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お問い合わせ窓口
山陰合同銀行クレジットカードセンター

山陰合同銀行ウェブギフト事務局
（フジキコーポレーション株式会社内）

●カタログを送ってほしい
●ポイント商品の申込みをしたい
●ポイントの照会をしたい
●ポイントの有効期限を確認したい
●クレジットカードに関するお問い合わせ

上記のお問い合わせはこちら
山陰合同銀行クレジットカードセンター

■ Visa:0852-27-1777
■ JCB:0852-27-1001

（9：00～17：00 土・日・祝日・年末年始を除く）

●お申込みの商品が届かない
●届いた商品に不良・破損があった
●カタログ掲載商品について詳細が知りたい
●お届け日を変更したい

上記のお問い合わせはこちら
山陰合同銀行ウェブギフト事務局

（フジキコーポレーション株式会社内）

（9：00～17：00 日・祝日・年末年始を除く）
0120-69-6161
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お問い合わせは

クレジットカードのポイントを　 山陰の特産物と交換できるサービスです。

①まずはポイント照会

インターネットで

お電話で 自動音声案内に
従って入力してください。

■インターネットおよびお電話でのポイン卜照会をする際は、お手元にクレジットカードを
ご準備ください。お電話の場合、「Visa」カードの方は暗証番号も必要となります。

■上記のほか、カードのご利用代金明細書でもご確認いただけます。

②ポイントをお好きな商品に交換

インターネットで
「クレジットカードポイント交換」ページ
からお申込みいただけます。

ポイントについて

山陰合同銀行
クレジットカードセンター

（9：00～17：00 土・日・祝日年末年始除く）

■ Visa:0852-27-1777
■ JCB:0852-27-1001

カタログ掲載商品・発送について

山陰合同銀行ウェブギフト事務局
（フジキコーポレーション株式会社内）

（9：00～17：00 日・祝日年末年始除く）

0120-69-6161

※Ｖpass、My JCBのご利用には会員登録が必要です。

「Visa」カードの方（Vpass）

 ごうぎん Vpass カタログからお好きな商品をお選びいただき
「クレジットカードポイント交換」ページより

お申込みください。

ポイントの使い方・ため方について
詳しくはこちら

※当行のポイント処理時点でポイントが不足する場合、
　お申込みは無効となります。

0120-911-911
サービスコード「21」を入力

ポイント照会「10」を入力

必要事項を入力

暗証番号が分からない場合はサービスコード「41」へ。
約1週間でご登録の住所へ暗証番号通知書を郵送致します。

「Visa」カードの方

携帯電話の場合は（有料） 0570-00-3331

「JCB」カードの方

0120-409-309
必要事項を入力

サービスコード「3」を入力

郵便で
カタログ付属の専用ハガキでお申込み
いただけます。

詳しくはP2へ

お申込みから1ヵ月程度で商品が届きます。

「JCB」カードの方（My JCB）

My JCB

VISA
ワールドプレゼント

JCB
OkiDokiポイント

ポイントの
た め 方

200円（税込）＝1ポイント
※毎月のご利用金額の200円（税込）ご
とに1ポイントたまります。

1,000円（税込）＝1ポイント
※毎月のご利用金額の1,000円（税込）
ごとに1ポイントたまります。

換 算 率
1ポイント＝1円換算

※1ポイントにつき、1円相当で交換い
ただけます。

1ポイント＝5円換算
※1ポイントにつき、5円相当で交換い
ただけます。

ポイント
有効期間 ポイント獲得月から2年間

ポイント獲得月から

一般 2年間

ゴールド 3年間

ザ・クラス 5年間

※換算率については、ギフト券に換算した場合の換算率です。
※JCBにおいては、一部「Oki Dokiポイントプログラム」の対象とならないカードがあります。

お支払い方法 VISA
ポイント付与月

JCB
ポイント付与月

1 回 払 い ご請求月 ご請求月

2 回 払 い 初回お引き落とし月 お支払い月と2回目のお支払い月

分割払い（3回以上） 初回お引き落とし月 初回お引き落とし月

リ ボ 払 い 初回お引き落とし月 初回お引き落とし月

ボーナス一括払い ご利用案内月 お支払い月（8月または1月）

※一部ポイント付与の対象とならないご利用分もございます。

ご利用金額ごとにポイントをプレゼントします。
本会員およびご家族会員のご利用金額を合計のうえポイン
ト計算を行い、本会員の方にポイントを付与します。

各ブランドによってポイントプログラムが異なり、ポイント
のため方や換算率が異なります。

●ポイントプログラム

●ポイント付与タイミング

ワールドプレゼント

OkiDokiポイント

詳しくはこちら

詳しくはこちら

ポイントサービスについて

（※）
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D1012-01 360 360

360

4 23

1藤増牧場
　しまね和牛切落し

記　入　例

カタログ掲載商品・発送に関するお問い合わせ

例えば…	 ●カタログ商品内容について　●原産地等について
	 ●商品破損・未着等について

山陰合同銀行ウェブギフト事務局
（フジキコーポレーション株式会社内）

（9：00〜17：00 日・祝日年末年始除く）

 0120-69-6161

「ご利用代金明細書」送付先以外に送付をご希望される
方のみご記入ください。

①カタログ付属の専用ハガキにご記入ください。

食品をお選びの場合は、日にち指定ができます。

お酒をお選びの場合は、年齢をご記入ください。

16桁のクレジットカード番号をご記入ください。

記入時の注意事項

②ご記入後、ハガキを
　ポストにご投函ください。

③１か月程度で
	 商品をお届けします。

ポイントの照会・有効期限に関するお問い合わせ

例えば…	 ●現在、何ポイントあるのか
	 ●ポイント有効期限を確認したい

インターネットで簡単に
ご確認いただけます。

■詳しくはＰ１をご覧ください。

カタログ付属の専用ハガキご記入例
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「内閣総理大臣賞受賞」藤増牧場が自信をもって
お届けする「しまね和牛」。旨味たっぷりの切り落と
し肉は、調理しやすく様々な料理に使える万能な
お肉です。

芙蓉ポークはやわらかく甘みがあり大人気の豚肉で
す。金城町にある自然豊かな自社農場で育てたケ
ンボロー芙蓉ポークを使いしゃぶしゃぶ用にスライス
しました。

ジューシーな大山どりのモモ肉を塩漬けにし燻製し
たスモークチキンと、鶏肉のさっぱりとした味がお
料理やおつまみにぴったりのソーセージをセットにし
ました。

　　  JCBカード

2,000円相当の商品

360ポイントコース 1,800ポイントコース

　　  VISAカード

（1ポイント＝5円換算） （1ポイント＝1円換算）

400通常 ㌽のところ

360ポイントで！

※ 2,000通常 ㌽のところ

1,800ポイントで！

※

申込番号  D1012-01 藤増牧場　しまね和牛切落し	  冷蔵便

島根県  藤増牧場　https://fujimasu.jp/
申込番号  D1012-02 ケンボロー芙蓉ポーク　バラ肉しゃぶしゃぶ用  冷凍便

島根県  島根ポーク　http://www.shimane-pork.jp/

申込番号  D1012-05 あかまる牛肉店　大山どりのハムとソーセージセット 	  冷凍便

鳥取県  あかまる牛肉店　https://akamaru-shop.com/

［商品内容］
250g
消費期限：冷蔵4日
※消費期限4日のため、必ずお受け
取りいただける日にちのご指定を
お願い致します。
※冷蔵便でお届けとなります。

豚ばら肉の焼豚と、料理素材としても重宝するブロッ
クベーコンの詰合せです。

申込番号  D1012-04 大山ハム焼豚・ベーコン詰合せ	  冷蔵便

鳥取県  大山ハム　http://daisenham.sanin.jp/
［商品内容］
ばら焼豚200g、熟成乾塩ベーコン
200g
賞味期間：冷蔵45日
※冷蔵便でお届けとなります。
【アレルギー表示】小麦

日本海産ノドグロの中でも小型サイズを集めたお得
セットです。お酒のおつまみに丁度よいサイズです。

申込番号  D1022-08 のどぐろ開き　お得セット	  冷凍便

島根県  シーライフ　http://sealife-hamada.net/
［商品内容］
のどぐろ開き約600g（約
10～20尾）
賞味期間：冷凍90日

※冷凍便でお届けとなります。

鳥取県のシンボル大山山麓の大自然の中、その伏
流と独自飼料で育った「鳥取県産のとり」を使って匠
の技で一本一本手刺しで加工し、串惣独自のタレ
で焼き上げた本格焼鳥です。

申込番号  D1012-03 鳥取串惣のやきとり詰合せ	  冷凍便

鳥取県  串惣　http://www.kusisou.co.jp/
［商品内容］
焼鳥串（ねぎま串・身皮串・もも串・
砂肝串）各25g×4、焼鳥のたれ
100g
賞味期間：冷凍180日
原産地：鳥取県

※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】小麦

伝統と歴史ある加工技術で、干物つくり50年。旬
と鮮度にこだわり、独自の製法で塩漬け・乾燥し、
絶妙な味に仕上げました。

申込番号  D1022-07 山陰産特選干物セット	  冷凍便

鳥取県  大海　https://daikai-web.com/
［商品内容］
開きあじ約60g×3、ハタハタ一夜干
し約33g×3、えてかれい一夜干し
約130g×3
賞味期間：冷凍180日
原産地：鳥取県
※冷凍便でお届けとなります。

［商品内容］
バラ肉しゃぶしゃぶ用400g
賞味期間：冷凍30日
原産地：島根県

※冷凍便でお届けとなります。

［商品内容］
スモークチキン250g×1、
チキンソーセージ（130g×5
本入）×1、チキンチーズソー
セージ（130g×5本入）×1
賞味期間：冷凍365日　

※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】小麦・乳成分

国産のコロッケは、添加物を使わず、ジャガイモな
どの野菜もすべて国産素材で作った安心安全の
一品です。冷凍のまま油で揚げるだけ。衣のサク
サクと中のホクホクを両方楽しんでください。

申込番号  D1012-06 お肉屋さんのサクサクコロッケ	  冷凍便

鳥取県  あかまる牛肉店　https://akamaru-shop.com/
［商品内容］
5個×2
賞味期間：冷凍120日　
※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】小麦・乳成分

※消費期限4日のため、必ずお受け取りいた
だける日にちのご指定をお願い致します。

お届け日
指定必須
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骨まで柔らかくまるごと食べられる日本海産のレンコ
鯛が2尾入った鯛めしの素。特性だし醤油を入れ
て、魚をのせて、あとはご飯を炊くだけです。保存料・
着色料・化学調味料不使用。高温高圧調理で常
温保存が可能です。

申込番号  D1032-14 鯛めしの素（2～3人前）　2袋セット
島根県  ヤマヲ水産　https://www.yamawosuisan.com/

丹波大納言小豆を使用したお赤飯と、瀬戸内海
産の天然真鯛・高知県産ゆずの皮を使ったおこわ
のセットです。100％国産米を独自の技術により加工
したお米は、洗米・つけ置き不要。短時間で簡単
に調理いただけます。

申込番号  D1032-15 お赤飯＆天然真鯛おこわセット
島根県  アルファー食品　http://www.alpha-come.co.jp/index.html

［商品内容］
お赤飯（乾燥米飯240g・丹波
大納言小豆40g・ごま塩3g）×
1、天然真鯛おこわ（乾燥米飯
230g・鯛おこわのもと90g）×1　
賞味期間：1年
原産地：日本

［商品内容］
鯛めしの素2～3人前（レンコ
鯛2尾、だし醤油40g）×2袋
賞味期間：270日
原産地：鯛＝山陰沖産

【アレルギー表示】小麦

獲れたての大粒宍道湖産大和しじみを砂抜きして
冷凍しました。お味噌汁はもちろんですが、しじみ
パスタや酒蒸し等にもお使いいただけます。

申込番号  D1022-09 宍道湖産冷凍大和しじみ（大粒）	   冷凍便

島根県  平野缶詰　https://yakumo-ennmusubi.hp.gogo.jp/pc/
［商品内容］
宍道湖産大和しじみ（L）500g×2
賞味期間：冷凍180日
原産地：島根県　

※冷凍便でお届けとなります。

日本海産の新鮮な刺身用スルメイカを使用。胴体・
耳部分のみをソーメンカットし特製の醤油ダレに漬
け込みました。マイルドな味で食べやすく、子供や
女性にも大好評です。

申込番号  D1022-11 漁師風いか醬油漬けセット	  冷凍便

鳥取県  福栄　http://minato-yoshimaru.jp/
［商品内容］
200g×4個
賞味期間：冷凍180日
原産地：日本海

※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】小麦

全国蒲鉾品評会において水産庁長官賞を受賞し
た「スト蒲鉾」と、「えごまの町」として知られる島根
県川本町産のえごまを使いプチプチの食感を活か
した蒲鉾をセットにしました。

申込番号  D1032-12 上野屋蒲鉾店　スト蒲鉾＆えごま蒲鉾   冷蔵便

島根県  上野屋蒲鉾店　https://www.e-sutokama.com/
［商品内容］
スト蒲鉾130g×3、えごま蒲鉾
120g×2
賞味期間：冷蔵6日

※冷蔵便でお届けとなります。
【アレルギー表示】卵

紅ずわいがにの爪肉をなめらかなホワイトソースで
包みました。独自の製法により冷めてもクリーミーな
まま、サクッと軽い衣の食感をお楽しみいただけま
す。

申込番号  D1032-13 かに爪クリーミーフライ20個   冷凍便

鳥取県  さんれいフーズ　https://www.sanrei-foods.co.jp/
［商品内容］
10個入パック×2
賞味期間：冷凍485日
※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】小麦・乳成分・かに

氷温熟成で仕上げた辛子明太子です。小分けに
なっているため、一度の食事に必要な量だけ食べ
られて保存にも便利です。

申込番号  D1022-10 氷温熟成　辛子明太子（上切れ子）   冷凍便

鳥取県  ダイマツ　http://www.kk-daimatsu.co.jp/
［商品内容］
辛子明太子500g（250g×2）
賞味期間：冷凍60日　
※冷凍便でお届けとなります。

鳥取県のご当地グルメ「牛骨ラーメン」。鳥取県産
和牛エキスを使用した牛骨スープの香ばしさと、ほ
んのり香る牛脂の旨みが特徴のラーメンです。

申込番号  D1032-16 鳥取牛骨ラーメン（4食入）　2箱セット
鳥取県  鳥取はまみ屋

［商品内容］
牛骨ラーメン4食入（麺110ｇ・スー
プ29g）×2箱
賞味期間：3か月

【アレルギー表示】小麦

えごまの葉をパウダーにして練りこませたつるつるの
麺と、えごまを飼料として育てた鴨のガラから抽出
したスープを使用。鴨の濃厚なエキスが旨味と素
朴な味わいの絶妙なバランスが忘れられない美味し
さです。

申込番号  D1032-17 えごま鴨だし塩ラーメン（2食入）　2箱セット	
島根県  オーサンファーム　http://www.o-san.co.jp/

［商品内容］
（麺80g・スープ40g ×各2
食入）×2箱
賞味期間：180日

【アレルギー表示】小麦
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山陰のあじ「錦味噌」。米糀の柔らかな香りと風味
が特徴の「米糀入」、発酵型味噌の「白みそ」、「米
糀入」と豆味噌を調合した合わせ味噌の「赤だし」。
お好みで合わせても美味しく召し上がっていただけ
ます。

申込番号  D1032-25 錦味噌　4個セット（米糀入・白みそ・赤だし）
島根県  小西本店　https://www.nishikimiso.com/

［商品内容］
米糀入味噌500g×2、白みそ500g
×1、赤だし500g×1
賞味期間：6ヶ月

【アレルギー表示】小麦

島根県産トビウオとゴマを主原料とした、化学調味
料・保存料無添加のソフトふりかけです。ご飯の
お供だけでなく様々な用途でお楽しみいただけま
す。

申込番号  D1032-21 あごごま　3種セット
島根県  SOL	JAPAN　https://sol.co.jp/

［商品内容］
あごごま3種（甘口醤油・もろみ味
噌・山椒）各80g×各1
賞味期間：180日

【アレルギー表示】小麦・えび・かに
※本品は、えび・かにを含む製品

と共通の設備で製造しています。

大山どり・鳥取県産黒毛和牛を使い、しかも国産
野菜にこだわって作りました。肉の旨みを大切に香
り高いスパイスで煮込んだカレーです。

申込番号  D1032-18 大山カリー詰合せ
鳥取県  鳥取缶詰　http://www.kic-torikan.com

［商品内容］
大 山カリー（ビーフ・チキン）
各200g×各2
賞味期間：2年
加工地：鳥取県

【アレルギー表示】小麦・乳成分

海辺で丹精込めて育てたトマトを、加工品にしてお
届け。砂糖・塩など添加物はもちろん水一滴さえも
加えない海辺のトマト100％トマトジュースと、じっくり
乾燥させて海辺のトマトの甘み・旨み・濃厚さ・深
みをより一層凝縮させたドライトマトのセットです。

申込番号  D1032-23 海辺のトマトジュースとドライトマトセット
島根県  さんちゃんファーム　https://www.sanbg.com/farm/

［商品内容］
海辺のドライトマト17g×3、
海辺のトマトジュース180ml
×1
賞味期間：6ヶ月
※7～9月は冷蔵便でお届け
となります。

「鳥取県産竹炭」を使ったオンリーワンのスペシャリ
ティー珈琲。竹炭で焙煎することで豆の優れた苦
みを引き立て竹炭の芳ばしい香りと共に、コーヒー
の深いコクと苦みが口の中に広がります。

申込番号  D1032-26 竹炭珈琲（粉）　竹筒缶入り　2本セット
鳥取県  珈琲舎en　https://coffeeyaen.base.shop/

［商品内容］
80g入×2
賞味期間：90日

通常の塩に比べて独特の甘みと旨味があるのが特徴
です。料理全般の味を引き立たせてくれます。藻塩は、
おにぎり・焼き鳥・野菜炒め・天ぷら・焼き魚等、食塩
同様にお使いいただけます。藻塩コショウは、肉料理
の味付け・サラダ等、塩コショウ同様にお使いください。

申込番号  D1032-24 藻塩こしょうセット
島根県  通所はばたき　http://habataki.shop35.makeshop.jp/

［商品内容］
藻塩（袋入）100g・藻塩こしょう（袋
入）100g・藻塩（瓶入）67g・
藻塩こしょう（瓶入）57g
賞味期間：1年

鳥取砂丘に隣接する砂丘地で丹精こめて栽培され
た砂丘らっきょうは、シャキシャキとした歯切れの良
さが自慢です。甘みと酸味をおさえ、さっぱりとし
た味に仕上げました。合成保存料・合成甘味料・
漂白剤不使用。

申込番号  D1032-19 鳥取砂丘らっきょう詰合せ
鳥取県  JAアグリ

［商品内容］
砂丘らっきょう（甘酢漬100g×2、ピ
リ辛100g×2）
賞味期間：150日
原産地：鳥取県

鳥取砂丘に隣接する砂丘地で丹精こめて栽培され
た砂丘らっきょうをピクルスにしました。甘みと酸味
をおさえ、さっぱりとした味に仕上げました。

申込番号  D1032-20 らっきょうピクルス・柚子味噌漬けセット
鳥取県  シセイ堂デザイン　https://swance.jp/

［商品内容］
らっきょうピクルス プレーン
80ｇ×1、らっきょう柚子味
噌漬け130ｇ×1
賞味期間：6ヶ月
原産地：鳥取県

鳥取の海岸で採れた天然わかめを乾燥させまし
た。少し炙って細かく砕いて温かいご飯にかけたり、
水でもどしてサラダに入れたり、料理方法は様々で
す。そのまま天然のスナックとしてもお召し上がりい
ただけます。

申込番号  D1032-22 山陰特選板わかめ4袋セット
鳥取県  リヴよどえ　http://www.live-y.jp/index.html

［商品内容］
15ｇ×4袋
賞味期間：180日
原産地：鳥取県

【アレルギー表示】えび・かに
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島根県飯南町で、農薬・化学肥料不使用にこだわっ
て栽培されたさつま芋を原料にして作られた、新感
覚の発泡酒。香り、旨味、酸味がいくつも重なり、ボ
リュームのある味わいです。食前酒に、あるいはデザー
ト酒として幅広い飲み方をお楽しみいただけます。

申込番号  D1042-31 唐芋スパークリン酒「Sweal（サール）」2本セット  冷蔵便

島根県  馬庭本店　https://maniwahonten.jimdofree.com
［商品内容］
唐芋スパークリン酒「Sweal（サール）
330ml」×2　賞味期間：冷蔵6ヶ月
※20歳以上の年齢であることを確
認できない場合には酒類を販売
（交換）致しません。
※冷蔵便でお届けとなります。

明治15年島根県松江市で創業の李白酒造。辛さ
と旨さがバランスよく調和した、飲み飽きしない純
米酒です。

申込番号  D1042-29 李白酒造　李白純米酒
島根県  李白酒造　http://www.rihaku.co.jp/

［商品内容］
純米酒1.8L×1
原材料：米・米麹
※20歳以上の年齢であるこ
とを確認できない場合に
は酒類を販売（交換）致し
ません。

鳥取県弓ヶ浜半島産金時を原料にし、サツマイモ
の風味を最大限に引き出したご当地焼酎。日本酒
の麹、酵母を使用することでサツマイモの風味を
最大限に引き出しました。

申込番号  D1042-30 千代むすび　芋焼酎　浜の芋太なかどり
鳥取県  千代むすび酒造　http://www.chiyomusubi.co.jp/

［商品内容］
芋焼酎720ml×1

※20歳以上の年齢であることを
確認できない場合には酒類を販
売（交換）致しません。

味が濃く果汁たっぷりで、果肉を包む皮がとても薄
く柔らかい高糖度の品種「ゆら早生」の濃厚な味わ
いが特徴のみかんジュースです。

申込番号  D1042-33 みかんジュース2本セット
島根県  やすぎ観光みかん園　http://www.bluevehicles.info/mikan/index.html

［商品内容］
720ml×2
賞味期間：1年

国立公園大山で栽培された貴重な若葉抹茶「大山
の白」をふんだんに使用し、濃厚な抹茶の風味が
漂うロールケーキ。国産小豆を贅沢に散らし、純
生クリームがたっぷり詰まっています。

申込番号  D1052-35 大山の香り　純生抹茶ロールケーキ	  冷凍便

鳥取県  長田茶店　http://www.nagatachamise.jp/
［商品内容］
純生抹茶ロール1本
賞味期間：冷凍90日（解
凍後3日）

※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】小麦・卵・乳成分

お茶のプロフェッショナルが導きだした、究極にして
絶妙なブレンドの本格グリーンティー3種。ホットでも
アイスでも。心とからだに癒しのひとときを。

申込番号  D1032-27 グリーンティー詰合せ	
島根県  原寿園　http://www.harakotobukien.co.jp

［商品内容］
グリーンティー（スタンダード・ビ
ター・抹茶ミルク）各100g×各1
賞味期間：180日
原産地：緑茶・抹茶＝日本

【アレルギー表示】乳成分

地元で大人気の生クリーム大福。鳥取県の餅粉と、
高級生クリームと、大山から湧き出た清らかな水を
使用。昔ながらの大福餅に洋菓子の要素を取り入
れた創作和菓子です。

申込番号  D1052-34 だんごや萌音　生クリーム大福詰合せ6個   冷凍便

鳥取県  だんごや萌音
［商品内容］
カフェオレ×2、抹茶オレ×2、苺クリー
ム×2
賞味期間：冷凍90日
※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】乳成分

島根県出雲市にある「島根ワイナリー」で造られた
ぶどうジュースです。島根県産のぶどうの果汁を
100％使用。まさにぶどうそのもので、後味もさっぱ
りと美味しいです。

申込番号   D1042-32 デラウェアぶどうジュース2本セット
島根県  島根ワイナリー　https://www.shimane-winery.jp/

［商品内容］
500ml×2
賞味期間：1年

旨味がたっぷり詰まったこんぶ茶、爽やかな梅入こ
んぶ茶、有機肥料と低農薬にこだわった「大山煎
茶」をセットにしました。

申込番号  D1032-28 こんぶ茶・大山煎茶セット
鳥取県  静香園　http://www.seikoen.jp/

［商品内容］
角切こんぶ茶45g・梅入こんぶ茶
35g・大山煎茶（ティーパック2ｇ入×3）
×各1
賞味期間：1年
原産地：昆布＝北海道、

茶葉＝鳥取県
【アレルギー表示】小麦
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濃紺に白いラインがとても映えるマグカップです。内
側のブルーもとてもきれいな色です。

申込番号  D1062-42 雲舟窯　縹繧マグカップ
島根県  雲舟窯

［商品内容］
マグカップ×1
サイズ（約）：口径8×高さ12cm
材質：陶器　日本製

※手作りのため、サイズ・色合いが
異なる場合がございます。
※お届けはご用命賜りましてから40
日前後となる場合がございます。

柿渋エキス(カキタンニン)が、気になるニオイの元と
なる汗や皮脂汚れをしっかり洗い流します。加齢
臭から足のニオイまで、家族みんなで使えるボディ
石けんとして根強い人気をもつ石けんです。

申込番号  D1062-44 柿渋石けん3個セット
鳥取県  進製作所　http://www.shinfactory.co.jp

［商品内容］
柿渋石けん100g×3

天然100％の蜂蜜に4種のナッツを漬けた大人気のスイーツ
です。そのまま食べるのも美味しいですが、朝食のヨーグル
トや、トーストやパンケーキに添えたり、ワインなどお酒のお
つまみ、チーズに乗せてパーティーに、お料理や手作りスイー
ツなど、使い道はアイデア次第でいくらでも広がります。

申込番号  D1052-40 ナッツのはちみつ漬け200g
鳥取県  MY	HONEY　https://www.myhoneyjapan.com/

［商品内容］
ナッツの蜂蜜漬け200g×1
賞味期間：1年6ヶ月

大正14年創業石見焼（島根県）の「元重製陶所」
は、すり鉢とおろし器だけに特化した専門窯元で
す。すり鉢とおろし器に国産朴の木を使用した手触
りがよいすりこぎを添えて、3点セットをお届けします。
石見焼本来の耐久性があるため、長く使えます。

申込番号  D1062-43 もとしげ　すり鉢・おろし器・すりこぎ3点セット（小）／白
島根県  元重製陶所　https://www.suribachi.jp/

［商品内容］
すり鉢（直径11cm×高さ6cm・重量350g・
容量300ml）×1、おろし器（直径10cm×高
さ2cm・重量150g・容量40ml）×1、すり
こぎ（直径3cm×長さ18cm）×1
材質：陶器　色：白　日本製

※手作りのため、サイズ・色合いが異なる
場合がございます。

※お届けはご用命賜りましてから40日前後
となる場合がございます。

素材を厳選し、しっとりとした食感になるよう熟練の
職人が丁寧に焼き上げました。

申込番号  D1052-39 彩雲堂　かすてら
島根県  彩雲堂　https://www.saiundo.co.jp/

［商品内容］
1棹
賞味期間：30日

【アレルギー表示】小麦・卵

ネッカリッチを混ぜたえさで育てた自社飼育の牛から
とれた牛乳を使って作ったヨーグルトです。低温殺
菌なので絞りたて牛乳の豊かな風味を味わえます。

申込番号  D1052-36 わたなべ牧場　ヨーグルト12個  冷蔵便

島根県  わたなべ牧場　https://watanabe-bokujou.com/
［商品内容］
100g×12
賞味期間：冷蔵14日

※冷蔵便でお届けとなります。
【アレルギー表示】乳成分

大自然の中でのびのびと平飼いされた彩り天佑卵
を使用しているプリンです。とろりとした口溶けと卵
の風味を感じる素朴な味わいです。

申込番号  D1052-37 奥出雲ぷりん　6個入
島根県  たなべたたらの里　https://tanabetataranosato.com/

［商品内容］
94g×6
賞味期間：180日

【アレルギー表示】卵・乳成分

慶応4年創業の老舗和菓子屋「亀甲や」がつくっ
た、ブランデーをたっぷりしみこませたケーキです。
プレーンとココアの2種類をセットにしてお届けしま
す。

申込番号  D1052-38 鳥取ブランケーキセット	
鳥取県  亀甲や

［商品内容］
鳥取ブランケーキ約6×24
×4.5cm（プレーン・ココア）
各1
賞味期間：90日

【アレルギー表示】小麦・卵・乳成分

鳥取県産米粉に、自社製の有機野菜パウダーを加
えて作ったグルテンフリーのパンケーキミックスです。
自然由来のカラフルな色は見た目も楽しく、お子様
でも手軽に野菜成分を摂ることが出来ます。

申込番号  D1052-41 大山スマイルファーム　魔法のベジパンケーキセット	
鳥取県  大山スマイルファーム　https://daisen-smile.com/

［商品内容］
パンケーキミックス（ビーツ・ニンジ
ン・モロヘイヤ）各150g×各1
※モロヘイヤは季節によりホウレンソ

ウに変更となる場合があります。
賞味期間：365日

※この商品はポストインでのお届け
となりますのでお届け日の指定
は出来ません。

※この商品はポストインでのお届けとなり
ますのでお届け日の指定は出来ません。

お届け日
指定不可
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5,000円相当の商品

900ポイントコース 4,500ポイントコース

（1ポイント＝5円換算） （1ポイント＝1円換算）

1,000通常 ㌽のところ

900ポイントで！

※ 5,000通常 ㌽のところ

4,500ポイントで！

※

　　  JCBカード 　　  VISAカード

大山ルビー豚は、旨み成分の一つであるオレイン酸
が多い大山赤豚と、肉の旨さ、柔らかさに優れた黒
豚の両方の良い性質を受け継いでおり、脂が美味
しく、ロース肉の味が甘いと言われています。繊維
を壊さないように低温調理したローストポークです。

鴨肉は飼育日数にも餌にもこだわったやわらかいお
肉で、しゃぶしゃぶのように食べられるものを厳選し
ています。出雲そばとのコラボが絶妙な味わいで
す。夏は冷たいそばをつけ麺風に。

申込番号  D2012-47 大山ルビー　ローストポーク	  冷凍便

鳥取県  ビッグワン　https://www.daisen-jikan.com/

申込番号  D2012-50 鴨せいろそばセット	2人前	  冷凍便

島根県  カナール　https://kamonabe.jp/

［商品内容］
120g×3
賞味期間：冷凍4ヶ月

※冷凍便でお届けとなります。

［商品内容］
本鴨ロース肉100g、鴨皮100g、
出雲生そば110g×2、だし醤油
100ml
賞味期間：冷凍60日

※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】小麦・そば

鳥取和牛DAISENブランドの焼肉セット。ほどよく
脂身ののったやわらかい和牛バラ肉を焼肉用にカッ
トしました。

肉質はきめ細かく柔らかで豚本来の旨味にも富ん
だ鳥取県産の大山豚。極薄にスライスし、1枚ず
つ丁寧に並べ、まきすで綺麗なロール状に仕上げ
ていますので、お箸でも切れる柔らかさです。日本
ギフト大賞2019鳥取受賞。

鳥取の特産品を使ったおつまみ5品と焼きたての焼
鳥がご自宅で楽しめる盛り合わせをセットにしまし
た。

山陰沖で獲れた新鮮な魚を加工し、独自の製法で
魚本来の美味しさを引き出しました。加熱不要でそ
のまんま骨まで食べられるお魚の惣菜です。

申込番号  D2012-45 鳥取和牛DAISEN　バラ焼肉用	  冷凍便

鳥取県  大幸　http://www.daiko-web.com/
申込番号  D2012-46 大山物語　大山豚手造りロールステーキ	  冷凍便

鳥取県  ホクニチ　https://tottori-hokunichi.co.jp/

申込番号  D2012-49 居ながら居酒屋チキン（おつまみ＆焼鳥セット）	  冷凍便

鳥取県  串惣　http://www.kusisou.co.jp/

申込番号  D2022-52 そのまんま食堂　山陰沖産魚5種
島根県  中浦食品　http://www.nakaura-f.co.jp/

［商品内容］
鳥取和牛バラ肉500g
賞味期間：冷凍180日
原産地：鳥取県
※冷凍便でお届けとなります。

豚ロース肉を熟成させ一本一本丁寧に糸で巻いて
スモークした熟成糸巻ロースハム、料理素材として
も大変重宝する熟成乾塩ベーコン、あっさりしたも
もハムを詰め合わせました。お好みの厚さにスライ
スしてお召し上がりください。

ジューシーでプリッとした歯ごたえの大山どりのモモ
肉と、柚子の風味が利いた大山どりつみれは宍道
湖名産のしじみを使った特製ストレートスープと相性
バツグンです。

申込番号  D2012-48 大山ハム詰合せ	  冷蔵便

鳥取県  大山ハム　http://daisenham.sanin.jp/

申込番号  D2012-51 大山物語　大山どり鍋セット	  冷凍便

鳥取県  ホクニチ　https://tottori-hokunichi.co.jp/

［商品内容］
熟成糸巻ロースハム320g、ももハ
ム340g、熟成乾塩ベーコン200g　
×各1
賞味期間：冷蔵45日
※冷蔵便でお届けとなります。

［商品内容］
大山どりモモ角切り200g×2、大山
どりつみれ200g×2、ストレートスー
プ300ml×3
賞味期間：冷凍90日
※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】小麦・乳成分

［商品内容］
80g×10
賞味期間：冷凍90日

※冷凍便でお届けとなります。

［商品内容］
居ながら居酒屋チキン（黒にんにく
スパイシー・らっきょう酢鶏・ねぎま
タレ焼き・やげん軟骨焼き・銀皮ハ
ラミのチーズダッカルビ）各100g×
5、焼鳥盛り合わせ16本400g、タ
レ100g　賞味期間：冷凍180日
原産地：鳥取県

※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】小麦・卵・乳成分・えび

［商品内容］
（あじ開き1尾入・えてかれ
い1尾入・のどぐろ70g入・
レンコ鯛2尾入・沖キス約
130g入）×各1
賞味期間：270日
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島根県大田市『一日漁』で獲れた新鮮な真あなごを
蒲焼と一夜干にしました。うなぎと変わらない位の
栄養素がありながら低カロリーな高級魚あなご。一
夜干は天日塩のみで、蒲焼は化学調味料を使わ
ず美味しく仕上げました。

申込番号  D2022-54 天女の羽衣　あなご蒲焼と一夜干セット（計2尾）	  冷凍便

島根県  岡富商店　http://www.okatomi.jp/
［商品内容］
あなご蒲焼（約180～210ｇ）×1尾、
あなご一夜干（約250～300ｇ）×1
尾、蒲焼のたれ10ml×1、さんしょう
粉末0.2g×1
賞味期間：冷凍60日
原産地：島根県
※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】小麦

5種の味わいがお楽しみいただける、氷温熟成で
旨味を引き出した西京漬。個包装の真空パックで
保存にも便利です。

申込番号  D2022-55 氷温熟成　西京漬10切セット	  冷凍便

鳥取県  山陰大松　http://www.kk-daimatsu.co.jp/
［商品内容］
金目鯛西京漬け60g×2、
鰆西京漬け70g×2、銀鮭
西京漬け70g×2、銀ひら
す西京漬け70g×2、真鱈
西京漬け70g×2
賞味期間：冷凍60日

※冷凍便でお届けとなります。

自社船団「吉丸」が漁獲した鮮度のよい日本海産す
るめいか、境港産の紅ズワイガニを使ったこだわり
の逸品。全て無添加で作った網元ならではの自信
作です。

申込番号  D2022-59 吉丸のこだわりイカ・カニセット	  冷凍便

鳥取県  福栄　http://minato-yoshimaru.jp/
［商品内容］
漁師風いか醤油漬200g×3、紅
ズワイガニ棒肉80g×2
賞味期間：冷凍90日
原産地：スルメイカ＝日本海産

紅ズワイガニ＝境港産
※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】小麦・かに

鳥取県の県魚である「湯梨浜ひらめ」は、県栽培漁業センター
の正常な地下海水で人工ふ化し、8cmまで飼育したのち、井戸
海水式陸上養殖場「海の駅とまり」で大きく育てた、生まれも育ち
も湯梨浜町の美味しいヒラメです。歯ごたえのあるコリコリとした
食感と十分に脂ののった高級魚ヒラメの味を実感いただけます。

申込番号  D2022-56 湯梨浜ひらめの元気漬丼　3袋セット	  冷凍便

鳥取県  湯梨浜振興　http://www.yurihamashinko.com/
［商品内容］
80g×3袋
賞味期間：冷凍1ヶ月
原産地：鳥取県

※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】小麦

宍道湖は日本百景にも選ばれている風光明媚な湖
です。日本海からの海水と、中国山地を源流とす
る淡水が混ざった汽水湖で、日本一、二を争う大
和しじみの産地です。丁寧に砂抜きして、美味しく
なるよう冷凍しました。

申込番号  D2022-58 かみありづき　宍道湖産冷凍大和しじみ8袋セット	  冷凍便

島根県  かみありづき　http://www.kamiari.co.jp
［商品内容］
宍道湖産冷凍大和しじみ
200ｇ×8
賞味期間：冷凍180日
原産地：島根県

※冷凍便でお届けとなります。

島根県浜田港で水揚げされたイカを香ばしく風味
豊かに焼き上げました。袋のまま数分間湯煎してい
ただくとより美味しくいただけます。

申込番号  D2022-53 浜崎直祐商店　いかの照り焼き	  冷凍便

島根県  浜崎直祐商店　http://hamasakinaosukeshoten.jp/
［商品内容］
いか約750g（6～9杯）
賞味期間：冷凍90日
原産地：島根県

※冷凍便でお届けとなります。

浜田港で水揚げされるあじ・のどぐろ・かれいは、
浜田の水産ブランド「どんちっち」に指定されていま
す。あじ・のどぐろは脂ののりがよく、かれいは肉
厚でさっぱりとした味で食が進みます。酒の肴にも
どうぞ。

申込番号  D2022-57 どんちっち　一夜干し詰合せ	  冷凍便

島根県  シーライフ　http://sealife-hamada.net/
［商品内容］
真あじ・のどぐろ・かれい×各3尾　
賞味期間：冷凍60日
原産地：島根県
※冷凍便でお届けとなります。

えごま蒲鉾とあかもく天に、大人気のスト蒲鉾と野
焼きが入った自慢のおススメセットです。地元の素
材にこだわり、島根県川本町のえごまと、大田市
産のあかもくを使った新商品が生まれました。

申込番号  D2032-60 上野屋蒲鉾店　日本海　潮セット	  冷蔵便

島根県  上野屋蒲鉾店　https://www.e-sutokama.com/
［商品内容］
スト蒲鉾×2、えごま蒲鉾×3、真空
あかもく天（3枚入）×2、野焼き×2
賞味期間：冷蔵6日
※冷蔵便でお届けとなります。
【アレルギー表示】卵

明治45年創業のお店「江木蒲鉾店」の赤てんは、
浜田のソウルフードとして人気です。パン粉のサク
サク感と唐辛子のピリピリ感、食感のモチモチ感が
癖になる美味しさ。ご飯にもビールにもよく合います。

申込番号  D2032-61 江木の赤天　20枚セット	  冷蔵便

島根県  江木蒲鉾店　https://mitsuifoods.co.jp/
［商品内容］
（1枚80g×5）×4袋
賞味期間：冷蔵7日

※冷蔵便でお届けとなります。
【アレルギー表示】小麦
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境港産の紅ずわいがに、日本海産ののどぐろを使
用した贅沢なしゅうまいのセットです。

申込番号  D2032-63 かにトロしゅうまい・のどぐろしゅうまいセット	  冷凍便

鳥取県  中浦食品　http://www.nakaura-f.co.jp/
［商品内容］
かにトロしゅうまい×1箱（約35g×8個
入・たれ20g）、のどぐろしゅうまい×
1箱（約35g×8個入・たれ20g）
賞味期間：冷凍40日
※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】小麦・卵・かに

四方を山に囲まれ、静寂な時が流れる島根県飯南町に
ある「奥出雲そば処　一福」。コシの強い食感と風味、
そば本来の旨みを堪能できる出雲そばです。

申込番号  D2032-69 一福　奥出雲生そばセット	  冷蔵便

島根県  奥出雲蕎麦処　一福　https://www.ippuku.co.jp/
［商品内容］
八 割 生そば240g×3、そば つゆ
150g×3、 国 産だったんそば 茶
150g×1
賞味期間：冷蔵15日
※冷蔵便でお届けとなります。
【アレルギー表示】小麦・そば

江戸時代から続く鳥取の食文化「とうふちくわ」をは
じめ、人気の10種10本を詰め合わせました。化学
調味料・保存料・香料不使用で、素材本来の旨
みを活かしています。

申込番号  D2032-62 とうふちくわ詰合せ　若竹	  冷蔵便

鳥取県  とうふちくわの里	ちむら　http://www.toufuchikuwa.com

宍道湖のしじみをスープに使用した「松江ラーメン」
と、「挽きぐるみ」の黒いそば粉が特徴の出雲蕎麦
をセットにしてお届けします。

申込番号  D2032-70 松江ラーメン・出雲そばセット
島根県  なかたか　http://www.mengurume.co.jp/

［商品内容］
松江ラーメンしじみ醤油味

（生麺110g、スープ50g）
×4、国内産そば粉使用出
雲そば（半生そば100g、つ
ゆ60g）×4
賞味期間：30日

【アレルギー表示】小麦・そば　

中国山地の山あいの町・奥出雲町特産のキノコ「奥
出雲舞茸」。同町で厳選された広葉樹のオガコと、
地元のわき水「延命（えんめい）水」などで作った培
地に菌を植え付けじっくりと育てました。ふくよかな
香りと心地よい歯ごたえをお楽しみください。

申込番号  D2032-66 奥出雲舞茸　4株	  冷蔵便

島根県  舞茸奥出雲　http://www.unta.jp/shop/
［商品内容］
4株
原産地：島根県
※冷蔵便でお届けとなります。

島根をホームタウンとするプロバスケットボールチーム
「島根スサノオマジック」を応援するお米。神話の
里ならではのチーム名に因んで、お米は神話の舞
台・奥出雲の仁多米を選びました。

申込番号  D2032-67 仁多米こしひかり　島根スサノオマジック応援米
島根県  物部　https://monobe55.com/

［商品内容］
島根スサノオマジック応援
米3kg×2
原産地：島根県
※新米のお届けは10/10
以降となります。新米を
ご希望の方は、10/10
以降のお届け日をご指定
ください。

新米のお届けは10/10以降です。
※新米ご希望の方は、10/10以降のお届け日をご指定ください。

「ササニシキBL1号」にコシヒカリ系「ゆめそらち」を
交配させて育成した鳥取県話題の新品種「星空
舞」。2020年に本格デビューした鳥取県オリジナル
の新品種です。白度・光沢が強く、粘りと粒感の
ある食感が特徴です。

申込番号  D2032-68 鳥取県産　無洗米　星空舞　5kg
鳥取県  全農パールライス㈱鳥取支店

［商品内容］
無洗米5kg×1
原産地：鳥取県

※新米のお届けは10/20以降と
なります。新米をご希望の方は、
10/20以降のお届け日をご指
定ください。

新米のお届けは10/20以降です。
※新米ご希望の方は、10/20以降のお届け日をご指定ください。

二十世紀は青梨の代表品種の1つで、鳥取県の
特産としても有名です。 甘みの中にさわやかな酸
味を持ち、やわらかな果肉は果汁を多く含んでい
て食味に優れています。

申込番号  D2032-64 鳥取県産二十世紀梨14玉
鳥取県  出雲中央青果

［商品内容］
Lサイズ約3.5㎏（14玉）　原産地：鳥取県

※お申込み期限：2022年8月20日までにお申込み
ください。
※お届け日の指定はできません。
　指定日をご記入いただいても、お届け期間内で順
次発送となります。予めご了承ください。

※お届け期間を過ぎたお申し込みは翌年のお届けとな
ります。
※お届け期間：2022年8月下旬～2022年9月上旬
※天候等によりお届けが遅れる場合がございます。予
めご了承ください。

お届け期間：2022年8月下旬～2022年9月上旬
2022年8月20日までにお申込みください。

お届け日
指定不可

神々のふるさと出雲の地で栽培されたシャインマス
カット。皮ごと食べられて、酸味が少なく、上品な
甘さと香りが魅力のぶどうです。

申込番号  D2032-65 神話の国出雲産　シャインマスカット　1房
島根県  フクダ　https://www.fukuda-corp.co.jp

［商品内容］
シャインマスカット1房（約600g）　原産地：島根県

※お申込み期限：2022年8月31日までにお申込み
ください。
※お届け日の指定はできません。
　指定日をご記入いただいても、お届け期間内で順
次発送となります。予めご了承ください。

※お届け期間を過ぎたお申し込みは翌年のお届けとな
ります。
※お届け期間：2022年8月1日～2022年9月30日
※天候等によりお届けが遅れる場合がございます。予
めご了承ください。

お届け期間：2022年8月1日～2022年9月30日
2022年8月31日までにお申込みください。

お届け日
指定不可

［商品内容］
豆腐竹輪 極、豆腐竹輪 蒸し、ねぎとうふ、鳥
取和牛とうふちくわ、トマトとチーズのとうふちくわ、
あごちくわ、鯛ちくわ、焼サバちくわ、チーズっち、
ツナマヨっち　各1　消費期限：冷蔵4日
※消費期限4日のため、必ずお受け取り
いただける日にちのご指定をお願い致
します。
※冷蔵便でお届けとなります。
【アレルギー表示】小麦・卵・乳成分

※消費期限4日のため、必ずお受け取りいた
だける日にちのご指定をお願い致します。

お届け日
指定必須
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中国山地の広大な大地でつくられた栄養豊富なえ
ごまを使った調味料と、丁寧に栽培したえごまの葉
と身を盛り込んだドライタイプのふりかけをセットにし
てお届けします。

申込番号  D2032-76 えごま調味料と梅えごまふりかけセット
島根県  オーサンファーム　http://www.o-san.co.jp/

［商品内容］
塩えごまだれ200ml×1、え
ごポン200ml×1、えごま焼
肉だれ230g×1、塩えごぽ
ん200ml×1、梅えごまふり
かけ30g×1
賞味期間：365日

【アレルギー表示】小麦・乳成分

澤井珈琲は創業30年を超えるコーヒー専門店です。
「宝石のようなコーヒー」に称えられるほど、酸味・
苦味・甘味にバランスがとれたエメラルドマウンテン
と、鳥取県の氷温技術を取り入れた「氷温甘熟ブ
レンド」コーヒーの詰め合わせです。

申込番号  D2032-77 澤井珈琲　樽缶珈琲セット
鳥取県  澤井珈琲　http://www.sawaicoffee.co.jp/

［商品内容］
エメラルドマウンテン（コーヒー豆）・
氷温甘熟ブレンド（コーヒー豆）各
300g×各1
賞味期間：1年
原産地：コーヒー豆＝コロンビア・
ブラジル・イエメン他産

松江市に脈 と々息づく茶の湯の心を守って70余年。
松江の老舗「千茶荘」は、独特の製法と伝統の技
で茶葉のよさを引き出し、味わい深いお茶に仕上げ
ました。

申込番号  D2032-78 千茶荘　銘茶詰合せ
島根県  千茶荘　http://www.senchasoh.jp/29.html

［商品内容］
煎茶3種各80g×各1
賞味期間：300日
茶葉：国産

神話に因んだ、物語の持つ力強さをイメージした
スッキリとした辛さの中にも旨味を感じる「やまたの
おろち」2種と、まろやかな味わいとコクと爽やかで
キレの良さが特徴の、李白の代表的なお酒「純米
吟醸 超特撰」をセットにしました。

申込番号  D2042-79 李白　神話セット（特別純米・純米吟醸）
島根県  李白酒造　http://www.rihaku.co.jp/

［商品内容］
（特別純米 辛口 やまたのおろ
ち・純米吟醸 超特撰・特別
純米 やまたのおろち 超辛口）
各720ml×各1

※20歳以上の年齢であること
を確認できない場合には酒
類を販売（交換）致しません。

鳥取産の牛肉をワインと特製のタレで煮込み、すき
焼き風に調理しました。ポリフェノールたっぷりの国
産ワインを使用し、健康志向の方にぴったりの丼で
す。お肉の良さを最大限に生かし、風味豊かに仕
上げました。

申込番号  D2032-71 鳥取和牛の牛丼　5食セット
鳥取県  大山恵みの里公社　http://daisen-meguminosato.jp/

［商品内容］
130g×5
賞味期間：2年

【アレルギー表示】小麦・乳成分

島根県産トビウオとゴマを主原料とした、化学調味
料・保存料無添加のソフトふりかけです。ご飯の
お供だけでなく様々な用途でお楽しみいただけま
す。

申込番号  D2032-74 あごごま　6種セット
島根県  SOL	JAPAN　https://sol.co.jp/

［商品内容］
あごごま6種（甘口醤油味・坦々
風・もろみ味噌・山椒・おろち唐
辛子味・エゴマ）各80g×各1
賞味期間：180日

【アレルギー表示】小麦・えび・かに
※本品は、えび・かにを含む製品

と共通の設備で製造しています。

「食のみやこ鳥取県特産品コンクール最優秀賞」「優良ふるさ
と食品中央コンクール新製品開発部門農林水産大臣賞」受賞。
本物のかにの甲羅に紅ずわいがにのかにおこわが入っていま
す。新鮮なかにの味はそのままに、本来持つ「うまさ」と「風味」
をより一層引き出しました。レンジで温めるだけの簡単調理です。

申込番号  D2032-72 紅ずわいがにかにおこわ	  冷凍便

鳥取県  大幸　http://www.daiko-web.com/
［商品内容］
170g×6
賞味期間：冷凍180日
※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】かに

契約農家と土作りから取り組み、出雲地方の野菜
を中心に厳選された国産野菜を使用しています。

申込番号  D2032-73 けんちゃん漬　出雲の手造り漬物7品セット	  冷蔵便

島根県  けんちゃん漬　https://kenchanzuke.com/
［商品内容］
出雲産メロンの粕漬1枚×1、
りんご茄子2本×1、割漬大
根200g×1、あさづけ胡瓜
2本×1、昆布白菜150g×
1、みょうがの甘酢漬80g×
1、砂丘らっきょう100ｇ×1
賞味期間：冷蔵7日

※冷蔵便でお届けとなります。

オリーブオイル漬けの中でも人気の高い「かにのオ
リーブオイル漬け」。ごはんやパン、パスタにも…。
いろいろなお料理にお使いいただけます。

申込番号  D2032-75 かにのオリーブオイル漬け3本セット	
鳥取県  寿製菓　http://shopping.okashinet.co.jp/

［商品内容］
95g×3
賞味期間：180日

【アレルギー表示】小麦・かに
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酒米の王と呼ばれる「山田錦」精米39％の磨きで丁
寧に仕込み、丹精込めてゆっくりと贅沢に仕込んだま
ろやかな深い味わいが楽しめる「大吟醸 出雲誉」と、
米本来の豊かな旨みが熟成され、かための爽やかな
飲み口「純米 出雲誉」の箱入り2本詰め合わせです。

申込番号  D2042-80 「出雲誉　大吟醸・純米」詰合せ
島根県  竹下本店　http://www.takeshita-honten.com

［商品内容］
大吟醸「出雲誉」720ml×1、純
米酒「出雲誉」720ml×1

※20歳以上の年齢であることを
確認できない場合には酒類を販
売（交換）致しません。

地元島根のこだわり生乳でつくった風味豊かなアイ
スクリームです。神話の国出雲からお届けします。

申込番号  D2052-84 出雲あいす　12個詰合せ	  冷凍便

島根県  島根中酪　http://shimane-churaku.or.jp/
［商品内容］
出雲あいすバニラ120ml×4、出雲
あいすいちご120ml×4、出雲あい
す抹茶120ml×4
原産地：島根県
※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】卵・乳成分

希少な島根メロン「ゴールデンパール」の果肉をたっ
ぷり使い、その芳醇な香りと甘さを活かしたアイス
シャーベットです。

申込番号  D2052-86 八百万マーケット　ご縁玉メロンシャーベット　8個セット	  冷凍便

島根県  八百万マーケット　https://yaoyorozu-market.com/
［商品内容］
100ml×8

※冷凍便でお届けとなります。

抹茶＆玉露ジェラート・番茶ジェラート・玄米茶ジェ
ラートが2個ずつ入った、ジェラートの詰め合わせ
です。

申込番号  D2052-85 中村茶舗　老舗お茶屋のジェラート6個   冷凍便

島根県  中村茶舗　http://www.nippon-tea.co.jp
［商品内容］
不昧公御銘抹茶「中之白」
入り抹茶＆玉露ジェラート
100ml×2、出雲産のほう
じ番茶ジェラート100ml×
2、出雲産抹茶入玄米茶
ジェラート100ml×2
※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】乳成分

明治23年創業の老舗・風流堂を代表する銘菓「朝
汐」「若草」に加えて、人気の和菓子を詰め合わ
せました。菓子処松江より伝統の味をお楽しみくだ
さい。

申込番号  D2052-88 風流堂　松江和菓子詰合せ  
島根県  風流堂　http://www.furyudo.jp/

［商品内容］
朝汐（4個）×1、くろがねも
ち×4、若草×6、路芝3本
×4、朝汐羹×1
賞味期間：11日

【アレルギー表示】卵

鳥取県倉吉市の大自然の中で樽にて熟成されまし
た。オーク材で3年以上熟成させたモルト原酒を使
用し、香ばしさやまろやかな甘さや香り等、様々な
風味が口いっぱいに広がります。

申込番号  D2042-82 マツイ　ピュアモルト倉吉
鳥取県  松井酒造　https://matsuiwhisky.com/

［商品内容］
マツイピュアモルトウイス
キー倉吉700ml（アルコー
ル度数43％）×1
※20歳以上の年齢であるこ
とを確認できない場合に
は酒類を販売（交換）致し
ません。

『石見麦酒』は島根県西部の江津市にあるクラフト
ビールの醸造所です。江の川の恵みをいっぱい
に受けた大麦を最大限に活かした6種類のクラフト
ビールです。

申込番号  D2042-83 石見麦酒　詰合せ6本セット	  冷蔵便

島根県  石見麦酒　http://www.iwami-bakushu.com/
［商品内容］
クラフトビール6種（セッション
IPA151・ハニードラフト282・ベ
ルジャンホワイト307・アメリカン
ペールエール520・セゾン744・
ドライスタウト960）330ml×各1
賞味期間：冷蔵3ヶ月

※20歳以上の年齢であることを
確認できない場合には酒類を販
売（交換）致しません。

※冷蔵便でお届けとなります。

チーズケーキは北欧デンマーク産クリームチーズを
たっぷり使用した贅沢で濃厚な味わいです。凍ら
せて食べるプリンは自然放牧牛乳と地元産卵を使
用し、ラムの芳醇でフルーティーな香りを効かせ、
表面をキャラメリゼしました。

申込番号  D2052-87 四季のちびチーズケーキと大人のプリンセット	  冷凍便

島根県  シックスプロデュース　https://www.sixth-produce.co.jp/
［商品内容］
四季のちびチーズケーキ60g×4、凍
らせて食べる焼きキャラメル大人のぷ
りん55g×4
賞味期間：冷凍30日
※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】卵・乳成分

大山の山麓で天然水を使って仕込んだ「大山Gビー
ル」。バラエティ豊かな4種類の味をお楽しみくださ
い。

申込番号  D2042-81 大山Gビール　6本セット	  冷蔵便

鳥取県  久米桜麦酒　http://g-beer.jp/
［商品内容］

330ml×6（ピルスナー・ヴァイツェン×
各2、ペールエール・スタウト×各1）
賞味期間：冷蔵120日

※20歳以上の年齢であることを確認でき
ない場合には酒類を販売（交換）致しま
せん。

※冷蔵便でお届けとなります。
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松葉屋の「噂の生どら」は皮にこだわり、ふんわりと
焼き上げました。自家製つぶあんを混ぜ合わせた
生クリームとホイップクリームをサンドした「小倉」をは
じめとした5種類のお味をお楽しみいただけます。

申込番号  D2052-93 噂の生どら　18個入セット	  冷凍便

島根県  松葉屋　http://www.okuizumosanka.jp/
［商品内容］
小倉・抹茶・珈琲×各4、チョコ・
プリン×各3
賞味期間：冷凍90日
※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】小麦・卵・乳成分

島根県大田市の三瓶山の麓、古民家カフェ「doma 
café（ドマカフェ）」がつくるベーグルとスイーツの人
気セットです。

申込番号  D2052-96 ドマカフェ　ベーグルとスイーツのセット	  冷凍便

島根県  ドマカフェ　https://domacafe.net/
［商品内容］
ベーグル（プレーン×2、クランベリー
×1，くるみ×1）、チーズケーキ・ザッ
ハトルテ・にんじんケーキ×各1
賞味期間：冷凍21日
※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】小麦・卵・乳成分

慶応4年創業の老舗「亀甲や」。鳥取県の名産で
ある「二十世紀梨」をかたどった和菓子をはじめ、
ブランデーをたっぷりしみこませたブランケーキなど、
素材にこだわった和洋菓子です。

申込番号  D2052-94 亀甲や　菓子の詰合せセット
鳥取県  亀甲や

［商品内容］
鳥取ブランケーキ約6×24×
4.5cm（プレーン・ココア）
各1、銘菓「二十世紀」5
枚入（1枚約18g）×3、二十
世紀梨カップゼリー70g×5
賞味期間：60日

【アレルギー表示】小麦・卵・乳成分

低糖質ながらもちもち食感。GaLaの食パンは「低
糖質」かつ「生小麦ふすま」「豆腐」「米麹」という
ヘルシー素材を使用した食パンです。

申込番号  D2052-97 美食パン専門店GaLa　美食パン人気4斤セット
鳥取県  美食パン専門店GaLa　https://gala-bread.com/shop/garahonten/

［商品内容］
ガラブラン1斤、あずきブラ
ン1斤、丹波黒豆と抹茶ブ
ラン1斤、チャコールブラン
1斤
賞味期間：7日

【アレルギー表示】小麦

島根県産の餅米を使った生地に国産16種類の雑
穀、吉田町産黒大豆などを使用してつくった雑穀
大福・おはぎ・雑穀おはぎのセットです。雑穀の
プチプチ食感を楽しめる素朴で懐かしい味の和ス
イーツです。

申込番号  D2052-89 吉田ふるさと村　雑穀大福・おはぎ・雑穀おはぎセット	  冷凍便

島根県  吉田ふるさと村　http://www.y-furusatomura.co.jp/
［商品内容］
雑穀大福（50ｇ×4個入）×3、お
はぎ（あんこ・きなこ 各50g×各2）
×2、雑穀おはぎ（あんこ・きなこ 
各50g×各2）×2
賞味期間：冷凍90日

※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】小麦・そば・乳成分

自社ブランド卵「しまねのえごま玉子」と北海道産ク
リームチーズをふんだんに使用しています。なめら
かな舌ざわりと濃厚でコク深い上品な風味が特徴
で、ティータイムのお供にもおすすめのチーズタルト
です。

申込番号  D2052-90 vagueASAHIチーズタルト　12個セット   冷凍便

島根県  旭養鶏舎　https://asahiegg.co.jp
［商品内容］
チーズタルト64g×12
賞味期間：解凍後5日
※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】小麦・卵・乳成分

寒暖差の大きい気候風土とこだわりの栽培方法で
育てた自然薯はきめ細かく粘りが強く、すりおろすと
餅のような弾力が特徴です。その自然薯の粘りを
活かして、生地に練り込み、「しっとり」「もっちり」
としたスイーツに仕上げました。

申込番号  D2052-91 自然薯スイーツセット
鳥取県  自然薯屋おおえ　http://yamaimo.net

［商品内容］
自然薯ショコラ×1、自然薯
バウムクーヘン×1、自然薯
プリン90g×5
賞味期間：18日

【アレルギー表示】小麦・卵・乳成分

鳥取県の餅粉と、高級生クリームと、大山から湧き
出た清らかな水を使用。昔ながらの大福餅に洋菓
子の要素を取り入れた創作和菓子です。

申込番号  D2052-92 だんごや萌音　生クリーム大福詰合せ20個	  冷凍便

鳥取県  だんごや萌音　http://www.mochi-ikegami.jp/
［商品内容］
カフェオレ大福×5、抹茶オレ×5、
マロンオレ×5、苺クリーム×5
賞味期間：冷凍90日

※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】乳成分

焼きたてのフレンチトーストを急速冷凍＆真空パック。
お家で温めるだけで簡単に美味しくお召し上がりいた
だけます。地元が誇る食材を贅沢に使用した、専門
店がつくる、絶品フレンチトーストです。保存料、香料、
着色料などの食品添加物は一切使用していません。

申込番号  D2052-95 天然酵母のフレンチトーストBセット	  冷凍便

島根県  フレンチトースト専門店せるくる　https://serukuru.net/
［商品内容］
フレンチトースト（直径約8cm）12
個（プレーン×2・カスタード×2・
チーズ×2・カフェオレ×2・ロイヤ
ルミルクティー×2・ココア×2）
賞味期間：冷凍30日

※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】小麦・卵・乳成分
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施設のご利用方法ステップ
STEP① お申し込み STEP② ご予約 STEP③ ご利用

お申し込みいただきますとご利
用クーポンをお届けいたします。

ご利用クーポン到着後、施設
へ直接ご予約ください。

ご利用クーポンをお持ち
になり、ご利用ください。

見本見本予 約 必 要

歴史を受け継ぎ320年。鳥取県八頭郡八頭町で奈
良時代から続いている「因久山焼窯元」。土そのも
のの表情を感じ取ることができるような、素朴な風
合いのペアカップです。

茶の湯の文化に育まれた松江の伝統工芸「八雲
塗」。塗り上げたペンケースに、調和と安定をもた
らす島根のパワーストーン「勾玉」を描きました。

申込番号  D2062-98 因久山焼窯元　ペアミルクカップ
鳥取県  因久山焼窯元　http://inkyuuzan.ftw.jp/

申込番号  D2062-01 八雲塗　ペンケース（勾玉）
島根県  八雲塗やま本　http://www.yakumonuri.jp/

［商品内容］
サイズ（約）：（口径7.5×高さ8cm）
×2
材質：陶器　日本製

※手作りのため、サイズ・色合い
が異なる場合がございます。
※お届けはご用命賜りましてから
40日前後となる場合がござい
ます。

［商品内容］
ペンケース×1　サイズ：
20.5×8×2.5cm
材質：合成樹脂　日本製
※手作りのため、サイズ・
色合いが異なる場合がご
ざいます。
※お届けはご用命賜りまし
てから40日前後となる場
合がございます。

大正14年創業石見焼（島根県）の「元重製陶所」
は、すり鉢とおろし器だけに特化した専門窯元で
す。すり鉢とおろし器に国産朴の木を使用した手触
りがよいすりこぎを添えて、3点セットをお届けします。
石見焼本来の耐久性があるため、長く使えます。

申込番号  D2062-99 もとしげ　すり鉢・おろし器・すりこぎ3点セット（大）／白
島根県  元重製陶所　https://www.suribachi.jp/

［商品内容］
すり鉢（直径18cm×高さ10cm・重量1100g・
容量1350ml）×1、おろし器（直径18cm×高
さ4cm・重量550g・容量300ml）×1、すりこ
ぎ（直径3cm×長さ30cm）×1
材質：陶器　色：白　日本製

※手作りのため、サイズ・色合いが異なる場
合がございます。

※お届けはご用命賜りましてから40日前後と
なる場合がございます。

出雲風土記にも玉作の神が宿る山と記された玉峰山から湧く柔らかな温泉と、レストラン
人気のお食事メニューで、心あたたまるおもてなしをさせていただきます。
［商品内容］
※ペアで日帰り温泉とお食事をご利用いただけます。　　※お食事はレストランにてご用意致します。
※ご予約にて承ります。　　※ＧＷ・お盆・年末年始はご利用いただけません。
※現地までの交通費はお客様負担となります。
※館内で車いすのご利用ができない所がございます。
■住所／島根県仁多郡奥出雲町亀嵩3609-1
■ご利用時間／温泉10：00～20：00　ランチ11：30～14：30
■アクセス／ＪＲ松江駅より車で約60分、山陰道安来ICより車で約40分、
　JR木次線亀嵩駅下車しバス約10分　　■駐車場：あり（無料）　　■http://tamamine.jp/
※予約が必要です。
【ＳＴＥＰ1　お申込み】お申し込みいただきますとご利用クーポンをお届けいたします。
【STEP2　ご予約】ご利用クーポン到着後、施設へ直接ご予約ください。
【STEP3　ご利用】ご利用クーポンをお持ちになり、ご利用ください。
※料理はイメージです。季節により内容が変わる場合があります。

申込番号  D2062-04 玉峰山荘　お食事＋日帰り温泉（2名様）
島根県  玉峰山荘　http://tamamine.jp/

古くから伝わる美肌の湯 玉造温泉の温泉水を使っ
たコスメブランド「姫ラボ」人気No.1の洗顔石けんと
化粧水と乳液がひとつになったオールインワンゲル
のセットです。

申込番号  D2062-02 姫ラボ基本セット
島根県  玉造温泉美肌研究所姫ラボ　http://www.hime-labo.com/

［商品内容］
姫ラボ石けん（80g）×1、姫ラボ
ゲル（100g）×1、泡立てネット×1

最も厳しい繊維製品の世界基準である「エコテック
ス100の製品分類Ⅰ」を取得した、赤ちゃんが口に
入れても安心なタオルです。（日本アトピー協会推
奨）出雲で糸を紡ぎ、国内の自社工場で上質なタ
オルに加工しています。

申込番号  D2062-03 出雲ブランドタオルセット
島根県  KBツヅキ　http://www.izumo-brand.jp/goods/h24/kb.html

［商品内容］
バスタオル×1枚、フェイスタオル
×2枚、ハンカチタオル×1枚
材質：コットン100%
※出雲で綿糸を紡ぎ、今治でタオ

ルに加工しています。

玉造温泉唯一の宍道湖展望露天風呂と開放感たっぷりのレストラン。宍道湖の
大パノラマを楽しみながらゆったりと贅沢なひと時をお過ごしください。
［商品内容］

※ペアで日帰り温泉とお食事をご利用いただけます。　
※お食事はレストランにてご用意致します。料理長・シェフのこだわりのメイン料理を味わいなが

らビュッフェ式のサイドメニューをお楽しみいただけます。　　※事前のご予約にて承ります。
■住所／島根県松江市玉湯町湯町148-2
■ご利用時間／お食事11：30～14：30（月曜日定休。月曜日祝日の場合、火曜日がお休みです。）
　入浴〈月曜日～土曜日〉16：00～21：00　〈日曜日〉12：00～21：00
■アクセス／JR玉造温泉駅より車で5分、山陰道松江・玉造ICより車で5分
■駐車場：あり（無料）　　■https://www.tamatsukurikokusai.com/
※予約が必要です。
【ＳＴＥＰ1　お申込み】お申し込みいただきますとご利用クーポンをお届けいたします。
【STEP2　ご予約】ご利用クーポン到着後、施設へ直接ご予約ください。
【STEP3　ご利用】ご利用クーポンをお持ちになり、ご利用ください。
※料理はイメージです。季節により内容が変わる場合があります。

申込番号  D2062-05 玉造国際ホテル	RIVAGE	CHORAKU　ランチハーフビュッフェと日帰り温泉（2名様）【昼食】
島根県  玉造国際ホテル	RIVAGE	CHORAKU　https://www.tamatsukurikokusai.com/

※ペンは商品に含まれません。

施設のご利用方法ステップ
STEP① お申し込み STEP② ご予約 STEP③ ご利用

お申し込みいただきますとご利
用クーポンをお届けいたします。

ご利用クーポン到着後、施設
へ直接ご予約ください。

ご利用クーポンをお持ち
になり、ご利用ください。

見本見本予 約 必 要
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簡単調理がうれしい「お魚惣菜」とこだわり製法の
「西京漬け」のセットです。すべて真空パックの個
包装で保存にもおすそわけにも便利な逸品です。

申込番号  D3022-13 氷温熟成　お魚惣菜＆西京漬け20切セット   冷凍便

鳥取県  山陰大松　http://www.kk-daimatsu.co.jp/
［商品内容］
お魚惣菜（ブリの照り焼き、
さばの味噌煮、紅鮭塩焼
き、黄金生姜と金目鯛の煮
付け、のどぐろの煮付け）×
各2、西京漬け（金目鯛西
京漬け、鰆西京漬け、銀ひ
らす西京漬け、銀鮭西京漬
け、真鱈西京漬け）×各2
賞味期間：冷凍60日

※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】小麦

10,000円相当の商品

1,800ポイントコース 9,000ポイントコース

（1ポイント＝5円換算） （1ポイント＝1円換算）

2,000通常 ㌽のところ

1,800ポイントで！

※ 10,000通常 ㌽のところ

9,000ポイントで！

※

　　  JCBカード 　　  VISAカード

内閣総理大臣賞を2度受賞するほど常に上位に進
出しているしまね和牛。口の中に広がる、良質で
甘みのある、とろけるような味わいをお楽しみくださ
い。

鳥取を代表するブランド牛「ＤＡＩＳＥＮ」は、格付A3
等級以上の和牛肉です。健康に良いとされる「オ
レイン酸」を多く含む和牛肉の脂身は、低温で溶け
だすので、お口に運ぶときにはとろけるような舌触り
が特徴のすき焼と焼肉の贅沢なセットです。

申込番号  D3012-06 しまね和牛すき焼用	  冷蔵便

島根県  新日本食品
申込番号  D3012-07 鳥取和牛DAISENすき焼＆焼肉セット	  冷凍便

鳥取県  大幸　http://www.daiko-web.com/
［商品内容］

肩ロース700g
消費期限：冷蔵4日　原産地：島根県

※消費期限4日のため、必ずお受け取り
いただける日にちのご指定をお願い致
します。
※冷蔵便でお届けとなります。（品質保持
のため夏季は冷凍便でお届けします）

［商品内容］
和牛肩ローススライスすき焼
用450g、和牛赤身・バラ肉
ミックス焼肉用450g
※格付けA3等級以上を使用
賞味期間：冷凍180日
原産地：鳥取県

※冷凍便でお届けとなります。

人気のカントリーロースト、生ハムをはじめ、多様な
味を楽しめるボリュームセットです。

申込番号  D3012-09 大山ハム詰合せ	  冷蔵便

鳥取県  大山ハム　http://daisenham.sanin.jp/
［商品内容］

熟成乾燥塩ベーコン80g、チーズリヨナー
90g、フライシュケーゼ80g、カントリーロー
スト72g、生ハム（肩ロース）40g、熟成
糸巻ロースハム320g、ももハム340g、
熟成乾塩ベーコン200g×各1
賞味期間：冷蔵30日

※冷蔵便でお届けとなります。
【アレルギー表示】乳成分

手軽にカニを楽しみたい方にオススメです。ボイル
済みなので、解凍するだけでそのまま食卓に並べ
ていただけます。

申込番号  D3022-12 ゆでずわいがに　まるごと調理セット	  冷凍便

島根県  かにかに家　https://kanikaniya.com/
［商品内容］
ゆでずわいがに棒肉、爪肉、肩肉
800ｇ入（解凍前重量）
賞味期間：冷凍30日
原産地：ノルウェーまたはロシア
※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】かに

骨付きならではの旨みのあるハム、ケンボロー人気
No.1のベーコン、粗挽きウインナーなど、「芙蓉ポー
ク」を存分に味わっていただけるセットです。

申込番号  D3012-10 ケンボロー　骨付きバインシンケンとハム・ベーコン・ウインナーセット	  冷蔵便

島根県  島根ポーク　http://www.shimane-pork.jp/
［商品内容］

骨付きバインシンケン（芙蓉ポー
クウデ部位の骨付きハム）1kg
×1、ロースハムスライス80g×1、
ベーコンスライス80g×1、パスト
ラミポークスライス80g×1、本格
粗挽きウインナー150g×1、絹
練りウインナー150g×1
賞味期間：冷蔵7日

※冷蔵便でお届けとなります。

ミシュランで1ツ星を獲得した鳥取県米子市の「伯州　
鈴乃希」が監修したローストビーフ。ブロックのまま
表面をオーブンで焼き、鰹だしでじっくりと低温加熱。
さらに追い鰹をおこなってコクを深めています。

島根県大田市『一日漁』で獲れた新鮮な真あなごを
蒲焼と一夜干にしました。うなぎと変わらない位の
栄養素がありながら低カロリーな高級魚あなご。一
夜干は天日塩のみで、蒲焼は化学調味料を使わ
ず美味しく仕上げました。

申込番号  D3012-08 鈴乃希監修　和の創作ローストビーフ　追い鰹だし	  冷凍便

鳥取県  あかまる牛肉店　https://akamaru-shop.com/

申込番号  D3022-11 天女の羽衣　あなご蒲焼と一夜干セット（計3尾）	  冷凍便

島根県  岡富商店　http://www.okatomi.jp/

［商品内容］
180g
賞味期間：冷凍360日

※冷凍便でお届けとなります。

［商品内容］
あなご蒲焼（約210～250ｇ）×1
尾、あなご一夜干（約250～300
ｇ）×2尾、蒲焼のたれ10ml×1、
さんしょう粉末0.2g×1
賞味期間：冷凍60日
原産地：島根県

※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】小麦

※消費期限4日のため、必ずお受け取りいた
だける日にちのご指定をお願い致します。

お届け日
指定必須
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辛いものがお好きな方に！地元で大人気の四川料理の
銘店「呑舟」の酸辣拉麺・四川燃麺。酸辣拉麺は、辛
くて酸っぱいスープと縮れ麺がよく絡みクセになる味わ
い。四川燃麺は、常連さんしか注文できない裏メニュー
の燃麺を再現した四川屋台風ピリ辛まぜそばです。

申込番号  D3032-19 呑舟　酸辣拉麺・四川燃麺セット（2種各5袋）
島根県  かみありづき　http://www.kamiari.co.jp

［商品内容］
酸辣拉麺（麺付き1食）×5
袋、四川燃麺（麺付き1食）
×5袋
賞味期間：60日

【アレルギー表示】小麦・卵

フレンチオーク樽の香りが心地よく渋味・酸味もしっかり
として豊かで奥行きがあり非常にバランスが良い「砂丘　
赤」と、熟したグレープフルーツの香りにほんのり樽の心
地よい香りがし、味わいはとても柔らかく優しい印象で
後味に清涼感が残る「砂丘　白」のワインセットです。

申込番号  D3042-22 北条ワイン　砂丘紅白セット
鳥取県  北条ワイン醸造所　http://www.hojyowine.jp/

［商品内容］
赤ワイン（カベルネ・ソーヴィニ
ヨン種）720ml×1、白ワイン

（シャルドネ種）720ml×1
※20歳以上の年齢であること
を確認できない場合には酒
類を販売（交換）致しません。

松江から世界へはばたいた「李白酒造」。造り手の
息吹が伝わってくるような深い味わい。のどを通り
身体の内側から優しく温めてくれる、大吟醸と吟醸
超特選のセットです。

申込番号  D3042-20 李白　純米大吟醸・純米吟醸3本セット
島根県  李白酒造　http://www.rihaku.co.jp/

［商品内容］
純米吟醸720ml×1、純米大吟
醸720ml×2

※20歳以上の年齢であることを
確認できない場合には酒類を販
売（交換）致しません。

“しょうゆもろみ”をじっくりと発酵・熟成させる醤油醸
造法にこだわっている平野醤油。15種の調味料を
贅沢に詰合せしました。

申込番号  D3032-18 平野醤油　調味料15種類詰合せ
島根県  平野醤油　http://www.syouyu-ya.com/

［商品内容］
こいくち醤油・うすくち醤油・かけ醤油・
やくも紫甘露醤油・海鮮丼ぶっかけ
醤油・豆富にかけるだし醤油・淡色
だし醤油・もろみ漬・かつおだし「つ
ゆ」・ごマヨ・ぽん酢・三杯酢・あさ
づけの素・ごまふりかけ×各1、しじ
みの味噌汁×2　賞味期間：8ヶ月
原産地：島根県

【アレルギー表示】小麦・卵・乳成分

清酒造りに使用されるお米違いの純米大吟醸のセットで
す。稲田姫は酒米の王様と呼ばれる「山田錦」を使用し、
いなたひめ強力は幻の酒米として語り継がれた「強力」
を使用しています。フルーツを想わせるような吟醸香と
それぞれのお米が醸し出す味わいをお楽しみください。

申込番号  D3042-21 稲田本店　いなたひめ純米大吟醸セット
鳥取県  稲田本店　https://www.inata.co.jp/

［商品内容］
純米大吟醸稲田姫720ml×1、純
米大吟醸いなたひめ強力720ml×1
※20歳以上の年齢であることを確
認できない場合には酒類を販売
（交換）致しません。

日本海を代表する高級魚のどぐろの干物セットで
す。脂ノリが良い大きめサイズです。

申込番号  D3022-14 のどぐろ干物大4尾	  冷凍便

島根県  シーライフ　http://sealife-hamada.net/
［商品内容］
のどぐろ開き160～200ｇ×4尾
賞味期間：冷凍90日

※冷凍便でお届けとなります。

申込番号  D3032-17 神話の国出雲産　シャインマスカット　2房	
島根県  フクダ　https://www.fukuda-corp.co.jp

新米のお届けは10/10以降です。
※新米ご希望の方は、10/10以降のお届け日をご指定ください。

生産過程における農薬の成分、回数および化学
肥料の使用量が、島根県での標準的な使用の半
分以下で栽培しています。

申込番号  D3032-16 しまねエコ農産物仁多米こしひかり	5kg×2袋
島根県  物部　https://monobe55.com/

［商品内容］
5kg×2
原産地：島根県
※新米のお届けは10/10
以降となります。新米を
ご希望の方は、10/10
以降のお届け日をご指定
ください。

お米マイスターは、「一般財団法人　日本米穀商連
合会」が主催するお米の博士号ともいえる資格です。
お米マイスターが季節に合わせて月替わりでブレンド
した、ふっくら・つやつや、炊きたては勿論、冷めて
も硬くなりにくい旨味たっぷりの厳選されたお米です。

申込番号  D3032-15 米蔵厳選　マイスターブレンド	3kg×4袋
鳥取県  五ツ星お米マイスター　http://www.komegura88.com

［商品内容］
マイスターブレンド3kg×4
原産地：鳥取県
※新米のお届けは10/20以降とな
ります。新米をご希望の方は、
10/20以降のお届け日をご指定
ください。

新米のお届けは10/20以降です。
※新米ご希望の方は、10/20以降のお届け日をご指定ください。

神々のふるさと出雲の地で栽培されたシャインマス
カット。皮ごと食べられて、酸味が少なく、上品な
甘さと香りが魅力のぶどうです。

［商品内容］
シャインマスカット2房（約1kg）　原産地：島根県

※お申込み期限：2022年8月31日までにお申込み
ください。
※お届け日の指定はできません。
　指定日をご記入いただいても、お届け期間内で順
次発送となります。予めご了承ください。

※お届け期間を過ぎたお申し込みは翌年のお届けとな
ります。
※お届け期間：2022年8月1日～2022年9月30日
※天候等によりお届けが遅れる場合がございます。予
めご了承ください。

お届け期間：2022年8月1日～2022年9月30日
2022年8月31日までにお申込みください。

お届け日
指定不可
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もしもの時の備えに。災害時・緊急時にも美味しく
食べられる、中国地方初の長期保存が可能なやわ
らかくおいしい缶入りパンです。

申込番号  D3052-26 パン職人が作ったやわらか～いパン　15缶セット（非常災害用保存食）
島根県  NPO法人地域活動支援センターよしかの里　https://www.yoshikanosato.com/

［商品内容］
パン職人が作ったやわらか～いパ
ン3種（チョコレート2個入・イチゴ
2個入・キャラメル2個入）×各5
賞味期間：5年

【アレルギー表示】小麦・卵・乳成分

島根県産のお抹茶や地元産純100%のはちみつな
ど、地元の素材にこだわったスイーツを詰め合わせ
ました。

申込番号  D3052-27 ろんぢん　すいーつセット	   冷凍便

島根県  ろんぢん　https://www.ronjin.co.jp/index.html
［商品内容］
和三盆ロールケーキ×1、ろんぢんカ
ステーラ×1、お抹茶ロールケーキ×
1、和三盆のブールドネージュ×12
賞味期間：冷凍90日
※冷凍便でお届けとなります。

【アレルギー表示】小麦・卵・乳成分・落花生

奥出雲の豊かな自然の中で生まれた新鮮な卵と生
乳を使用したアイスクリーム・プリン・ヨーグルトのセッ
トです。

申込番号  D3052-23 VANAGAアイスとプリン・ヨーグルト	  冷蔵便   冷凍便

島根県  木次乳業　http://www.kisuki-milk.co.jp/
［商品内容］
VANAGAアイス（バニラ・ストロベ
リー×各3、抹茶あずき・ビターチョコ・
ブルーベリー×各2）、きすきヨーグ
ルト×5、牧場のカスタードプリン×5
賞味期間：プリン・ヨーグルト＝冷
蔵6日　原産地：島根県

※アイスクリーム（冷凍便）・プリン
（冷蔵便）を同日に別便でのお届
けとなります。
【アレルギー表示】卵・乳成分

焼きたてのフレンチトーストを急速冷凍＆真空パック。
お家で温めるだけで簡単に美味しくお召し上がりい
ただけます。地元が誇る食材を贅沢に使用した、
専門店がつくるフレンチトーストです。保存料、香料、
着色料などの食品添加物は一切使用していません。

申込番号  D3052-25 天然酵母のフレンチトーストAセット	  冷凍便

島根県  フレンチトースト専門店せるくる　https://serukuru.net/
［商品内容］
フレンチトースト小（ 直 径 約
8cm）18個（プレーン×3・カス
タード×3・チーズ×3・米粉プ
レーン×3・抹茶×3・ほうじ茶
×3）、フレンチトースト大（直径
約13cm）2個（プレーン×1・メー
プルマーブル×1）、メロンパン
na（直径約9cm）4個（プレー
ン×2・カスタード×1・抹茶×1）
賞味期間：冷凍30日

※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】小麦・卵・乳成分

松江の人気スイーツ店「シェ・ブラン」自慢の焼き菓
子をセットにしました。

申込番号  D3052-24 シェ・ブラン　スイーツセットD	   冷凍便

島根県  シェ・ブラン　http://chez-blanche.com/
［商品内容］
ぽてとケーキ×12、林檎サンド×6、く
ちどけロールプレーン×2、くちどけロー
ルキャラメル×2、ご縁の月　栗×5
賞味期間：冷凍30日　　

※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】小麦・卵・乳成分

大正元年創業。歴代の天皇陛下にも竹細工を献
上している老舗「創作工房　中野竹藝」。和洋を
問わない、空間が生き生きとする花入れです。壁
に掛けたり、吊っても頂けます。

申込番号  D3062-28 円相　水辺
鳥取県  中野竹藝　https://nakano-chikugei.com/

［商品内容］
花入れ×1
サイズ（約）：幅25×奥行12
×高さ25cm
材質：竹　日本製
※花は商品に含まれません。

※手作りのため、サイズ・色合いが
異なる場合がございます。
※お届けはご用命賜りましてから40
日前後となる場合がございます。

シンプルで長く愛用することが出来る天然木の茶
箱です。ふたはひっくり返してお盆として使えます。
趣味の道具や思い出の写真など、大切なものを入
れておく小物入れとしてもお使いいただけます。

申込番号  D3062-29 茶箱
鳥取県  中国工業㈱ウッドファクトリー事業部　http://www.wood-factory.com/

［商品内容］
茶箱×1
サイズ（約）：幅36.5×奥行24.5
×高さ12.5ｃｍ
材質：天然木（オーク）　日本製

※手作りのため、サイズ・色合い
が異なる場合がございます。
※お届けはご用命賜りましてから
40日前後となる場合がござい
ます。

「夏海」は伝統的な藍色のなまこ釉をベースにさま
ざまな釉薬をブレンドして作ったオリジナルカラー。
晩夏の海を思わせる、ほのかに緑がかった穏やか
なブルーを見ていると、気分がゆったりと落ち着きま
す。

申込番号  D3062-30 玄瑞窯　夏海釉鉢セット	
鳥取県  玄瑞窯

［商品内容］
鉢（大）×1（サイズ（約）：口径18
×高さ6.5cm）、鉢（小）×3（サイズ

（約）：口径15×高さ6cm）
日本製
※手作りのため、サイズ・色合いが
異なる場合がございます。
※お届けはご用命賜りましてから40
日前後となる場合がございます。

古くから伝わる美肌の湯 玉造温泉の温泉水を使っ
たコスメブランド「姫ラボ」人気No.1の洗顔石けん
とヒアルロン酸配合の化粧水、乳液代わりにもなる
オールインワンゲル、フェイスパックシートのセットで
す。

申込番号  D3062-31 姫ラボ人気セット
島根県  玉造温泉美肌研究所姫ラボ　http://www.hime-labo.com/

［商品内容］
姫ラボ石けん（80g）・姫ラ
ボゲル（100g）・エッセンス
ローション（150㎖）・フェイ
スパックシート・泡立てネット
×各1
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※予約が必要です。
【ＳＴＥＰ1　お申込み】お申し込みいただきますとご利用クーポンをお届けいたします。
【STEP2　ご予約】ご利用クーポン到着後、施設へ直接ご予約ください。
【STEP3　ご利用】ご利用クーポンをお持ちになり、ご利用ください。

※予約が必要です。
【ＳＴＥＰ1　お申込み】お申し込みいただきますとご利用クーポンをお届けいたします。
【STEP2　ご予約】ご利用クーポン到着後、施設へ直接ご予約ください。
【STEP3　ご利用】ご利用クーポンをお持ちになり、ご利用ください。

［商品内容］
※ペアで日帰り温泉とランチをご利用いただけます。
※ご予約にて承ります。
※ゴールデンウィーク、お盆期間、年末年始はご利用いただけません。
※現地までの交通費はお客様負担となります。
※館内で車いすのご利用ができない所がございます。

■住所／鳥取県東伯郡三朝町山田174
■ご利用時間／温泉11：30～15：00
　ランチ11：30～14：30
■アクセス／中国道院庄ICより車で約60分、中国道より米子道湯

原ICより車で約50分、　JR倉吉駅よりタクシーで約20分
■http://www.misasakan.co.jp/

■住所／島根県仁多郡奥出雲町亀嵩3609-1
■ご利用時間／温泉10：00～20：00
　ランチ11：30～14：30
■アクセス／JR松江駅より車で約60分、山陰道安来ICより車で約

40分、JR木次線亀嵩駅下車しバス約10分
■駐車場：あり（無料）　　■http://tamamine.jp/

［商品内容］
※ペアで日帰り温泉とお食事「奥出雲和牛150gステーキセット（ライス・スープ・サ

ラダ付）」をご利用いただけます。　　※お食事はレストランにてご用意致します。
※ご予約にて承ります。　　※ＧＷ・お盆・年末年始はご利用いただけません。
※現地までの交通費はお客様負担となります。
※館内で車いすのご利用ができない所がございます。

［商品内容］
※ペアで日帰り温泉とランチをご利用いただけます。
※ご予約にて承ります。
※12/29～1/3はご利用いただけません。
※現地までの交通費はお客様負担となります。
※館内で車いすのご利用ができない所がございます。

■住所／島根県松江市玉湯町玉造1215
■ご利用時間／温泉11：30～15：00　ランチ11：30～14：30
■アクセス／山陰道松江玉造ICより車で約10分
■http://www.matsunoyu.jp/

※予約が必要です。
【ＳＴＥＰ1　お申込み】お申し込みいただきますとご利用クーポンをお届けいたします。
【STEP2　ご予約】ご利用クーポン到着後、施設へ直接ご予約ください。
【STEP3　ご利用】ご利用クーポンをお持ちになり、ご利用ください。

※予約が必要です。
【ＳＴＥＰ1　お申込み】お申し込みいただきますとご利用クーポンをお届けいたします。
【STEP2　ご予約】ご利用クーポン到着後、施設へ直接ご予約ください。
【STEP3　ご利用】ご利用クーポンをお持ちになり、ご利用ください。

■住所／島根県松江市玉湯町湯町148-2
■ご利用時間／お食事17：30～21：00　
　入浴〈月曜日～土曜日〉16：00～21：00　〈日曜日〉12：00～21：00
　※最終受付20時
　※お食事と入浴の順番はお客様のご都合で構いません。
■アクセス／JR玉造温泉駅より車で5分、山陰道松江・玉造ICより車で5分
■駐車場：あり（無料）　　■https://www.tamatsukurikokusai.com/

申込番号  D3062-33 玉峰山荘　お食事＋日帰り温泉（2名様）
島根県  玉峰山荘　http://tamamine.jp/

申込番号  D3062-32 松乃湯　温泉ペア入浴券
島根県  松乃湯　http://www.matsunoyu.jp/

「湯・遊・悠」のおもてなしを重んじる
お宿です。開放感あふれる吹き抜け
の大浴場「月照の湯」と、季節の料理
をお楽しみください。

出雲風土記にも玉作の神が宿る山と記された玉
峰山から湧く柔らかな温泉と、しまねのブランド牛

「奥出雲和牛」ステーキセットで、心あたたまるお
もてなしをさせていただきます。

申込番号  D3062-34 三朝館　温泉ペア入浴券
鳥取県  三朝館　http://www.misasakan.co.jp

敷地内に源泉を持った、自家源泉かけ流しの天
然温泉です。お食事は地元の旬の味覚を生かし
た会席料理をお楽しみいただけます。

申込番号  D3062-35 玉造国際ホテル	RIVAGE	CHORAKU　カジュアルフレンチディナーコースと日帰り温泉（2名様）【夕食】
島根県  玉造国際ホテル	RIVAGE	CHORAKU　https://www.tamatsukurikokusai.com/

玉造温泉唯一の宍道湖展望露天風呂と開放感たっ
ぷりのレストラン。宍道湖の大パノラマを楽しみなが
らゆったりと贅沢なひと時をお過ごしください。

※料理はイメージです。季節により内容が変わる
場合があります。

※料理はイメージです。季節により内容が変わる場合があります。

※料理はイメージです。季節により内容が変わる場合
があります。

※料理はイメージです。季節により内容が変わる場合
があります。

［商品内容］
※ペアで日帰り温泉とお食事をご利用いただけます。
※お食事はレストランにてご用意致します。地元の食材を使用した、

気軽にお召し上がりいただけるカジュアルフレンチディナーコース
です。

※事前のご予約にて承ります。
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新米のお届けは10/20以降です。
※新米をご希望の方は、10/20以降のお届け日をご指定ください。

「ササニシキBL1号」にコシヒカリ系「ゆめそらち」を
交配させて育成した鳥取県話題の新品種「星空
舞」。2020年に本格デビューした鳥取県オリジナル
の新品種です。白度・光沢が強く、粘りと粒感の
ある食感が特徴です。

申込番号  D4032-42 鳥取県産　無洗米　星空舞　5kg×4袋
鳥取県  全農パールライス㈱鳥取支店

［商品内容］
無洗米5kg×4　原産地：鳥取県
※新米のお届けは10/20以降とな
ります。新米をご希望の方は、
10/20以降のお届け日をご指定
ください。　

新米のお届けは10/20以降です。
※新米をご希望の方は、10/20以降のお届け日をご指定ください。

お米マイスターは、「一般財団法人　日本米穀商連
合会」が主催するお米の博士号ともいえる資格です。
お米マイスターが季節に合わせて月替わりでブレンド
した、ふっくら・つやつや、炊きたては勿論、冷めて
も硬くなりにくい旨味たっぷりの厳選されたお米です。

申込番号  D4032-43 米蔵厳選　マイスターブレンド	5kg×5袋
鳥取県  五ツ星お米マイスター　http://www.komegura88.com

［商品内容］
マイスターブレンド5kg×5
原産地：鳥取県　
※新米のお届けは10/20
以降となります。新米を
ご希望の方は、10/20
以降のお届け日をご指定
ください。　　

5年に1度開催される和牛のオリンピックである和牛
能力共進会では、内閣総理大臣賞を2度受賞する
など常に上位に進出。肉質はきめ細かく、鮮やか
な色合いの霜降り肉。深いコクと風味豊かなあっさ
りとした脂のしまね和牛です。

和牛オリンピックで肉質日本一に選ばれた鳥取和
牛。その中で最も柔らかな高級部位とされるヒレス
テーキをお届けします。

申込番号  D4012-36 しまね和牛詰合せ	  冷蔵便

島根県  新日本食品
申込番号  D4012-37 鳥取和牛ヒレステーキ4枚	  冷凍便

鳥取県  あかまる牛肉店　https://akamaru-shop.com/
［商品内容］

サーロインステーキ200g×3、カルビ500g
消費期限：冷蔵4日　原産地：島根県　

※消費期限4日のため、必ずお受け取り
いただける日にちのご指定をお願い致
します。
※冷蔵便でお届けとなります。（品質保持
のため夏季は冷凍便でお届けします）

深い味わいのブランド牛の始祖「鳥取和牛」の焼肉
と、鳥取和牛と大山豚の旨みが凝縮された柔らか
いハンバーグのセットです。

申込番号  D4012-38 大山物語　鳥取和牛焼肉用とハンバーグセット	  冷凍便

鳥取県  ホクニチ　https://tottori-hokunichi.co.jp/
［商品内容］
鳥取和牛肩ロース600g、鳥取
和牛×大山豚手造りハンバーグ
100g×8
賞味期間：冷凍90日
原産地：鳥取県

※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】小麦・卵・乳成分

カニ好きな方はきっと満足いただける、贅沢食べき
りサイズ。ボイル済なので自然解凍するだけで美味
しくお召し上がりいただけます。

申込番号  D4022-39 ゆでずわいがに	特選2尾セット	   冷凍便

島根県  かにかに家　https://kanikaniya.com/
［商品内容］
ゆでずわいがに2枚（解凍前重量：1
枚約450g～500g）
賞味期間：冷凍30日
原産地：カナダまたはロシア
※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】かに

［商品内容］
約100g×4枚、白ねぎポン酢
賞味期間：冷凍30日

※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】小麦

伝統と歴史ある加工技術で、干物つくり50年。旬
と鮮度にこだわり、山陰境港産の前浜で水揚げさ
れた魚を、独自の製法で絶妙な味に仕上げました。

申込番号  D4022-41 大海　山陰産特選干物セットA	   冷凍便

鳥取県  大海　https://daikai-web.com/
［商品内容］

開きのどぐろ（約140～170g）×4、塩
サバフィーレ（約100～120g）×4、エ
テカレイ（約130～150g）×4、白イカ

（約80～99g）×4、開きサバ（約75～
100g）×4、開きアジ（約60～70g）×4、
ハタハタ（約33～39g）×4
賞味期間：冷凍180日　原産地：山陰
※冷凍便でお届けとなります。

島根県隠岐郡西ノ島町は、平成４年に全国で最も
早くいわがきの養殖に成功した、いわがき養殖発
祥の地です。隠岐のいわがきが一番おいしい時期
に最新技術「プロトン凍結」で旬のおいしさを閉じ込
め、解凍後は生食でお召し上がりいただけます。

申込番号  D4022-40 プロトン凍結　隠岐のいわがき2Lサイズ	  冷凍便

島根県  日本海隠岐活魚倶楽部　https://www.oki-katsugyo.jp/
［商品内容］

冷凍殻付きいわがき（生食用）
2Lサイズ（ 約350g～399g）×
20個
※同梱品：軍手、カメキス、リー

フレット　賞味期間：冷凍1年
※冷凍便でお届けとなります。

20,000円相当の商品

3,600ポイントコース 18,000ポイントコース

（1ポイント＝5円換算） （1ポイント＝1円換算）

4,000通常 ㌽のところ

3,600ポイントで！

※ 20,000通常 ㌽のところ

18,000ポイントで！

※

　　  JCBカード 　　  VISAカード ※消費期限4日のため、必ずお受け取りいた
だける日にちのご指定をお願い致します。

お届け日
指定必須
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濃さの違う抹茶３種、香ばしさとさっぱりとした苦み
のほうじ茶、モチ玄米を使用した玄米茶の5種を
使ったジェラートです。有機肥料と低農薬にこだわっ
た自然の旨味あふれる茶葉を使用。プレミアム抹茶
は、抹茶3杯分の抹茶を使用しています。

申込番号  D4052-45 お茶屋が作った大山茶ジェラート　20個セット	  冷凍便

鳥取県  静香園　http://www.seikoen.jp/
［商品内容］
ジェラート5種（抹茶・濃（こい）茶・プ
レミアム抹茶・ほうじ茶・玄米茶）各
100ml×各4
※冷凍便でお届けとなります。
【アレルギー表示】乳成分

島根県奥出雲町産えごま種実の中でも、手作業で収穫して天日
乾燥させたものだけを使用したえごま油です。自社栽培と契約農
家（奥出雲エゴマの会）により栽培期間中化学農薬・化学肥料を
使用せず栽培したえごま種実のみを使用しています。酸化防止
剤等の添加物は一切使用しておりません。毎日小さじ１杯を目安
に、安心してお召し上がりいただけるえごま油をお届けします。

申込番号  D4032-44 奥出雲町産えごま油4本セット
島根県  サンエイト　https://sato-inc.co.jp/

［商品内容］
145ｇ入×4本
賞味期間：1年
原産地：島根県奥出雲町

申込番号  D4062-49 うなぎ処山美世　食事券（4名様）
島根県  山美世　http://yamamise.com/

大正3年創業以来、質の高いうなぎ料理を提供し続けている老舗専門店。ミネラ
ルを多く含んだ大根島の井戸水に放ったうなぎは絶品です。美味しさの秘密は
秘伝のタレにあり、関西風に香ばしく焼いたうなぎに味つけすると食欲をそそりま
す。こだわりのうなぎ専門店で心ゆくまでご堪能ください。
［商品内容］

※ペアチケット2枚で4名様ご利用いただけます。(2名様でペアチケットを1枚ずつ、計2回利用することも可能です。)
※ご予約にて承ります。　　※11/16、1/1～1/7及び臨時休業時はご利用いただけません。
※現地までの交通費はお客様負担となります。
※お食事内容：鰻蒲焼丼、鰻素焼丼、肝吸い、内臓煮付、大根の酢の物、素焼きのサラダ、素焼きの藻塩、山葵醤油
※料理はイメージです。季節により内容が変わる場合があります。
■住所／島根県松江市八束町江島1128-10　　■ご利用時間／昼食　11：00～15：00
■アクセス／米子空港より車で10分、JR山陰本線「松江」駅より車で30分（ベタ踏み坂ふもとのファミ

リーマートさん裏）　駐車場あり（無料）　　■http://yamamise.com/about
※予約が必要です。
【ＳＴＥＰ1　お申込み】お申し込みいただきますとご利用クーポンをお届けいたします。
【STEP2　ご予約】ご利用クーポン到着後、施設へ直接ご予約ください。
【STEP3　ご利用】ご利用クーポンをお持ちになり、ご利用ください。

茶の湯の文化に育まれた松江の伝統工芸「八雲
塗」。八雲白檀は、完成直後は濃いワイン色をして
いますが、使っていくうちに塗り重ねた透漆が光の
作用で透明度を増していき、下に貼った金箔の色
が鮮やかに浮かび上がってきます。

申込番号  D4062-46 八雲白檀琥珀　木製手付カップ　ペア（皿・スプーン付）
島根県  八雲塗やま本　http://www.yakumonuri.jp/

［商品内容］
（カップ・皿・スプーン）×2（色：
内曙×1、内根来×1）
サイズ：カップ＝直 径8×高8cm

（140ml）、皿＝直径12×高2cm、
スプーン幅2×高13cm
材質：木製　日本製

※手作りのため、サイズ・色合いが
異なる場合がございます。

※お届けはご用命賜りましてから40
日前後となる場合がございます。

ご家庭で洗える掛けふとん（手洗い）。側生地は肌
触りの良い綿100％。中わたには高機能ポリエステル
のダクロン®。防ダニ剤などのアレルゲン対策用の薬
剤を使用しない低刺激性の繊維ですが、ふとんを丸
洗いできるので、アレルゲンを効果的に除去できます。

申込番号  D4062-47 中わた使用　合繊入り掛ふとん　ミンティー／ピンク
島根県  浅尾繊維工業　https://asaoseni.net/

［商品内容］
合繊掛けふとん×1
サイズ：150×210cm
材質：側生地＝綿100％、詰め
もの＝ポリエステル100％　詰め
もの重量：1.8kg　日本製

ご家庭で洗える掛けふとん（手洗い）。側生地は肌
触りの良い綿100％。中わたには高機能ポリエステル
のダクロン®。防ダニ剤などのアレルゲン対策用の薬
剤を使用しない低刺激性の繊維ですが、ふとんを丸
洗いできるので、アレルゲンを効果的に除去できます。

申込番号  D4062-48 中わた使用　合繊入り掛ふとん　ミンティー／ブルー
島根県  浅尾繊維工業　https://asaoseni.net/

［商品内容］
合繊掛けふとん×1
サイズ：150×210cm
材質：側生地＝綿100％、詰め
もの＝ポリエステル100％　詰め
もの重量：1.8kg　日本製

申込番号  D4062-50 玉造国際ホテル　RIVAGE	CHORAKU　ディナーコースと日帰り温泉（2名様）【夕食】
島根県  玉造国際ホテル	RIVAGE	CHORAKU　https://www.tamatsukurikokusai.com/

玉造温泉唯一の宍道湖展望露天風呂と開放感たっぷりのレストラン。宍道湖の大パノラ
マを楽しみながらゆったりと贅沢なひと時をお過ごしください。
［商品内容］
※ペアで日帰り温泉とお食事をご利用いただけます。
※お食事はレストランにて洋食ディナーコースをご用意致します。　　※事前のご予約にて承ります。
■住所／島根県松江市玉湯町湯町148-2　■ご利用時間／お食事17：30～21：00
　入浴〈月曜日～土曜日〉16：00～21：00　〈日曜日〉12：00～21：00
　※最終受付20時　　※お食事と入浴の順番はお客様のご都合で構いません。
■アクセス／JR玉造温泉駅より車で5分、山陰道松江・玉造ICより車で5分
■駐車場：あり（無料）　　■https://www.tamatsukurikokusai.com/
※予約が必要です。
【ＳＴＥＰ1　お申込み】お申し込みいただきますとご利用クーポンをお届けいたします。
【STEP2　ご予約】ご利用クーポン到着後、施設へ直接ご予約ください。
【STEP3　ご利用】ご利用クーポンをお持ちになり、ご利用ください。
※料理はイメージです。季節により内容が変わる場合があります。

施設のご利用方法ステップ
STEP① お申し込み STEP② ご予約 STEP③ ご利用

お申し込みいただきますとご利
用クーポンをお届けいたします。

ご利用クーポン到着後、施設
へ直接ご予約ください。

ご利用クーポンをお持ち
になり、ご利用ください。

見本見本予 約 必 要

施設のご利用方法ステップ
STEP① お申し込み STEP② ご予約 STEP③ ご利用

お申し込みいただきますとご利
用クーポンをお届けいたします。

ご利用クーポン到着後、施設
へ直接ご予約ください。

ご利用クーポンをお持ち
になり、ご利用ください。

見本見本予 約 必 要

※料理はイメージです。季節により
内容が変わる場合があります。
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＜商品券に関する注意事項＞
●商品券は郵便でお届けとなります。
●ポストインのため、お届け日時はご指定できません。
●紛失などによる再発行はできません。予めご了承ください。
●お申込み後の変更・キャンセルはできません。予めご了

承ください。
●盗難・紛失などによる再発行はできません。予めご了承

ください。
●商品券は現金とお引換えできません。
●ご利用可能店舗が変更になる場合がございます。予めご

了承ください。
●商品券のデザインが変更になる場合がございます。

1,000円券×5枚

【ご利用可能店舗】
≪鳥取中部エリア≫
■羽合店　■中山店　■西倉吉店　■倉吉東店
≪鳥取西部エリア≫
■五千石店　■皆生店　■溝口店　■みのかや店　■高松店　■東福原店　■根雨店
■ファッションハウスすまいる五千石　■上後藤店　■境港ターミナル店　■日南店
■両三柳店　■米子南店　■西伯店　■淀江店　■弓ヶ浜店
≪島根エリア≫
■古志原店　■安来店　■宍道店　■平田店　■川津店

1,000円券×5枚

【ご利用可能店舗】
■母衣町店　■上乃木店　■城北店　■川津店

※この商品券は、ラパン全店で共通してご利用いただけます。
※入場券、印紙、切手、郵便ハガキ等のお買上げや、各種サービス料・斡旋料のお支払
い及びクレジット、キャッシングのご入金には使用できません。

500円券×10枚

【ご利用可能店舗】
■湖山店　■岩美店　■岩倉店　■北園店　■郡家店　■南店　■青谷店
■西店　■湯所店

※サンマート全店でお選びいただいた商品とお引替え致します。

1,000円券×5枚

【ご利用可能店舗】
浜田市内の加盟店(飲食店・スーパー等)約400店舗でご利用いただけます。

※この商品券は浜田市共通商品券加盟店の表示があるお店でご利用いただけます。
※取扱加盟店をよくご確認の上ご利用ください。加盟店によって商品券をご利用いただけな
い商品・サービスがありますので、ご確認の上ご利用ください。
※つり銭はご容赦願います。

申込番号  D5072-01 まるごう商品券　5,000円分
鳥取県・島根県  まるごう　https://www.marugo.or.jp/

申込番号  D5072-03 ラパン商品券　5,000円分
島根県  ラパン　http://makanaiya.jp/

申込番号  D5072-02 サンマート商品券　5,000円分
鳥取県  サンマート　http://sunmart.co.jp/

申込番号  D5072-04 浜田市共通商品券　5,000円分
島根県  浜田商工会議所　http://www.hamada-cci.or.jp/gift_certificates

※店舗情報の詳細は下記HPをご覧ください。
https://www.marugo.or.jp/

※店舗情報の詳細は下記HPをご覧ください。
http://sunmart.co.jp/

※店舗情報の詳細は下記HPをご覧ください。
http://makanaiya.jp/

詳しくはHPでご確認ください。
http://www.hamada-cci.or.jp/gift_certificates

見　本

5,000円分の商品券が5,000円分の商品券が

商品券

で交換できます。で交換できます。
JCB  1,000ポイントJCB  1,000ポイント

VISA 5,000ポイントVISA 5,000ポイント
（1ポイント＝1円換算）（1ポイント＝1円換算）

（1ポイント＝5円換算）（1ポイント＝5円換算）

山陰の
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●商品のお届けには、通常お申込み日より１ヶ月程度お時間をいただきま
すが、早く届く場合もあります。

●食品のお届け日をご指定いただく場合、お申込み日から１ヶ月以降のお
届け日をご指定ください。

●食品以外の商品については、お届け日のご指定はできません。
●工芸品など商品によっては、お申込み日よりお届けまで40日前後かかる

場合がございます。
●カタログに記載の商品は、記載の店舗で取り扱いがない場合がございま

す。取り扱い商品については、店舗によって異なります。
●実物と写真・イメージの色味の差が生じる場合がございます。
●商品内容として記載されていない小物類は、お届けする商品に含まれて

おりません。
●お申込み期間の途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございま
す。

●ご希望商品がメーカーの事情により品切れ・製造中止の場合、新モデル
あるいは同等以上の代替商品をお送りする場合がございます。

●メーカーの事情により、生産国・原産地が変更になる場合がございます。
●４/29〜５/10、８/12〜８/18、12/27〜１/11の期間は、産地及びメーカー

休業のため、お届け日のご指定はできません。
●お申込み後の商品変更、キャンセルはできません。

商品お届けについて

食品について
●賞味期間または消費期限は、製造日または加工・出荷日を基準に記載し

ております。
●商品到着後の日持ち期間は、配送日数などにより異なります。
●冷蔵便・冷凍便にてお届けする表記がない商品は、常温便でのお届けと

なります。
●産地の収穫・漁獲・天候・産地休業等の事情により、お届け日を変更さ

せていただく場合がございます。

期間限定商品について
●必ずお申込み期限までにお申込みください。お申込み期限を過ぎてから

のお申込みは、翌年のお届けとなる場合がございます。予めご了承くださ
い。

●収穫等の都合により、お届け日のご指定はお受けできません。ご指定を
いただいてもお届け期間内で順次の発送となります。予めご了承くださ
い。

●天候等によりお届けが遅れる場合がございます。予めご了承ください。

チーム名（寄付先） 御礼品 チーム紹介 申込番号
島根スサノオマジック
（株式会社バンダイナムコ
島根スサノオマジック）

選手2名分のサイン入りＴシャツ
（選手は選ぶことが出来ません）
■ご希望サイズに該当する申込書番号にてお申し込
みください。

（cm）

Sサイズ 著丈66.5 身幅49.5 肩幅44 袖丈19
Mサイズ 着丈69 身幅52 肩幅46 袖丈20
Lサイズ 着丈71.5 身幅54.5 肩幅48 袖丈21

XLサイズ 着丈74 身幅57 肩幅50 袖丈22

山陰発のプロバスケット
ボールチーム。
プロバスケットボールリー
グのB.LEAGUEで年間
チャンピオンを目指す！
日本一へ駆け上がるチー
ムを応援しよう！
Ｇｏ！Ｇｏ！Ｍａｇｉｃ！

D6082-01
Tシャツ：Sサイズ

D6082-11
Tシャツ：Mサイズ

D6082-21
Tシャツ：Lサイズ

D6082-31
Tシャツ：XLサイズ

ガイナーレ鳥取
（株式会社ＳＣ鳥取）

タオルと岡野雅行ＧＭのサイン入りメガホン

「スポーツを通したまちづ
くり、人づくり」をクラブ
スピリッツに掲げ、山陰
サッカーを牽引するサッ
カーチーム。
勝利を掴み続け、さらな
る大きな世界に羽ばたく
チームになる後押しを！

D6082-02

※御礼品は製品状況、口数により事前周知なく変更となる事があります。予めご了承下さいませ。
※御礼品は、寄付先の団体から発送されます。お届けまでに１ヶ月程度かかる場合がございます。

Duoコレ掲載商品に関する注意事項

１
口 2,000ポイント

山陰のプロスポーツチーム応援コース山陰のプロスポーツチーム応援コース山陰のプロスポーツチーム応援コース

●領収書は発行されません。また、税金控除の対象とはなりませんので、何卒ご了承ください。
●皆様からの寄付を、毎月１回各種団体へまとめて寄付させていただきます。

10,000ポイント

お申込みにあたってのご注意

ごうぎんクレジットカードのポイントを応援したいプロスポー
ツチームに寄付出来るチャリティプログラムです。
貯まったポイントで山陰のプロスポーツを応援しよう！

SDGsとは？
SDGｓ（Sustainable Development Goals）とは、2015年9月の総会
決議で国連加盟国が採択した、2030年までに達成を目指す17の持続可
能な開発目標のことです。
これは、世界で起こっている環境問題や社会的問題などの様々な課題を解
決し、持続可能な社会を形成していくことを目指すものです。

山陰合同銀行グループは、国連の定めた持続可能な開発目標（SDGｓ）の趣旨に賛同し、地域の課題解決に取り組むことで、持続
可能な地域社会の実現を目指しています。



クレジットカードポイントを
山陰の特産品と交換できます。
クレジットカードポイントを
山陰の特産品と交換できます。

2022年03月版

ポイント商品交換カタログポイント商品交換カタログ

クレパンフ021（2022.3改）〈2022.3〉

お問い合わせ窓口
山陰合同銀行クレジットカードセンター

山陰合同銀行ウェブギフト事務局
（フジキコーポレーション株式会社内）

●カタログを送ってほしい
●ポイント商品の申込みをしたい
●ポイントの照会をしたい
●ポイントの有効期限を確認したい
●クレジットカードに関するお問い合わせ

上記のお問い合わせはこちら
山陰合同銀行クレジットカードセンター

■ Visa:0852-27-1777
■ JCB:0852-27-1001

（9：00～17：00 土・日・祝日・年末年始を除く）

●お申込みの商品が届かない
●届いた商品に不良・破損があった
●カタログ掲載商品について詳細が知りたい
●お届け日を変更したい

上記のお問い合わせはこちら
山陰合同銀行ウェブギフト事務局

（フジキコーポレーション株式会社内）

（9：00～17：00 日・祝日・年末年始を除く）
0120-69-6161


