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B-01宍道湖産大和しじみＬサイズ
１.７ｋｇ

10,000円

淡水と日本海の海水が混じり合った
、宍道湖の大和しじみ。漁師が品質
にこだわって獲ってきた朝採れしじ
みを砂抜きした、鮮度と旨みを詰め
込んだ自信の一品です。Ｌのビッグ
サイズを実感してください。販売元
：(有)宍道湖製造地域：出雲市

B-02「産地厳選の仁多米」仁多米「
まき」５㎏

10,000円

商品名の由来ともなっている奥出雲
町の馬木地区は標高が高く、土壌も
豊かです。きれいな空気は夜になる
とさっと冷え、その寒暖差が美味し
いお米を育てます。（配送：常温）
販売元：(有)藤本米穀店製造地域：
仁多郡

B-03仁多米無洗米　２㎏×２

10,000円

無洗米にすることで水道代の節約は
もちろん、研がずにそのまま炊いて
頂けますので手軽で簡単です。（配
送：常温）販売元：JAしまね雲南地
区本部製造地域：仁多郡

B-04【麺匠】出雲たかはし出雲そば
（蜆だし・飛魚だし）8食セット

10,000円

国産そば粉を使用したのどごし良い
細打ちのそばに、宍道湖産しじみの
出汁を使った蜆だしつゆと隠岐島近
海で漁獲された飛魚の出汁を使用し
た出雲そばの詰め合わせです。それ
ぞれ異なる島根県産の出汁で出雲そ
ばをご賞味ください。販売元：出雲
たかはし製造地域：雲南市

B-05しじみらーめんしまね軒３食入
×３箱セット

10,000円

宍道湖産のしじみエキスを使用した
深みとコクのあるスープに奥出雲の
湧水で捏ねたちじれ麺が良く絡むこ
だわりの逸品です。(配送：常温)販
売元：ライフサービス(株)製造地域
：出雲市

B-06赤天三昧

10,000円

浜田名物赤天のセットです。魚肉の
すり身に赤唐辛子を練りこんでいる
赤天はシンプルに美味しい、逸品で
す。(配送：冷蔵)販売元：山文蒲鉾
(有)(浜田市)製造地域：浜田市

B-07「本場の本物」松江の炭火あご
野焼きセット

10,000円

5月～7月に島根県沖で獲れるアゴ（
トビウオ）をすり身にして、地伝酒
で旨みを引き出し、化学調味料、保
存料無添加で１本１本丁寧に炭火で
焼き上げたあご野焼きと、粕取り焼
酎（乙類）で魚の臭みを消し焼酎に
の香りがほのかに香るあご野焼きの
２本セットです。(配送：冷…

B-08地魚ひもの２人前セット

10,000円

島根県の定番干物【白かれい】、【
あじ】、【かます】、【れんこ鯛】
の詰合せ。毎日のおかずにピッタリ
、ボリュームたっぷりのセットにし
ました。魚にはカルシウムの他にも
ＤＨＡ、ＥＰＡ(オメガ-3脂肪酸)が
豊富に含まれています。もちろん、
保存料、添加物は一切使用…

B-09隠岐・海士の白いかお刺身用と
島風干しセット【CAS冷凍】

10,000円

【お刺身用】は解凍して切るだけで
絶品の白いかのお刺身がお召し上が
りいただけます。【島風干し】は自
然解凍後、火で炙ると白いかならで
はの甘味と柔らかな食感がまさに絶
品です。（配送：冷凍）販売元：(
株)ふるさと海士製造地域：隠岐郡

B-10天然鮎３００ｇ（ＣＡＳ冷凍）

10,000円

提供数：【なくなり次第終了】国土
交通省の全国一斉水質検査で【水質
日本一】に６度も輝く清流高津川の
上流には広葉樹林が多く分布し、そ
こから流れ出る豊富なミネラルによ
って良質の苔が生え、それを食む天
然鮎は香りと旨味を兼ね備えた絶品
です。獲りたての天然鮎を…

B-11ケンボローウィンナーとソーセ
ージ

10,000円

自家農場産のケンボロー芙蓉ポーク
だけを使用し、素材の美味しさを生
かすため、添加物は種類も量も少な
く使用し、塩分も抑えています。（
配送：冷蔵）販売元：(株)島根ﾎﾟｰｸ
（浜田市）製造地域：浜田市

B-12石見ﾎﾟｰｸ小間切れ２㎏セット

10,000円

自然豊かな島根県邑南町ですくすく
育った豚肉です。脂身は甘く、赤身
に旨みがあり、臭みがないのが特徴
です。(配送：冷凍)販売元：ディブ
ロ（邑南町）製造地域：邑南町
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B-13石見ポークカツ・ステーキ用
6枚

10,000円

自然豊かな島根県邑南町ですくすく
育った豚肉です。脂身は甘く、赤身
に旨みがあり、臭みがないのが特徴
です。厚切りで肉の旨みをお楽しみ
ください。販売元：(有)ディブロ（
邑智郡）製造地域：邑智郡

B-14仁多米純米吟醸純米酒セット

10,000円

奥出雲酒造より、仁多米コシヒカリ
１等米を使用したスッキリとした飲
み口の飲み比べセット。・仁多米純
米吟醸西の横綱と言われる「仁多米
コシヒカリ」を100％使用した純米
吟醸酒です。やわらかな味わいとキ
レの良さが特徴で食中酒に最適です
。・仁多米純米酒西の横綱と言われ
る「仁多米コシヒカリ」を100％使
用した純米酒です。すっきりとキレ
の良い辛口で冷でも燗でも楽しんで
頂けます。販売…

B-15ＲＩＫＡ純米吟醸【理可】2本
ギフト

10,000円

提供数：【なくなり次第終了】純米
吟醸「理可」は、有数の酒造好適米
にもかかわらず栽培の難しさから姿
を消しかけた幻の酒米「改良八反流
」を100％使用。この商品の設計か
ら携わった新しい女性杜氏、蔵元三
姉妹の次女「理可」の名前がそのま
ま商品名になった超限定出荷品です
。純米吟醸（つや姫）は、最高ラン
ク獲得歴のある食用米　島根県産「
つや姫」を100％使用、香り控えめ
でしっかりとし…

B-16発泡清酒「雪香」5本セット

10,000円

雪香は独自の瓶内２次発酵技術を用
いた発泡性の低アルコール酒です。
通常のにごり酒よりも薄い乳白色で
アルコール度数も低く（5度）、ま
ろやかな甘さと酸味が調和してワイ
ンのような香りがあります。日本酒
が苦手な方でも大変飲みやすいお酒
です。2013年度国際味覚審査機構「
優秀味覚賞」受賞販売元：一宮酒造
（大田市）製造地域：大田市

B-17くちどけ・まんまる詰合せ

10,000円

ロールケーキは、くちどけがとても
なめらかなプレーン味とキャラメル
味。ショコラケーキは、チョコレー
トとクッキーのアクセントが効いて
います。（配送：冷凍)販売元：(有
)シェ・ブラン(松江市)製造地域：
松江市

B-18【楓ジェラート】ふるさと島根
シリーズ６個セット

10,000円

イタリアから直輸入したジェラート
製造マシンを使い、本場イタリアの
滑らかなジェラートの仕上がりとな
っています。ジェラートにはコクが
あり、しかも後味はすっきりとお召
し上がりいただけます。島根県産の
素材をふんだんに使った人気の6種
類をお届けいたします。ふるさと島
根の味をぜひご賞味ください。 販
売元：(株)楓ジェラート（浜田市）
製造地域：浜田市

B-19多岐いちじくゼリー

10,000円

完熟した多伎町産いちじく（蓬莱姉
）の果実をプルルンとしたゼリーの
中に贅沢に使いました。　地元の無
添加ワインの風味とプチプチとした
食感が楽しめる、甘さ控えめのヘル
シーデザートです。冷やしてお召し
上がりいただければ、さらにおいし
さが増します。　また、ご贈答品と
しても喜ばれています。販売元：JA
しまね出雲地区本部（出雲市）製造
地域：出雲市

B-20邑南日和高原ミルクジャムセッ
ト

10,000円

●プロフェッショナル仕事の流儀で
紹介されました。●大手乳業メーカ
特選牛乳の５大高原にも選ばれた邑
南町日和高原の良質な生乳と砂糖大
根を原料としたお砂糖、えごまのみ
で出来た品。●低脂肪（脂質０％）
でカルシウムを多く含みます（検査
済み）。●こだわりのミルクジャム
にえごまの葉を入れたえごまジャム
です。●えごまの葉にはカルシウム
や鉄、ビタミンC、抗酸化作用で有
名なポリフェノール…

B-21凍らせて食べる焼キャラメル大
人のぷりん８個セット

10,000円

ポイント①、希少な365日24時間自
然放牧で育った牛から分けてもらっ
た自然放牧牛乳を使用。②、着色料
、乳化剤、安定剤不使用。③、とて
も濃厚でもちもち食感！半解凍でも
美味しく召し上がれます。④、本場
ジャマイカ産の芳醇なラムの薫りを
楽しめます。⑤、卵も島根県産卵を
使用。(配送：冷凍)販売元：シック
ス・プロデュース(有)（邑南町）製
造地域：邑南町

B-22ゆっくり長時間発酵飲むヨーグ
ルト10本セット

10,000円

シックスプロデュースが厳選した世
界遺産石見銀山にある高原中山農場
の生乳のみを100％使用し、ゆっく
り10時間かけて長時間発酵させた飲
むヨーグルトです。とろっと濃厚で
なめらかな口当たりが人気の商品で
、無糖に近いくらいとても甘さ控え
めにしてありますので、飲みやすく
ほのかな甘みを楽しめる一品です。
1ml中11億個の乳酸菌が生きていま
す。乳化剤、安定剤、香料、着色料
不使用。販売元…

B-23松江銘菓詰合せ「国引き」

10,000円

創業明治２３年。茶人大名松平不味
公随一のお好み菓子「山川」や松江
の代表銘菓である元祖「朝汐」など
、風流堂の人気お菓子の詰合せです
。(配送：常温)販売元：風流堂(松
江市）製造地域：松江市

B-24【鶏卵堂】人気のお饅頭3種セ
ット

10,000円

"鶏卵饅頭：創業当時から変わらぬ
製法で焼き上げたふわふわカステラ
生地と、甘さ控えめの白あんの相性
の良さは小さなお子様からお年寄り
まで好まれています。黒糖饅頭：ふ
んわり香る黒糖風味の中にしっとり
とした餡を、コクのある甘みと香り
豊かな黒糖生地でくるんだふっくら
と蒸し上げたお饅頭です。栗たぬき
：やわらかく炊き上げた栗を特製の
生地で包み込んだ、こし餡の上品な
甘みと豊穣な山…
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B-25【中村茶舗】御抹茶詰合せ

10,000円

創業明治十七年の中村茶舗がおすす
めする挽きたて抹茶の詰合せです。
濃茶と薄茶の両方がお楽しみ頂けま
す。(配送：常温)販売元：中村茶舗
(松江市)製造地域：松江市

B-26有機甘酒6Pセット

10,000円

国産の有機米を原料に蔵人が心を込
めて作ったノンアルコールの糀あま
ざけです。牛乳や豆乳で割っても◎
【濃縮タイプ・有機ＪＡＳ認証】(
配送：常温) 販売元：垣崎醤油店（
邑南町）製造地域：邑智郡

B-27奥出雲えごま油えにしの雫

10,000円

島根県奥出雲町内で栽培期間中農薬
・化学肥料を使用せず栽培されたえ
ごま種実のみを使用したえごま油で
す。えごま油本来の味と香りをお届
けします。（配送：常温）販売元：
(株)奥出雲中村ファーム製造地域：
仁多郡

B-28飛魚だし飛魚ぽんセット

10,000円

薄めるだけの万能調味料です、お好
みの味に薄めてから、煮物、鍋物、
麺つゆに、また、そのまま醤油代わ
りに、納豆、お浸し、冷奴、等にお
使いください。（配送：常温）販売
元：(有)海士物産製造地域：隠岐郡

B-29ふじひろオリジナルアイスコー
ヒー

10,000円

提供数：【なくなり次第終了】自家
焙煎ならではのコクと香。こだわり
のオリジナルアイスコーヒーです。
防腐剤を使用せず熱処理のみで仕上
げています。（配送：常温）販売元
：(有)藤博製造地域：出雲市

B-30デラウェア約1kg(6～7房)

10,000円

提供期間：6月中旬～7月10日頃島根
を代表するぶどうの一つ、デラウェ
ア。ハウスにて加温栽培が特徴です
。粒ぞろいの甘くておいしいぶどう
です。種無しなのでお子様でも安心
して召し上がれます。配送：冷蔵

B-31いちご「紅ほっぺ」

10,000円

糖度と酸味のバランスの取れた紅ほ
っぺいちごを厳選した大玉で揃えて
います。ゆっくりじっくり熟れた「
やすぎのいちご」をご賞味ください
。※期日指定不可販売元：JAしまね
やすぎ地区本部（安来市）製造地域
：安来市

B-31いちご「章姫」

10,000円

酸味が少なく、甘くて柔らかい章姫
いちごを厳選した大玉で揃えていま
す。ゆっくりじっくり熟れた「やす
ぎのいちご」をご賞味ください。※
期日指定不可販売元：JAしまねやす
ぎ地区本部（安来市）製造地域：安
来市

B-32皮・種まるごとトマトケチャッ
プ

10,000円

乳化装置「ユメトマック」により、
島根県産トマトを皮・種まるごと微
細化して取り組んだ「皮・種まるご
とケチャップ」は、極めて珍しいま
ろやかなトマトケチャップです。従
来のトマトケチャップより、リコピ
ン含有量が2.8倍（自社比）にもな
りました。リコピンは抗酸化作用が
強いと言われており、女性にも喜ば
れます。販売元：ひかわ食品加工(
株)製造地域：出雲市

B-33奥出雲和牛カレー（５個）

10,000円

鮮やかな色合いときめ細やかな「霜
降り肉」、深いコクと風味豊かな味
わいが特徴の「奥出雲和牛肉」を使
って煮込んだこだわりのカレーです
。肉の風味だけでなく肉の味わいも
お楽しみ頂けるよう肉の形状にもこ
だわりました。島根県産唐辛子を使
用しています。(配送：常温）販売
元：JAしまね雲南地区本部製造地域
：仁多郡

B-34【湯町窯】黄釉鎬カップ2個セ
ット

10,000円

地元から出る来待石を釉薬に使用。
しのぎ手を施した黄釉のカップです
。販売元：湯町窯製造地域：松江市

B-35【袖師窯】市松文
四角鉢①（呉須）

10,000円

『袖師窯』の創業は1877年（明治10
年）。地元産の土と釉薬で作る袖師
焼は、島根県を代表するふるさと伝
統工芸品の指定を受けていると共に
、今の暮らしと向き合う
”日常使いの器”　として全国でも
親しまれています。そんな職人が丹
精込めて手作りする四角鉢は出雲地
方に伝わる伝統の技法で作られ、強
く丈夫で、施された色彩は袖師窯の
代表的な釉薬ながらモダンな市松模
様。小ぶりながらも存在…
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B-35【袖師窯】市松文　四角鉢②鉄

10,000円

『袖師窯』の創業は1877年（明治10
年）。地元産の土と釉薬で作る袖師
焼は、島根県を代表するふるさと伝
統工芸品の指定を受けていると共に
、今の暮らしと向き合う
”日常使いの器”　として全国でも
親しまれています。そんな職人が丹
精込めて手作りする四角鉢は出雲地
方に伝わる伝統の技法で作られ、強
く丈夫で、施された色彩は袖師窯の
代表的な釉薬ながらモダンな市松模
様。小ぶりながらも存在…

B-36出西織テーブルセンター

10,000円

昔ながらの「発酵建て」の藍染めで
染め上げています。それを手織りで
織り、一枚一枚丁寧に作り上げてい
ます。販売元：出西織製造地域：出
雲市

B-37木製魔除の御縁鏡　椿兎　(黒)

10,000円

【黒色】「兎」は跳ねることから開
運、多産,子孫繁栄、「椿」は美容
の象徴とおめでたい絵柄です。 販
売元：山本漆器店（松江市）製造地
域：松江市

B-37木製魔除の御縁鏡　椿兎　(朱)

10,000円

【朱色】「兎」は跳ねることから開
運、多産,子孫繁栄、「椿」は美容
の象徴とおめでたい絵柄です。 販
売元：山本漆器店（松江市）製造地
域：松江市

B-38だんだんセット

10,000円

しまねを代表する高級魚「のどぐろ
」など、しまね沖で水揚げされた鮮
度の良い魚の旨味成分を閉じ込めて
一夜干しに仕上げました。(配送：
冷凍)販売元：だんだん工房（松江
市）製造地域：松江市

B-39ブルーベリージャム

10,000円

松江市近郊の農園で、苗木から丹精
こめて育んだブルーベリーの果実を
厳選、添加物など使わないで手作り
加工した純正ジャムです。（配送：
常温）製造元：松江あけぼの作業所
(松江市)

B-40カレーセットＢ

10,000円

日本を代表する清流高津川。美しい
自然あふれる「益田」で育てたパプ
リカ・ミニトマトとそのパプリカを
使ってシェフが本格カレーを作りま
した。(配送：常温） 販売元：フル
ール益田（益田市）製造地域：益田
市

B-41ふくぎ茶

10,000円

海士町ではクロモジの木を「ふくぎ
」と呼び、お茶として飲まれていま
す。どの商品もスッキリとした後味
、独特な香りを持ちリラックスティ
ーとして親しまれています。（配送
：常温）製造元：さくらの家（海士
町）

B-42藻塩&藻塩ラーメンセット

10,000円

独自の製法で作った、まろやかで旨
味のある藻塩を麺に練り込んだ藻塩
らーめんです。（配送：常温）販売
元：通所はばたき(松江市)製造地域
：松江市

B-43TACCIA「すなおいろ・インク」

10,000円

万年筆イラストも楽しめる「インク
」、色相が変化しにくく色伸びがよ
い。美しい色彩で人気の３色です。
	販売元：島根ナカバヤシサンワー
クス（出雲市）製造地域：出雲市

B-44半熟チーズケーキ

10,000円

当店売上No1！たっぷりのクリーム
チーズに、丁寧に炊き上げた自家製
カスタードを合わせた濃厚なチーズ
ケーキです。（配送：冷凍）販売元
：洋菓子工房トルティーノ(浜田市)
製造地域：浜田市

B-45シュークリーム詰合せ

10,000円

手作りの島根県産フルーツジャムを
混ぜ合わせた生クリームがたっぷり
入ったシュークリームです。（配送
：冷凍）販売元：洋菓子工房トルテ
ィーノ(浜田市)製造地域：浜田市
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B-46半熟チーズケーキと半熟抹茶チ
ーズケーキのセット

10,000円

当店売上No1のチーズケーキと、そ
のチーズケーキにほろ苦く風味豊か
な抹茶を合わせました。（配送：冷
凍）販売元：洋菓子工房トルティー
ノ(浜田市)製造地域：浜田市

B-47厳選焼き菓子詰合せ

10,000円

島根県産のフルーツと桑抹茶を使用
したブッセ等、トルティーノ厳選の
焼き菓子です。（配送：常温）製造
元：洋菓子工房トルティーノ(浜田
市)

B-49ラスク詰合せ

10,000円

1枚1枚心を込めて作っています。フ
ランスパンに丁寧に味付け、サクサ
クに焼き上げたラスクをどうぞお楽
しみください。（配送：常温）販売
元：はとぽっぽ（大田市）製造地域
：大田市

B-50ちょこっとバッグ

10,000円

スマホや財布、小物を入れて気軽に
お出かけという時に便利なバッグで
す。※水濡れや強い摩擦により、移
染することがあります※1点限り。
販売元：はとぽっぽ（大田市）製造
地域：大田市

B-51縁結びすごろくセット	

10,000円

松江・出雲地域の実際のバス・鉄道
路線図をもとにしたオリジナルすご
ろくは遊びながら知識力もアップ!!
出雲藍板締め(いずもあいいたしめ)
により作られたブックカーバー。好
評のオリジナル島根ポストカードの
詰め合わせです。	販売元：NPO法
人プロジェクトゆうあい(松江市)
製造地域：松江市

A-01しまね和牛サーロインステーキ

20,000円

「しまね和牛」は内閣総理大臣賞を
二度受賞するなど常に上位を占め、
全国的に高い評価を受けています。
その肉は、鮮やかな色合いと、きめ
細やかな「霜降り肉」、深いコクと
風味豊かな味わいが特徴です。販売
元：(有)宮本食肉店製造地域：松江
市

A-02ケンボローしゃぶしゃぶセット

20,000円

自社農場で、40年以上の養豚実績か
ら美味しさを追及した飼料設計を行
い生産したお肉です。（配送：冷凍
）販売元：(株)島根ﾎﾟｰｸ（浜田市）
製造地域：浜田市

A-03島根セレビアキャビア＆燻製

20,000円

国産ならではの、低温殺菌をしない
フレッシュなキャビアとなっていま
す。また添加物を使用せず、少量の
岩塩のみで仕上げていますのでやわ
らかでクリーミーな食感と旨みを楽
しめるキャビアとなっています。チ
ョウザメの燻製は、ナラの木でじっ
くりと燻し食塩と砂糖のみで味付け
をし、旨みをいかしたシンプルな燻
製に仕上げております。販売元：(
株)セレビア製造地域：邑智郡

A-04チーズDXセット

20,000円

奥出雲地方産の良質な原料乳を使用
した手作りナチュラルチーズセット
です。(配送：冷蔵)販売元：木次乳
業(雲南市)製造地域：雲南市

A-05ＶＡＮＡＧＡ12個セット

20,000円

自然豊かな島根県・奥出雲の天然素
材と、国産ビートグラニュー糖、選
び抜かれた5つのフレーバーを使用
した１００％ナチュラルなプレミア
ムアイスクリームです。乳化剤や安
定剤・合成着色料などの添加剤を使
用せず、自然の美味しさを最大限に
生かしたアイスクリームです。空気
の含有量を抑えているので、濃厚で
なめらかな口当たりが特徴です。奥
出雲地方でのびのびと育てられた乳
牛から搾られた…

A-06「島根県沖」干物セット

20,000円

島根県大田市では全国的にも珍しい
「一日漁」と呼ばれる漁が行われて
います。その日海を泳いでいた魚が
その日の夕方にセリにかけられます
。「一日漁」で獲れた新鮮なのどぐ
ろとかれい、「旬獲れ」にこだわっ
たあじを鮮度の良いまま100％無添
加の一夜干に仕上げました。販売元
：岡富商店(大田市)製造地域：大田
市

A-07釣り物　小伊津甘鯛一夜干し

20,000円

漁場に恵まれた小伊津甘鯛は、魚質
が良く高鮮度です。水・塩にも拘り
、独自の熟成乾燥で干し上げていま
す。雑味のない上品な旨味が口の中
に広がります。販売元：(有)小伊津
海旬房（出雲市）製造地域：出雲市
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A-08隠岐・海士のいわがき春香Mサ
イズ５個セット（CAS冷凍）

20,000円

隠岐・海士町のブランドいわがきで
ある「いわがき春香」は海士町の清
浄な海域で約3年の時間を大切育て
られています。芳醇で爽やかな甘味
と食感が特徴です。CAS凍結という
細胞を壊さず凍結する特殊な技術を
用いているので解凍後も生食でお召
し上がりが可能です。CAS凍結です
ので一年を通していつでもお召し上
がりいただけます。（配送：冷凍)
販売元：ふるさと海士(海士町)製造
地域：隠岐郡

A-09宍道湖産大和しじみＬサイズ
３㎏

20,000円

淡水と日本海の海水が混じり合った
、宍道湖の大和しじみ。漁師が品質
にこだわって獲ってきた朝採れしじ
みを砂抜きした、鮮度と旨みを詰め
込んだ自信の一品です。Ｌのビッグ
サイズを実感してください。 販売
元：(有)宍道湖(出雲市)製造地域：
出雲市

A-10もみじガニ（CAS冷凍）12匹入
り

20,000円

真空パックされた冷凍蒸しガニを袋
まま熱湯で１５分湯煎するだけでお
召し上がり頂けます。蒸しておりま
すので濃厚な旨味がそのまま残り、
絶品です。（配送：冷凍）販売元：
高津川倶楽部（益田市）製造地域：
益田市

A-11ぼたんなべセット（５～６人前
）

20,000円

３０セット安心、安全な旬のいのし
し肉を提供しております。寒暖差の
激しい環境の中で育ったいのしし肉
はとても柔らかく脂もおいしいです
。※　日付指定は不可。(配送：冷
凍) 販売元：ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱ赤名峠（飯南
町)製造地域：飯石郡

A-12島根沖あんこうカンタン鍋セッ
ト（3～4人前）

20,000円

日本海特有の冷海水域で育った新鮮
なあんこうを1尾1尾ていねいにさば
いて鍋用のセットを造りました。特
に【あん肝】は鮮度が命。安心して
新鮮で濃厚な【あん肝】をご堪能い
ただけます。そしてもう一つ、当店
の買付けるアンコウは8～12kgの大
きなアンコウなのがポイント。スー
パーでよく見かける小さいアンコウ
をブツ切りにしたものとは旨みが違
います。大きいので身もしっかりし
ています。そん…

A-13えごま鴨の鴨しゃぶ鍋（２人前
）

20,000円

提供可能数量　200セット創業明治4
4年老舗料亭から端を発し、昔なが
らの鴨料理を伝え続ける鴨の食べ方
にとことんこだわる鴨肉専門店の鴨
鍋セットです。(配送：冷蔵)販売元
：カナール(雲南市)製造地域：雲南
市

A-14吟酔セット

20,000円

ふくよかな旨味とキリッとした飲み
口がバランスよく調和した吟醸三種
の詰め合わせです。李白酒造は明治
15年（1882年）松江市石橋町で創業
致しました。松江は、元首相・若槻
礼次郎氏の故郷としても知られてい
ますが、「李白」の酒名は、この若
槻礼次郎氏によって、中国唐代の詩
人・李白に因んで命名されました。
ご承知のように李白は酒を愛し、酒
を称えた詩を多く詠んだ、吟遊詩人
です。李白酒…

A-15スパークリングワインギフトセ
ット

20,000円

島根県産のデラウェア種とマスカッ
ト・ベーリーＡ種100％使用。やや
甘口のデラウェアスパークリングと
辛口ロゼのマスカット・ベーリーＡ
のスパークリングワイン2本セット
です。販売元：(株)松屋開成堂製造
地域：出雲市

A-16杜のワイン赤・白
ギフトセット

20,000円

・杜のワイン赤　　山葡萄交配品種
の赤葡萄を使用しました。やわらか
な渋みと特有の酸味、山葡萄らしい
野趣に富んだ深い味わいの赤ワイン
です。・杜のワイン白　　山葡萄交
配品種のホワイトペガール種を使用
しました。青リンゴの香り、いきい
きとした酸を感じるフレッシュな味
わいの白ワインです。奥出雲葡萄園
を代表するワインを是非ご賞味くだ
さい。（提供数量24セット）※化粧
箱のデザインが…

A-17松江ビアへるん金賞銀賞10缶セ
ット

20,000円

「小泉八雲」の愛称「へるん先生」
にちなんだ島根で唯一の地ビールで
す。金賞や銀賞を受賞したビール４
種飲み比べセットです。(配送：冷
蔵) 販売元：島根ビール(株)(松江
市)製造地域：松江市

A-18あご野焼・あごす巻セット

20,000円

出雲地方に古くから伝わる醸造酒（
地伝酒）と地元でも指折りの「焼酎
」で風味を調えたすり身を弱火でじ
っくりと焼き上げ、コク深い味わい
です。（配送：冷蔵）販売元：長岡
屋(松江市）製造地域：松江市

A-19奥出雲とんばら天然醸造米みそ
3.5ｋｇ

20,000円

奥出雲地域で生産された大豆（サチ
ユタカ）を100％使用し、良質な米
、中国山地のブナ林から湧出る伏流
水を使用し昔ながらの製法で仕込み
ました。そして、天地返しを行いな
がらじっくりと一年間熟成させてい
ますので、風味良く芳醇な味に仕上
がっています。また、添加物は一切
使用していない酵母菌の生きた生み
そです。販売元：JAしまね雲南地区
本部製造地域：雲南市
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A-20えごまの贈りものおひさまＰｒ
ｅｍｉｕｍｅ

20,000円

【えごま油】熱に弱いため加熱せず
にお召し上がりください。タンパク
質とえごま油の相性は抜群！！納豆
や豆類にかけてどうぞ！！【塩えご
まだれ】蒸し鶏、カルパッチョ、豚
肉炒め、焼きそば等お肉や野菜はも
ちろんのことお魚にもご使用いただ
けます。【えごポン】えごま実、え
ごま油を使用し、ゆず、ゆこう、す
だち入りの酸味のきいたポン酢です
。もう一度食べたい！！と多くの女
性を虜にしま…

A-21【中村茶舗】銘茶詰合せ

20,000円

創業明治十七年の中村茶舗がおすす
めする煎茶と抹茶の詰合せです。上
質な茶葉を厳選し、香り高いお茶に
仕上げました。販売元：(有)中村茶
舗製造地域：松江市

A-22ゆずサイダー２５本入り

20,000円

益田市産の柚子果汁を配合した香り
と酸味、甘さの程よいバランスが特
徴の炭酸飲料です。(配送：常温) 
販売元：エイト(益田市)製造地域：
益田市

A-23ごはんソムリエ厳選島根米真空
キューブ米300g×9種

20,000円

創業明治26年の老舗「藤本米穀店」
のごはんソムリエが厳選した島根米
9種類のセットです。鮮度を一定に
保つために真空包装にしています。
品質にも見た目にも良いキューブ型
の2合パックです。・仁多米「大峠
源流米」
コシヒカリ・仁多米「櫛名田姫米」
コシヒカリ　農薬不使用栽培、美味
しまね認証・吉賀町「注連川の糧」
きぬむすめ　農薬不使用栽培、第20
回米・食味分析鑑定コンクール総合
…

A-24仁多米・炊きやすい発芽玄米詰
合せ

20,000円

奥出雲地域（雲南市、奥出雲町、飯
南町）は、島根県の良質米地帯（標
高300～500m）です。独自の発芽法
（静菌的発芽法　〔特許番号　３８
７０１６３号「機能性穀物」〕）に
より、発芽中の雑菌を抑え臭いのな
い「おいしい発芽玄米を実現しまし
た。　静菌的発芽法のため、蒸気等
による処理をせず水分を１５％以下
に乾燥させただけの「生きた発芽玄
米」です。炊飯器で手軽に炊けて、
米の甘みとプチ…

A-25プレミアムつや姫「たたら焔米
」　5kg×2

20,000円

雲南市は島根県の中でも農産物の宝
庫として知られ、その品質は島根県
屈指のものです。たたら焔米は、雲
南で収穫された「つや姫」の中でも
プレミアム基準を満たした良質なお
米です。粒感はしっかりしています
が、中はモチモチ。炊き立てが美味
しいのはもちろん、冷めてからも甘
さとよりモチモチ感が出てきますの
で、おにぎりやお弁当にも最適です
。どうぞご賞味ください。【プレミ
アムの条件】…

A-26アールスメロン２玉

20,000円

提供期間：7月上旬～8月上旬一つの
蔓に一つの果実だけを残す栽培方法
により、濃厚な甘さが特徴のアール
スメロンです。（配送：常温）販売
元：JAアグリ島根（出雲市）製造地
域：出雲　益田　松江　安来

A-27二十世紀梨　5㎏

20,000円

提供期間：8月上旬～9月上旬安来の
梨の特徴として、山の急斜面で栽培
しているため、太陽の光をたっぷり
浴びて美味しい梨が出来ます。甘み
と酸味がバランスよく調和した、み
ずみずしくシャキシャキとした歯ご
たえが特長の青梨です。（配送：常
温）販売元：ＪＡしまねやすぎ地区
本部（安来市）製造地域：安来市

A-28シャインマスカット１房

20,000円

シャインマスカットは種がなくとて
も甘く、皮ごとそのまま食べること
ができます。（生産地：益田、出雲
、雲南）（配送：常温）販売元：JA
アグリ島根（出雲市）製造地域：出
雲市　益田市　雲南市

A-29西条柿5kg

20,000円

提供期間：8月下旬～9月上旬島根県
は栽培面積日本一を誇る「西条柿」
の産地です。西条柿は中国地方特有
の柿で肉質がきめ細かく、糖度は数
ある品種の中でもトップクラスです
。販売元：(株)ＪＡアグリ島根製造
地域：出雲市　松江市　浜田市

A-30いちご紅ほっぺ＆章姫

20,000円

糖度と酸味のバランスの取れた紅ほ
っぺいちごと、酸味が少なく、甘く
て柔らかい章姫いちごを厳選した大
玉で揃えています。ゆっくりじっく
り熟れた「やすぎのいちご」をご賞
味ください。（配送：冷蔵）※期日
指定不可 販売元：ＪＡしまねやす
ぎ地区本部"（安来市）製造地域：
安来市

A-31島根県産原木乾椎茸こうこ

20,000円

肉厚で傘も大きく、高級感のある商
品に仕上がっています。（配送：常
温） 販売元：JAアグリ島根（出雲
市）製造地域：出雲市
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A-32IWAMI　CRAFTS　Chocolate
３種８枚セット

20,000円

IWAMI　CRAFTS　Chocolate　はクー
ベルチュールを使用せず世界中のカ
カオから品質の良いカカオ豆を選び
、自社工房でチョコレートが出来る
までの全工程（選別、焙煎、摩砕、
調合、成型）を行い製造しています
。カカオ豆本来の味わいやフルーテ
ィな薫りを楽しんで頂けます。乳化
剤、安定剤、香料、着色料無添加で
す。コーヒーと同じように産地ごと
のカカオ豆の味わいの違いや産地毎
にお好みのド…

A-33プロテイン
ＩＺＭＯシリーズセット

20,000円

日本人のタンパク質の摂取量は減少
している現状があります。また、自
分の身体にあった適切な成分と摂取
習慣がないと、プロテインの多くは
身体に吸収されず無駄になってしま
っています。IZMOに含まれる乳酸菌
BC-30は、日本人の体内環境を整え
るのを助け、タンパク質の吸収率を
高めることで効率的なカラダづくり
をサポートします。IZMOは日本人の
身体を考えてつくられた、ハードな
トレーニングを…

A-34【姫ラボ】潤いふるさとセット

20,000円

玉造温泉水使用の基礎コスメ。美肌
の湯玉造温泉のお湯を使用した基礎
化粧品のセットです。 販売元：玉
造温泉まちデコ（松江市）製造地域
：松江市

A-35【湯町窯】エッグベーカー

20,000円

油を使わなくても器に生卵を割りい
れゆっくりと加熱すると玉子の香り
と共に柔らかく仕上がります。レン
ジも可。販売元：湯町窯製造地域：
松江市

A-36国産「黒柿」拭漆仕上携帯靴べ
ら

20,000円

黒柿の精妙な文様をとじ込めた携帯
用靴べらは、漆仕上げが美しい逸品
です。手とかかとにしっくり馴染む
デザインは、コンパクトですが実用
性に優れた靴べらです。※画面上と
実物では天然木のため異なる印象と
なる場合があります。ご了承くださ
い。販売元：(株)おかや製造地域：
出雲市

A-37ガラス製
サラダボウル①カーキ

20,000円

日常や、食卓が明るくほっこりする
サラダボウルとなります。食事をお
いしく見せるピンク色、涼やかなブ
ルー、モダンなカーキ色。どの色を
使っても日常に彩りが生まれる作品
となります。販売元：ガラス工房
Izumo製造地域：出雲市

A-37ガラス製
サラダボウル②ピンク

20,000円

日常や、食卓が明るくほっこりする
サラダボウルとなります。食事をお
いしく見せるピンク色、涼やかなブ
ルー、モダンなカーキ色。どの色を
使っても日常に彩りが生まれる作品
となります。販売元：ガラス工房
Izumo製造地域：出雲市

A-37ガラス製
サラダボウル③ブルー

20,000円

日常や、食卓が明るくほっこりする
サラダボウルとなります。食事をお
いしく見せるピンク色、涼やかなブ
ルー、モダンなカーキ色。どの色を
使っても日常に彩りが生まれる作品
となります。販売元：ガラス工房
Izumo製造地域：出雲市

A-38焼き麩菓子う・ふ・ふ、梨ジャ
ムセット

20,000円

【焼き麩菓子う・ふ・ふ】おつゆ麩
にバターを絡め、こだわりの味付け
をして、オーブンでサクッと焼き上
げました。ノンフライでヘルシー！
かるーい、やさしい味。【梨ジャム
】地元産の幸水梨と砂糖とレモン果
汁のみで製造。梨の食感を生かすい
ちょう切りにしています。はちみつ
の様なさわやかな味。販売元：特定
非営利活動法人さざんか（大田市）
製造地域：大田市

A-39カレーセットＡ

20,000円

日本を代表する清流高津川。美しい
自然あふれる「益田」で育てたパプ
リカ・ミニトマトとそのパプリカを
使ってシェフが本格カレーを作りま
した。（配送：常温）  販売元：フ
ルール益田(益田市)製造地域：益田
市

A-40裂織りの手提げバッグ（マチ広
、底板・内ポケット付）

20,000円

絹・麻・綿等の素材が織り合わさっ
た機織り物を使っており、細目の持
手は女性の手に馴染みやすいです。
※水濡れや強い摩擦により、移染す
ることがあります※1点1点手作りの
ため、模様や色が異なりますので、
ご了承ください。 製造元：はとぽ
っぽ（大田市）

S-01大ぶり　のどぐろ一夜干

100,000円

白身のトロと言われるのどぐろの中
でも、このサイズは旨味の決め手で
ある脂質含有量が高く、焼くと滴る
程の脂を含んでいます。地元「一日
漁」で獲れた新鮮で貴重な大ぶりの
のどぐろを、原料の良さを最大限に
活かし、天日塩のみの無添加で一枚
一枚丁寧に一夜干にしています。（
配送：冷凍）販売元：岡富商店(大
田市)製造地域：大田市
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S-02島根セレビアキャビア

100,000円

添加物を使用せず、少量の岩塩のみ
で仕上げています。低温殺菌は行っ
ていない為、フレッシュなキャビア
となっており卵膜がやわらかく、コ
クもありクリーミーで優しい風味を
もったキャビアをお楽しみ下さい。
（配送：冷凍） 販売元：セレビア
（邑南町）製造地域：邑智郡

S-03隠岐牛すきやき用

100,000円

牛肉のブランドのひとつ。黒毛和牛
。島根県隠岐島で生まれ、肥育され
た未経産の雌牛の牛肉で、肉質等級
が4等級以上ものとなります。販売
元：(有)宮本食肉店製造地域：隠岐
郡

S-04石見ポークどっさりセット４．
３ｋｇ

100,000円

自然豊かな島根県邑南町ですくすく
育った豚肉です。脂身は甘く、赤身
に旨みがあり、臭みがないのが特徴
です。(配送：冷凍) 製造元：ディ
ブロ（邑南町）

S-05ケンボロー布巻ロースハム「芙
蓉」

100,000円

ケンボロー創業以来の経験と想いを
込めて創りました。原料肉から厳選
し、上質な自家農場産芙蓉ポークで
ロース肉の芯の赤身部分だけを使用
し、脂やスジは極力除去しました。
布巻きならではの引き締まった中に
もしっとり感を持たせるように作っ
ています。ケンボローがお届けする
最高級ハムの一つです。尚、ご注文
をお受けしてからの製造になります
ので、お届けまでには若干のお時間
を頂戴いたし…

S-06平成30年度特別優秀賞受賞吉賀
町「注連川の糧」K1きぬむすめ10kg

100,000円

・生産グループ独自基準【K1】＝農
薬不使用、有機質肥料100％島根県
吉賀町注連川で農薬を一切使わずに
栽培されたお米です。田んぼの水源
は、日本で唯一ダムの無い一級河川
・清流「高津川」。その高津川を中
心とする自然環境を守り、共に生き
る農業を実践されている「注連川の
糧」さんが栽培した、農薬を使用し
ていないお米です。収穫量が非常に
少ないお米ですが、その分土壌の栄
養素が一本一本…

S-07待酒セット

100,000円

作り手の息吹が伝わってくるような
深い味わいの大吟醸待酒。喉を通り
身体の内側から優しく温めてくれる
純米大吟醸。届くのが待ち遠しい大
吟醸セットです。販売元：李白酒造
(有)製造地域：松江市

S-08蚊遣台

100,000円

個性的なデザインの置き型の蚊遣台
です。かぶせ式と違いヤニがつかず
掃除が楽なのも便利です。夏のベス
トセラー品。販売元：鍛冶工房弘光
製造地域：安来市

S-09【袖師窯】市松文　長角皿
2枚

100,000円

『袖師窯』の創業は1877年（明治10
年）。地元産の土と釉薬で作る袖師
焼は、島根県を代表するふるさと伝
統工芸品の指定を受けていると共に
、今の暮らしと向き合う
”日常使いの器”　として全国でも
親しまれています。販売元：袖師窯
製造地域：松江市

S-10【湯町窯】茶器セット

100,000円

"暖かさを感じる黄釉の茶器セット
。急須はバーナード・リーチ先生に
指導を受けたハンドルをつけ使い易
くしました。湯呑は口当たりが良く
唇がよろこび・美味しいお茶がいた
だけます。販売元：湯町窯（松江市
）製造地域：松江市

S-11欅カレースプーン5本組

100,000円

日本の欅を用い一本一本削り出し漆
を６回以上擦り込んで仕上げました
。木ならではの触感と使い心地は毎
日使いたい人気のスプーンです。全
てが天然素材、手作りのため、木目
の違いや仕様に多少の差異が生じる
場合がございます。 販売元：おか
や（出雲市）製造地域：出雲市

S-16裂織りのボストンバッグ(バネ
口金、底板・内外ポケット付)	

100,000円

絹・麻・綿等の素材が織り合わさっ
た機織り物を使っています。前と後
ろで若干の柄の違いをお楽しみくだ
さい。※水濡れや強い摩擦により、
移染することがあります※1点1点手
作りのため、模様や色が異なります
ので、ご了承ください。 製造元：
はとぽっぽ（大田市）

定期便-01プレミアムつや姫「たた
ら焔米」6ｋｇ×3ヵ月

100,000円

島根の新ブランド米、島根県雲南市
プレミアムつや姫『たたら焔米』で
す。雲南市は島根県の中でも農産物
の宝庫として知られ、その品質は島
根県屈指のものです。たたら焔米は
、雲南で収穫された「つや姫」の中
でもプレミアム基準を満たした良質
なお米です。粒感はしっかりしてい
ますが、中はモチモチ。炊き立てが
美味しいのはもちろん、冷めてから
も甘さとよりモチモチ感が出てきま
すので、おに…
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定期便-02海鮮定期便

100,000円

■第1回目：穴子一夜干～全国での
穴子の水揚げが1位、2位を争う島根
県。無添加で骨がなくお肉感覚で美
味をご堪能いただけます。■第２回
：のどぐろ一夜干～のどぐろは島根
の代表的な魚のひとつで、脂質に富
むプランクトンの多い島根沖で育っ
たのどぐろは他の産地のものよりも
脂質含有量が多いと言われています
。脂の乗った旨さを味わって下さい
。■第３回：あんこう鍋セット～日
本海特有の冷海水…

定期便-03木次乳業
乳製品バラエティーセット

100,000円

①島根県奥出雲地方でのびのびと育
った牛の生乳を使用した乳製品の詰
合せました。牛乳は島根県奥出雲地
方で育った牛の生乳本来の姿をその
まま残すために、国際的に認められ
た「パスチャリゼーション（65℃30
分間殺菌）」と「ノンホモ（脂肪を
均質化しない）」にこだわって製造
した牛乳です。さっぱりとした風味
が特徴です。プリンは平地飼い有精
卵とパスチャライズ牛乳、国産ビー
トグラニュー糖…

定期便-04【中村茶舗】煎茶定期便

100,000円

創業明治十七年の中村茶舗がおすす
めする煎茶の定期便です。1回目に
煎茶
丸十園100gを2個、2回目に煎茶
こまかげ100gを2個、3回目に煎茶　
天下一100gを1個を送ります。3種類
の上質な茶葉がお楽しみ頂ける定期
便です。販売元：(有)中村茶舗製造
地域：松江市

定期便-05邑南スイーツ定期便

100,000円

"①世界遺産石見銀山から程近い中
山農場の生乳のみを厳選し100％使
用。ゆっくり長時間発酵させたヨー
グルトを使用したヨーグルトアイス
です。乳酸菌が生きています。本当
にヨーグルトをアイスにしています
のでヨーグルトのコクと後味の良さ
を味わえます。乳化剤、香料、着色
料不使用です。トッピングのソース
もフルーツをピューレ状にしたもの
で香料、着色料不使用です。ナチュ
ラルな風味と味は…

定期便-06松江ビアへるん金賞銀賞
７本定期便（３ヶ月）

100,000円

「小泉八雲」の愛称「へるん先生」
にちなんだ島根で唯一の地ビールを
3ヶ月お届けいたします。初回のみ
グラス2個付(配送：冷蔵) 販売元：
島根ビール(松江市)製造地域：松江
市

定期便-07益田・隠岐・出雲のお酒
定期便

100,000円

"①宗味　佐香錦純米吟醸（西部エ
リア：益田）甘い香りで後味も良く
、初心者の方でも飲み易く日本酒好
きの方にも満足して頂ける蔵元イチ
オシの商品。②隠岐誉　大吟醸（隠
岐エリア）果実の様な芳醇な香り、
ふくらみのある味わい、まろやかな
のどごしで気品のある商品です。③
出雲富士　純米大吟醸　天の叢雲（
東部エリア：出雲）ＪＡＬ国内線フ
ァーストクラス「こだわりの日本酒
」に採用実績有。…

定期便-08安来・隠岐・津和野のお
酒定期便	

100,000円

"①月山　純米・純米吟醸セット（
東部エリア：安来）月山特有のフル
ーティーな香りの後から優しい米の
旨味が広がる蔵元イチオシの純米吟
醸酒と辛口でありながら芳醇な純米
酒のセットです。②隠岐誉　純米・
純米吟醸セット（隠岐エリア）上品
な香りと旨味が特徴の純米吟醸酒と
辛口で旨味も十分に感じられる純米
酒のセットです。③津和野盛　純米
・純米吟醸セット（西部エリア：鹿
足郡）軽やかでキ…
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