
010001 わさび 010002 アメーラ  

静岡県山葵組合連合会 (株) サンファーマーズ

010003 アメーラルビンズ 010004 レッドオーレ

(株) サンファーマーズ 清水農業協同組合

010005 伊豆ニューミニトマト 010006 折戸なす

ＪＡふじ伊豆 清水農業協同組合

010007 フジエス枝豆  010008 干し椎茸どんこ

清水農業協同組合 伊豆の国農協修善寺営農センター

010009 ほんやま自然薯 010010 しみずの銀杏

JA静岡市わらしな営農経済センター 清水農業協同組合

010011 ソフトケールGABA 010012 ケールヨーグルト＆ソフトケールGABA

株式会社　増田採種場 株式会社　増田採種場

内容量： ３～５本　１本当たり40～60g前後 内容量：１kg程度

1万円 1万円

1万円 1万円

内容量：1㎏×２箱
10月下旬以降順次発送となります。

内容量：11玉or12玉（約1.5㎏）
発送は6月下旬～8月中旬、10月上旬～12月上旬のみとなります。

1万円 1万円

内容量：５パック 内容量:1箱30玉入り（約1㎏）×2箱セット
10月以降順次発送となります。

1万円 1万円

内容量:381ｇ～580ｇ×2本 内容量:銀杏（2Lサイズ　300ｇ×2袋セット）
発送は10月～11月のみとなります。

1万円 1万円

内容量：200g枝つき×4袋 内容量：100g程度

1万円 1万円

内容量：１袋100gのソフトケールGABAを10袋で１セット 内容量：ヨーグルト80g×８個とケールGABA100g×５袋

徳川家康に献上された、「一富士・二

鷹・三茄子」につながる静岡生まれのナ

ス。丸い形状で味は濃く、コクがあり、

締まった肉質で煮崩れしにくいのが特

徴です。

全国で唯一周年出荷されている、高級

料亭では欠かせない高級枝豆。とれた

ての鮮度にこだわり、「枝付き」で出荷し

ます。

生産者の熱意と技術と伊豆の豊かな自

然が育てた逸品。原木栽培にこだわっ

た、味と香りと食感をお楽しみください。

寒暖の差が激しい静岡市本山の地で
栽培された風味豊かな自然薯です。長
年の研究により、古くから自生している
「やまいも」を自然に近い環境で栽培す
る特許を取得した栽培方法「ほんやま
式」で栽培されています。

しみずの銀杏は1979年より導入され、静岡

県下最大の産地です。真空パックによる出

荷を行っており、鮮度が高く彩り鮮やかさが

最大の特徴です。エメラルドグリーン色と

もっちりとした食感をお楽しみください。

静岡県はわさび栽培発祥の地で、４００

年の歴史があります。清流が育んだ、

澄んだ辛味と清らかな香りが特徴で、

品質、生産量ともに全国１位を誇ります。

果物のように甘い最高品質の高糖度ト

マトです。１年間を通して出荷しており、

全国の料理人や消費者からも大人気

の逸品です。

世界でも珍しい高糖度ミニトマト。

「ルビーのようなトマト」がキャッチコ

ピーです。ユニークでかわいいケース

が目印です。

フルーティーな甘さと程よい酸味で、食

味の良さが人気のレッドオーレです。水

はけの良い砂地土壌で栽培されており、

昨年度の平均糖度は7度以上でした！

とても食べやすく、おやつ感覚で口に運

んでしまいます。

「伊豆ニューミニトマト」は赤色が濃くて

ツヤがあり、きれいな丸い形が特長で、

静岡県を代表する良質でおいしいミニト

マトです。

やわらかく食べやすい苦みの少ない
ケール。【機能性表示食品】血圧が高
めの方の血圧を下げるGABAを12.3㎎
含んでいます。

ソフトケールGABAは機能性表示食品。
血圧高めの方の血圧を下げる効果が
あります。丹那牛乳とコラボした無添加
ケールヨーグルトと共に。



010013 杉正農園特撰野菜セットA 010014 三ケ日みかん（青島温州）４㎏

杉正農園 三ケ日町農業協同組合

010015 三ケ日みかん（早生温州）４㎏ 010016 極上に甘い金柑　清水のこん太

三ケ日町農業協同組合 清水農業協同組合

010017 プレミアム粗挽きウィンナー 010018 ふじのくに　いきいきポーク

麦豚工房石塚 (株) マルス農場

010019 静岡ジビエＡセット 010020 正肉・手羽セット

尾州真味屋総本舗 (株) チキンハウス青木養鶏場

010021 手羽先・手羽元大容量セット 010022 焼き鳥セット

(株) チキンハウス青木養鶏場 (株) チキンハウス青木養鶏場

010023 御殿たまご 010024 天女の恵

東富士養鶏場(株) (株) 大畑シェーバー孵化場

内容量:季節によって内容は異なります。 内容量：優品Ｌサイズ　４kg
年明け1月以降順次発送となります。

1万円 1万円

1万円 1万円

内容量：3パック 内容量： 豚ロース400g、豚バラ400g

1万円 1万円

内容量：優品Mサイズ　４kg
11月下旬以降順次発送となります。（お申し込み10月まで）

内容量:金柑（1㎏箱）
年明け２月以降順次発送となります。

1万円 1万円

内容量：手羽先1ｋｇ　手羽元1ｋｇ　各15本前後 内容量：ねぎま串・ボン尻串・砂肝串・手羽先串・ササミ串（各4本）手
羽元串（5本）合計25本セット

1万円 1万円

内容量:550ｇ（5個）程度 内容量:モモ肉×2、ムネ肉×2、手羽先×4、手羽元×4
（モモ肉　250ｇ以上、ムネ肉　250ｇ以上）

1万円 1万円

内容量：鶏卵　赤　24個 内容量:40個/1ケース
9月10月以外の発送となります。

土づくり、肥料設定で野菜のおいしさは

変わります。良質な有機質肥料などを

沢山使った野菜、一流レストランで使わ

れている野菜をお届けいたします。ご堪

能ください。

養豚農場直営工房で、原材料には“石

塚麦豚”を使用して製造しています。本

場ドイツ製法の本格的なウィンナーをご

賞味ください。

ロース肉の味を引き立てる程よいサシ。

豚肉の美味しさは赤肉と脂肪のバラン

スにあります。良い環境で良質な飼料

を使い愛情を込めて育てた豚肉をご賞

味下さい。

ふじのくに食セレクション認定のジビエ

「Ｎａｔｕｒａｌ Ｊａｐａｎ ＧＩＢＩＥＲしずおか

MOMIJIーBOTAN」で作った商品（シャ

ルマン・ジビエシリーズ）の中から選ん

だ３点です。

富士の鶏の最大の特徴は、静岡県の

農家様が育てた飼料米を20％以上与

えることで、脂身が白くなり、クセがなく

ヘルシーで肉質が非常に柔らかいのが

特徴です。

【から揚げ・煮込み料理などに】

手羽先：味は濃厚で皮と骨に旨みがあ

ります。コラーゲンもたっぷりです。手羽

元：脂肪が少なく、肉に弾力・コクがあり

ます。

毎日、愛情込めて育てた富士の鶏を、

手作業で1本ずつ丁寧に刺しています。

新鮮な味をBBQやご家庭ではフライパ

ンなどでも手軽に調理でき、焼きたての

味を楽しめます。

厳選した飼料のほかに、鶏腸内菌のバ

ランスを整える特別な天然資材P.BIOを

与え、体の中から健康な鶏が産んだ卵

です。

大畑シェーバー孵化場の【天女の恵】

は、飼育によるストレスの少ない環境

「安心」と、厳格な衛生管理による「安

全」により、「元気」な鶏に育つ有精卵で

す。

静岡県しみず生まれの希少な金柑「こ
ん太」は、金柑の印象をガラリと変えて
しまうほど極めて強い甘みが特徴です。
樹上で完熟させているため、糖度は20
度にもなり、酸っぱさはほとんどなくデ
ザート感覚で皮ごと丸かじりできます。

青島温州は三ケ日町産の糖度が高く

酸味と甘みのバランスが良い、コクのあ

る味わいのみかんです。本品には、骨

の健康に役立つβ‐クリプトキサンチン

が含まれています。

青島温州は三ケ日町産の糖度が高く

酸味と甘みのバランスが良い、コクのあ

る味わいのみかんです。本品には、骨

の健康に役立つβ‐クリプトキサンチン

が含まれています。



010025 稲取(いなとり)キンメ  010026 冷凍生しらす

伊豆漁業協同組合稲取支所 静岡県漁業協同組合連合会

010027 戸田の本えび 010028  うなぎ蒲焼（カット）

戸田漁業協同組合 静岡県漁業協同組合連合会

010030 お刺身用冷凍桜えび（駿河湾産） 010031 桜えび素干し（駿河湾産）

静岡県漁業協同組合連合会 静岡県漁業協同組合連合会

010032 桜えび釜揚げ（駿河湾産） 010033 素干し桜えび  

静岡県漁業協同組合連合会 静岡県桜海老加工組合連合会

010034 静岡牧之原茶 「望」 010035 天空の茶産地「川根奥光」 

ハイナン農協ハイナン茶業センター 大井川農協茶業部茶加工課川根工場

010036 幸せのお茶まちこ 010037 焼津 鯖ラーメンバラエティセット

清水農業協同組合 (株) 岩清

内容量：切身約100g×３ 内容量： 100g×8パック

1万円 1万円

1万円 1万円

内容量:お刺身用冷凍桜えび30g×8袋 内容量:桜えび素干し10g×6袋

1万円 1万円

内容量:３パック（１パック300ｇ 約8cmのものが17～23尾程度）
9月以降順次発送となります。

内容量:160g（80ｇ×2袋）　たれ・さんしょう付き

1万円 1万円

内容量：50g×2袋 内容量：50g×2本

1万円 1万円

内容量:30ｇ×8袋 内容量：40g×2袋

1万円 1万円

内容量:お茶（80ｇ×3本セット） 内容量：焼津 鯖ラーメン　合計6食（塩・醤油・味噌　各2食）

伊豆稲取沖でとれた、高級キンメダイで

す。

（配送の都合上、みそ漬けした切り身で

お届けします。）

静岡県、御前崎港・吉田港で水揚され

た生しらすを、水揚げ当日すぐに急速

冷凍(CAS凍結)を行った鮮度良い商品

です。生姜醤油・わさび醤油などでお召

し上がり下さい。

日本一の深い湾である駿河湾で獲れる、大

変珍しい「本エビ（ヒゲナガエビ）」です。甘味

と旨味がしっかりしており、刺身、天ぷら、フ

ライなどの食べ方があります。水揚げ後、マ

イナス35度で急速冷凍してあり、鮮度を保っ

たままお届けします。

静岡うなぎ漁業協同組合で丹精こめて

つくった「静岡県産うなぎ蒲焼」をお届

けします。静岡県で養殖された活きの

良い上質なうなぎを生きたまま割き、蒲

焼に仕上げました。

その透き通った桜色の身から「海の宝

石」とも呼ばれています。大井川港で水

揚げされた桜えびを買付した日に急速

凍結した「駿河湾産生桜えび」を是非ご

賞味ください。

大井川港で水揚げされた新鮮な桜えび

を天日干しした「駿河湾産桜えび素干

し」です。海の味と香りをお楽しみ下さ

い。かき揚げやちらし寿し等、様々なお

料理にご利用下さい。

大井川港で水揚げされた新鮮な桜えび

を釜揚げした、駿河湾産桜えび釜揚げ

です。海の味と香りをお楽しみ下さい。

炊き込みご飯やお吸い物等、様々なお

料理にご利用下さい。

国内では唯一静岡県で漁獲される桜え

びの素干し。天日乾燥による鮮やかな

桜色、旨味と風味、カルシウムなど豊

富な栄養素が凝縮した逸品です。

ＪＡハイナン独自の基準で厳しく審査し

たものが「望」です。

摘採前に遮光ネットをかぶせることで、

鮮やかな緑色と旨みを高めたお茶です。

山間地で特性を発揮する「おくひかり」

という品種です。標高500ｍ前後で栽培

されたお茶のみを使用し、ミル芽の黒ラ

ベル奥光・成熟芽の赤ラベル奥光の

セットとなります。

「清水みんなのお茶を創る会」の活動と

して、無名のお茶”静7132”の桜の香り

に惚れ込み「まちこ」と名付け、清水の

ブランド茶が誕生しました。『桜の香りと

ともに皆を幸せにしたい・・』これが「まち

こ」の願いです。

地元産の新鮮な鯖を練りこんだモチモ

チ「生麺」と3種類（塩・醤油・味噌）の

スープのセットです。豚・アルコール不

使用の優しい味は、お子さまから年配

の方までどうぞ。



010038 浜名湖うなぎの刺身 010039 OIL SABADINES（鯖燻製油漬）

(有) 魚魚一 (有) かねはち

010040 三ヶ日牛コンビーフとレバーパテセット 010041 お茶のポタージュギフトセット

(有) レッカーランドフクカワ 丸福製茶(株) 

010042 かんばら「いわしカレー」 010043 静岡づけセット

(有) やましち おいしい産業(株) 

010044 追い茎本わさび 010045 令和絆舞わさび漬

(株) 山本食品 (株)　山本食品

010046 丹那のバター詰め合わせ 010047 三ヶ日みかんサイダー 

酪農王国(株) 三ヶ日町農業協同組合

010048 いとうTHE MIKAN 100% 010049 静岡プレミアムティーセレクション(6缶)

(株) 東平商会 カネ松製茶(株) 

内容量：刺身３０ｇ　皮５ｇ　ポン酢・紅葉おろし・昆布（しゃぶしゃぶ用） 内容量：90ｇ×４缶
（※コットンオイル・ガーリック・黒こしょう・ナチュラル　各１缶）

1万円 1万円

1万円 1万円

内容量:かんばら「いわしカレー」200g4個　　いわし削りぶし20g2袋 内容量:生桜えびのづけ(40g×2)、生しらすのづけ(70g×2)

1万円 1万円

内容量：自家製三ケ日牛コンビーフ（100ｇ）×２
自家製手作りレバーパテ（100ｇ）×１

内容量:ポチャージュ６ヶ入×１、ポチャージュ３ヶ入×２

1万円 1万円

内容量:南箱根の厳選バター：180ｇ・丹那のはちみつバター：130ｇ
丹那のわさびバター：80ｇ　各１個

内容量:250ml×12本

1万円 1万円

内容量:110g×２ 内容量：100ｇ×２個

1万円 1万円

内容量:720ml×2本ｾｯﾄ(化粧箱入り) 内容量：掛川深蒸し茶、檸檬緑茶、和紅茶伊久美、有機あるけっ茶、さえみど
り　各3g×3ティーバッグ　琥珀ほうじ　2g×3ティーバッグ

浜松の新名物として全国で初めて商品

化。気になるお味は、まるでフグのよう

な弾力のある歯ごたえと、ほんのり甘

みのある脂の美味しさに思わずビック

リ！！

“うまみ”文化の伝統と未来

静岡県沼津水揚げの“さば”を、昔なが

らの製法で燻しオリーブオイルに漬け

てあります。芳醇な燻しの香りと“さば”

の旨味をお楽しみ頂ける「大人のさば

缶」です。

三ケ日牛をじっくり塩漬けし煮込んだコ

ンビーフです。コンソメゼラチンを使用し

た透明感のある口の中でとろけるコン

ビーフとクリーミーなレバーパテのセット

です。

お茶屋がつくった香り高いお茶のポ

タージュです。「静岡茶×じゃがいも」

「ほうじ茶×きのこ」「抹茶×とうもろこ

し」の３種類。

かわいいパッケージは贈り物にもどうぞ。

昭和40年代「いわし削りぶし」日本一の

生産地で、昭和初期から肉の代わりに

「いわし削りぶし」を使って食べられてい

た日本でここだけの風味豊かな和風だ

しカレー。

ふじのくに新商品セレクション受賞商品

セット！

駿河湾で獲れた生桜えび、生しらすを

特製ダレに漬けた商品です。

おつまみ、丼、お茶漬けにどうぞ。

わさび屋がつくった、なめらかな食感を

もった100％のおろしわさびに、後から

歯応えのある粒々のわさび茎を和えま

した。ツーン辛の後にシャキシャキとし

た2つのわさびが追いかけてきます。

「絆舞わさび漬」は、四十七都道府県産

掛け米仕込み「令和絆舞」の酒粕と、世

界農業遺産認定の「静岡わさび」を使

用し、百余年にわたる独自の伝統技法

で仕込み上げた最上級のわさび漬です。

南箱根・丹那牛乳で手作りしているバター

「南箱根の厳選バター」と、そのバターには

ちみつをブレンドした「丹那のはちみつバ

ター」、伊豆天城産の本わさびの葉をブレン

ドした「丹那のわさびバター」のバターの詰め

合わせです。

三ヶ日の青島みかん濃縮果汁を惜しみ

なく使ったサイダーです。果汁 30%で青

島みかんそのままの色、味わいが楽し

めます。甘すぎない スッキリとしたみか

んサイダーです。

童謡みかんの花咲く丘の舞台となった

伊東市で育ったみかんのみを使用した

100%ストレートジュース。外皮は手剥き、

香料・砂糖不使用で果実本来の甘味・

酸味を味わえます。

静岡県のプレミアムな茶葉を集めた

ティーバッグセレクション。

受賞緑茶、紅茶、ほうじ茶、シェフとのコ

ラボ発酵茶を一度にお楽しみいただけ

ます。



010050 牧之原の雫茶プレミアムペットボトル 010051 果実（くだもの）の気持ち  

(株) 高柳製茶 ㈱アビリティフィールズ

010052 やさしいアイス 010053 お茶屋が作った和スイーツアイスセット

㈱サンオーネスト 竹沢製茶(株) 

010054 マーマレードとジャム３本セット 010055 マスクメロンジャム

えなみ農園　 小林レシピ開発(株) 

010056 伊豆のはちみつジャム3本セット 010057 ピーナッツバターセット

伊豆の国本舗（(株) LAPIS-LAZULI) 杉山ナッツ

010058 ふじのくに　PREMIUMヨーグルト【加糖】 010059 お茶の葉クッキー（４箱）

富士の国乳業(株) (有) 一條亭

010060 ふじのくに福産品ブランド認定製品詰め合わせセット 010061 やきつべのだし10個入り ふりかけけずりセット

(特非）オールしずおかベストコミュニティ (株)マルハチ村松 

内容量：350ml×3 内容量：３種の果物 各３袋

1万円 1万円

1万円 1万円

内容量:・グリーンレモンマーマレード×１本、マーマレード×１本、
ジャム×１本　各130ｇ　計３本　　　発送は８月以降となります。

内容量： 100ｇ

1万円 1万円

内容量：クラウンメロン×3個　バニラ×3個 内容量:静岡本山抹茶ｘ２個、静岡本山抹茶（濃い味）ｘ１個、発芽玄米ｘ２個、
ほうじ茶ｘ２個、駿河ｘ１個　　　110㎖ｘ８個入

1万円 1万円

内容量：800ｇ　３個入り 内容量:8枚入り4箱

1万円 1万円

内容量:伊豆のはちみつジャム（170g）1本・伊豆のブルーベリーはちみつジャ
ム（170g）1本・伊豆の国のいちごはちみつジャム（170g）1本

内容量：ピーナッツバター　プレーン100g 　ハニーロースト100g

1万円 1万円

内容量：ゆめのこジャム（いちご）：1個ラスク：３個（キャラメル、プレーン、くるみ各１個）オ
リーブ葉っぱ珈琲：1個（5パック入り）せんぶれっと（たまご・アーモンド・チョコ）：1個しょうゆ
クッキー：1個

内容量：「やきつべのだし鰹 荒節10個入:(4g×2個)×5袋、やきつべのだし鰹 枯節10個入:
(4g×2個)×5袋、さくさく鰹ふりかけ:30g、ふわふわ鰹けずり:10g

静岡県牧之原台地ならではの上等な

「深蒸しかぶせ茶」を原料とし、仕上げ，

茶葉量，抽出温度，抽出時間の全てに

こだわり開発した渾身の銘茶飲料です。

静岡生まれの果物たちが、今までにな

いサクサク新食感のスイーツに生まれ

変わりました。果物本来の酸味と甘さを

最大限に生かした究極のドライフルー

ツです。

静岡県産のクラウンメロンが80％も入っ

ている素晴らしい味わいのシャーベット。

丹那地区の低温殺菌牛乳を使用し、香

料、着色料、乳化安定剤不使用。濃厚

なのに後味すっきりやさしい味のバニラ

です。

優良茶産地で知られる、本山抹茶と駿

河ジャージー牛のミルクを厳選し使用し

た、お茶屋が作った本格派和スイーツ

を是非ご賞味下さい。

英国で開催されるマーマレード世界大

会で、日本人２人目のダブルゴールドを

受賞したえなみ農園のマーマレードで

す。本物の味を知る人へ、自然からの

贈り物をお届けします。

静岡県産の高級マスクメロンのしずくを

ギュッと濃縮したジャム。無着色できれ

いなエメラルドグリーンを残すことに成

功。ヨーグルトに合うように計算して

作ってあります。

伊豆の蜂蜜と果物が主役の透き

通った無添加ジャムです。パンや

ヨーグルトには勿論、きらきらした

見た目を活かし食材への「ちょいの

せ」もおすすめ。贈り物にもぴったり

です。

セントルイス万博で世界一に輝いた、

世界が認めた遠州の味”遠州小落花生

を復活させた杉山ナッツ。遠州の地で

採れる地域資源を利用栽培・加工した

濃厚で甘みと香りの強いピーナッツバ

ターです。

酪農が盛んな富士宮市で生産された良

質な生乳のみを使用、富士山麓の豊か

な環境が生んだ自然の美味しさが

ギュっと詰まった“もっちり触感ヨーグル

ト”となっています。

お茶の葉クッキーは静岡茶本来の味と

香りを生かすため無添加で作ったクッ

キーです。大切な方々とのひとときに、

心和むやさしいお茶の風味をお楽しみ

いただければ幸いです。

障害のある人が働く障害福祉サービス

事業所の製品である「ふじのくに福産

品」の中でも、静岡県のお勧め商品とし

てブランド認定された商品の詰め合わ

せセットです。

焼津産の鰹節にかつおエキスを合わせ

る独自の製法で鰹本来のうま味を最大

限に引き出した「やきつべのだし」と「ふ

わふわ鰹けずり」「さくさく鰹ふりかけ」

のセットです。



010062 ふじのくにセレクション金賞受賞茶と世界大会受賞チョコ 010063 しずおか茶ぁ飯の素 3個セット

丸七製茶株式会社（ななや） (株) マルヒデ岩崎製茶

010064 地酒『誉富士（ほまれふじ）』 010065 アビス２本セット

静岡県誉富士普及推進協議会 花の舞酒造(株) 

010066 日焼け・飛沫防止用アスリート向けフェイスガード 010067 胡蝶蘭（アマビリス) 

エイ・エフ・エム・ジャパン株式会社 (有) 鈴もと

010068 胡蝶蘭（マイヴィヴィアン） 010069 天竜浜名湖鉄道線の旅 

(有) 鈴もと 天竜浜名湖鉄道(株) 

内容量：華やかな香りの楽淹（らくえん）３００mlと世界大会受賞の抹
茶チョコ１枚（約50ｇ）

内容量：120g（40g×３個）

1万円 1万円

1万円 1万円

内容量：60g （幅25/奥行55/高さ55cm）鉢込

1万円 1万円

内容量：純米酒720ml×2本
20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。

720ml×２本
20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。

1万円 1万円

（幅17/奥行10/高さ35cm）鉢込 内容量：天浜線１日フリーきっぷ　１枚
WOODｼﾞｵﾗﾏｼﾘｰｽﾞ(ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞ付)　１個

金賞受賞の楽淹は白い花の様な華や

かな香り、インターナショナルチョコレー

トアワード銀賞受賞のクラフトチョコ抹

茶は石臼挽きの高級なお抹茶をふんだ

んに使用した濃厚な味わいです。

静岡産の茶葉6種類（深蒸し茶、浅蒸し

茶、抹茶、ほうじ茶、芽茶、てん茶）と、

国産の海産だし（かつおの枯れ節、まぐ

ろ節、昆布、するめ）をブレンドした万能

調味料です。

静岡県の豊かで清らかな水、軽くさわ

やかな香りの「静岡酵母」、そして、醸

造性の高い好適米「誉富士」からつくら

れた、静岡づくしの、ふくらみのある、ま

ろやかな地酒である。

通常の日本酒造りに使われる酵母でな

くワイン酵母を使用することで柑橘類に

も似たフレッシュな香りと深く複雑な味

わいを生み出したお酒です。ワインのよ

うな酸味とほのかな甘みが飲みやすさ

を演出します。

「わー！なにこれ～！？凄くない？！」

驚きと喜びの笑顔があふれる、ありそう

で、ない、フェイスガード。アスリートの

「ほしい！」がここにあります。

（アマビリス) 胡蝶蘭の原型とも言われ

ます品種です。非常に花持ちがよく、清

楚でどこに置いてもフィットする、カレン

な花です。※沖縄県への発送はお受け

できませんのでご了承ください。

（マイヴィヴィアン）多花性のミニ胡蝶蘭

可愛らしいサイズで、テ－ブルの上にも

似合う、まれにみるロングセラ－の品種

です。※沖縄県への発送はお受けでき

ませんのでご了承ください。

天竜浜名湖鉄道全線乗り降り自由な

「天浜線１日フリーきっぷ」と、木製の組

み立てジオラマキット（手のひらサイズ・

ポストカード付）のセットです。

２万円からのコースは
次のページへ!



020001 杉正農園特撰野菜セットB 2万円 020002 クラウンメロン・アローマメロン

杉正農園 静岡県温室農業協同組合

内容量：１個

2万円 020003 いちご「紅ほっぺ」 2万円 020004 三ケ日みかん（青島温州）８㎏

ＪＡ静岡経済連 三ケ日町農業協同組合

2万円 020005 三ケ日みかん（早生温州）８㎏ 020006 本貯蔵青島みかん「誉れ」４㎏

三ケ日町農業協同組合 三ケ日町農業協同組合

020007 清水のはるみ 020008 御殿場 太陽チキン

清水農業協同組合 東富士農産(株) 

020009 遠州地鶏 一黒しゃも 020010 静岡ジビエＢセット

鳥工房かわもり 尾州真味屋総本舗

020011 うなぎ蒲焼（長焼） 020012 駿河湾産桜えび 食べ比べセット

静岡県漁業協同組合連合会 静岡県漁業協同組合連合会

2万円

内容量：優品Mサイズ　８kg
11月下旬以降順次発送となります。（お申し込み10月まで）

内容量:青秀品　Ｌサイズ４㎏
年明け３月以降順次発送となります。

内容量:季節によって内容は異なります。

内容量：２パック（９～15玉/１パック）
年明け２月以降順次発送となります。

内容量：優品Ｌサイズ　８kg
年明け1月以降順次発送となります。

2万円

内容量:はるみ（柑橘）5㎏箱
年明け２月以降順次発送となります。

内容量：太陽チキン （モモ肉５００g以上１枚×２、ムネ肉５００ｇ以上
１枚×２）・チキンスモークLサイズ　１個（600ｇ～699ｇ）

2万円 2万円

2万円 2万円

内容量:静岡県産うなぎ蒲焼長焼120g×3尾たれ・さんしょう付き 内容量:駿河湾産冷凍生桜えび30ｇ×8袋・
駿河湾産桜えび釜揚げ30ｇ×8袋

内容量：1.2kg程度 内容量:1㎏（8個）程度

2万円 2万円

静岡県は温室メロン日本一の産地です。

芳醇な香りと甘み、網目の美しさが特徴

です。１本の木に１個だけを丹精込めて

栽培する最高級のメロンです。

土づくり、肥料設定で野菜のおいしさは

変わります。良質な有機質肥料などを

沢山使った野菜、一流レストランで使わ

れている野菜をお届けいたします。ご堪

能ください。

甘味と酸味のバランスが良く、都内フ

ルーツ専門店や百貨店から高い評価を

いただいている静岡県産「紅ほっぺ」。

贈答用に大粒で形が良いものを厳選し、

箱詰めしました。

静岡県清水区生まれの柑橘「はるみ」は、清

見にポンカンを交配させた品種です。すっき

り爽やかな甘みと、ぷちぷち弾ける果肉とサ

クサクした食感でジューシーな果汁が特徴で

す。2月～3月でしか味わうことができない贅

沢な果実です。

収穫後に蔵の中にロジと呼ばれる木箱

で大切に保存。蔵の内度を、室温5℃、

湿度85％に保ち、高い技術力で果肉の

鮮度を維持した酸味の抜けた糖度の高

いみかんです。

青島温州は三ケ日町産の糖度が高く

酸味と甘みのバランスが良い、コクのあ

る味わいのみかんです。本品には、骨

の健康に役立つβ‐クリプトキサンチン

が含まれています。

青島温州は三ケ日町産の糖度が高く

酸味と甘みのバランスが良い、コクのあ

る味わいのみかんです。本品には、骨

の健康に役立つβ‐クリプトキサンチン

が含まれています。

富士山の麓御殿場に広大な鶏舎を構

え、飼育加工販売スモーク製造まで自

社で行い創業５３年。生肉は咀嚼性に

優れ濃厚な味、新鮮な原料から作るス

モークは鶏肉本来の味がします。

県内で開発された地鶏「一黒しゃも」を、

地元産の飼料米を主原料として飼育し、

飼養環境を衛生的に保つことで、臭み

が無く深みのある味の肉質を実現して

います。

ふじのくに食セレクション認定のジビエ

「Ｎａｔｕｒａｌ Ｊａｐａｎ ＧＩＢＩＥＲしずおか

MOMIJIーBOTAN」で作った商品（シャ

ルマン・ジビエシリーズ）のフルセットで

す。

静岡うなぎ漁業協同組合で丹精こめて

つくった「静岡県産うなぎ蒲焼」をお届

けします。静岡県で養殖された活きの

良い上質なうなぎを生きたまま割き、蒲

焼に仕上げました。

その透き通った桜色の身から「海の宝

石」とも呼ばれています。大井川港で水

揚げされた桜えびを買付けした日に急

速凍結した、駿河湾産生桜えびと釜揚

げ桜えびをご賞味ください。



020013 伸東ヒラメ極み丼セット 020014 静岡食材の食べるオリーブオイルセット

伸東養魚(有) (株) CREAFARM

020015 茶ノ実油 Gold Tea Oil ＆銘茶セット 020016 種なしいちごジャム

㈱白形傳四郎商店 小林レシピ開発株式会社

020017 Honeyboyシリーズ 020018 焼津のツナ缶18缶セット

河村養蜂場 (株)いちまる

020019 丁子屋の冷凍とろろ汁（5食セット） 020020 ふじのくにセレクション金賞受賞茶とPREMIUM　MATCHA７チョコ

(有)丁子屋 丸七製茶株式会社（ななや）

020021 ミディ胡蝶蘭（アマビリス６寸） 020022 Jewelry・Glass／Strong－Infinite

(有) 鈴もと ＰＲＯＧＲＥＳＳ((株) 日翔工業) 

020023 オリジナル木育ツール　ミニロビ 020024 駿河伝統花火「義助」/花火セット

(株) エテ 井上玩具煙火(株) 

2万円 2万円

内容量：茶ノ実油Gold Tea Oil 92g・やまでん煎茶 100ｇ
やまでん深蒸茶 100ｇ

内容量：320ｇ

2万円 2万円

内容量：ヒラメフィレ4枚・ヒラメ丼のタレ75ｍｌ×2本・
きざみ海苔0.3ｇ×5・わさび2.5ｇ×5

内容量：静岡産わさびとしらすの食べるオリーブオイル　120ｇ×３瓶
・焼津かつおの和風ペースト120ｇ×３瓶

2万円 2万円

内容量：120g×5食 内容量：華やかな香りの楽淹（らくえん）７００ml
PREMIUM MATCHA７チョコ１箱

2万円 2万円

       内容量:各120g入り　3個入りギフト箱セット
       

内容量：焼津の網元（マグロ綿実油漬、カツオこめ油漬　各6缶）、
まぐろフレーク油漬(ライトミート　6缶)

2万円 2万円

内容量: 1個 内容量：花火5本・ろうそく1本・ポストカード1部・パンフレット1部・
花火セット1セット

1鉢（６寸）およそ（幅36/奥行45/高さ65㎝） 沖縄県への発送はお受け
できませんので、ご了承ください。

内容量：チタンコーティンググラス　１個

2万円 2万円

自然豊かな浜名湖畔で水や餌にこだわ

り丹精込めて育てた『伸東ヒラメ』その

美味しさを引き出す絶妙な配合のタレと

合わせれば簡単に『伸東ヒラメ極み丼』

が出来上がります。

静岡産のわさび茎としらすを贅沢に

使った、鰹節と醤油ベースの食べるオ

リーブオイルと、焼津港水揚げの一本

釣りカツオを使った和風パテ。オリーブ

オイル専門店の厳選オイルを使用。

静岡県で育った茶畑の「茶の実」から搾

油した高純度食用オイル。ナッツ系のコ

クのある味。和食などの幅広い料理に

活用できます。やまでん銘茶（煎茶・深

蒸茶）とセットで。

良質な蜜源植物に恵まれた牧之原市

産１００％。6～８月に採蜜時期の違い

により得られる色も味も香りも異なる個

性豊かな三種の蜂蜜シリーズ。

ふじのくに新商品セレクション2018金賞

のツナ缶「焼津の網元」マグロ・カツオと、

直売専用ツナ缶「まぐろフレーク油漬(ラ

イトミート)」各6缶の食べ比べセットです。

アマビリスを弊社ではおよそ３０年前

に台湾から導入し、栽培を続けており

ます。清楚で花持ちもよく、日本人が

一番好んで購入する白色の花弁は光

線の加減できらきらと輝いてくれます。

職人の感性と宇宙開発技術が出会い

誕生したグラス。幻想的な「青富士」を

彷彿とさせる色彩は、最高級チタンだ

からこそできる輝き。食を着飾るスタイ

リッシュな逸品。

静岡産の杉材（樹齢約60年）を100％使

用した、自分で作るオリジナルの木育

セットです。本格的なほぞ組み構造で、

組み立て説明書のほか職人のみがき

棒も付属します。

静岡県島田市にて創業約100年の歴史

を持つ花火製造会社【井上玩具煙火株

式会社】が手掛けた国産手持ち花火の

詰め合わせ『駿河伝統花火「義助」』と

弊社でつくっている人気のある手持ち

花火セット。

いちごの種をていねいに取りました。な

めらかな口当たりをお楽しみいただけ

ます。パンにはもちろんヨーグルトにも

よく合います。おうちでホテルの朝食を。

江戸時代より420年以上愛され続けて

いる東海道名物のとろろ汁です。静岡

産の在来自然薯を100%使用し、自家製

白みそや秘伝のたれで味付けしてあり

ます。解凍するだけでアツアツご飯にそ

のままかけてお召し上がりください。

金賞受賞の楽淹は白い花の様な華や

かな香りのお茶、PREMIUMU抹茶７は７

段階の濃さの違う抹茶と濃いほうじ茶

のチョコセット。パリのサロン・デュ・ショ

コラでも大好評チョコ。



020026 化粧ポーチ「sussu」

合同会社SAZARE

030001 杉正農園特撰野菜セットC 030002 遠州夢咲牛(ステーキ)

杉正農園 JA遠州夢咲ミナクルふれあい菊川の里

030003 遠州夢咲牛(すき焼き用ロース) 030004 遠州夢咲牛(焼肉用カルビ)

JA遠州夢咲ミナクルふれあい菊川の里 JA遠州夢咲ミナクルふれあい菊川の里

030005 みっかび牛ローススライス 030006 浜名湖うなぎ　長白焼４枚

三ヶ日町農業協同組合 浜名湖養魚漁業協同組合

030007 焼津ミナミマグロ大トロ・中トロ付き 030008 高足ガニポーション

焼津漁業協同組合 (株) 光徳

030009 駿河竹千筋細工　（ 花器 古葉 ） 030010 駿河湾フェリー乗船券

静岡竹工芸協同組合 (一社) ふじさん駿河湾フェリー

2万円

内容量:季節によって内容は異なります。 内容量：ステーキ 300g×２枚

3万円 3万円

内容量：化粧ポーチ１個
※色は三種類からお選び頂けます。

3万円 3万円

内容量:850ｇ 内容量：うなぎ長白焼（約120ｇ）×４枚
　　　　　たれ（100ml）×２パック、山椒

3万円 3万円

内容量：すき焼き用ロース750ｇ程度 内容量：焼肉用カルビ 950g程度

3万円 3万円

内容量：花器（古葉） １個
※サイズはＷ17cm×Ｄ17cm×Ｈ22cmです。

内容：車両１台+大人乗船券２名分

内容量：大トロ付きブロック（450g相当）１ケ
中トロ付きブロック1枚（450g相当）1ケ

足棒肉 ４本～15本（500ｇ相当）
※部位によって本数が異なります。

3万円 3万円

土づくり、肥料設定で野菜のおいしさは

変わります。良質な有機質肥料などを

沢山使った野菜、一流レストランで使わ

れている野菜をお届けいたします。

ご堪能ください。

静岡県西部に位置する遠州地方の穏やか

な気候の中で、JA遠州夢咲肉牛委員会会

員の皆様が、良質な資料を与え徹底した飼

養管理を行い、手塩に掛けて育てた「安全で

美味しい遠州夢咲牛」を是非ご賞味ください。

静岡県西部に位置する遠州地方の穏やか

な気候の中で、JA遠州夢咲肉牛委員会会

員の皆様が、良質な資料を与え徹底した飼

養管理を行い、手塩に掛けて育てた「安全で

美味しい遠州夢咲牛」を是非ご賞味ください。

静岡県西部に位置する遠州地方の穏やか

な気候の中で、JA遠州夢咲肉牛委員会会

員の皆様が、良質な資料を与え徹底した飼

養管理を行い、手塩に掛けて育てた「安全で

美味しい遠州夢咲牛」を是非ご賞味ください。

化粧品をスッと出してスッとしまえる

ポーチ「sussu（スッス）」。化粧品を縦に

収納することができるので、取り出しや

すくしまいやすいポーチです。

水や汚れに強い機能付き。

三ヶ日産の青島みかんを給餌すること

でアミノ酸含有量が増え、旨味が増した

JAみっかび牛。こだわりの飼育方法が

生んだ美味しいお肉です。

豊かな恵み溢れる浜名湖で生産者が

手間をかけ、心を込めて育てた浜名湖

うなぎを当組合の加工場で美味しく仕

上げました。産地の味をそのままに皆

様のお手元にお届けします。

南半球の冷たい荒波で育った天然のミ

ナミマグロ。引き締まった身質で濃厚な

味わいが魅力の赤いダイヤと称される

高級マグロです。

高足ガニを しゃぶしゃぶ や鍋で召し上

がれるように、殻をむいた商品です。自

宅でも高足ガニを食べることができます。

国指定の伝統的工芸品「駿河竹千筋細

工」は徳川家康公ゆかりの地で育まれ

た匠の技です。細工の一番の特徴であ

る丸ひごの流れる曲線が美しい花器で

す。

静岡県の中部（清水港）と伊豆（土肥

港）を結ぶ駿河湾フェリーの車両航送

券及び乗船券。優雅な船旅をお楽しみ

ください。



030011 井川メンパ 030012 色紙掛（葛布）

井川メンパ製造望月 川出幸吉商店

050001 駿河湾フェリー乗船券（貸切特別室） 050002 森の炭の森

(一社) ふじさん駿河湾フェリー (株) アスカム

100001 天女の舞い

(有) にんぎょっ子

3万円 3万円

内容：車両１台+大人乗船券２名分+貸切特別室
(最大8名まで入室可)

S サイズ：直径 6×高さ15cm 　1本・ M サイズ：直径 8×高さ22cm
1本 ・L サイズ：直径 9×高さ26cm 　1本

10万円

内容量：漆器 内容量：色紙掛１個です。箱に入ります。

5万円 5万円

内容量：人形本体 高さ15㎝・団扇1ヶ・もうせん1枚・木札1枚

ヒノキのうす板を小判型にして、合せ部

分を桜の皮でヌイ合せた後、漆を3回

塗って仕上げた４ヶ組の品です。

秋の七草のひとつの葛のつるから採取

した繊維をよこ糸として織った布です。

針葉樹を思わせる円錐状フォルムにセ

ラミック炭の塗布しました。「嫌な臭いは

吸着し良い香りはそのまま芳香する」特

徴を持ち、精油を垂らしアロマを楽しむ

ことも出来ます。

静岡県の中部（清水港）と伊豆（土肥

港）を結ぶ駿河湾フェリーの車両航送

券及び乗船券。これに船上のファースト

クラス（貸切特別室）のセット。優雅な船

旅をお楽しみください。

羽衣伝説をモチーフにした作品です。

伝統的工芸品「駿河雛人形」の伝統技

法をベースにした精巧な作品で駿河竹

千筋とコラボしました。


