を変更する場合があります。
8月下旬頃より季節ごとの美味しい梨
をミックスにしてお届けいたします。

308
旬の梨2種3kg以上

1万4千ポイント
【品種はおまかせ】
旬の梨ミックスセット

309

［事業所名］

発送時期 払込期限6月下旬～ 7月上旬 6月上旬

秀品　6.5kg前後（4玉～ 6玉）

※天候等により発送時期を変更する場合
　があります。

前田メロン園

1万3千ポイント

タカミメロン（前田メロン園）

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
の厚い糖度の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。

310

［事業所名］

発送時期 払込期限7月上旬 6月上旬

5㎏以上×1箱（3～ 4玉入り）

※��天候等により発送時期を変更する場合
　があります。

サンドヒル鳥取

1万ポイント 限定50セット

タカミメロン
（サンドヒル鳥取）

さわ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
ンを生産者が直接お届けします。
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［事業所名］サンドヒル鳥取

317

315

［事業所名］

発送時期 払込期限9月下旬～ 10月下旬 6月中旬

秀3L～ 2Ｌ（5玉～ 6玉）

3.1kg前後×1箱（3玉入り）

※天候等により発送時期を変更
する場合があります。

株式会社　Aコープ西日本

1万9千ポイント

1万7千ポイント 限定10セット

朱色の宝玉　大栄メロン

マスクメロン（アールス）

新品種の赤肉系ネットメロンで
す。大栄ルピアレッドのように
表面に細かい網目が綺麗に入り、
果肉は赤肉で糖度が高く、口の
中でとろけるような舌触りです。

316

※天候等により発送時期を変更する場合があります。
1本の苗から選りすぐりの1玉だけを大切に育てま
す。外観はもちろん上品な甘さと香り、食感はまさ
に逸品です。サンドヒル鳥取のメロン園がお届けし
ます。

発送時期 払込期限10月上旬～ 10月中旬 9月中旬

2.5kg前後×1箱（2玉入り）

1万5千ポイント 限定10セット

マスクメロン
（アールス）

314

［事業所名］

発送時期 払込期限6月下旬～ 7月上旬 6月上旬

秀2玉～ 3玉（約5㎏）

※天候等により発送時期が変更する場合があります。

株式会社　Aコープ西日本

1万ポイント

ペルルメロン（JA）

果肉が厚くボリュームたっぷりです。上品な
甘さと豊かな香りを味わっていただけます。

318

［事業所名］

発送時期 払込期限6月上旬～ 7月下旬 6月中旬

2.5kg ～ 3kg前後（2～ 3玉）

※メロンは品種と玉数をおまかせ
でお届けします。
※��天候等により発送時期を変更す
る場合があります。

高間商店

1万2千ポイント

旬のメロンセット

旬のメロンから特に甘いものだけ
を厳選し、お届けいたします。例
年、糖度が16 ～ 18度前後の格別に
甘いメロンだけをお届けしていま
す。一度ご賞味ください！

311

［事業所名］

発送時期 払込期限6月下旬から順次発送 7月上旬

2kg前後　1玉×2箱

※�天候等により発送時期を変更する場合があります。
※���生ものですので、再配達とならないよう不在期間・配達
指定時間をご記入ください。配達日は指定できません。

汐彩ファーム

2万ポイント
【高級進物箱入り】
幻の「優香メロン」

「優香メロン」は栽培が難しいため生産量が少なく、全国的
にも希少なメロンとして〝幻のメロン〟と呼ばれています。「優
香」という名前のとおり、香りと甘みが優れ
たメロンで、一度食べたらそのおいしさのと
りことなり、他のメロンが食べられないと何
度もリピートしてしまうメロンです。

限定30セット

312

［事業所名］

発送時期 払込期限6月下旬から順次発送 7月上旬

2kg前後×1玉

※�天候等により発送時期を変更する場合があります。
※���生ものですので、再配達とならないよう不在期間・配達
指定時間をご記入ください。配達日は指定できません。

汐彩ファーム

1万ポイント
【高級進物箱入り】
幻の「優香メロン」

「優香メロン」は栽培が難しいため生産量が少なく、全国的
にも希少なメロンとして〝幻のメロン〟と呼ばれています。「優
香」という名前のとおり、香りと甘みが優れ
たメロンで、一度食べたらそのおいしさのと
りことなり、他のメロンが食べられないと何
度もリピートしてしまうメロンです。

限定50セット

313

［事業所名］

発送時期 払込期限6月下旬から順次発送 7月上旬

1.5kg前後×2玉

※�天候等により発送時期を変更する場合があります。
※���生ものですので、再配達とならないよう不在期間・配達
指定時間をご記入ください。配達日は指定できません。

汐彩ファーム

1万2千ポイント

幻の「優香メロン」

「優香メロン」は栽培が難しいため生産量が少なく、全国的
にも希少なメロンとして〝幻のメロン〟と呼ばれています。「優
香」という名前のとおり、香りと甘みが優れ
たメロンで、一度食べたらそのおいしさのと
りことなり、他のメロンが食べられないと何
度もリピートしてしまうメロンです。

限定100セット
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長いも
ねばりっこ

Tottori Hokuei town Furusato Nouzei

［事業所名］株式会社　Aコープ西日本

319
秀4L×3本（約5kg）

1万7千ポイント

ねばりっこ（長いも）（JA）

発送時期 払込期限通年 8月上旬

※新芋との切替時期（10月～ 11月）に発送できない場合があります。
※��天候等により発送時期を変更する場合があります。
やわらかな砂地の中でのびのび成長する砂丘長いもは、栄養満点の高級食材です。そ
の中でも、ねばりっこは栄養価が高くビタミンB・ビタミンCや、ミネラル成分もバラ
ンスよく含まれており、ねばりが強くアクが少なく、甘みとコクがある新品種です。
砂丘長芋との違いを感じてみてください。

320
秀3L×2本（約3kg）

1万1千ポイント

ねばりっこ（長いも）（JA）

321

322

［事業所名］

［事業所名］

発送時期 払込期限通年 6月中旬

発送時期 払込期限通年 6月中旬

3 ～ 4本

5kg前後（3～ 7本前後）

※状況により発送時期を変更
する場合があります。

※状況により発送時期を変更
する場合があります。
※5月～ 10月は発送を中止し
ます。

高間商店

高間商店

1万ポイント

1万2千ポイント

ねばりっこ（長いも）（高間商店）

砂丘長いも（高間商店）

「ねばりっこ」は鳥取で生ま
れた長いもの新品種です。通
常の長いもより粘りが強いの
が特徴です。

日本海の海岸近くのミネラル
を豊富に含んだ、鳥取県北栄
町の砂丘で栽培され、その栄
養分をたっぷりと吸収した栄
養満点の長いもです。



北栄町ふるさと納税特産品①

見えない
ところで
がんばる
Nebarikko
［ねばりっこ］

ねばりっこは1990年に鳥取県園芸
試験場で開発された新品種の長芋。
果肉は緻密で折れにくく白いのが
特徴。アクが少なく甘みとコクがあり、

すりおろしても、生で食べてもおい
しい長芋です。また加熱するとホク
ホク感が出るなど色々な調理方法で
食べることができます。

北栄町ふるさと納税

44 45
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らっきょう
Tottori Hokuei town Furusato Nouzei

324

［事業所名］

ラクダラッキョウ　秀M（1kg×5袋）　1箱

※天候等により発送時期を変更する場合があります。

株式会社　Aコープ西日本

2万ポイント

洗いらっきょう（JA）

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、優れた健康食品です。
洗いらっきょうは、すぐに漬けることがで
き、シャリシャリした食感や口の中に広が
る甘酸っぱさをお楽しみいただけます。

［事業所名］田中農園

※��天候等により発送時期を変更する場合があります。
※年によって大きさにバラつきがあります。

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種類です。玉ラッキョウは歯触りがよく生産者は非常
に少なく希少価値のあるものです。

325
ラクダラッキョウ
玉ラッキョウ　　　　（各2kg）�

1万7千ポイント

【特別栽培】生ラッキョウ

323

［事業所名］

発送時期 払込期限5月下旬～ 6月中旬 5月中旬

ラクダラッキョウ　秀M（5kg）×1箱

※天候等により発送時期を変更する場合があります。

株式会社　Aコープ西日本

1万8千ポイント

根付きらっきょう（JA）

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、優れた健康食品です。
根がついたままの新鮮ならっきょうをお届
けします。

326

発送時期 払込期限5月下旬～ 7月上旬 6月上旬

ラクダラッキョウ
玉ラッキョウ　　　　（各2㎏）

1万ポイント

生ラッキョウ

327

［事業所名］

発送時期 払込期限5月中旬～ 6月下旬 5月下旬

らくだらっきょう　2kg（根付き、砂付き）
らっきょう酢　1.5L

※��天候等により発送時期を変更する場合が
あります。

高間商店

1万ポイント
朝掘りらくだらっきょうと
老舗のらっきょう酢セット

新鮮でシャキシャキのらっきょうを味わい
たい方にオススメなのが、この掘りたて根
付き、砂付きのらくだらっきょうです。老
舗のらっきょう酢とレシピをセットでお届
けします。

328

［事業所名］

発送時期 払込期限5月下旬～ 6月下旬 5月下旬

玉らっきょう　2kg（根付き、砂付き）
らっきょう酢　1.5L

※��天候等により発送時期を変更する場合があります。

高間商店

1万ポイント
朝掘り玉らっきょうと
老舗のらっきょう酢セット

北条砂丘の玉らっきょうは、らくだらっきょうに
比べて丸くて小ぶりで食べやすく、パリパリッと
食感が良く、匂いが控えめで人気があります。生
産量が少ない希少品種の玉らっきょうを新鮮なま
まお届けするために朝掘り後、根付き、砂付きで
発送いたします。是非、パリパリ食感の玉らっきょ
うをお楽しみください。

発送時期 払込期限5月下旬～ 6月中旬 5月中旬



北
栄
町
ふ
る
さ
と
納
税
特
産
品
②

［らっきょう］

北栄町ふるさと納税

北条砂丘に広がるらっきょう畑では初夏になると
ビーチパラソルがあちこちに開きます。その下で
は掘り起こされたらっきょうの根切り作業が行わ
れています。北栄町のらっきょうはシャキシャキ
と歯切れの良い砂地ならではの特産品です。

ビ
ー
チ
へ

行
く
っ
て

言
っ
た
よ
ね
？
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その他
Tottori Hokuei town Furusato Nouzei

329

［事業所名］

発送時期 12月下旬～３月下旬

２パック×１箱（１パック約270ｇ～ 300ｇ）

株式会社　北栄ドリーム農場

1万ポイント

大玉甘熟いちご『紅ほっぺ』 冷蔵

鳥取県の寒さは美味しさの秘訣。寒さの
中でゆっくりと熟成されたいちごは糖度
が非常に高くなり、色・艶がきれいにな
ります。北栄町自慢のいちごをどうぞご
賞味ください。

330

［事業所名］

発送時期 12月下旬～３月下旬

２パック×１箱（１パック約270ｇ～ 300ｇ）

株式会社　北栄ドリーム農場

1万ポイント 限定200セット

大玉希少いちご『とっておき』 冷蔵

「とっておき」は鳥取県でしか生産出来ない
希少ないちごです。芳醇な香りとジューシー
な味わいで、きれいな艶があります。鳥取
県オリジナル新品種の「とっておき」をど
うぞご賞味下さい。

［事業所名］阪本観光りんご園

※天候等により発送時期を変更する場合があります。
※��2 ～ 3種類の中から1～ 2種類が入ります。
※品種は生産者におまかせください。
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。

331
10kg箱　（20～ 26玉）�

2万ポイント

【品種はおまかせ】季節のりんご

332

発送時期 払込期限10月上旬～ 10月下旬 9月下旬

5kg箱　（10～ 13玉入り）�

1万ポイント

【品種はおまかせ】季節のりんご

333

［事業所名］

発送時期 払込期限11月上旬～ 11月末 10月中旬

赤秀2L　3kg（12玉入り）

※天候等により発送時期を変更する場合があります。

株式会社　Aコープ西日本

1万ポイント

富有柿（JA)

太陽の光をたっぷりと浴びて完熟した
富有柿は、きめ細やかな果肉で甘くて
食べやすいです。



48 49

［事業所名］高間商店

※天候等により発送時期を変更する場合があります。
富有柿は甘みが濃く果肉のきめが細か
く、ジューシーで食べやすい甘柿です。
食べごたえのある極上の柿を厳選しお
届けいたします。

334
5kg前後�

1万4千ポイント

富有柿　（高間商店）

335

発送時期 払込期限11月上旬～ 12月中旬 10月中旬

4kg前後�

1万2千ポイント

富有柿　（高間商店）

［事業所名］高間商店

※組合せは生産者におまかせください。
※��天候等により発送時期を変更する場合があります。
甘みが濃く果肉のきめが細かく、
ジューシーで食べやすい富有柿と、香
りがよく甘くて人気の王秋梨をセット
にしてお届けいたします。秋の味覚を
ご堪能ください。

336
合計5kg前後

1万5千ポイント

富有柿と王秋梨のセット

337
合計４㎏以上～ 4.5kg未満�

1万3千ポイント

富有柿と王秋梨のセット

338

発送時期 払込期限11月上旬～ 12月中旬 10月中旬

富有柿　1.5㎏前後
王秋梨　1.5㎏前後　　合計3㎏�

1万1千ポイント

富有柿と王秋梨のセット

339

［事業所名］

発送時期 払込期限10月上旬～ 10月中旬 9月中旬

3kg（7～ 10玉前後）

※�天候等により発送時期を変更する場合があります。

高間商店

1万7千ポイント

輝太郎

輝太郎は、鳥取県オリジナルの新品種
です。濃厚な甘さだけでなく、ほどよ
い食感と、ジューシーさがバランスの
良い柿です。是非ご堪能下さい。

340

［事業所名］

発送時期 払込期限10月上旬～ 10月中旬 9月中旬

輝太郎　1.5kg前後
旬の梨（秋月・新高梨・新興など）1.5kg前後
合計3kg

※��天候等により発送時期を変更する場合が
あります。

高間商店

1万5千ポイント

輝太郎と旬の梨セット

濃厚な甘さだけでなく、ほどよい食感と
ジューシーさがバランスの良い輝太郎と旬
の梨をセットにしてお届けいたします。

［事業所名］サンドヒル鳥取

品種は多田錦。食材用。小玉ながら果汁が多く種がほとんど有りません。皮やたっぷ
りの果汁は幅広く料理にご利用いただけます。

341
1.5㎏前後（30～ 50玉入り）
果実表面の傷の少ないもの（約375g×4袋／箱）

1万ポイント 限定各10セット

柚子（ゆず）玉

342

発送時期 払込期限11月中旬～ 11月下旬 11月上旬

3㎏前後（50～ 80玉入り）�
果実表面やや傷あり・大きさ不揃い（約1.5kg×2袋／箱）

柚子（ゆず）玉
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343

［事業所名］

発送時期 11月上旬～ 12月中旬

小玉キウイフルーツ　約1.5kg（約500ｇ×3袋）
柚子　大玉　約500ｇ×1袋・小玉　約500ｇ×1袋

※��天候等により発送時期を変更する場合があります。
※��キウイフルーツは硬い状態で発送いたします。
※柚子は果実表面に傷がある場合があります。

山本農園

1万ポイント 限定10セット

小玉キウイフルーツと柚子のセット

キウイフルーツは、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。
小玉柚子は果汁が多く種が少ないため飲み物やお料理
等、大玉柚子は種が多いですが、ジャムや柚子ミソ等
にご使用いただけます。キウイフルーツは、ヘイワー
ドと香緑（こうりょく）からおまかせでお届けします。

344

［事業所名］

発送時期 払込期限11月上旬～ 11月下旬 11月上旬

3kg前後　1箱（24～ 36玉入り）

※��天候等により発送時期を変更する場合があります。
※��硬い状態で発送いたします。2～ 3週間追熟していた
だくことをお勧めいたします。

山本農園

1万ポイント 限定10セット

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。

345

［事業所名］

発送時期 払込期限11月上旬～ 11月下旬 11月上旬

2.5㎏前後（500ｇ×5袋）

※��天候等により発送時期を変更する場合があります。
※��硬い状態で発送いたします。2～ 3週間追熟していただ
くことをお勧めいたします。

山本農園

1万ポイント 限定10セット

小玉キウイフルーツ

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。
キウイフルーツは、ヘイワードと香緑（こうりょく）か
らおまかせでお届けします。

346

［事業所名］

発送時期 払込期限9月上旬～ 11月中旬 10月中旬

1箱（250g×20袋入り）

※天候等により発送時期を変更する場合があります。

株式会社　Aコープ西日本

2万ポイント

中玉トマト（JA)

大山山麓の「黒ぼく」の大地で育っ
たトマトは、コクと旨味があり高糖
度で甘みが強く、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。

347

［事業所名］

発送時期 5月下旬～ 11月上旬

230ｇ×12袋

みんなが安心して食べられる美味しいトマトが作りたい。『トマトづくりの鬼になる』
の思いから『鬼のとまと』のネーミングが誕生しました。

齋尾農園

1万ポイント

鬼のトマト

土での栽培を徹底し、天然由来の肥料主体で栽
培することによりトマト本来の旨味・甘みを味
わっていただけます。酸味が少なく皮が口に残
りにくいことが特徴で、なおかつ高糖度なので
トマトの苦手な方でもフルーツ感覚で召し上が
れるトマトです。

348

［事業所名］

発送時期 払込期限4月～6月末/12月～ 3月 5月中旬

800g（根切り、洗いの状態で発送）

※レシピ付き
※��天候等により発送時期を変更する場合が
あります。

有限会社　浜根農園

1万ポイント

紫エシャロット 冷蔵

皮の表面が紫色の希少なエシャロットです。
炒め物や生のまま刻んで薬味やサラダと幅
広くご利用いただけます。らっきょう酢に
漬けると紫色の鮮やかな漬物ができます。

349

［事業所名］

発送時期 払込期限9月上旬～ 9月末 8月下旬

800g

※レシピ付き
※��天候等により発送時期を変更する場合があ
ります。
※��鮮度を保つため砂付きで発送します。

有限会社　浜根農園

1万ポイント
「塩ゆで用」
ジャンボ落花生（自然栽培） 冷蔵

鳥取県北栄町の砂丘地で農薬・肥料を使用せ
ず栽培したジャンボ落花生です。早どりのジャ
ンボ落花生を塩ゆでにして食べるのがおスス
メです。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。

350

［事業所名］

発送時期 払込期限11月上旬から順次発送 11月中旬

紅はるか・まろーねすいーと・安納こがね・
安納芋・紫はるかのセット（生芋）　5㎏

※サイズ、組み合わせは生産者におまかせください。
※天候等により発送時期を変更する場合があります。
※� �生ものですので、再配達とならないよう不在期間・配達指
定時間をご記入ください。配達日は指定できません。

汐彩ファーム

1万ポイント 限定30セット

さつまいも食べ比べセット

有機栽培、減農薬にこだわったさつまいも。蜜芋とし
て有名な「紅はるか」、栗のような食感の「まろーね
すいーと」、白皮の「安納こがね」、赤皮の「安納芋」
新品種の紫芋「紫はるか」の５種の組合せでお届けし
ます。
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351

［事業所名］

発送時期 払込期限10月下旬～ 12月上旬 11月中旬

3.5kg（20本前後）

※レシピ付き
※��天候等により発送時期を変更する場合があります。

有限会社　浜根農園

1万ポイント 限定100セット

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。しっとり系にんじん芋は焼き芋に最適で
す。くどくない優しい甘みが特徴でクリームシチュー、
天ぷら、イモごはんの他に、甘み増し、彩りにもおス
スメです。

352

［事業所名］

発送時期 払込期限12月中旬～ 2月上旬 1月上旬

650g

※北海道と沖縄は冷凍で発送いたします。

株式会社エナテクスサービス

1万3千ポイント 限定50セット

原木しいたけ
サンシェードプリンスR

冷凍
（北海道・沖縄）

常温

南に大山、北に日本海を望む太陽光発電所
パネル下部で育てた原木しいたけをお届け
します。品種は鳥取生まれの代表品種「菌
興115号」。肉厚で芳醇な旨味が口いっぱ
いに広がる原木しいたけをぜひご賞味くだ
さい。

353

［事業所名］

発送時期 通年

250g（1～ 2本前後）

※レシピ付き
※鮮度を保つため砂付きで発送します。

有限会社　浜根農園

1万ポイント
浜防風（はまぼうふう）
（自然栽培） チルド

砂丘地幻の特産物、浜防風は、もともと自生していました
が乱獲により、今では希少な高級食材で3年かけてゆっく
りと育ちました。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。ホクホクした根の食感と香りをお楽
しみください。

354

［事業所名］

発送時期 払込期限9月中旬～ 11月中旬 10月中旬

4.5㎏（1個500ｇ～ 1㎏）レシピ付き

※��アクが強いため冷水に10分程度浸け、ア
ク抜きををしてからご利用ください。

元屋創発　浜本ファーム

1万ポイント 限定200セット

砂丘パパイヤ（青パパイヤ）

スーパーフードとして名高い青パパイヤは、
パパインという酵素が豊富に含まれており、
酵素の王様と言われています。その青パパ
イヤをレシピ付きでお届けします。ぜひ、
ご賞味ください。天ぷら、サラダ、煮物など、
日々のお料理にご利用いただけます。
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加工品・スイーツ

※1歳未満のお子様には与えないでください。
※12個セットには箱がつきません。

［事業所名］株式会社　MY HONEY

FOODEXJAPAN2014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「MYHONEY」の一番人
気商品をセットにしました。毎日の美容
と健康に、MYHONEYの蜂蜜漬けを試し
てみませんか？

355
1個200g×12個

8万ポイント

ナッツの蜂蜜漬け12個セット

356
1個200g×4個

2万7千ポイント

ナッツの蜂蜜漬け4個セット

357

発送時期 通年

1個200g×2個

1万4千ポイント

ナッツの蜂蜜漬け2個セット ※1歳未満のお子様には与えないでください。

［事業所名］株式会社　MY HONEY

FOODEXJAPAN2014金賞受賞の「ナッツ
の蜂蜜漬け」をはじめ、MYHONEYの商品
をお楽しみいただける贅沢なセットです。

358
200g×各2個

8万ポイント
ナッツの蜂蜜漬け＆アカシアハニー＆ハニーショコラ＆
エトワール＆ピーナッツハニーのセット

359

発送時期 通年

200g×各1個

4万ポイント
ナッツの蜂蜜漬け＆アカシアハニー＆ハニーショコラ＆
エトワール＆ピーナッツハニーのセット

［事業所名］株式会社　MY HONEY

FOODEXJAPAN2014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、MYHONEYの蜂蜜漬けを試
してみませんか？

362
200g×各2個

2万9千ポイント
ナッツの蜂蜜漬け＆
アカシアハニーのセット

363

発送時期 通年

200g×各1個
　

1万5千ポイント
ナッツの蜂蜜漬け＆
アカシアハニーのセット360

［事業所名］

発送時期 通年

200g×各1個

※1歳未満のお子様には与えないでください。

株式会社　MY HONEY

6万6千ポイント
ナッツの蜂蜜漬け＆マヌカハニー
メディカルセット

FOODEXJAPAN2014金賞受賞の「ナッツ
の蜂蜜漬け」と、高い殺菌効果から医療用
に使われることもある奇跡の蜂蜜「マヌカ
ハニーメディカル」を合わせたセットです。
毎日続けやすく食べやすいとてもフルー
ティで華やかな、苦味やクセのない味のマ
ヌカハニーです。

２個セット

各１個セット

各１個セット

※1歳未満のお子様には与えないでください。
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［事業所名］株式会社　MY HONEY

※1歳未満のお子様には与えないでください。

FOODEXJAPAN2014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MYHONEYセットです。

364
200g×各2個
　

3万ポイント
ナッツの蜂蜜漬け＆
ハニーショコラのセット

365

発送時期 通年

200g×各1個
　

1万5千ポイント
ナッツの蜂蜜漬け＆
ハニーショコラのセット

［事業所名］株式会社　MY HONEY

※1歳未満のお子様には与えないでください。
FOODEXJAPAN2014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MYHONEYセットです。

366
200g×各2個
　

3万1千ポイント
ナッツの蜂蜜漬け＆
エトワールのセット

367

発送時期 通年

200g×各1個
　

1万6千ポイント

ナッツの蜂蜜漬け＆エトワールのセット

361

［事業所名］

発送時期 通年

200g×各1個

※1歳未満のお子様には与えないでください。

株式会社　MY HONEY

3万1千ポイント
ナッツの蜂蜜漬け＆アカシアハニー＆
ハニーショコラ＆エトワールのセット

FOODEXJAPAN2014金賞受賞の「ナッツの
蜂蜜漬け」と、「アカシアハニー」、砂糖・
乳製品不使用で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
と効いた「エトワール」をセットにしました。

各１個セット

各１個セット

［事業所名］株式会社　MY HONEY

FOODEXJAPAN2014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MYHONEYセットです。

368
200g×各2個
　

3万3千ポイント
ナッツの蜂蜜漬け＆
ピーナッツハニーのセット

369

発送時期 通年

200g×各1個
　

1万7千ポイント
ナッツの蜂蜜漬け＆
ピーナッツハニーのセット

各１個セット

370

［事業所名］

発送時期 通年

200g×各1個

※1歳未満のお子様には与えないでください。

株式会社　MY HONEY

2万1千ポイント
ナッツの蜂蜜漬け＆
マヌカハニーブレンドセット

FOODEXJAPAN2014金賞受賞の「ナッツの
蜂蜜漬け」と、高い殺菌効果から医療用に
使われることもある奇跡の蜂蜜「マヌカハ
ニー」とハンガリー産アカシア蜂蜜を食べ
やすくブレンドした「マヌカハニーブレン
ド」を合わせたセットです。

［事業所名］株式会社　MY HONEY

※1歳未満のお子様には与えないでください。
液だれしにくく、ワンタッチで開閉できる使いやすいボトルを使用しています。「ア
カシア蜂蜜」は、日本に2％しか流通していない希少なハンガリー産蜂蜜で、クセが
ない上品な甘さで
す。毎日の料理、コー
ヒー、紅茶、パン、
ヨーグルト等にお砂
糖の代わりとして、
手軽にお使いいただ
けます。

371
5本
　

4万ポイント

アカシア蜂蜜チューブボトル　500ｇ

372

発送時期 通年

5本
　

3万ポイント

アカシア蜂蜜チューブボトル　300ｇ

※1歳未満のお子様には与えないでください。
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［事業所名］株式会社　MY HONEY

※1歳未満のお子様には与えないでください。
スティックタイプのはちみつを、バッグやポーチに入
れていつでも・どこでも持ち歩く新習慣。気軽に持ち
運べて、手もベタベタしません！ハニーキッスアカシ
アは『低GI食品』酵素や190種類の活性化ビタミンを
まるで”飲むサプリメント”のような感覚でキッス?

373
各2本（2.5g×15本入り）

3万2千ポイント
MYHONEYKISS
アカシア＆マヌカセット

374

発送時期 通年

各1本（2.5g×15本入り）
　

1万6千ポイント
MYHONEYKISS　
アカシア＆マヌカセット

379

［事業所名］

380

［事業所名］

378

発送時期

［事業所名］

377

発送時期

［事業所名］

376

発送時期

［事業所名］

375

発送時期

［事業所名］

通年

250g

株式会社　MY HONEY

1万ポイント

ROASTSTAR(素焼きミックスナッツ）

油・塩を一切使わない完全無添加ロースト
のナッツセットです。健康・美容に効果が
あり、ナッツの味そのものをストレートに
楽しむことができます。サラダなどへのトッ
ピングやケーキやお料理へのご使用にも向
いています。ローストスターには、ピスタ
チオやブラジルナッツが入っています。

発送時期 通年

アイス　110ml×２個（ミルク）、アイス　95ml×６個（いちご・
ブルーベリー＆クリームチーズ・黒蜜きなこ　各２個）、特選
大山おいしい牛乳　900ml×１本、大山おいしいカフェ・オ・
レ　900ml×１本、鳥取大山のむヨーグルト　750ml×２本

※発送期間中に商品名、仕様、パッケージ
を変更する場合があります。

大山乳業農業協同組合

2万ポイント
アイスクリームと
ミルク＆のむヨーグルト 冷凍冷蔵

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、鳥取県内産の品
質の良い牛乳とカフェ・オ・レ、こだわり
ののむヨーグルトの詰め合わせです。

発送時期 通年

【大山焼き菓子詰合せ】
バウムクーヘン×１個、大山みるくマドレーヌ×３個、みるくまんじゅう×５個
【ミルク＆のむヨーグルト】
特選大山おいしい牛乳　900ml×１本
大山おいしいカフェ・オ・レ　900ml×１本
鳥取大山のむヨーグルト　750ml×２本

※��発送期間中に商品名、仕様、パッケージ
を変更する場合があります。

大山乳業農業協同組合

1万9千ポイント
焼き菓子詰合せと
ミルク＆のむヨーグルトセット 冷蔵常温

鳥取県内産の品質の良い牛乳とカフェ・オ・
レ、こだわりののむヨーグルトの詰め合わ
せと焼き菓子のセットです。

通年

１箱（５枚入）

※1歳未満のお子様には与えないでください。

株式会社　MY HONEY

1万ポイント

ハニーショコラサンドリープ 冷蔵
（春・夏）

シュガーフリー（白砂糖不使用）、デイリー
フリー（乳製品不使用）、ケミカルフリー（化
学物質不使用）、グルテンフリー（小麦粉不
使用）の100％無添加食品。甘さは低GI（28）
の生はちみつだけ。一枚ずつ手作りで仕上
げた罪悪感のないショコラサンドです。

通年

350g×2個

※1歳未満のお子様には与えないでください。

株式会社　MY HONEY

1万4千ポイント

マイハニーグラノーラ2個セット

砂糖不使用、グルテンフリー、有機オート
ミールとゴロゴロしたナッツを生はちみつ
で漬け込みました。生はちみつは血糖値を
上げにくく低GIのためダイエット中や健康
志向の方にはもちろんお食事や間食にもど
うぞ。

通年

250g

株式会社　MY HONEY

1万ポイント
MIRACLENIGHTSALT
（有塩ミックスナッツ）

カリッと食感よくローストされ、塩味のナッ
ツがバランス良くブレンドされた「ミラク
ルナイトソルト」。体内の塩分をデトックス
してくれるカリウムが豊富に含まれ、奇跡
の塩と言われる沖縄の「ぬちまーす」を使
用しています。塩分や高血圧などが気にな
る方へ特にオススメな有塩ナッツです。

各１本セット
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387

発送時期

［事業所名］

381

発送時期

［事業所名］

382

［事業所名］

通年

ロールケーキ　264ｇ×１個、チーズケーキ（ラムレーズン入
り）　188ｇ×１個、バウムクーヘン×１個、大山みるくマド
レーヌ×3個、みるくまんじゅう×5個

※��発送期間中に商品名、仕様、パッケージを
変更する場合があります。

大山乳業農業協同組合

1万9千ポイント
焼き菓子詰合せと
大山ティータイムギフト 冷凍常温

ティータイムのお供にピッタリなロール
ケーキとチーズケーキの詰め合わせです。
大山乳業農協自慢の焼き菓子を詰め合わせ
たセットです。

発送時期 通年

ロールケーキ　264ｇ×１個、チーズケーキ（ラムレーズ
ン入り）　188ｇ×１個、特選大山おいしい牛乳　900ml×
１本、大山おいしいカフェ・オ・レ　900ml×１本、鳥取
大山のむヨーグルト　750ml×２本

※��発送期間中に商品名、仕様、パッケージ
を変更する場合があります。

大山乳業農業協同組合

1万8千ポイント
大山ティータイムギフトと
ミルク＆のむヨーグルト 冷凍冷蔵

ティータイムのお供にピッタリなロール
ケーキとチーズケーキと鳥取県内産の品質
の良い牛乳とカフェ・オ・レとこだわりの
飲むヨーグルトの詰め合わせです。

383

［事業所名］

発送時期 通年

アイス　110ml×6個（ミルク・抹茶・ラムレーズン　各2個）
アイス　95ml×6個（いちご・ブルーベリー＆クリームチー
ズ・黒蜜きなこ　各２個）

※��発送期間中に商品名、仕様、パッケージ
を変更する場合があります。

大山乳業農業協同組合

1万6千ポイント
アイスクリーム12個
（実りの収穫祭） 冷凍

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の詰め合わせです。

384

［事業所名］

発送時期 通年

アイス　110ml×2個（ミルク）
アイス　95ml×6個（いちご・ブルーベリー＆クリームチー
ズ・黒蜜きなこ　各２個）

※��発送期間中に商品名、仕様、パッケージを
変更する場合があります。

大山乳業農業協同組合

1万ポイント
アイスクリーム8個
（まきばのみるく畑） 冷凍

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個の詰め合わせです。

385

［事業所名］

発送時期 通年

特選大山おいしい牛乳　900ml×１本
大山おいしいカフェ・オ・レ　900ml×１本
鳥取大山のむヨーグルト　750ml×２本

※��発送期間中に商品名、仕様、パッケージ
を変更する場合があります。

大山乳業農業協同組合

1万ポイント
大山おいしいギフト
ミルク＆のむヨーグルトセット 冷蔵

鳥取県内産の品質の良い牛乳とカフェ・オ・
レ、こだわりののむヨーグルトの詰合せです。

386

［事業所名］

発送時期 通年

バウムクーヘン×１個
大山みるくマドレーヌ×３個
みるくまんじゅう×５個

※��発送期間中に商品名、仕様、パッケージを
変更する場合があります。

大山乳業農業協同組合

1万ポイント

大山焼き菓子詰合せ

自家製の大山バターと生クリームを使用し『ふん
わり』感と『しっとり』感にこだわったバウムクー
ヘンと生クリームを使用したみるく風味豊かなマド
レーヌと、白バラ牛乳を生地に使用したなめらかで
しっとりとしたみるくまんじゅうの詰め合わせです。

通年

ロールケーキ　264ｇ×１個
チーズケーキ（ラムレーズン入り）　188ｇ×１個

※��発送期間中に商品名、仕様、パッケージ
を変更する場合があります。

大山乳業農業協同組合

1万ポイント

大山ティータイムギフト 冷凍

ティータイムのお供にピッタリなロールケーキ
とチーズケーキの詰め合わせです。しっとり
食感のスポンジでミルク風味豊かなホイップ
クリームを巻いたロールケーキと、丁寧に蒸し
焼きをした香り高いラムレーズン入りのスフレ
チーズケーキを詰め合わせたギフトセットです。
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394

発送時期

［事業所名］

393

［事業所名］

395

発送時期

［事業所名］

392

発送時期

［事業所名］

391

発送時期

［事業所名］

390

［事業所名］

389

［事業所名］

発送時期 通年

５枚入り×１袋、10枚入り×１袋
10枚入×１箱、15枚入り×１缶
（段ボールに詰め合わせ）

株式会社　フレンズカンパニー　

1万ポイント 限定50セット

名探偵コナン
手焼きせんべいフルセット

鳥取限定当社オリジナルせんべい。昔な
がらのみそ風味の手焼きせんべいを1枚
1枚丁寧に焼き上げた秘伝の味。袋入り
はコナンとキッド、箱入と缶入りは５種
類のコナンの表情をお楽しみください。

388

［事業所名］

発送時期 通年

5枚入り×12袋
10枚入り×3袋
（段ボールに詰合せ）

株式会社　フレンズカンパニー　

1万ポイント 限定20セット

名探偵コナン
手焼きせんべいの詰め合せ

コナンとキッドのマークの焼印がとっても
GOODな鳥取限定当社オリジナルせんべい。
昔ながらのみそ風味の手焼きせんべいを1枚
1枚丁寧に焼き上げた秘伝の味をお楽しみく
ださい。

通年

ジュース220ｇ×1本
ジャム75ｇ×1本

いいだファーム

1万ポイント 限定5セット

ブラックベリージュース＆ジャムセット

【濃厚！すっぱ！うま！】鳥取県北栄町産ブ
ラックベリー果実100％に加糖したジュー
スとジャム。化学農薬・化学肥料不使用で
育て、無加水・無添加にこだわった自慢の
一品です。ジュースはそのままか、牛乳・
炭酸水・お酒などで割ってお飲みください。

発送時期 通年

ジャム　75ｇ×２本
フルーツソース　85ｇ×２本

いいだファーム

1万1千ポイント 限定10セット

ブラックベリー物語セット

食品添加物不使用で、果実が持つ自然な酸
味と深い味わいが楽しめます。ジャムはヨー
グルトに、深みのあるルビー色のソースは
市販のステーキソースに混ぜればフルー
ティな味わいに！お肉もさっぱりといただ
けます。

通年

110g×4本

前田農園

1万ポイント
前田農園
ヨーグルトのためのブルーベリーソース4本セット

ヨーグルトのためのブルーベリーソース
は、2015年3月～ 5月、国内航空会社の国際
線ファーストクラスで提供されたブルーベ
リーソースです。ヨーグルトやバニラアイ
スによく合います。

通年

150ｇ×4本

いいだファーム

1万2千ポイント 限定5セット

ブラックベリージャム4本セット

抗酸化性が高いといわれるブラックベリー
を化学農薬・化学肥料不使用で育てました。
無加水・無添加にこだわり、グラニュー糖
で仕上げた甘酸っぱく美味しい手作りジャ
ム。ヨーグルトやクリームチーズに良く合
います。

通年

シフォンケーキ×8個
絵本「小僧ロップのシフォンケーキ）×1冊
エコバッグ×1個（ジュート素材　サイズ：縦29㎝×横39㎝）

ベイクショップ小僧ロップ

1万4千ポイント 限定100セット

小僧ロップの
ありがとうボックス 冷凍

「ありがとう」がテーマのオリジナル絵本と
シフォンケーキ、エコバッグをセットにしま
した。絵本で心が温まり、シフォンケーキで
おなかを満たし、使いやすくかわいらしいエ
コバッグで笑顔になる。そんな五臓六腑に染
み渡るようなありがとうボックスです。

発送時期 通年

わくわくパンは甘い系としょっぱい系から各5個を詰
合せます。シフォンケーキはプレーン・チョコレート・
バナナ豆乳・紅茶からおまかせで詰め合わせます。

わくわくパン×10個
シフォンケーキ×4個

ベイクショップ小僧ロップ

1万5千ポイント 限定100セット

小僧ロップのわくわくパンと
シフォンケーキのセット 冷凍

オーナーが考えた絵本に出てくるキャラクターを
モチーフにして作られたパンです。ふわっふわの
シフォンケーキとセットでお楽しみください。パ
ンやシフォンケーキは何が届くか届いてからのお
楽しみです。
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※天候等により発送時期を変更する場合があります。

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。

397
12個入り（個包装）
　

1万5千ポイント 在庫なくなり次第終了

あんぽ柿（干し柿）　12個入り 冷蔵

398
8個入り（個包装）
　

1万2千ポイント 在庫なくなり次第終了

あんぽ柿（干し柿）　8個入り 冷蔵

399
6個入り（個包装）
　

1万ポイント 在庫なくなり次第終了

あんぽ柿（干し柿）　6個入り 冷蔵

400

発送時期 通年

3個入り×3パック
　

あんぽ柿（干し柿）　
3個入り×3パック 冷蔵

※天候等により発送時期を変更する場合があります。

［事業所名］田村農園

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。

401
12個入り（個包装）
　

1万5千ポイント 在庫なくなり次第終了

ころ柿（干し柿）　12個入り 冷蔵

402
8個入り（個包装）
　

1万2千ポイント 在庫なくなり次第終了

ころ柿（干し柿）　8個入り 冷蔵

403
6個入り（個包装）
　

1万ポイント 在庫なくなり次第終了

ころ柿（干し柿）　6個入り 冷蔵

404

発送時期 通年

3個入り×3パック
　

ころ柿（干し柿）　
3個入り×3パック 冷蔵

396
各6個入り（個包装）

※�天候等により発送時期を変更する場合が
あります。

1万5千ポイント 在庫なくなり次第終了

あんぽ柿・ころ柿セット
合計12個入り 冷蔵

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。

セット合計12個入り

12個入り

6個入り

3個入り×3パック

8個入り
12個入り

6個入り

3個入り×3パック

8個入り
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412

［事業所名］

408

発送時期

［事業所名］

411

［事業所名］

407

［事業所名］

410

発送時期

［事業所名］

409

発送時期

［事業所名］

406

発送時期

［事業所名］

405

［事業所名］

田村農園

ビン入り　450g×2本
袋入り　220g×2袋

※�天候等により発送時期を変更する場合が
あります。

田中農園

2万4千ポイント 限定30セット

蜂蜜入りラッキョウ漬け

特別栽培の完熟ラッキョウを使用し、新鮮
なうちに漬けこみ歯触りが良くパリッとし
た食感が楽しめます。無添加、完熟にこだ
わった香り高く純度100％の国産蜂蜜を使
い、ソフトな味になっています。

通年

甘麹醤しお　140g、甘麹醤しょうゆ　140g、本格胡麻ダレ棒棒鶏　
100g、ごぼう肉みそ　90g、食べる香味ラー油　90g、ちりめんじゃこ
の辛み炒め香味ラー油風味　75g、鳥取らっきょう珍味XO醤　75g、香
味塩マイルド（お魚・野菜・鶏肉用）　60g、特撰黒胡椒塩　35g　（各1個）

前田農園

2万ポイント
前田農園
ご飯のおとも調味料セット

好評いただいている前田農園のご飯のお友や珍
味シリーズ。簡単便利な万能調味料をセットに
しました。自分使いでも贈り物でも、様々なシー
ンで活躍する大変喜んでいただけるセットです。

発送時期 通年

36g入り×10袋

有限会社　浜根農園

1万ポイント 限定100セット

焼きジャンボ落花生「はまピー」
（自然栽培）

鳥取県北栄町の砂丘地で、農薬・肥料を使
用せず栽培したジャンボ落花生です。収穫
後、傷がつかないように手作業で殻剥き厳
選し、じっくりと煎りました。薄皮ごと食
べられ風味が濃厚です。自然の甘みをお楽
しみください。

発送時期 通年

1ケース(16個)

株式会社　あかまる牛肉店

9万ポイント

トロピカルドラゴンカレー

TVやYouTubeでも紹介された大注目のカ
レーです。味はもちろん、お肉の大きさも
魅力です。

通年

はまピー　36g入り×5袋
落花生油　45ｇ×3本

※レシピ付き

有限会社　浜根農園

1万9千ポイント 限定50セット

焼きジャンボ落花生「はまピー」と、
落花生油「大地」のセット

自然の甘みの素焼き落花生「はまピー」と圧搾製法
で薬品や添加物を使用せずにじっくりと搾られた落
花生油「大地」のセットです。どちらも鳥取県北栄
町の砂丘地で農薬・肥料を使用していないため、落
花生本来の甘みと香りをお楽しみいただけます。落
花生油はシンプルな料理に数滴かけたり、冷奴やバ
ニラアイスにかけて食べるのがおすすめです。

通年

ごぼう肉みそ　90g×2、食べる香味ラー油　90g×1
ちりめんじゃこの辛み炒め香味ラー油風味　75g×1
ちりめんじゃこの辛み炒め醤油こうじ風味　90g×1

前田農園

1万ポイント
前田農園
ご飯のお友５本セット

ごぼう肉みそは度々ＴＶでも取り上げられる前田農園
を代表する製品です。食べる香味ラー油も地元では大
変好評をいただいています。すべてご飯のおともに
ピッタリです。

12月中旬～ 3月末 1月中旬

80g入り×7袋

※天候等により発送時期を変更する場合があります。

有限会社　浜根農園

1万ポイント

干し芋「にんじん芋」

水はけのよい砂丘地は、さつまいもの栽培に適地と
いわれています。しっとりとしたやさしい甘みのに
んじん芋をじっくりと干しました。自然の甘みと濃
さをお楽しみください。

発送時期 通年

30ｇ×5袋

有限会社　浜根農園

1万ポイント 限定50セット

干し葡萄（マスカットベリーA）

種ごと食べられる新食感の干し葡萄です。

発送時期 10月中旬～ 12月下旬 11月下旬払込期限
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416

発送時期

［事業所名］

417

［事業所名］

415

［事業所名］

414

発送時期

［事業所名］

413

発送時期

［事業所名］

通年

そば3種（黒そば・白そば・茶そば）各2人前×3セット
（乾麺×18人前・つゆ×18袋）

※�状況により発送時期を変更する場合があ
ります。

高間商店

1万2千ポイント

恵みそば3種セット

大山の恵みを受けたそばの実を石臼挽きし、
一番粉、二番粉を大山から湧き出た伏流水
で丁寧に練り上げたそばをご堪能ください。
上品な甘みと豊かな香りに食感、のどごし
を味わえる逸品です。

発送時期 通年

20パック入り×3袋

※�状況により発送時期を変更する場合があ
ります。

高間商店

1万2千ポイント

なた豆茶

有機JAS認定を受けている農薬を使わず育て
た赤なた豆だけを使っています。ほんのり
甘い香りがして、まろやかで飲みやすい味
わいのなた豆茶です。

発送時期 通年

そば3種（黒そば・白そば・茶そば）　各2人前×2セット
つゆ　15ml×12袋、砂丘長いも　1kg前後

※��状況により発送時期を変更する場合があ
ります。

※5月～ 10月は発送を中止します。

高間商店

1万2千ポイント

恵みそばと砂丘長いものセット

大山の恵みを受けたそばの実を石臼挽きし、
一番粉、二番粉を大山から湧き出た伏流水
で丁寧に練り上げました。上品な甘みと豊
かな香り、食感、のど越しを味わえる逸品
です。砂丘長いもと一緒にご堪能ください。

7月中旬～

黒ニンニク（ジャンボニンニク）　100ｇ×2パック
黒ニンニク（ホワイト六片）　100ｇ×2パック

株式会社　Agriすぎかわ

1万ポイント 在庫なくなり次第終了

元気の源
フルーティーな黒ニンニクセット

鳥取県特別栽培農産物の認証を受けたニン
ニクで作った農家手作りの黒ニンニクです。
ニンニクを加熱しているので、栄養がギュッ
と詰まっています。ジャンボニンニクとホワ
イト６片の2種類をセットでお届けします。
一日1かけを目安にお召し上がりください。

9月上旬以降

ビン入り　130g×2本・220g×1本
袋入り　220g×1袋

※�天候等により発送時期を変更する場合が
あります。

田中農園

1万ポイント

ラッキョウ漬け

実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込みました。塩漬け
せずに漬け込み、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。
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お　酒

418

［事業所名］

発送時期 通年

梅津の生
き
酛
もと
　山田錦50％原酒

梅津の生酛　山田錦60％原酒
梅津の生酛　山田錦80％原酒
梅津の生酛　玉栄60％原酒
梅津の生酛　玉栄80％原酒
特別純米　阿波山田錦（1.8ℓ×各1本）

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。 ※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

梅津酒造　有限会社

8万9千ポイント

日本酒の飲み比べセット【A】

江戸時代から明治の頃まで行われていた伝統的手法『生酛（きもと）』で造られた『梅
津の生酛』。鳥取県産の酒米で造った個性豊かな日本酒のセットです。

419

［事業所名］

発送時期 通年

発送時期 通年

梅津の生
き
酛
もと
　山田錦60％原酒　1.8ℓ×１本

梅津の生酛　山田錦80％原酒　1.8ℓ×１本
冨
フレー
玲　生酛仕込　玉栄60％　1.8ℓ×1本
冨玲　生酛仕込　玉栄80％ 1.8ℓ×1本
特別純米　阿波山田錦　1.8ℓ×2本

梅津酒造　有限会社

6万6千ポイント

日本酒の飲み比べセット【B】

江戸時代から明治の頃まで行われていた伝統的手法『生酛（きもと）』で造られた『梅
津の生酛』、『冨玲　生酛仕込』。個性豊かな日本酒が楽しめるセットです。

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

冨
フレー
玲　純粋清酒
冨玲　生

きもと
酛仕込　山田錦60％

冨玲　生酛仕込　山田錦80％
冨玲　生酛仕込　玉栄60％
冨玲　生酛仕込　玉栄80％
特別純米　阿波山田錦（1.8ℓ×各1本）

梅津酒造　有限会社

日本酒の飲み比べセット【C】

江戸時代から明治の頃まで行われていた伝統的手法『生酛（きもと）』で作られた『冨
玲　生酛仕込』。個性豊かな日本酒がいろいろ楽しめるセットです。

420

［事業所名］

5万9千ポイント

421

［事業所名］

発送時期 通年

うまいがな濃醇
うまいがな軽快
梅津の生

きもと
酛　山田錦50％原酒

梅津の生酛　山田錦60％原酒
梅津の生酛　玉栄60％原酒
特別純米　阿波山田錦（720ml×各1本）

梅津酒造　有限会社

4万8千ポイント

日本酒の飲み比べセット【D】

北栄町産の酒米で造った日本酒『うまいがな』。江戸時代から明治の頃まで行われていた伝統的手
法『生酛（きもと）』で造られた『梅津の生酛』。個性豊かな日本酒がいろいろ楽しめるセットです。

422

［事業所名］

発送時期 通年

冨
フレー
玲　生

きもと
酛仕込　山田錦60％

冨玲　生酛仕込　玉栄60％
うまいがな濃醇
うまいがな軽快
特別純米　阿波山田錦（720ml×各1本）

梅津酒造　有限会社

3万ポイント

日本酒の飲み比べセット【E】

江戸時代から明治の頃まで行われていた伝統的手法『生酛』で造られた『冨玲（フレー）
生酛仕込』。北栄町産の特別栽培米の「玉栄」を使用した『うまいがな』。個性豊かな
日本酒が楽しめるセットです。

冨
フレー
玲　生

きもと
酛仕込　山田錦60％

うまいがな濃醇
特別純米　阿波山田錦（720ml×各１本）

梅津酒造　有限会社

日本酒の飲み比べセット【F】

江戸時代から明治の頃まで行われていた伝統的手法『生酛
（きもと）』で造られた『冨玲生酛（フレーきもと）仕込』。
北栄町産の特別栽培米の「玉栄」を使用した『うまいがな』。
個性豊かな日本酒が楽しめるセットです。

423

通年発送時期

［事業所名］

1万9千ポイント
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冨
フレー
玲　生

きもと
酛仕込　山田錦60％

冨玲　生酛仕込　玉栄80％（720ml×各1本）

梅津酒造　有限会社

日本酒の飲み比べセット【G】

北栄町産の酒米で造った日本酒セットです。江戸時代から明治
の頃まで行われていた伝統的手法『生酛』で作られた『冨玲（フ
レー）生酛仕込』です。

424

通年発送時期

［事業所名］

1万ポイント

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

425

［事業所名］

発送時期 通年

《日本酒》梅津の生
きもと
酛　山田錦50％原酒

《焼酎》砂丘長いも焼酎41度
《梅酒》良熟梅酒「野花」（1.8ℓ×各1本）

梅津酒造　有限会社

7万2千ポイント

梅津酒造の飲み比べセット【A】

江戸時代から明治の頃まで行われていた伝統的手法『生酛
（きもと）』で造られた『梅津の生酛』。北栄町産の砂丘長
芋を原料に独自の方法で造られた焼酎と鳥取県産の完熟梅
を日本酒に漬け込んだトロリとした梅酒のセットです。

426

［事業所名］

発送時期 通年

《日本酒》うまいがな濃醇　720ml、うまいがな軽快　720ml、特別純米　阿波
山田錦　720ml、梅津の生酛（きもと）　山田錦60％原酒　720ml、梅津の生酛　
玉栄60％原酒　720ml、冨玲（フレー）　生酛仕込　山田錦60％　720ml、冨玲　
生酛仕込　山田錦80％　720ml、冨玲　生酛仕込　玉栄60％　720ml
《焼酎》砂丘長いも焼酎25度　720ml、砂丘長いも焼酎30度　720ml
《梅酒》良熟梅酒「野花」　500ml、梅原酒「琴浦」　500ml（各1本）

梅津酒造　有限会社

7万ポイント

梅津酒造の飲み比べセット【B】

鳥取県産の酒米で造った個性豊かな日本酒、北栄町産
の砂丘長芋の焼酎、鳥取県産の完熟梅を日本酒に漬け
込んだ梅酒など、いろいろ楽しめる豪華セットです。

427

［事業所名］

発送時期 通年

砂丘長いも焼酎41度
砂丘長いも焼酎25度
砂丘育ち25度（1.8ℓ×各1本）

梅津酒造　有限会社

4万2千ポイント

焼酎の飲み比べセット【A】

砂丘長いも焼酎は鳥取県特産の砂丘長いもを原料に独
自の方法で造られた焼酎です。力強い風味の25度と41
度の原酒です。砂丘育ち25度は地元産の米と清酒粕で
造った焼酎です。3種類を飲み比べてみてください。

428

［事業所名］

発送時期 通年

砂丘長いも焼酎41度
砂丘長いも焼酎30度
砂丘長いも焼酎25度
砂丘育ち25度（720ml×各1本）

梅津酒造　有限会社

2万6千ポイント

焼酎の飲み比べセット【B】

鳥取県特産の砂丘長いもを原料に独自の方法で造ら
れた焼酎です。優しい風味の30度、力強い風味の
25度と41度原酒と地元産の米と清酒粕で造った焼
酎です。4種類を飲み比べてみて下さい。

429

［事業所名］

発送時期 通年

砂丘長いも焼酎30度
砂丘長いも焼酎25度
砂丘育ち25度（720ml×各1本）

梅津酒造　有限会社

1万6千ポイント

焼酎の飲み比べセット【C】

北栄町産の砂丘長芋を原料に独自の方法で造られた焼
酎2種類。地元産の米と清酒粕で造った焼酎です。

430

［事業所名］

発送時期 通年

砂丘長いも焼酎25度
砂丘育ち25度（720ml×各1本）

梅津酒造　有限会社

1万ポイント

焼酎の飲み比べセット【D】

砂丘長いも焼酎：北栄町産の砂丘長芋を原料に独自の方法
で造られた焼酎です。
砂丘育ち25度：地元の米と清酒粕で造った焼酎です。

431

［事業所名］

発送時期 通年

梅津の生酛　山田錦50％原酒　（アルコール度数：21度）1.8ℓ×1本

梅津酒造　有限会社

3万3千ポイント

梅津の生
きも と
酛　山田錦50％

江戸時代から明治の頃まで行われていた伝
統的手法『生酛』で造られた『梅津の生酛』。
鳥取県産山田錦を50％まで磨いて造った原
酒です。



60 61

432

［事業所名］

発送時期 通年

《焼酎》砂丘長いも焼酎30度　720ml、
砂丘長いも焼酎25度　720ml、砂丘育ち25度　720ml
《梅酒》良熟梅酒　野花　500ml
梅原酒　琴浦　500ml（各1本）

梅津酒造　有限会社

2万8千ポイント

焼酎と梅酒の飲み比べセット

鳥取県特産の砂丘長いもを原料に独自の方法で
造られた焼酎です。地元産の米と清酒粕で造っ
た焼酎と鳥取県産の完熟梅を日本酒に漬け込ん
だ梅酒と、米焼酎の古酒に漬け込んだ梅酒の5種
類を飲み比べてみてください。

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。
※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

433

［事業所名］

発送時期 通年

良熟梅酒　野花（のきょう）　500ml×1本
鳥取梅酒　乙花（おとか）　500ml×1本
梅の仁搾り　花天神（はなてんじん）　375ml×1本
梅原酒　琴浦（ことのうら）　500ml×1本　（各1本）

梅津酒造　有限会社

2万7千ポイント 限定100セット

梅酒の飲み比べセット【A】

野花：完熟の「野花梅」を、日本酒に2年以上漬け込んだ、濃厚
豊潤な味わいが特徴です。乙花：鳥取県産の梅を焼酎に漬け込
み熟成させました。ほんのり甘酸っぱい梅酒です。琴浦：鳥取県
産の梅を自家製の米焼酎に漬け込んだまろやかな梅酒です。花
天神：漬け込んだ梅の実も砕き搾った濃厚な味わいの梅酒です。

434

［事業所名］

発送時期 通年

梅の仁搾り　花天神　375ml
梅原酒　琴浦　500ml（各1本）

梅津酒造　有限会社

1万8千ポイント

梅酒の飲み比べセット【B】

《花天神》
日本酒に漬け込んだ梅果実を、粉砕しギュッと搾ったトロリと
した深い味わいです。アルコール度数9 ～ 12度になります。

《琴浦》
大古酒米焼酎に漬け込んだ梅酒の原酒で深いコクと強い味わい
が特徴です。アルコール度数20度です。

435

［事業所名］

発送時期 通年

良熟梅酒　野花
鳥取梅酒　乙花（500ml×各1本）

梅津酒造　有限会社

1万ポイント 限定100セット

梅酒の飲み比べセット【C】

野花（のきょう）：完熟した「野花梅」を日本酒に2年以上漬
け込みました。濃厚豊潤な味わいがしっかりと活きています。　　　　　
乙花（おとか）：風味豊かな鳥取県産の梅を焼酎に漬け込み熟
成させました。ほんのり甘酸っぱい梅酒です。

436

［事業所名］

発送時期 通年

スタンダード（赤）（地図ラベル）、コンコード、ヴィンテージ（赤）、
砂丘（赤）、スペシャルセレクション、リミテッドブレンド（赤）（直
売所限定品）　（720ml×各１本）

（株）北条ワイン醸造所

5万5千ポイント 限定500セット

赤飲み尽くしセット

北条ワインの定番から至高の一品まで取り
そろえたワイン飲み比べセットです。世間
に出回っていない直売所限定のリミテッド
ブレンド赤を含めたワインセットをご用意
しました。今回だけの限定セットです。是
非ご賞味ください。

437

［事業所名］

発送時期 通年

【梅津酒造】純米吟醸酒　天宝、長期熟成酒　祥（さち）、純米大吟醸　 
梅津の生酛　山田錦50
【北条ワイン】リミテッド・ブレンド（赤）、砂丘（赤）、スペシャルセレク
ション（赤）（720ml×各1本）　合計6本

（株）北条ワイン醸造所

7万5千ポイント
北栄町の日本酒＆ワイン
通好み6種詰合せ

北栄町の酒造とワイナリーがコラボしました。
梅津酒造から人気の日本酒3種と、北条ワインか
ら人気の赤ワイン3種をセットにしました。北栄
町の地酒の虜になってしまうような6種のセット
です。

438

［事業所名］

発送時期 通年

【梅津酒造】冨玲　生酛仕込　山田錦80、応援の酒　冨玲（フレー）
長期熟成純米酒H21、純米じげの酒　うまいがな　濃醇
【北条ワイン】スタンダード（赤）、リミテッド・ブレンド（赤）、
ヴィンテージ（赤）（720ml×各1本）　合計6本

（株）北条ワイン醸造所

4万3千ポイント
北栄町の日本酒＆ワイン
飲み比べ6種詰合せ

北栄町の酒造とワイナリーがコラボしました。
梅津酒造から日本酒3種、北条ワインから定番
の赤ワイン3種をセットにしました。ワンラン
ク上の6種セットです。

439

［事業所名］

発送時期 通年

トットリSKY
トットリSKYロゼ
すぱーくりんぐ梨わいん
（750ml×各１本）

（株）北条ワイン醸造所

3万7千ポイント 限定100セット

スパークリングワイン飲み比べセット

国内航空会社のファーストクラスで提供されたトットリ
SKY、果実の甘さとコクがしっかりのロゼ、鳥取県を代表
する二十世紀梨で造ったスパークリングを飲み比べできる
泡3本セットです。全てシャンパーニュ製法（瓶内二次醗酵）
です。

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。
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※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

440

［事業所名］

発送時期 通年

砂丘(赤）
スペシャルセレクション
リミテッドブレンド（赤）（直売所限定）
（720ml×各１本）

（株）北条ワイン醸造所

3万6千ポイント 限定500セット

カベルネ・ソーヴィニヨン
飲み比べセット

世界を代表する赤ワイン用のブドウのカベルネ・ソーヴィ
ニヨンを使用した3種の飲み比べセットです。単一品種も良
いですが、北条ワインのブレンド力をぜひご賞味ください。

441

［事業所名］

発送時期 通年

【梅津酒造】
純米吟醸　梅津の生酛　山田錦50
【北条ワイン】
スペシャルセレクション（赤）
（720ml×各1本）　合計2本

（株）北条ワイン醸造所

3万4千ポイント
北栄町の日本酒＆ワイン
地酒飲み比べ⑤

北栄町の酒造とワイナリーがコラボしました。梅津酒造から
「純米大吟醸　梅津の生酛　山田錦50」、北条ワインから「ス
ペシャルセレクション（赤）」の各社自慢の２種がセットに
なっています。

442

［事業所名］

発送時期 通年

【梅津酒造】
長期熟成酒　祥（さち）
【北条ワイン】
ソル・アンバー（マデラタイプ）
（720ml×各1本）　合計2本

（株）北条ワイン醸造所

2万8千ポイント
北栄町の日本酒＆ワイン
オールドヴィンテージセット

北栄町の酒造とワイナリーがコラボしました。梅津酒造か
ら「長期熟成玄米酒　祥（さち）」、北条ワインから「ソル・
アンバー（マデラタイプ）」の長期熟成20年以上の大変珍し
い２種のセットです。

443

［事業所名］

発送時期 通年

【梅津酒造】
純米吟醸酒　天宝
【北条ワイン】
砂丘（赤）
（720ml×各1本）　合計2本

（株）北条ワイン醸造所

2万1千ポイント
北栄町の日本酒＆ワイン
地酒飲み比べ④

北栄町の酒造とワイナリーがコラボしました。梅津酒造か
ら「純米吟醸酒　天宝」、北条ワインから「砂丘　赤」の
バランスの良い２種がセットになっています。

444

［事業所名］

発送時期 通年

【梅津酒造】
純米じげの酒　うまいがな　濃醇
【北条ワイン】
ヴィンテージ（赤）
（720ml×各1本）　合計2本

（株）北条ワイン醸造所

1万9千ポイント
北栄町の日本酒＆ワイン
地酒飲み比べ③

北栄町の酒造とワイナリーがコラボしました。梅津酒造か
ら「純米じげの酒うまいがな　濃醇」、北条ワインから「ヴィ
ンテージ　赤」の肉料理にピッタリな２種セットです。

445

［事業所名］

発送時期 通年

【梅津酒造】
応援の酒　冨玲（フレー）長期熟成純米酒（Ｈ21）
【北条ワイン】
リミテッド・ブレンド（赤）
（720ml×各1本）合計2本

（株）北条ワイン醸造所

1万7千ポイント
北栄町の日本酒＆ワイン
地酒飲み比べ②

北栄町の酒造とワイナリーがコラボしました。梅津酒造から
「応援の酒　冨玲　長期熟成純米酒　Ｈ21」、北条ワインから
「リミテッド・ブレンド　赤」のお料理を引き立てる2種のセッ
トです。

446

［事業所名］

発送時期 通年

720ml×１本

（株）北条ワイン醸造所

1万7千ポイント

スペシャルセレクション（赤）

北条ワインが誇るボルドースタイルの1本。
自社畑で栽培したメルロ種とカベルネ・ソー
ヴィニヨン種の良質な年のみをブレンド。
カカオのような甘い香り、柔らかな口当た
りに酸味と渋味がバランス良く、コクと深
みがあり、長い余韻に浸れる逸品です。（フ
ルボディ）

447

［事業所名］

発送時期 通年

【梅津酒造】
良熟梅酒　野花（のきょう）
【北条ワイン】
とっとり二十世紀梨わいん
（500ml×各1本）

（株）北条ワイン醸造所

1万2千ポイント

北栄町の日本酒＆ワイン　華セット

北栄町の酒造とワイナリーがコラボしました。梅津酒造か
ら「良熟梅酒　野花（のきょう）」、北条ワインから「とっ
とり二十世紀梨わいん」の鳥取県特産の果実を使った飲み
やすい２種のセットです。

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。
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※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

［事業所名］梅津酒造　有限会社

野花（のきょう）：完熟の「野花梅」を日本酒に
2年以上漬け込みました。濃厚豊潤な梅の味わ
いがしっかりと活きています。瓶詰め後も熟成
を続け、更に深みを増し、まろやかになります
が、後味はサラリとした味わいに変化します。

451
良熟梅酒　500ml×6本

3万3千ポイント 限定100セット

梅酒　野花(のきょう）
6本セット

452

発送時期 通年

良熟梅酒　500ml×3本

1万7千ポイント 限定100セット

梅酒　野花（のきょう）
3本セット

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。 ※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

448

［事業所名］

発送時期 通年

【梅津酒造】
良熟梅酒　野花（のきょう）　500ml×１本
【北条ワイン】
スタンダード　ロゼ　地図ラベル　720ml×１本
（各１本）　　

（株）北条ワイン醸造所

1万3千ポイント

北栄町の日本酒＆ワイン　香セット

北栄町の酒造とワイナリーがコラボしました。梅津酒造か
ら「良熟梅酒　野花（のきょう）」、北条ワインから「スタ
ンダード　ロゼ」の２種で甘めのひと時を楽しんでいただ
くセットです。

449

［事業所名］

発送時期 通年

【梅津酒造】
冨玲　純米生酛仕込　山田錦80
【北条ワイン】
スタンダード（赤）
（720ml×各1本）　合計2本

（株）北条ワイン醸造所

1万2千ポイント
北栄町の日本酒＆ワイン
地酒飲み比べ①

北栄町の酒造とワイナリーがコラボしました。梅津酒造か
ら「冨玲　純米生酛仕込　山田錦80」、北条ワインから「ス
タンダード　赤」のしっかりと味の主張があり、飲み口の
良い２種のセットです。

450

［事業所名］

発送時期 通年

550ml×３本

（株）北条ワイン醸造所

1万1千ポイント

アンバー（マデラタイプ）3本セット

大変珍しいマデラタイプ。深い黄金色で枯草や干し
葡萄のニュアンスにシェリーがかった穏やかで上品
なアルコールの甘味と心地よい苦味のバランスが絶
妙な酒精強化ワインです。クセ好きな方にはオスス
メです。

453

［事業所名］

発送時期 通年

鳥取梅酒　500ml×3本

梅津酒造　有限会社

1万1千ポイント 限定100セット

梅酒　乙香（おとか）　3本セット

乙花（おとか）：風味豊かな鳥取県産の梅を焼
酎に漬け込み熟成させました。ほんのり甘酸っ
ぱい梅酒です。

454

［事業所名］

発送時期 通年

鳥取ゆず酒　500ml×3本

梅津酒造　有限会社

1万3千ポイント 限定100セット

ゆず酒　柚子香（ゆずか）　3本セット

柚子香（ゆずか）：北栄町産の完熟ゆずを丸ごと
絞りました。ゆずのおいしさが　ぎゅっ　と詰
まったほんのりビターなおとなの柚子酒です。

455

［事業所名］

発送時期 通年

良熟梅酒　野花
鳥取梅酒　乙花
鳥取ゆず酒　柚子香
（500ml×各1本）　　

梅津酒造　有限会社

1万4千ポイント 限定100セット

リキュール飲み比べセット

野花（のきょう）：完熟した「野花梅」を日本酒に2年以上漬け込んだもので
濃厚豊潤な味わいが特徴です。乙花（おとか）：風味豊かな鳥取県産の梅を
焼酎に漬け込み熟成させました。ほんのり甘酸っぱい梅酒となっています。
柚子香（ゆずか）：北栄町産の完熟ゆずを丸ごと絞りました。柚子のおいし
いさが　ぎゅっ　と詰まった、ほんのりビターなおとなの柚子酒です。

※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

（３本セット）
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雑貨・日用品・その他

456

［事業所名］株式会社　花工房あげたけ

10万ポイント 限定5セット

花のあるお正月を楽しむ花と器のセット
「思いやり香るアートブーケ」

お正月をフレッシュな気持ちで迎えていただく
ため、思いやりという花言葉をもつ白いストッ
クを使用した花器付きブーケを作制しました。
外観だけでなく、立ち込めるやさしい香りもお
正月の時間を優雅にしてくれます。

457

［事業所名］

発送時期 10月上旬～ 10月中旬

株式会社　花工房あげたけ

10万ポイント 限定5セット

芸術の秋を楽しむ花と器のセット
「絵画のようなアートブーケ」

花の名産地の農家が夏の可憐な花「アスター」
を秋に楽しむことを可能にしました。新鮮なア
スターを海外で研究を積んだデザイナーが贅沢
にアレンジ。絵画のようなブーケを楽しむ贅沢
な時間をお過ごし頂けます。

458

［事業所名］

発送時期 12月下旬

株式会社　花工房あげたけ

3万5千ポイント 限定30セット

素敵に飾れるお正月ブーケ（器付き）

届いたら付属のガラスベースに入れるだけのお楽しみい
ただけるお正月ブーケです。季節の花が美しく見えるよ
うフラワーデザイナーが計算し、デザインして束ねてい
ます。

459
30,000円

10万ポイント

選べる鳥取和牛オリジナルギフトブック

４つのお肉のセットから
好きなものを選んでいた
だける贈答用に最適なギ
フトブックです。もらっ
た方も選ぶ楽しみがある
商品です。

460
20,000円

6万7千ポイント

選べる鳥取和牛オリジナルギフトブック

461

［事業所名］

15,000円

株式会社　あかまる牛肉店

5万ポイント

選べる鳥取和牛オリジナルギフトブック

462
12,000円

4万ポイント

選べる鳥取和牛オリジナルギフトブック

463

発送時期 通年

6,000円

2万ポイント

選べる鳥取和牛オリジナルギフトブック

北栄町名産ストックと季節の花々
ケーラーの花瓶
高さ約100㎝幅約70㎝

北栄町名産のストックを必ずお入れいたします。
ストック以外の花は変更となる可能性があります。

発送時期 12月下旬

北栄町名産アスターと季節の花々
ケーラーの花瓶
高さ約100㎝幅約70㎝

北栄町名産のアスターを必ずお入れいたします。
ストック以外の花は変更となる可能性があります。

松・欄・菊・葉牡丹・ウインターベリー・ユーカリ・ヒム
ロスギ・グリーントリュフ・ドラセナ　ガラス花瓶
高さ約80㎝幅約55㎝

お花の入荷状況によっては内容が変わる場合がござい
ます。
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［事業所名］由良宿スタイル　株式会社

464

480

472

488

468

484

476

492

465

481

473

489

469

485

477

493

466

482

474

490

470

486

478

494

467

483

475

491

471

487

479

495

1万ポイント

1万ポイント

限定各5着

限定各50着

ブラック（S）

白（S）

サンセットオレンジ（S）

青（S）

ジャパンブルー（S）

黒（S）

ホワイト（S）

ピンク（S）

ブラック（Ｍ）

白（Ｍ）

サンセットオレンジ（Ｍ）

青（Ｍ）

ジャパンブルー（Ｍ）

黒（Ｍ）

ホワイト（Ｍ）

ピンク（Ｍ）

ブラック（L）

白（L）

サンセットオレンジ（L）

青（L）

ジャパンブルー（L）

黒（L）

ホワイト（L）

ピンク（L）

ブラック（LL）

白（LL）

サンセットオレンジ（LL）

青（LL）

ジャパンブルー（LL）

黒（LL）

ホワイト（LL）

ピンク（LL）

「名探偵コナンに会えるまち北栄町」ならではのオリジナルデザインポロシャツです。

コナン百貨店オリジナルポロシャツです。
左胸にコナンとキッドのプリントがついています。

［事業所名］（一社）北栄町観光協会

1着　左胸ポケットあり、素材：ポリエステル100％
※�サイズによっては在庫状況により終了したり、発送時期を変更する場合があります。

1着　ポケットなし、素材：綿65％　ポリエステル35％

発送時期 通年

発送時期 通年

北栄町観光協会オリジナルコナンポロシャツ

コナン百貨店限定オリジナルプリントポロシャツ

（ブラック）

（白）

（ジャパンブルー）

（黒）

（ホワイト）

（ピンク）

（サンセットオレンジ）

（青）

右胸ロゴ

左胸ロゴ
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496

［事業所名］

発送時期 通年

ぬいぐるみ（すいかコナン）×1
名台詞ロールペーパー×1
ブロックメモ×1
マイクロファイバータオル×1
木製メモスタンド×1
入浴剤×２

有限会社  コナン・クリエイション

1万7千ポイント
鳥取限定
コナングッズ詰合せ

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。

497

498

ポストカード×2枚
フェイスタオル（白）×1枚
A4クリアファイル×1枚
トートバッグ（黒）×1個

1万ポイント
北栄町観光協会
オリジナルコナングッズセット（トートバック：黒）

北栄町観光協会
オリジナルコナングッズセット（トートバック：白）

［事業所名］

発送時期 通年

ポストカード×2枚
フェイスタオル（白）×1枚
A4クリアファイル×1枚
トートバッグ（白）×1個

（一社）北栄町観光協会

「名探偵コナンに会えるまち北栄町」ならではの名探偵コナンのオリジナルグッズセッ
トです。

499

500

501

A4×3枚
（縦31㎝×横22㎝）

A4×3枚
（縦31㎝×横22㎝）

A4×3枚
（縦31㎝×横22㎝）

1万ポイント 限定各100セット

コナン百貨店限定
オリジナルクリアファイル【Aセット】

コナン百貨店限定
オリジナルクリアファイル【Bセット】

コナン百貨店限定
オリジナルクリアファイル【Cセット】

［事業所名］

発送時期 通年

由良宿スタイル　株式会社

コナン百貨店オリジナルクリアファイルです。

限定各50セット
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502
シャンプー　250ml
トリートメント　190g　（各1本個）

3万1千ポイント
MYHONEYREMEDY
シャンプー、トリートメントセット

503
250ml×１本

1万5千ポイント

MYHONEYREMEDYシャンプー

504

［事業所名］

発送時期 通年

190g×１本
※�天然由来原料を使用しているため、色や匂いが多少変化する場合がありますが、ご使
用には差し支えありません。

株式会社　MY HONEY

MYHONEYREMEDYトリートメント

MYHONEYからオー
ガニックハニーシャ
ンプー、トリート
メントのセットが
登 場！「MYHONEY
REMEDY」のオーガ
ニックヘアケアセッ
トで、贅沢なバスタ
イムを…

505

［事業所名］

発送時期 通年

80ml×1本

株式会社　MY HONEY

1万7千ポイント
MY　HONEY　REMEDY
　ザ・ハニーオイルブレス

生はちみつを天然植物オイルに配合すること
で、オーガニック成分と化学成分の欠点をカ
バーしました。オイルなのにさらさら感としっ
とり感を同時に叶えた髪のお守りです。

506
墓地面積14㎡以上のお墓内の清掃、雑草取り、除草剤散布、
献花等

3万7千ポイント
ふるさと墓地クリーン作戦
4坪（14㎡）以上

507

［事業所名］

発送時期 通年

墓地面積14㎡未満のお墓内の清掃、雑草取り、除草剤散布、
献花等
※北栄町内にあるお墓に限ります。

北栄町シルバー人材センター

2万ポイント
ふるさと墓地クリーン作戦
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。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。
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みまもりサービス
Tottori Hokuei town Furusato Nouzei

508
訪問期間　12か月間

10万ポイント
郵便局の
「みまもり訪問サービス（12か月）」

509
訪問期間　6か月間

5万ポイント
郵便局の
「みまもり訪問サービス（6か月）」

510
訪問期間　3か月間
※月1回、郵便局社員などが
ご利用者宅などへ直接訪問
します。

2万5千ポイント
郵便局の
「みまもり訪問サービス（3か月）」

郵便局の「みまもりサービス」について

郵便局の「みまもり訪問サービス」
　ふるさと北栄町で暮らす親御さんのご自宅に、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
様へお知らせするサービスです。

郵便局の「みまもりでんわサービス」
　ふるさと北栄町で暮らす親御さんに、毎日お電話（自動
音声）で体調確認を行い、その結果をご家族様へお知らせ
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

【必ずお読みください】
※みまもりを受ける方が、北栄町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。

511
利用期間　12か月間

4万3千ポイント
郵便局の
「みまもりでんわサービス（固定電話12か月）」

512
利用期間　6か月間

2万2千ポイント
郵便局の
「みまもりでんわサービス（固定電話6か月）」

513
利用期間　3か月間
※毎日1回電話（自動音声）

［事業所名］日本郵便株式会社

1万1千ポイント
郵便局の
「みまもりでんわサービス（固定電話3か月）」

ふるさと北栄町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、その結果をご家族様へお知らせするサービスです。

514
利用期間　12か月間

5万2千ポイント
郵便局の
「みまもりでんわサービス（携帯電話12か月）」

515
利用期間　6か月間

2万6千ポイント
郵便局の
「みまもりでんわサービス（携帯電話6か月）」

516
利用期間　3か月間
※毎日1回電話（自動音声）

1万3千ポイント
郵便局の
「みまもりでんわサービス（携帯電話3か月）」
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栄
町
の
自
然
の
中
で

育
っ
た
野
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や
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は

ど
れ
を
食
べ
て
も
絶
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「
大
栄
ス
イ
カ
」は

ブ
ラ
ン
ド
品
と
し
て

全
国
的
に
も
有
名
な
ん
だ
!

シーズン／通　年砂丘長いも
やわらかな砂地の中で伸び伸び成長する砂丘長いもは、栄
養満点の高級食材。「長いも」と「いちょういも」を交配し
た粘りの強い新品種「ねばりっこ」も登場！

大栄西瓜
市場で信頼の高い国内有数のブランド「大栄スイカ」は、
糖度の高い高品質の大玉スイカ。2007年には栽培100周
年を迎えた。

シーズン／6月～7月
だい  えい　 すいか

大栄スイカ
マスコットキャラクター
　 夏味ちゃん
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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.70）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。
あわせて左ページ（P.70）の「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
詳しくは北栄町の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、各インターネットサイトの
　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のご負担になります）

（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、北栄町大栄農村環境改善センター（北栄町役場大栄庁舎  西隣）
1 階 庶務業務事務センターへお越しください。
また、現金書留をご利用の場合は、裏面のふるさと納税担当宛てにお送りください。

（送料は寄附者様のご負担になります。）

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
。

切
　
り
　
取
　
り
　
線

北栄町長　行

ふりがな（必須） 氏名の公表 □公表を希望する

DMの送付

電話番号（必須）

緊急連絡先
（必須）※1

　□　観光振興に関する事業

　□　まんがを活用したまちづくりに関する事業

　□　農業の振興に関する事業

　□　自然エネルギーの活用、環境保全に関する事業

　□　未来を担う子どもの教育、健全育成に関する事業

性　　別　　　□　その他（文化振興事業や健康福祉・災害復興に関する事業など）

生年月日　　年　　月　　日

特産品番号 数量

配送希望時間

【特産品のお届け先が寄附者様と異なる場合、ご記入ください。】

ふりがな

お名前

電話番号 緊急連絡先

配送希望時間　

【備考欄】配送に関するご希望などがありましたらお書き添えください。

※不在日があればご記入ください。

※不在日があればご記入ください。

ご住所

特産品のご希望

□希望する

　□希望しない

〒　　　　　　　

お礼品名称

年　　月　　日

※郵便払込票について
払込用紙をお持ちでない方は、
必要枚数をお書きください。

　　　　　枚

※寄附金の一部は、ふるさと納税
事業の必要経費として使用いたし
ます。

※ワンストップ特例制度を希望される
方は、性別、生年月日を必ずご記入く
ださい。

寄附金額
（必須）

ご入金方法
（必須）円

□ 郵便払込（手数料無料）　□ 銀行振込（手数料、寄附者様ご負担）
□ 現金書留（送料、寄附者様ご負担）　□ 窓口納付

□男性　□女性

　　　□　希望する

　　　□　希望しない

ワンストップ特例制度

寄附金の使い道

北栄町ふるさと納税寄附申込書

寄附者情報【住所欄には、必ず住民登録されているご住所をご記入ください。】

　ふるさと北栄基金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。

【お申込み日】　　　　　　年　　　月　　　日

ご住所（必須）

□送付してもよい

【※1】
特産品の配送等でご連絡させてい
ただく場合があります。必ず緊急
連絡先、または日中つながりやす
い連絡先をご記入ください。

お名前（必須）

　※銀行振込は次ページの銀行振込の場合をご覧ください

金額（ポイント）

□　指定なし　　□　午前中　　□　14時～16時　　□　16時～18時　　□　18時～20時　　□　19時～21時

　□　指定なし　　□　午前中　　□　14時～16時　　□　16時～18時　　□　18時～20時　　□　19時～21時

〒　　　　　　　

※お米の新米をご希望の方は新米希望とご記
入ください。

北栄町役場 ふるさと納税担当   FAX番号：0858-37-5339申込先
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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.70）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。
あわせて左ページ（P.70）の「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
詳しくは北栄町の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、各インターネットサイトの
　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のご負担になります）

（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、北栄町大栄農村環境改善センター（北栄町役場大栄庁舎  西隣）
1 階 庶務業務事務センターへお越しください。
また、現金書留をご利用の場合は、裏面のふるさと納税担当宛てにお送りください。

（送料は寄附者様のご負担になります。）
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■ お問い合わせ先

ふるさと納税担当北栄町役場  
〒689-2292  鳥取県東伯郡北栄町由良宿423番地1
TEL. 0858-37-3114 FAX. 0858-37-5339

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

Tot to r i  H o ku e i  Town
Fu r u s a to  N ouze i

2022

T o t t o r i  H o k u e i  T o w n  F u r u s a t o  N o u z e i  2 0 2 2Ⓒ青山剛昌／小学館

環境と子どもたちの未来のために

2022年４月１日～2023年３月31日カタログ有効期限

鳥取県北栄町

特産品カタログ 2022

（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
、メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
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
。


