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島根県 江津市

[№5570-0230]まる姫ポークヒレ2.7kg以
上
15,000円
豚肉一頭から1kg程度しか取れない希少なヒレ肉
約550gの塊のまま1本ずつ小分けの真空で5本お届
け。（ヒレ約550g×5）
※賞味期限：冷凍90日、解凍後冷蔵2日
【事業者】浅利観光㈱

冷凍

[№5570-0231]まる姫ポークヒレ・ロー
ス2.8kg以上
15,000円
希少なヒレ肉の塊3本、ロース肉300g4袋をそれぞ
れ真空パックでお届け。（ヒレ・ブロック約550g
×3、ロース・スライス300g×4）
※賞味期限：冷凍90日、解凍後冷蔵で2日
【事業者】浅利観光㈱

冷凍

[№5570-0232]まる姫ポークヒレ・ロー
ス・スペアリブ2.9kg以上
15,000円
ヒレ肉の塊を3本、スペアリブブロック1つ、ロー
ス肉スライス300gずつ2袋をそれぞれ真空パック
でお届け。（ヒレ約550g×3、ロース300g×2、ス
ペアリブ約700g×1）
【事業者】浅利観光㈱

冷凍

[№5570-0233]まる姫ポークヒレ2.2kg以
上
10,000円
豚肉一頭から1kg程度しか取れない希少なヒレ肉
約550gの塊のまま1本ずつ小分けの真空で5本お届
け。（ヒレ約550g×4）※賞味期限：冷凍90日、
解凍後冷蔵で2日
【事業者】浅利観光㈱

冷凍

[№5570-0234]まる姫ポークヒレ・ロー
ス2kg以上
10,000円
希少なヒレ肉の塊2本、ロース肉300g3袋をそれぞ
れ真空パックでお届け。（ヒレ・ブロック約550g
×2、ロース・スライス300g×3）
※賞味期限：冷凍90日、解凍後冷蔵で2日
【事業者】浅利観光㈱

冷凍

[№5570-0235]まる姫ポークヒレ・ロー
ス2kg以上5カ月定期便
50,000円
5ヶ月連続お届け！希少なヒレ肉の塊2本、ロース
肉300g3袋をそれぞれ真空パックで毎月お届け。
（ヒレ・ブロック約550g×2、ロース・スライス3
00g×3）
※賞味期限：冷凍90日、解凍後冷蔵で2日

冷凍 定期

[№5570-0236]まる姫ポークヒレ・ロー
ス2kg以上10カ月定期便
100,000円
10ヶ月連続お届け！希少なヒレ肉塊2本、ロース
肉300g3袋を真空パックでお届け。（ヒレ・ブロ
ック約550g×2、ロース・スライス300g×3）
※賞味期限：冷凍90日、解凍後冷蔵で2日
【事業者】浅利観光㈱

冷凍 定期

[№5570-0237]まる姫ポークヒレ・ロー
ス・スペアリブ1.8kg以上
10,000円
ヒレ肉の塊を1本、スペアリブブロック1つ、ロー
ス肉スライス300gずつ2袋をそれぞれ真空パック
でお届け。（ヒレ約550g×1、ロース300g×2、ス
ペアリブ約700g×1）
【事業者】浅利観光㈱

冷凍

[№5570-0177]まる姫ポーク切り落とし3
kg（300ｇ×10パック）
10,000円
まる姫ポークの切り落としを大容量300g×10パッ
クでお届け。使い勝手の良い300gずつ真空状態で
お届け。保存方法や保存場所にも困りません。※
賞味期限：冷凍90日、解凍後冷蔵2日【事業者】
浅利観光㈱

冷凍
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島根県　江津市

[№5570-0178]まる姫ポーク切り落とし3
kg定期便【5ヶ月】
50,000円
まる姫ポークの切り落としを各月大容量300g10パ
ック5ヶ月連続でお届け。300gずつ真空状態でお
届け。保存方法や保存場所にも困りません。※賞
味期限：冷凍90日、解凍後冷蔵2日【事業者】浅
利観光㈱

冷凍 定期

[№5570-0179]まる姫ポーク切り落とし3
kg定期便【10ヶ月】
100,000円
まる姫ポークの切り落としを各月大容量300g10パ
ック10ヶ月連続でお届け。300gずつ真空状態でお
届け。保存方法や保存場所にも困りません。※賞
味期限：冷凍90日、解凍後冷蔵2日【事業者】浅
利観光㈱

冷凍 定期

[№5570-0180]まる姫ポーク切り落とし1
.5kgと粗ミンチ1.5kg合計3kg
10,000円
まる姫ポークの切り落とし、粗ミンチを大容量（
各1.5kg）でお届け。300gずつ真空状態でのお届
けなので保存方法や保存場所にも困りません。※
賞味期限：冷凍90日、解凍後冷蔵2日【事業者】
浅利観光㈱

冷凍

[№5570-0181]まる姫ポーク切り落とし1
.5kgと粗ミンチ1.5kg合計3kg定期便…
50,000円
切り落とし、粗ミンチを各月大容量（各1.5kg）
、5ヶ月連続でお届け。300gずつ真空状態でのお
届け。保存方法や保存場所にも困りません。※賞
味期限：冷凍90日、解凍後冷蔵2日【事業者】浅
利観光㈱

冷凍 定期

[№5570-0182]まる姫ポーク切り落とし1
.5kgと粗ミンチ1.5kg合計3kg定期便…
100,000円
切り落とし、粗ミンチを各月大容量（各1.5kg）
、10ヶ月連続でお届け。300gずつ真空状態でのお
届け。保存方法や保存場所にも困りません。※賞
味期限：冷凍90日、解凍後冷蔵2日【事業者】浅
利観光㈱

冷凍 定期

[№5570-0198]まる姫ポーク粗ミンチ3kg

10,000円
まる姫ポークの粗ミンチを大容量300g×10パック
でお届け。300gずつ真空状態でのお届けなので、
保存や保存場所には困りません。※賞味期限：冷
凍90日、解凍後冷蔵2日【事業者】浅利観光㈱

冷凍

[№5570-0199]【5カ月定期便】まる姫ポ
ーク粗ミンチ3kg
50,000円
まる姫ポークの粗ミンチを大容量300g×10パック
で5ヶ月連続お届け。300gずつ真空状態でのお届
けなので、保存や保存場所には困りません。※賞
味期限：冷凍90日、解凍後冷蔵2日【事業者】浅
利観光㈱

冷凍 定期

[№5570-0200]【10カ月定期便】まる姫
ポーク粗ミンチ3kg
100,000円
まる姫ポークの粗ミンチを大容量300g×10パック
を10ヶ月連続でお届け。300gずつ真空状態でのお
届けなので、保存や保存場所には困りません。※
賞味期限：冷凍90日、解凍後冷蔵2日【事業者】
浅利観光㈱

冷凍 定期

[№5570-0265]【期間限定】まる姫ポー
クバラ・スライス2.4kg
10,000円
バラ肉スライス200g×12袋を真空パックでお届け
。小分けになっているので使いやすく、炒め物や
お好み焼き等幅広くお楽しみいただけます。※賞
味期限：冷凍90日、解凍後冷蔵で2日
事業者：浅利観光株式会社

冷凍
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島根県　江津市

[№5570-0264]まる姫ポークロース生姜
焼き用・切り落とし2.5kg
15,000円
生姜焼き用に少し厚めにスライスしたものを200g
×5袋、炒め物など幅広くお使いいただける切り
落とし300g×5袋を真空パックでお届け。
※賞味期限：冷凍90日、解凍後冷蔵で2日
事業者：浅利観光㈱

冷凍

[№5570-0050]まる姫ポーク精肉セット

10,000円
まる姫ポークの人気の部位をおすすめのカットで
お届けします。（ローステキカツ150g×3枚、肩
ロース焼肉300g、バラスライス300g）※賞味期間
：冷蔵5日【事業者】浅利観光㈱

冷蔵

[№5570-0051]まる姫ポーク焼肉セット

10,000円
まる姫ポークのソーセージと3種類の部位が楽し
めるセット。専用の焼肉タレが食欲をそそります
。（ロース300g、バラ300g、モモ300g、粗挽きソ
ーセージ130g）※賞味期間：冷蔵5日【事業者】
浅利観光㈱

冷蔵

[№5570-0052]まる姫ポークしゃぶしゃ
ぶセット
10,000円
まる姫ポークの人気の部位3種類と地元の醤油屋
さんおすすめの「だしつゆ」と「ゆずしょうゆ」
をセットにしました。（肩ロース300g、バラ300g
、モモ300g）※賞味期間：冷蔵5日
【事業者】浅利観光㈱

冷蔵

[№5570-0053]まる姫ポークホルモンセ
ット
10,000円
解凍して野菜と一緒に焼くだけの人気の味付きホ
ルモンセット。おつまみや丼物などいろいろ活用
できます。※パッケージが変更になることがあり
ます。
【事業者】浅利観光㈱

冷凍

[№5570-0054]まる姫ポーク無添加生ソ
ーセージセット
10,000円
添加物を使用しない未加熱のソーセージのセット
。旬の野菜がたっぷり入ったソーセージは安心安
全で野菜嫌いなお子様にも喜んで頂けます。※パ
ッケージが変更になることがあります。【事業者
】浅利観光㈱

冷凍

[№5570-0055]まる姫ポーク豚肉三昧定
期便【6ヶ月】
60,000円
まる姫ポークを色々な料理で楽しめるセットを、
6ヶ月毎月お届け。夏は焼肉、冬はしゃぶしゃぶ
のカットでお届け。（ロース、バラ、もも切り落
とし、粗ミンチ）※賞味期間：冷蔵5日【事業者
】浅利観光㈱

冷蔵 定期

[№5570-0056]まる姫ポーク豚肉三昧定
期便【12ヶ月】
120,000円
まる姫ポークを色々な料理で楽しめるセットを、
12ヶ月毎月お届け。夏は焼肉、冬はしゃぶしゃぶ
のカットでお届け。（ロース、バラ、もも切り落
とし、粗ミンチ）※賞味期間：冷蔵5日【事業者
】浅利観光㈱

冷蔵 定期

[№5570-0057]まる姫ポークおすすめセ
ット定期便【5ヶ月】
50,000円
おすすめセットを5ヶ月お届け。1月目精肉セット
、2月目生ソーセージセット、3月目焼肉セット、
4月目ホルモンセット、5月目しゃぶしゃぶセット
※賞味期間：冷蔵5日【事業者】浅利観光㈱

冷蔵 冷凍 定期
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島根県　江津市

[№5570-0058]まる姫ポークおすすめセ
ット定期便【10ヶ月】
100,000円
10ヶ月お届け。1・6月目精肉セット、2・7月目生
ソーセージセット、3・8月目焼肉セット、4・9月
目ホルモンセット、5・10月目しゃぶしゃぶセッ
ト※賞味期間：冷蔵5日【事業者】浅利観光㈱

冷蔵 冷凍 定期

[№5570-0141]まる姫ポークローステキ
カツ1kg
10,000円
まる姫ポークローステキカツを1kgご用意。トン
カツはもちろん、トンテキ、かつ丼にもどうぞ。
※賞味期間：冷蔵5日【事業者】浅利観光㈱

冷蔵

[№5570-0142]まる姫ポークバラスライ
ス1.2kg
10,000円
まる姫ポークバラスライスを1.2kgご用意。肉野
菜炒めやお好み焼き等、多彩に使えます。※賞味
期間：冷蔵5日【事業者】浅利観光㈱

冷蔵

[№5570-0143]まる姫ポークロース焼肉1
kg
10,000円
まる姫ポークロース焼肉を1kgご用意いたしまし
た。夏は外でBBQ、もちろんご家庭での焼肉にも
どうぞ。※賞味期間：冷蔵5日【事業者】浅利観
光㈱

冷蔵

[№5570-0144]まる姫ポークバラ焼肉1kg
（焼肉のタレ付）
10,000円
まる姫ポークバラ焼肉を1kgご用意。夏は外でBBQ
、ご家庭での焼肉に。専用の焼肉タレが食欲をそ
そります。※賞味期間：冷蔵5日【事業者】浅利
観光㈱

冷蔵

[№5570-0145]まる姫ポークロースしゃ
ぶしゃぶ1kg
10,000円
まる姫ポークロースしゃぶしゃぶを1kgご用意い
たしました。しゃぶしゃぶ以外の鍋料理、炒め物
にもどうぞ。※賞味期間：冷蔵5日【事業者】浅
利観光株式会社

冷蔵

[№5570-0146]まる姫ポークバラしゃぶ
しゃぶ1kg、ゆずしょうゆ、野菜付
10,000円
まる姫ポークのバラしゃぶしゃぶを1kgご用意い
たしました。好評の「ゆずしょうゆ」と旬の野菜
もついています。※賞味期間：冷蔵5日【事業者
】浅利観光㈱

冷蔵

[№5570-0147]まる姫ポークモモしゃぶ
しゃぶ1kg、ゆずしょうゆ、野菜付
10,000円
まる姫ポークのモモしゃぶしゃぶを1kgご用意い
たしました。好評の「ゆずしょうゆ」と旬の野菜
もついています。※賞味期間：冷蔵5日【事業者
】浅利観光㈱

冷蔵

[№5570-0188]まる姫ポーク佃煮・肉味
噌だれセット
5,000円
ご飯のおともに最適！まる姫ポークの佃煮とごぼ
う肉味噌だれをセットでお届け。※賞味期限：製
造日より1年【事業者】浅利観光㈱

常温
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島根県　江津市

[№5570-0189]江津特産品セット

20,000円
江津の特産品をセットにしてお届けします。有機
もち麦、有機大麦若葉、有機桑茶、ごぼう茶、は
ちみつ、まる姫ポークの佃煮、まる姫ポークのご
ぼう肉味噌だれ※賞味期限：製造日より半年【事
業者】浅利観光㈱

常温

[№5570-0190]まる姫ポークスペアリブ
（ブロック）約1.4kg
10,000円
まる姫ポークのスペアリブをブロックの状態でお
届けいたします。お好みのサイズにカットして調
理してください。※賞味期限：冷凍90日、解凍後
冷蔵2日【事業者】浅利観光㈱

冷凍

[№5570-0191]まる姫ポークスペアリブ
（カット）約1.4kg
10,000円
まる姫ポークのスペアリブをカットして冷凍でお
届けします。※賞味期限：冷凍90日、解凍後冷蔵
2日
【事業者】浅利観光㈱

冷凍

[№5570-0192]まる姫ポークスペアリブ
（小割りカット）約1.4kg
10,000円
まる姫ポークのスペアリブを食べやすいサイズに
カットして冷凍でお届けします。※賞味期限：冷
凍90日、解凍後冷蔵2日【事業者】浅利観光㈱

冷凍

[№5570-0193]まる姫ポークおうちごは
んシリーズ
10,000円
地元の大亀醤油さんとコラボした味付き精肉4種
類と、まる姫ポークの切り落としと粗ミンチをセ
ットにしてお届けします。※賞味期限：冷凍90日
【事業者】浅利観光㈱

冷凍

[№5570-0195]まる姫ポークまるごと味
わいセット3.6kg
15,000円
色々な部位3.4kgセットを大容量でお届け。ロー
ス300g×3、肩ロース150g2枚×2、バラスライス3
00g×3、粗ミンチ300g×4※賞味期限：冷凍90日
、解凍後冷蔵2日【事業者】浅利観光㈱

冷凍

[№5570-0196]【5カ月定期便】まる姫ポ
ークまるごと味わいセット2.4kg
50,000円
色々な部位2.4kgセットを5ヶ月連続お届け。ロー
ス300g×2、肩ロース150g2枚、バラスライス300g
×3、粗ミンチ300g×2※賞味期限：冷凍90日、解
凍後冷蔵2日【事業者】浅利観光㈱

冷凍 定期

[№5570-0197]【10カ月定期便】まる姫
ポークまるごと味わいセット2.4kg
100,000円
色々な部位2.4kgセットを10ヶ月連続お届け。ロ
ース300g×2、肩ロース150g2枚、バラスライス30
0g×3、粗ミンチ300g×2※賞味期限：冷凍90日、
解凍後冷蔵2日【事業者】浅利観光㈱

冷凍 定期

[№5570-0034]ぼたんみそセット

5,000円
ロングセラーのおかずみそ。大自然で育った特産
ごぼうと粗挽きミンチの猪肉は相性抜群です。ご
飯のおとも、田楽や炒め物の隠し味、生野菜のデ
イップソースとしても。【事業者】猪加工販売セ
ンタ―榎木の郷

常温
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島根県　江津市

[№5570-0035]いのししどんぶりセット

10,000円
一年で最も美味しい時期に捕獲した天然猪肉をど
んぶりの素にしました。温めるだけの簡単調理。
化学調味料不使用。臭みもなく柔らかく脂身はさ
っぱりとした口当たり。【事業者】猪加工販売セ
ンタ―榎木の郷

常温

[№5570-0039]ぼたん鍋いのししどんセ
ット
30,000円
3～4人で召し上がるのに最適。地元の採れたて野
菜、こだわり豆腐もセット。ぼたん鍋にいのしし
どんぶりをお手軽に。
※4月～10月配送不可。※北海道への配送不可。
【事業者】猪加工販売センタ―榎木の郷

冷蔵

[№5570-0040]天然猪尽くし加工品定期
便
50,000円
6月連続お届け。1月目ヤーコンメンチカツ、2月
目：ピロしし、3月目：中華まん、4月目：フラン
クフルト、5ヶ月目：ごぼうコロッケ、6月目：ご
ぼうコロッケ(カレー味)【事業者】猪加工販売セ
ンタ―榎木の郷

冷凍 定期

[№5570-0240]江の川shishi未経産猪肉6
00g
20,000円
野生の猪肉のメスもジビエ肉の中でも柔らかく、
特に未経産は希少です。程良い脂身と赤身のバラ
ンスが良く食べた事の無い方にはお勧めの逸品で
す。
【事業者】猪加工販売センター

冷凍

[№5570-0241]江の川shishi切り落とし
ブロック900g～1000g
10,000円
猪肉を形成する際出る切り落とし肉で拳大の大き
さを目安に各種部位が混入しています。カットし
やすい大きさなので小分けして保存にも便利です
【事業者】猪加工販売センター

冷凍

[№5570-0242]江の川shishiブロックセ
ット2.7kg～3kg
70,000円
猪肉の脂肉の味わいの深さを楽しみにされている
方が多いと思います。冬季に最も脂ののった時期
に捕獲し、急速冷凍の上、真空加工しています。
各部位取り揃え年中味わって頂けます。
【事業者】猪加工販売センター

冷凍

[№5570-0243]江の川shishi味合いセッ
ト1.1kg
30,000円
天然猪未経産の柔らかい赤身を楽しみ、バラ肉の
脂身の食感とモモとは違う味合いの違いを楽しみ
頂ける逸品です。他にも猪汁、すき焼き、鍋、塩
コショウで焼肉用としてお勧めです。
【事業者】猪加工販売センター

冷凍

[№5570-0090]石見麦酒6本とまる姫ポー
クソーセージ2個の詰合せAセット
15,000円
地酒をつくりたいと立ち上げたブルワリーで、地
元産物を活かしたクラフトビールを製造。ソーセ
ージをおともに。※20歳未満の飲酒は禁止されて
います。※一部離島お届け不可。【事業者】㈱石
見麦酒

冷蔵

[№5570-0091]石見麦酒6本とまる姫ポー
クベーコン、ハム2個の詰合せBセット
15,000円
地酒をつくりたいと立ち上げたブルワリーで、地
元産物を活かしたクラフトビールを製造。ベーコ
ン、ハムをおともに。※20歳未満の飲酒は禁止さ
れています。※一部離島お届け不可。【事業者】
㈱石見麦酒

冷蔵
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島根県　江津市

[№5570-0092]石見麦酒6本とまる姫ポー
クソーセージ2個の詰合せCセット
15,000円
地酒をつくりたいと立ち上げたブルワリーで、地
元産物を活かしたクラフトビールを製造。ソーセ
ージをおともに。※20歳未満の飲酒は禁止されて
います。※一部離島お届け不可。
【事業者】㈱石見麦酒

冷蔵

[№5570-0093]石見麦酒8本セット

15,000円
地酒をつくりたいと立ち上げたブルワリーで、地
元農産物を活かしたクラフトビールを製造。※20
歳未満の飲酒は禁止されています。※一部離島お
届け不可。【事業者】㈱石見麦酒

冷蔵

[№5570-0094]石見麦酒4本とイノシシ肉
の麦酒煮2缶Aセット
15,000円
地酒をつくりたいと立ち上げたブルワリーで、地
元産物を活かしたクラフトビールを製造。イノシ
シ肉の麦酒煮缶をセットで。※20歳未満の飲酒は
禁止されています。※一部離島お届け不可。
【事業者】㈱石見麦酒

冷蔵

[№5570-0095]石見麦酒4本とイノシシ肉
の麦酒煮2缶Bセット
15,000円
地酒をつくりたいと立ち上げたブルワリーで、地
元産物を活かしたクラフトビールを製造。イノシ
シ肉の麦酒煮缶をセットで。※20歳未満の飲酒は
禁止されています。※一部離島お届け不可。【事
業者】㈱石見麦酒

冷蔵

[№5570-0096]石見麦酒4本とイノシシ肉
の麦酒煮2缶Cセット
15,000円
地酒をつくりたいと立ち上げたブルワリーで、地
元農産物を活かしたクラフトビールを製造。イノ
シシ肉の麦酒煮缶をセットで。※20歳未満の飲酒
は禁止されています。※一部離島お届け不可。
【事業者】㈱石見麦酒

冷蔵

[№5570-0097]定期便【3ヶ月】石見麦酒
6本とまる姫ポークソーセージ詰合せ
45,000円
クラフトビール6本とまる姫ポークウインナー、
ソーセージの詰合せ。毎月ウインナー、ハムの組
み合わせを変え3ヶ月お届け。※20歳未満の飲酒
は禁止されています。※一部離島お届け不可。【
事業者】㈱石見麦酒

冷蔵 定期

[№5570-0098]定期便【3ヶ月石見麦酒4
本とイノシシ肉の麦酒煮2缶
45,000円
クラフトビール4本とイノシシ肉の石見麦酒煮込
み缶の詰合せ。毎月ビールの組み合わせを変えて
3ヶ月お届けいたします。※20歳未満の飲酒は禁
止されています。※一部離島お届け不可。
【事業者】㈱石見麦酒

冷蔵 定期

[№5570-0148]石見神楽麦酒6本とレッド
・チキン・カレー1袋セット
15,000円
伝統芸能・石見神楽をイメージしたクラフトビー
ル「石見神楽麦酒」3種と、石見麦酒を使用した
レトルトカレーのセット。※20歳未満の飲酒は禁
止されています。※一部離島お届け不可。【事業
者】㈱石見麦酒

冷蔵

[№5570-0165]石見麦酒4本とレッド・チ
キン・カレー2袋セットA
15,000円
地酒をつくりたいと立ち上げたブルワリーで地元
産物を活かしたクラフトビールを製造。石見麦酒
使用レトルトカレーをセットで。※20歳未満の飲
酒は禁止されています。※一部離島お届け不可。
【事業者】㈱石見麦酒

冷蔵
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島根県　江津市

[№5570-0166]石見麦酒4本とレッド・チ
キン・カレー2袋セットB
15,000円
地酒をつくりたいと立ち上げたブルワリーで地元
産物を活かしたクラフトビールを製造。石見麦酒
使用レトルトカレーをセットで。※20歳未満の飲
酒は禁止されています。※一部離島お届け不可。
【事業者】㈱石見麦酒

冷蔵

[№5570-0167]石見麦酒4本とレッド・チ
キン・カレー2袋セットC
15,000円
地酒をつくりたいと立ち上げたブルワリーで地元
産物を活かしたクラフトビールを製造。石見麦酒
使用レトルトカレーをセットで。※20歳未満の飲
酒は禁止されています。※一部離島お届け不可。
【事業者】㈱石見麦酒

冷蔵

[№5570-0168]定期便【3ヵ月】石見麦酒
4本とレッド・チキン・カレー2袋セ…
45,000円
石見麦酒の4本セットと石見麦酒使用レトルトカ
レーのセットを3ヶ月連続でお届け。※20歳未満
の飲酒は禁止されています。※一部離島へのお届
け不可。【事業者】㈱石見麦酒

冷蔵 定期

[№5570-0001]◆今年は11月からの配送
です◆スパルタ生まれの笑ちゃんトマ…
5,000円
特殊フィルムを使用して栽培した「フルーツトマ
ト」。完熟状態にて収穫。最高と呼べるものだけ
を選定しています。※賞味期間：冷蔵7日※7月～
10月は発送不可
【事業者】江津コンクリート工業㈱

冷蔵

[№5570-0002]◆今年は11月からの配送
です◆スパルタ生まれの笑ちゃんトマ…
10,000円
特殊フィルムを使用して栽培した「フルーツトマ
ト」。完熟状態にて収穫。最高と呼べるものだけ
を選定しています。※賞味期間：冷蔵7日※7月～
10月は発送不可【事業者】江津コンクリート工業
㈱

冷蔵

[№5570-0003]◆今年は11月からの配送
です◆スパルタ生まれの笑ちゃんトマ…
10,000円
特殊フィルムを使用し栽培した「フルーツトマト
」と、無添加・無塩のトマトジュースのセット。
※賞味期間：冷蔵7日※7月～10月は発送不可【事
業者】江津コンクリート工業㈱

冷蔵

[№5570-0004]◆今年は11月からの配送
です◆スパルタ生まれの笑ちゃんトマ…
20,000円
特殊フィルムを使用し栽培した「フルーツトマト
」と、無添加・無塩のトマトジュースのセット。
※賞味期間：冷蔵7日※7月～10月は発送不可
【事業者】江津コンクリート工業㈱

冷蔵

[№5570-0005]スパルタ生まれの笑ちゃ
んのトマトジュースギフトセットA
5,000円
フルーツトマト「スパルタ生まれの笑ちゃん」を
100%使用して誕生した無添加・無塩のトマトジュ
ースです。トマトが苦手な方でも飲みやすい逸品
です。【事業者】江津コンクリート工業㈱

常温

[№5570-0006]スパルタ生まれの笑ちゃ
んのトマトジュースギフトセットB
10,000円
フルーツトマト「スパルタ生まれの笑ちゃん」を
101%使用して誕生した無添加・無塩のトマトジュ
ースです。トマトが苦手な方でも飲みやすい逸品
です。【事業者】江津コンクリート工業㈱

常温
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島根県　江津市

[№5570-0007]スパルタ生まれの笑ちゃ
んのトマトジュースギフトセットC
10,000円
フルーツトマト「スパルタ生まれの笑ちゃん」を
102%使用して誕生した無添加・無塩のトマトジュ
ースです。トマトが苦手な方でも飲みやすい逸品
です。【事業者】江津コンクリート工業㈱

常温

[№5570-0008]スパルタ生まれの笑ちゃ
んのトマトジュースとピューレギフ…
10,000円
フルーツトマト「スパルタ生まれの笑ちゃん」を
100%使用した無添加・無塩のトマトピューレとト
マトジュースのセット。旨味をぎゅっと濃縮した
逸品です。【事業者】江津コンクリート工業㈱

常温

[№5570-0009]スパルタ生まれの笑ちゃ
んのトマトピューレギフトセット
10,000円
フルーツトマト「スパルタ生まれの笑ちゃん」を
101%使用した無添加・無塩のトマトピューレ。旨
味をぎゅっと濃縮した逸品です。【事業者】江津
コンクリート工業㈱

常温

[№5570-0170]◆今年は11月からの配送
です◆スパルタ生まれのひみこ(ミニト
10,000円
しっかりとした食感で噛むと深い甘味が口の中い
っぱいに広がります。切っても身くずれしにくく
お料理にもぴったり。※賞味期間：冷蔵7日※12
月上旬～6月発送。【事業者】江津コンクリート
工業㈱

冷蔵

[№5570-0228]TOMATOJAM（トマトジャム
）セット
10,000円
フルーツトマト「スパルタ生まれの笑ちゃん」を
使用した、濃厚で甘くて思わず笑顔になるそんな
おいしいトマトジャム。小瓶に詰めてお届けしま
す(155g×3本)
【事業者】江津コンクリート工業株式会社

常温

[№5570-0262]スパルタ生まれの笑ちゃ
んトマトプリン（6個入り）
12,000円
島根県江津市で栽培されたフルーツトマト「スパ
ルタ生まれの笑ちゃん」を使用して誕生したトマ
トプリンです。爽やかなのど越しとトマトの味わ
いをお楽しみいただけます。
事業者：江津コンクリート工業株式会社

常温

[№5570-0183]ジェリーズポップコーン3
種Sセット
5,000円
障がい者就労継続支援事業所で手作りされた天然
ココナッツオイルのポップコーンです。（キャラ
メル味80g1袋、旨塩味20g2袋、チョコバナナ味45
g2袋計5袋）
【事業者】江津コンクリート工業㈱

常温

[№5570-0184]ジェリーズポップコーン4
種Sセット
10,000円
障がい者就労継続支援事業所で手作りされたポッ
プコーンです。（キャラメル味45g4袋、旨塩味20
g3袋、チョコバナナ味45g2袋、ブラックペッパー
味20g2袋）【事業者】江津コンクリート工業㈱

常温

[№5570-0185]ジェリーズポップコーン3
種Mセット
10,000円
障がい者就労継続支援事業所で手作りされた天然
ココナッツオイルのポップコーンです。（キャラ
メル味80g3袋、旨塩味40g2袋、チョコバナナ味80
g2袋計7袋）
【事業者】江津コンクリート工業株式会社

常温
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島根県　江津市

[№5570-0255]GINZAGlobalStyleオーダ
ースーツ商品券（3，000円券）
10,000円
業界最多の約5，000種類から、1年を通して用途
に合わせたスーツ・ジャケットをオーダーいただ
けます。※商品券の有効期間は発券日より半年間
となります。
事業者：GINZAGlobalStyle

常温

[№5570-0256]GINZAGlobalStyleオーダ
ースーツ商品券（9，000円券）
30,000円
業界最多の約5，000種類から、2年を通して用途
に合わせたスーツ・ジャケットをオーダーいただ
けます。※商品券の有効期間は発券日より半年間
となります。
事業者：GINZAGlobalStyle

常温

[№5570-0257]GINZAGlobalStyleオーダ
ースーツ商品券（15，000円券）
50,000円
業界最多の約5，000種類から、3年を通して用途
に合わせたスーツ・ジャケットをオーダーいただ
けます。※商品券の有効期間は発券日より半年間
となります。
事業者：GINZAGlobalStyle

常温

[№5570-0258]GINZAGlobalStyleオーダ
ースーツ商品券（21，000円券）
70,000円
業界最多の約5，000種類から、4年を通して用途
に合わせたスーツ・ジャケットをオーダーいただ
けます。※商品券の有効期間は発券日より半年間
となります。
事業者：GINZAGlobalStyle

常温

[№5570-0259]GINZAGlobalStyleオーダ
ースーツ商品券（30，000円券）
100,000円
業界最多の約5，000種類から、5年を通して用途
に合わせたスーツ・ジャケットをオーダーいただ
けます。※商品券の有効期間は発券日より半年間
となります。
事業者：GINZAGlobalStyle

常温

[№5570-0260]GINZAGlobalStyleオーダ
ースーツ商品券（60，000円券）
200,000円
業界最多の約5，000種類から、6年を通して用途
に合わせたスーツ・ジャケットをオーダーいただ
けます。※商品券の有効期間は発券日より半年間
となります。
事業者：GINZAGlobalStyle

常温

[№5570-0261]GINZAGlobalStyleオーダ
ースーツ商品券（100，000円券）
335,000円
業界最多の約5，000種類から、7年を通して用途
に合わせたスーツ・ジャケットをオーダーいただ
けます。※商品券の有効期間は発券日より半年間
となります。
事業者：GINZAGlobalStyle

常温

[№5570-0173]AQUASアクアスの仲間たち
小林茂雄写真集
5,000円
江津市在住の写真家が16年にわたり撮りためた膨
大な写真の中から厳選した“しまね海洋館アクア
ス”の写真集。多彩な海洋生物の微笑ましい姿や
フッと笑ってしまうポーズなど掲載。【事業者】
写真家小林茂雄

常温

[№5570-0105]しまね海洋館アクアスが
モチーフとなった癒やしのCD「Belug…
10,000円
しまね海洋館アクアスをモチーフにしたリラクゼ
ーションCD。ふわりと舞う海月をイメージした曲
や、ヒョコヒョコ歩くペンギンの行進曲など、12
曲を収録。【事業者】㈱しちだ・教育研究所

常温
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島根県　江津市

[№5570-0106]読めるけど書けない漢字
の歌CD2枚
10,000円
漢字検定1級～2級の漢字を聞きながらイメージし
、「読めるけど書けない」漢字があっという間に
書けるように。漢字学習がまだのお子さまや漢字
を覚えたてのお子さまにも。【事業者】㈱しちだ
・教育研究所

常温

[№5570-0107]江津市限定返礼品：器用
さと考える力が育つ！「くまさんセ…
10,000円
カラフルなくまのコマにひもを通して遊ぶ玩具。
手先の器用さを育て脳を刺激します。色や大小の
規則性や順序を学び、見て、覚え、再現する記憶
トレーニングもできます。【事業者】㈱しちだ・
教育研究所

常温

[№5570-0108]江津市限定返礼品：子供
から大人まで、家族みんなで脳トレ…
15,000円
全161問のシルエットパズル。決められた形を組
み合わせ、別の形を作り上げることで構成力が養
われます。ピースは柔らかい素材でできているの
で、お子さまも安心です。【事業者】㈱しちだ・
教育研究所

常温

[№5570-0015]江津市限定返礼品：ここ
ろを育てる七田式えほんシリーズ(4…
30,000円
国内外に向けて七田式教育を発信。“しつけは叱
らなくてもできる”をコンセプトにしたオリジナ
ル絵本。思いやれる心、前向きに取組む姿勢を育
てるきっかけに。(対象年齢2～5歳)【事業者】㈱
しちだ・教育研究所

常温

[№5570-0016]江津市限定返礼品：ここ
ろを育てる七田式えほんシリーズ(4…
30,000円
国内外に向けて七田式教育を発信。“しつけは叱
らなくてもできる”をコンセプトにしたオリジナ
ル絵本。思いやれる心、前向きに取組む姿勢を育
てるきっかけに。(対象年齢2～5歳)【事業者】㈱
しちだ・教育研究所

常温

[№5570-0109]江津市限定返礼品：ここ
ろを育てる七田式えほんシリーズ12…
15,000円
国内外に向けて七田式教育を発信。“しつけは叱
らなくてもできる”をコンセプトにしたオリジナ
ル絵本。人のことを思いやれる心、前向きに取組
む姿勢を育てるきっかけづくりに。【事業者】㈱
しちだ・教育研究所

常温

[№5570-0110]江津市限定返礼品：ここ
ろを育てる七田式えほんシリーズ12…
15,000円
国内外に向けて七田式教育を発信。“しつけは叱
らなくてもできる”をコンセプトにしたオリジナ
ル絵本。人のことを思いやれる心、前向きに取組
む姿勢を育てるきっかけづくりに。【事業者】㈱
しちだ・教育研究所

常温

[№5570-0111]江津市限定返礼品：ここ
ろを育てる七田式えほんシリーズ12…
15,000円
国内外に向けて七田式教育を発信。“しつけは叱
らなくてもできる”をコンセプトにしたオリジナ
ル絵本。人のことを思いやれる心、前向きに取組
む姿勢を育てるきっかけづくりに。【事業者】㈱
しちだ・教育研究所

常温

[№5570-0112]江津市限定返礼品：ここ
ろを育てる七田式えほんシリーズ12…
15,000円
国内外に向けて七田式教育を発信。“しつけは叱
らなくてもできる”をコンセプトにしたオリジナ
ル絵本。人のことを思いやれる心、前向きに取組
む姿勢を育てるきっかけづくりに。【事業者】㈱
しちだ・教育研究所

常温
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島根県　江津市

[№5570-0113]江津市限定返礼品：ここ
ろを育てる七田式えほんシリーズ12…
15,000円
国内外に向けて七田式教育を発信。“しつけは叱
らなくてもできる”をコンセプトにしたオリジナ
ル絵本。人のことを思いやれる心、前向きに取組
む姿勢を育てるきっかけづくりに。【事業者】㈱
しちだ・教育研究所

常温

[№5570-0171]気軽に楽しめる「聴く古
事記」3巻セット（BGM付き）
25,000円
私たちは、“神々の国島根”より、国内はもちろ
ん、世界へも向けて七田式教育を発信しています
。
“神々の国”と言われるだけあって、島根を舞台
にした神話は数多く存在し、日本最古の歴史書「

常温

[№5570-0244]江津市限定返礼品：ここ
ろを育てる七田式えほんシリーズ（…
15,000円
”絵本でしつけができる！”をコンセプトにした
大人気シリーズ「こころを育てる七田式えほんシ
リーズ」と、ママとお子さまのスキンシップ力を
高める「アロママッサージオイル」のセット。
お風呂上がり・お休み前などのリラックスタイム

常温

[№5570-0245]江津市限定返礼品：ここ
ろを育てる七田式えほんシリーズ（…
15,000円
”絵本でしつけができる！”をコンセプトにした
大人気シリーズ「こころを育てる七田式えほんシ
リーズ」と、ママとお子さまのスキンシップ力を
高める「アロママッサージオイル」のセット。
お風呂上がり・お休み前などのリラックスタイム

常温

[№5570-0246]江津市限定返礼品：ここ
ろを育てる七田式えほんシリーズ（…
15,000円
”絵本でしつけができる！”をコンセプトにした
大人気シリーズ「こころを育てる七田式えほんシ
リーズ」と、ママとお子さまのスキンシップ力を
高める「アロママッサージオイル」のセット。
お風呂上がり・お休み前などのリラックスタイム

常温

[№5570-0247]江津市限定返礼品：ここ
ろを育てる七田式えほんシリーズ（…
15,000円
”絵本でしつけができる！”をコンセプトにした
大人気シリーズ「こころを育てる七田式えほんシ
リーズ」と、ママとお子さまのスキンシップ力を
高める「アロママッサージオイル」のセット。
お風呂上がり・お休み前などのリラックスタイム

常温

[№5570-0248]江津市限定返礼品：ここ
ろを育てる七田式えほんシリーズ（…
15,000円
”絵本でしつけができる！”をコンセプトにした
大人気シリーズ「こころを育てる七田式えほんシ
リーズ」と、ママとお子さまのスキンシップ力を
高める「アロママッサージオイル」のセット。
お風呂上がり・お休み前などのリラックスタイム

常温

[№5570-0249]江津市限定返礼品：ここ
ろを育てる七田式えほんシリーズ（…
15,000円
”絵本でしつけができる！”をコンセプトにした
大人気シリーズ「こころを育てる七田式えほんシ
リーズ」と、ママとお子さまのスキンシップ力を
高める「アロママッサージオイル」のセット。
お風呂上がり・お休み前などのリラックスタイム

常温

[№5570-0250]江津市限定返礼品：ここ
ろを育てる七田式えほんシリーズ（…
15,000円
”絵本でしつけができる！”をコンセプトにした
大人気シリーズ「こころを育てる七田式えほんシ
リーズ」と、ママとお子さまのスキンシップ力を
高める「アロママッサージオイル」のセット。
お風呂上がり・お休み前などのリラックスタイム

常温
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島根県　江津市

[№5570-0251]江津市限定返礼品：ここ
ろを育てる七田式えほんシリーズ（…
15,000円
”絵本でしつけができる！”をコンセプトにした
大人気シリーズ「こころを育てる七田式えほんシ
リーズ」と、ママとお子さまのスキンシップ力を
高める「アロママッサージオイル」のセット。
お風呂上がり・お休み前などのリラックスタイム

常温

[№5570-0252]江津市限定返礼品：ここ
ろを育てる七田式えほんシリーズ（…
15,000円
”絵本でしつけができる！”をコンセプトにした
大人気シリーズ「こころを育てる七田式えほんシ
リーズ」と、ママとお子さまのスキンシップ力を
高める「アロママッサージオイル」のセット。
お風呂上がり・お休み前などのリラックスタイム

常温

[№5570-0253]江津市限定返礼品：ここ
ろを育てる七田式えほんシリーズ（…
15,000円
”絵本でしつけができる！”をコンセプトにした
大人気シリーズ「こころを育てる七田式えほんシ
リーズ」と、ママとお子さまのスキンシップ力を
高める「アロママッサージオイル」のセット。
お風呂上がり・お休み前などのリラックスタイム

常温

[№5570-0254]江津市限定返礼品：ここ
ろを育てる七田式えほんシリーズ（…
15,000円
”絵本でしつけができる！”をコンセプトにした
大人気シリーズ「こころを育てる七田式えほんシ
リーズ」と、ママとお子さまのスキンシップ力を
高める「アロママッサージオイル」のセット。
お風呂上がり・お休み前などのリラックスタイム

常温

[№5570-0047]かまぼこ詰合せ◆5種6点
セット
5,000円
明治40年創業以来、石臼での製法を今も守り続け
ています。
特にすまき蒲鉾は数々の受賞を頂いており、弊社
のロング商品(約80年)です。
しまねは、すまき蒲鉾の形を残した山陰でも珍し

冷蔵

[№5570-0048]かまぼこ詰合せ◆9種11点
セット
10,000円
明治40年創業以来、石臼での製法を今も守り続け
ています。
特にすまき蒲鉾は数々の授賞を頂いており、弊社
のロング商品(約80年)です。
しまねは、すまき蒲鉾の形を残した山陰でも珍し

冷蔵

[№5570-0049]かまぼこ詰合せセット◆5
種19点入り
20,000円
明治40年創業以来、石臼での製法を今も守り続け
ています。
特にすまき蒲鉾は数々の授賞を頂いており、弊社
のロング商品(約80年)です。
しまねは、すまき蒲鉾の形を残した山陰でも珍し

冷蔵

[№5570-0042]ベーカリー紬麦のシュト
ーレンとパンセット（8～10個入り）
10,000円
国産小麦、国産素材を使用して作られた安心安全
なパンをぜひお試し下さい。
シュトーレンにはドライフルーツやナッツを50%
以上配合しています。
赤ワインとスパイスで煮込んだイチジクやアール

冷凍

[№5570-0043]ベーカリー紬麦の国産小
麦おまかせパンセット（20個程度）
20,000円
国産小麦と国産素材で作られた無添加のパンのセ
ットです。
小麦から起こした酵母で作るカンパーニュや、生
地の50％以上にドライフルーツを配合したシュト
ーレンをはじめ、小麦の香る食パンや地元野菜を

冷凍
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島根県　江津市

[№5570-0044]ベーカリー紬麦の国産小
麦おまかせパンセット（7～8個程度）
5,000円
100％国産小麦を使用し、添加物を使わない安心
安全な、パン作りをしています。
食べた時に広がる、小麦の香りと発酵による熟成
された旨みを感じることができるパンをぜひお試
しください。

冷凍

[№5570-0156]ひんやりアイスパンと国
産小麦のパンセット（12個程度）
10,000円
国産小麦のパンのセットにひんやり冷たく凍った
ままで食べて美味しいアイスパン2種を加えたセ
ットです。
アイスパン1
アイスオザマンド・・・クロワッサンの間にフラ

冷凍

[№5570-0045]産直・旬の野菜＆果物た
ち
5,000円
「道の駅」サンピコごうつは地元の生産者が毎日
新鮮な野菜や果物を出荷していただく農林水産物
直売所です。
その旬な野菜や果物を詰合せてお届けいたします
。桜江町のごぼうや白ねぎは江津を代表する特産

冷蔵

[№5570-0046]産直・加工品＆旬の野菜
たち
10,000円
「道の駅」サンピコごうつは地元の生産者が毎日
新鮮な野菜や果物を出荷していただく農林水産物
直売所です。
生産者手作りの加工品と旬の野菜や果物を詰合せ
てお届けいたします。

冷蔵

[№5570-0099]三江線「記憶の記録」DVD

20,000円
平成30年3月、88年の歴史に幕を閉じた日本一長
いローカル線ともいわれた三江線の四季をドロー
ンを含む5台のカメラでラストランまでを収録し
、ナレーションとBGMによって構成、編集したJR
西日本公認の超大作保存版DVDです。江の川に映

常温

[№5570-0100]三江線「記憶の記録」ブ
ルーレイ
25,000円
平成30年3月、88年の歴史に幕を閉じた日本一長
いローカル線ともいわれた三江線の四季をドロー
ンを含む5台のカメラでラストランまでを収録し
、ナレーションとBGMによって構成、編集したJR
西日本公認の超大作保存版DVDです。江の川に映

常温

[№5570-0031]石州特大鯖寿司※納品日
指定と午前配達不可となります。
10,000円
80年以上の歴史を持つ江津名物石州鯖寿司。
石州独特の姿のまま〆鯖にごはんを詰めた大ぶり
鯖寿司の2尾入りです。
浜田港に揚がった新鮮な鯖を使用し、酢への漬け
込みを始め、米にもこだわった一品です。石州独

冷蔵

[№5570-7001]0010石見焼きすり鉢・す
りこ木セット白規
5,000円
国指定の伝統的工芸品、石見のすり鉢です。
1300℃を超える高温で焼成されるため、丈夫で耐
久性が高く、バツグンのすりやすさが特徴です。
すべり止めのシリコンゴム付なので、安定して楽
々とすることが出来ます。

常温

[№5570-7002]0010石見焼きすり鉢・す
りこ木セット青なまこ規
5,000円
国指定の伝統的工芸品、石見のすり鉢です。
1300℃を超える高温で焼成されるため、丈夫で耐
久性が高く、バツグンのすりやすさが特徴です。
すべり止めのシリコンゴム付なので、安定して楽
々とすることが出来ます。

常温
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島根県　江津市

[№5570-7003]0010石見焼きすり鉢・す
りこ木セットオリベ規
5,000円
国指定の伝統的工芸品、石見のすり鉢です。
1300℃を超える高温で焼成されるため、丈夫で耐
久性が高く、バツグンのすりやすさが特徴です。
すべり止めのシリコンゴム付なので、安定して楽
々とすることが出来ます。

常温

[№5570-7004]0010石見焼きすり鉢・す
りこ木セット天目規
5,000円
国指定の伝統的工芸品、石見のすり鉢です。
1300℃を超える高温で焼成されるため、丈夫で耐
久性が高く、バツグンのすりやすさが特徴です。
すべり止めのシリコンゴム付なので、安定して楽
々とすることが出来ます。

常温

[№5570-7005]0010石見焼きすり鉢・す
りこ木セット赤茶規
5,000円
国指定の伝統的工芸品、石見のすり鉢です。
1300℃を超える高温で焼成されるため、丈夫で耐
久性が高く、バツグンのすりやすさが特徴です。
すべり止めのシリコンゴム付なので、安定して楽
々とすることが出来ます。

常温

[№5570-7006]0011楽すり鉢中サイズ白
規
5,000円
粘土や形にこだわって作った新しいすり鉢です。
深いボウル型にすることで、食材が中に集まり、
すりやすくなっています。
見た目もおしゃれで、そのまま食卓にも出せるす
り鉢です。

常温

[№5570-7007]0011楽すり鉢中サイズ黒
規
5,000円
粘土や形にこだわって作った新しいすり鉢です。
深いボウル型にすることで、食材が中に集まり、
すりやすくなっています。
見た目もおしゃれで、そのまま食卓にも出せるす
り鉢です。

常温

[№5570-0012]鮮魚セットA

40,000円
日本海ののどぐろは、脂が乗って、煮付けても焼
いてもおいしいです。
これに勝る魚はありません。
剣先イカ（白イカまたはマイカ）は甘みが強く歯
ごたえがあり、刺身にすると絶品です。

冷蔵

[№5570-0013]鮮魚セットB

40,000円
日本海ののどぐろは、脂が乗って、煮付けても焼
いてもおいしいです。
これに勝る魚はありません。
剣先イカ（白イカまたはマイカ）は甘みが強く歯
ごたえがあり、刺身にすると絶品です。

冷蔵

[№5570-0014]鮮魚セットC

40,000円
剣先イカ（白イカまたはマイカ）は甘みが強く歯
応えがあり、刺身にすると絶品です。
下処理した状態でお届けします。

※画像はイメージです。

冷蔵

[№5570-0101]鮮魚セットD

15,000円
日本海ののどぐろは、脂が乗って、煮付けても焼
いてもおいしいです。
これに勝る魚はありません。下処理した状態でお
届けします。

冷蔵
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[№5570-0102]鮮魚セットE

15,000円
剣先イカ(白イカまたはマイカ)は甘みが強く歯応
えがあり、刺身にすると絶品です。
下処理した状態でお届けします。

※画像はイメージです。

冷蔵

[№5570-0187]鮮魚セットF【配送不可：
離島】
30,000円
日本海ののどぐろは、脂が乗って、煮付けても焼
いてもおいしいです。
これに勝る魚はありません。下処理した状態でお
届けします。

冷蔵

[№5570-0064]大亀醤油濃口うす塩1L6本
セット
15,000円
大豆の濃厚な旨味が特徴の味が自慢のお醤油です
。
島根県では地域柄甘口のお醤油が好まれます。
大亀醤油は旨味や香りを残して塩分だけを通常の
濃口より25%減らしたうす塩タイプになっており

常温

[№5570-0065]大亀醤油ぷち醤油9種10本
セット
10,000円
弊社がおすすめする9つの味10本をセットにして
お届けします。食卓に並べていろいろな味をお楽
しみください。旅行やお仕事先にも携帯できるか
わいいサイズです。気に入った味に出会えたら今
度は大きいサイズでお買い求めいただけたら幸…

常温

[№5570-0066]大亀醤油柚子醤油と万能
醤油2本セット
5,000円
＜柚子醤油＞
新鮮な柚子果汁を贅沢なほどに加えた香り高いぽ
ん酢です。
色々な食材や調味料と合わせるとお料理の幅が広
がり一年中大活躍する、私共の自信作です。

常温

[№5570-0159]大亀醤油濃口うす塩1.8L6
本セット
20,000円
ふるさとの味として80年間地元のお客様に愛され
てきたお醤油です。島根県では地域柄甘めのお醤
油が好まれます。大亀醤油は大豆の旨味や香りを
残して塩分だけを通常の濃口より25％減らしたう
す塩タイプとなっております。＜島根の味＞と…

常温

[№5570-0160]大亀醤油1L3種3本セット

15,000円
＜濃口うす塩醤油＞ふるさとの味として80年間地
元のお客様に愛されてきたお醤油です。塩分を25
％減らしたうす塩タイプで甘口のお醤油となって
おります。
＜万能醤油＞鰹と昆布のだし入りのお醤油です。

常温

[№5570-0161]大亀醤油1L3種6本セット

20,000円
＜濃口うす塩醤油＞ふるさとの味として80年間地
元のお客様に愛されているお醤油です。塩分を25
％減らしたうす塩タイプで甘口のお醤油となって
おります。
＜万能醤油＞鰹と昆布のだし入りのお醤油です。

常温

[№5570-0164]大亀醤油濃口うす塩１L2
本セット×2
10,000円
ふるさとの味として80年間地元のお客様に愛され
てきたお醤油です。島根県では地域柄甘めのお醤
油が好まれます。大亀醤油は大豆の旨味や香りを
残して塩分だけを通常の濃口より25％減らしたう
す塩タイプとなっております。＜島根の味＞と…

常温
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島根県　江津市

[№5570-0174]江津クレソン鍋＆クレソ
ンサラダセット
35,000円
ゴウツクレソンは世界最先端の水耕栽培技術で栽
培したクレソンです。味はしっかり、そしてハー
ブ料理が初めての方にも楽しんでいただけるよう
な優しい香りと苦みを持ったクレソンです。クレ
ソンは栄養素が非常に高く、健康に重要な栄養…

冷蔵

[№5570-0175]江津クレソン鍋セット

20,000円
ゴウツクレソンは世界最先端の水耕栽培技術で栽
培したクレソンです。味はしっかり、そしてハー
ブ料理が初めての方にも楽しんでいただけるよう
な優しい香りと苦みを持ったクレソンです。クレ
ソンは栄養素が非常に高く、健康に重要な栄養…

冷蔵

[№5570-0176]江津クレソン鍋パーティ
ーセット
35,000円
ゴウツクレソンは世界最先端の水耕栽培技術で栽
培したクレソンです。味はしっかり、そしてハー
ブ料理が初めての方にも楽しんでいただけるよう
な優しい香りと苦みを持ったクレソンです。クレ
ソンは栄養素が非常に高く、健康に重要な栄養…

冷蔵

[№5570-0017]はちみつミカン120g(1本)

5,000円
島根の里山で採れた100%純粋のはちみつに大分産
の抜群に甘い温州ミカンを贅沢にもドライフルー
ツにして漬けました。
純国産の無添加干しミカンは噛むたびにじわっと
甘味と酸味が広がります。

常温

[№5570-0018]はちみつ入り飴45g×6袋

5,000円
島根の里山で採れたはちみつは、採る度に味や色
艶が違いその日その時の味が楽しめます。
フルーティーな味わいが特徴です。
そんなはちみつを使った飴は、昔ながらの製法で
作られた素朴で飽きない飴で優しい味が評判です

常温

[№5570-0019]はちみつナッツと里山の
はちみつ(2本セット)
10,000円
島根の里山で採れたはちみつを高熱処理をせず栄
養成分そのままでビン詰めしました。
採る度に味や色艶が違いその日その時の味が楽し
めるはちみつと厳選した5種類のナッツを島根の
里山で採れた100%純粋のはちみつで漬けたはちみ

常温

[№5570-0020]里山のはちみつ(2本セッ
ト)
10,000円
島根の里山で採れたはちみつを高熱処理をせず栄
養成分そのままでビン詰めしました。
採る度に味や色艶が違いその日その時の味が楽し
めるはちみつです。
フルーティーな味わいです。

常温

[№5570-0021]はちみつナッツとはちみ
つ入り飴(7個セット)
10,000円
厳選した5種類のナッツを島根の里山で採れた100
%純粋のはちみつで漬けました。
上品なはちみつの風味と香ばしいナッツの相性は
一度食べたらクセになるほど美味しく有名芸能人
や著名人の方もご愛用の逸品です！

常温

[№5570-0022]はちみつナッツとはちみ
つ入り飴(8個セット)
20,000円
厳選した5種類のナッツを島根の里山で採れた100
%純粋のはちみつで漬けました。
上品なはちみつの風味と香ばしいナッツの相性は
一度食べたらクセになるほど美味しく有名芸能人
や著名人の方もご愛用の逸品です！

常温
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島根県　江津市

[№5570-0023]はちみつナッツ、はちみ
つ(2本セット)
20,000円
島根の里山で採れたはちみつを高熱処理をせず栄
養成分そのままでビン詰めしました。
採る度に味や色艶が違いその日その時の味が楽し
めるはちみつです。
フルーティーな味わいです。

常温

[№5570-0024]はちみつナッツ、はちみ
つ入り飴(9個セット)
30,000円
厳選した5種類のナッツを島根の里山で採れた100
%純粋のはちみつで漬けました。
上品なはちみつの風味と香ばしいナッツの相性は
一度食べたらクセになるほど美味しく有名芸能人
や著名人の方もご愛用の逸品です！

常温

[№5570-0025]はちみつナッツとはちみ
つ(4本セット)
30,000円
島根の里山で採れたはちみつを高熱処理をせず栄
養成分そのままでビン詰めしました。
採る度に味や色艶が違いその日その時の味が楽し
めるはちみつです。
フルーティーな味わいです。

常温

[№5570-0026]里山のはちみつ(3本セッ
ト)
40,000円
島根の里山で採れたはちみつを高熱処理をせず栄
養成分そのままでビン詰めしました。
採る度に味や色艶が違いその日その時の味が楽し
めるはちみつです。
フルーティーな味わいです。

常温

[№5570-0027]はちみつナッツ、はちみ
つ、はちみつ入り飴(13個セット)
50,000円
島根の里山で採れたはちみつを高熱処理をせず栄
養成分そのままでビン詰めしました。
採る度に味や色艶が違いその日その時の味が楽し
めるはちみつです。
フルーティーな味わいです。

常温

[№5570-0028]はちみつミカン、はちみ
つ(10個セット)
100,000円
島根の里山で採れた100%純粋のはちみつに大分産
の抜群に甘い温州ミカンを贅沢にもドライフルー
ツにして漬けました。
純国産の無添加干しミカンは噛むたびにじわっと
甘味と酸味が広がります。

常温

[№5570-0029]はちみつナッツ、はちみ
つ(28個セット)
300,000円
島根の里山で採れたはちみつを高熱処理をせず栄
養成分そのままでビン詰めしました。
採る度に味や色艶が違いその日その時の味が楽し
めるはちみつと厳選した5種類のナッツを島根の
里山で採れた100%純粋のはちみつで漬けたはちみ

常温

[№5570-0032]桑抹茶の焼菓子詰め合わ
せA
10,000円
島根県江津市特産の桑抹茶を使用したクッキー、
バターケーキ、ブッセの詰め合わせです。
風味豊かな桑抹茶の香りを生かした焼き菓子です
。

常温

[№5570-0033]桑抹茶の焼菓子詰め合わ
せB
20,000円
島根県江津市特産の桑抹茶を使用したクッキー、
バターケーキ、ブッセの詰め合わせです。
風味豊かな桑抹茶の香りを生かした焼き菓子です
。

常温
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島根県　江津市

[№5570-0115]【有機JAS認証】有機えご
ま油1本
10,000円
農薬・化学肥料を使わないのは勿論のこと、スプ
ラウト島根では肥料自体を極力与えずに、その土
地の地力・気候を活かした、ここでしかできない
えごまを栽培することに取り組んでいます。
低温圧搾法により搾油をし、沈殿・濾過の工程を

常温

[№5570-0116]【有機JAS認証】有機えご
ま油2本
20,000円
農薬・化学肥料を使わないのは勿論のこと、スプ
ラウト島根では肥料自体を極力与えずに、その土
地の地力・気候を活かした、ここでしかできない
えごまを栽培することに取り組んでいます。
低温圧搾法により搾油をし、沈殿・濾過の工程を

常温

[№5570-0239]有機もち麦500g入り×3袋

10,000円
1級河川、江の川流域の肥沃な土と水を栄養にし
て育った、有機栽培のもち麦です。麦の本場ウク
ライナの品種を、島根の気候に少しでも合わせる
ため、1年目は種として育てました。その種を育
て収穫したものがこの有機もち麦です。ご飯やサ

常温

[№5570-0118]有機青汁パウダーセット(
100g×3種)
15,000円
根強い人気の青汁で有名なはと麦若葉、大麦若葉
、ケールを100％パウダーに仕上げました。自社
グループで有機栽培された原料を栄養素が失われ
ないようにすぐに工場で加工します。お水やミル
クで溶かして飲んだり、お料理やお菓子にもご…

常温

[№5570-0120]有機生姜パウダーセット(
30g×3袋)
15,000円
女性を始め多くの人に人気の生姜ですが、生の生
姜に含まれる有効成分ジンゲロールは、乾燥によ
ってショウガオールに変化！パワーアップした乾
燥生姜は大注目アイテムです。古くから漢方薬に
も使われる生姜を自社グループ内で有機栽培し…

常温

[№5570-0121]有機スパイスセット

10,000円
貴重な有機JAS認定のスパイスを合わせたセット
です。スパイスは栽培から加工まですべてを自社
グループで行い、100％国産の商品です。もちろ
ん添加物や化学調味料などは一切使用せず、炒め
物・うどん・鍋・お肉料理など様々なお料理に合

常温

[№5570-0123]ふるさと納税桑セット(有
機桑茶、蒼楽、有機桑青汁)
20,000円
健康茶として注目されている桑を使用した3商品
を合わせたセットです。島根県で有機栽培された
桑茶を使用し、お茶や青汁だけでなく、機能性表
示食品である「蒼楽」までセットにしております
！食後に上がる血糖値が気になる方や食後に上…

常温

[№5570-0124]桑の実サイダーセット(25
本)
20,000円
島根県で有機栽培された畑で、化学肥料や農薬を
使用せずに栽培した桑の実を使用しております。
今では希少価値の高い桑の実で作った懐かしい味
わいのスッキリしたサイダーです。着色料や香料
は一切使用せず、ピンクシャンパンを思わせる…

常温

[№5570-0125]桑の実ジャムセット(5本)

15,000円
桑の実を収穫する畑は有機JAS認定済みで、化学
肥料や農薬を使用せず大切に栽培されています。
1年の間でほんの少しの期間しか収穫できず、近
年ではたいへん貴重な食材となりました。ほのか
に香るさわやかな甘さが好評です。パンやヨーグ

常温
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島根県　江津市

[№5570-0126]蒼楽(30包)（機能性表示
食品）
20,000円
「食後に上がる血糖値や食後に上がる中性脂肪が
気になる方へ」島根県初の機能性表示食品で、難
消化性デキストリンと粉末桑茶を配合した商品で
す。「蒼楽」という名前は、島根県で新たに登録
された桑の新品種から由来しています。個包装…

常温

[№5570-0127]蒼楽セット(30包×3箱)

60,000円
「食後に上がる血糖値や食後に上がる中性脂肪が
気になる方へ」島根県初の機能性表示食品で、難
消化性デキストリンと粉末桑茶を配合した商品で
す。「蒼楽」という名前は、島根県で新たに登録
された桑の新品種から由来しています。個包装…

常温

[№5570-0128]有機桑青汁セット(3g×30
包×3箱)
35,000円
島根県産の有機桑の葉を使用した有機JAS認定の
青汁商品です。水に溶けやすい顆粒状に仕上げた
スティックタイプで、持ち運び・携帯にも便利。
ペットボトルなどにも入れやすい商品です。青臭
さのない桑の青汁で、桑の成分を余すことなく…

常温

[№5570-0129]有機桑茶セット(36包×3
袋)
10,000円
島根県産有機栽培の桑の葉だけを使用した健康茶
です。スッキリとした甘さと、桑独特の風味が大
好評。島根県の肥沃な土地で育った桑の良いとこ
ろを毎日のお茶として取り入れられます。ノンカ
フェインなのでお子様からお年寄りまで安心し…

常温

[№5570-0130]有機桑抹茶セット(100g×
3袋)
20,000円
有機桑の葉の成分を捨てることなく、そのままま
るごと摂取できるのが「有機桑抹茶」です。鮮や
かな色と緑茶の抹茶のような風味。食物繊維など
の成分もそのまま桑抹茶に残っています。ノンカ
フェインなのでカフェインを避けたい方にもご…

常温

[№5570-0131]有機桑葉つぶセット(360
粒×3本)
40,000円
有機の桑葉がもつ豊富な成分をタブレットに仕上
げました。青汁と同じように桑葉の滋養を、外出
先などでも手軽に、便利にまるごといただけます
。使用しているのは桑葉だけで、余計なつなぎは
一切使用しておりません。桑のパワーをそのま…

常温

[№5570-0132]【石州勝地半紙】手漉き
和紙の猫ベッドざ・ぴーにゃっつ寒…
60,000円
10匹の猫達と暮らす紙漉き職人が作った、通気性
も保温性も抜群でリペアも可能な手漉き和紙のベ
ッドです。
原料の栽培から商品化まですべて手掛けて、猫の
寝顔を想像しながら作っております。

常温

[№5570-0133]【石州勝地半紙】手漉き
和紙の猫ベッドざ・ぴーにゃっつ暖…
60,000円
10匹の猫達と暮らす紙漉き職人が作った、通気性
も保温性も抜群でリペアも可能な手漉き和紙のベ
ッドです。
原料の栽培から商品化まですべて手掛けて、猫の
寝顔を想像しながら作っております。

常温

[№5570-0134]【石州勝地半紙】手漉き
和紙の猫ベッドざ・ぴーにゃっつ三…
60,000円
10匹の猫達と暮らす紙漉き職人が作った、通気性
も保温性も抜群でリペアも可能な手漉き和紙のベ
ッドです。
原料の栽培から商品化まですべて手掛けて、猫の
寝顔を想像しながら作っております。

常温
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島根県　江津市

[№5570-0135]【石州勝地半紙】手漉き
和紙の猫ハウスチョビータブルー
100,000円
10匹の猫達と暮らす紙漉き職人が作った、通気性
も保温性も抜群でリペアも可能な手漉き和紙のハ
ウスです。
原料の栽培から商品化まですべて手掛けて、猫の
寝顔を想像しながら作っております。

常温

[№5570-0136]【石州勝地半紙】手漉き
和紙の猫ハウスチョビータコロリド
100,000円
10匹の猫達と暮らす紙漉き職人が作った、通気性
も保温性も抜群でリペアも可能な手漉き和紙のハ
ウスです。
原料の栽培から商品化まですべて手掛けて、猫の
寝顔を想像しながら作っております。

常温

[№5570-0137]【石州勝地半紙】手漉き
和紙の猫ハウスチョビータ三毛柄
100,000円
10匹の猫達と暮らす紙漉き職人が作った、通気性
も保温性も抜群でリペアも可能な手漉き和紙のハ
ウスです。
原料の栽培から商品化まですべて手掛けて、猫の
寝顔を想像しながらすべて手作りで作っておりま

常温

[№5570-0138]【石州勝地半紙】着せ替
え照明シェード2点セット
90,000円
手漉き和紙の間に、本物の植物をアレンジした照
明です。
季節に合わせてシェードの付け替えが可能。
春夏用に寒色系のシェードと、秋冬用に暖色系の
シェードの2点がセットになっております。

常温

[№5570-0139]【石州勝地半紙】桜の照
明
70,000円
桜の枝を組んだ枠に彩色和紙等を貼り、置く向き
を変えて楽しんでいただける仕様です。自然の枝
ぶりを組むため、全て形に違いがあります。

※画像はイメージです。

常温

[№5570-0140]【石州勝地半紙】桜の照
明（押し花仕様）
85,000円
桜の枝を組んだ枠に和紙を張った照明です。押し
花加工を施した和紙や揉み和紙等の彩色和紙を強
化加工しております。照明の４つの面それぞれに
季節の草花や暖色系、寒色系の和紙を取り入れて
、季節によって置く向きを変えて楽しんでいた…

常温

[№5570-0155]【石州勝地半紙】揉み和
紙筒形照明（つる草）
50,000円
揉み加工をした和紙とつる植物（押し花）の筒形
照明です。
照明を点灯していない時にも、植物が模様として
はっきり見えます。
和紙の灯りは非常に柔らかい灯りです。

常温

[№5570-0157]美的青汁30包

10,000円
島根県江津市桜江町産の桑葉を使用。
桜江町で育てられた桑茶に含まれる新成分「Q3MG
」はポリフェノールの一種で、食後の血糖値をお
だやかにすることが期待されています。
従来の青汁にも配合されていた美容成分、コラー

常温

[№5570-0212]都錦酒造錦樹若葉（にし
きわかば・純米酒）1800ml
10,000円
「錦樹にしき」は日常の食卓を彩るお酒。季節の
移ろいとともに変化する、樹木に生える葉の様子
が、お酒の風味のイメージに重ねられています。
「若葉わかば」は樹木から生え出て間もない若葉
のように、清々しさや瑞々しさを感じさせるお…

常温
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島根県　江津市

[№5570-0213]都錦酒造錦樹常盤葉（に
しきときわば・純米酒）1800ml
10,000円
「錦樹にしき」は日常の食卓を彩るお酒。季節の
移ろいとともに変化する、樹木に生える葉の様子
が、お酒の風味のイメージに重ねられています。
「常盤葉ときわば」は、一年を通して青々とした
常緑樹の葉のように、活力を感じさせるお酒で…

常温

[№5570-0214]都錦酒造錦樹黄朽葉（に
しききくちば・純米酒）1800ml
10,000円
「錦樹にしき」は日常の食卓を彩るお酒。季節の
移ろいとともに変化する、樹木に生える葉の様子
が、お酒の風味のイメージに重ねられています。
「黄朽葉きくちば」は、紅葉し大地に還る落ち葉
のように、風合いや味の奥行きを感じさせるお…

常温

[№5570-0215]都錦酒造錦樹濃紅葉（に
しきこもみじ・純米吟醸酒）1800ml
15,000円
「錦樹にしき」は日常の食卓を彩るお酒。季節の
移ろいとともに変化する、樹木に生える葉の様子
が、お酒の風味のイメージに重ねられています。
「濃紅葉こもみじ」は、錦秋の時季に目にする人
を魅了する、深くあざやかな紅に染まった葉の…

常温

[№5570-0216]都錦酒造錦樹（にしき）
詰合せ720ml×2本A
10,000円
「錦樹にしき」は日常の食卓を彩るお酒。季節の
移ろいとともに変化する、樹木に生える葉の様子
が、お酒の風味のイメージに重ねられています。
食中酒として特に美味しい２種の飲み比べ詰め合
わせです。

常温

[№5570-0217]都錦酒造錦樹（にしき）
詰合せ720ml×2本B
15,000円
「錦樹にしき」は日常の食卓を彩るお酒。季節の
移ろいとともに変化する、樹木に生える葉の様子
が、お酒の風味のイメージに重ねられています。
芳醇な風味をもつ２種の飲み比べ詰め合わせです
。

常温

[№5570-0218]都錦酒造錦樹（にしき）
詰合せ720ml×4本
20,000円
「錦樹にしき」は日常の食卓を彩るお酒。季節の
移ろいとともに変化する、樹木に生える葉の様子
が、お酒の風味のイメージに重ねられています。
その日のご気分やお料理に合わせて、バラエティ
ーに富んだ4つの風味の中から、お好みのもの…

常温

[№5570-0219]都錦酒造錦樹（にしき）
詰合せ1800ml×4本
40,000円
「錦樹にしき」は日常の食卓を彩るお酒。季節の
移ろいとともに変化する、樹木に生える葉の様子
が、お酒の風味のイメージに重ねられています。
その日のご気分やお料理に合わせて、バラエティ
ーに富んだ4つの風味の中から、お好みのもの…

常温

[№5570-0220]都錦酒造農酵酒sign88（
のうこうしゅ・サイン88・純米酒）1…
10,000円
稲の実りのダイナミズムをあらわすお酒。
「米」の文字は八・十・八から出来ています。日
本の大地に根差す篤農家（エコファーマー）の、
八十八（たくさんの意味）の手間と気持ちに守ら
れた、健全な土壌に育った稲から出来たお酒には

常温

[№5570-0221]都錦酒造農酵酒sign70（
のうこうしゅサイン70・純米酒）180…
15,000円
自然界の諧和から生じるケミストリーをあらわす
お酒。
諧和とは和らぎ親しみ合うこと。大地の実り、微
生物、人（醸し手）が会話し、調和することが作
用して、長い発酵の最後に、美味しさという好果

常温
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島根県　江津市

[№5570-0222]都錦酒造農酵酒sign50（
のうこうしゅサイン50・純米吟醸酒…
10,000円
微生物の営み＝発酵のダイナミズムをあらわすお
酒。
健全な土壌に育った稲の実りを舞台に、微生物た
ちが響き合い、健やかに繰り広げた活動のしるし
。風味というかたちを通して、人（飲み手）はそ

常温

[№5570-0223]都錦酒造農酵酒（のうこ
うしゅ）詰合せ720ml×2本
15,000円
農耕×発酵。「農酵酒」はナチュラルでシンプル
、発酵のエッセンスを濃厚にあらわすお酒です。
発酵のエッセンスとは、種々の生物が共生する、
健全な土壌から生まれる実りを舞台に繰り広げら
れる健やかな微生物の活動、そのダイナミズム…

常温

[№5570-0224]都錦酒造農酵酒詰合せ720
ml×3
20,000円
農耕×発酵。「農酵酒」はナチュラルでシンプル
、発酵のエッセンスを濃厚にあらわすお酒です。
発酵のエッセンスとは、種々の生物が共生する、
健全な土壌から生まれる実りを舞台に繰り広げら
れる健やかな微生物の活動、そのダイナミズム…

常温

[№5570-0225]都錦酒造清酒詰合せ720ml
×6本
35,000円
江津の地酒・都錦のバラエティ詰め合わせ。風味
個性豊かな「錦樹（にしき）」３種と、島根県産
の特別栽培米からできた「農酵酒（のうこうしゅ
）」３種です。

常温

[№5570-0226]都錦酒造清酒詰合せ1800m
l×6本
60,000円
江津の地酒・都錦のバラエティ詰め合わせ。風味
個性豊かな「錦樹（にしき）」4種と、島根県産
の特別栽培米からできた「農酵酒（のうこうしゅ
）」2種です。

常温

[№5570-0227]【定期便6ヶ月】都錦酒造
清酒1800ml×1本
60,000円
江津の地酒・都錦を毎月お届けします（計6回）
。お届けするのは風味個性豊かな「錦樹（にしき
）」4種と、島根県産の特別栽培米からできた「
農酵酒（のうこうしゅ）」2種です。

常温 定期

[№5570-0229]自家焙煎珈琲「Kagrazie
」厳選セレクトセット
10,000円
森のレストランオリジナルブレンドとスペシャリ
ティーコーヒー2種類のセット(スペシャリティー
は季節等により種類が変わります)。産地から届
いた豆から雑味等の原因となる欠点豆を、障がい
のある方が一つ一つ手作業で取り除きます。こ…

常温

[№5570-0172]球体テントペアグランピ
ング宿泊券（平日限定）食事付き
100,000円
針葉樹が林立する森の一角に秘密基地のような球
体型のテントが登場。
テント内にはベッドやテーブルも設置されていて
快適にお過ごしいただけます。

常温

[№5570-0194]飛沫防止パネル【配送不
可：沖縄・離島】
80,000円
飛沫低減が可能なアクリル製のパネルです。
オフィス内・応接・商談スペース・食堂などの飲
食スペース・受付など利用可。
アクリル製で透明、工事等不要な構造であるため
、圧迫感を感じにくいパネルです。

常温
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島根県　江津市

[№5570-0103]みまもり訪問サービス（6
か月）
50,000円
ふるさと江津市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。

常温

[№5570-0104]みまもり訪問サービス（1
2か月）
100,000円
ふるさと江津市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。

常温
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