全国商工会女性部連合会

2010年 商工会女性部
ふるさと小包グランプリ
エントリー 63 ボックス
全国の商工会女性部が、地域の魅力をぎっしり詰め合わせた小包を企画しました。
女性ならではの視点で厳選した自慢の逸品を、どうぞお楽しみください。

＊記載の価格は、すべて<税込・送料別途>です。
＊小包の注文や内容･詳細のお問い合わせは、個別記載の
お問い合わせ先へお願いいたします。

お問い合わせ先 ≪事業主催≫
全国商工会女性部連合会 事務局
〒105‑0004 東京都港区新橋2‑16‑1 ニュー新橋ビル8階
TEL：03‑3503‑1254
FAX：03‑3580‑6577
E-Mail：soshiki@shokokai.or.jp ［全国商工会連合会 組織運営課］

北海道岩宇商工会広域連携協議会女性部

岩手県雫石商工会女性部

No.002

岩手県矢巾町商工会女性部

No.003

山海の恵みのおくりもの

岩手しずくいしの魅力をあなたのもとに

矢巾食で、元気に健やかに

豊かな自然のなかで採れた「じゃがいもの饅
頭」と「せんべい」そしてラーメン。積丹ブルー
の海で獲れた「カレイと鮭」の珍味をご家庭に
お届け致します。

岩手雫石のおいしい空気と水、豊かな自然の魅
力詰め込みました！無添加菜種油、こだわって
作りあげた自慢のお米や南部小麦から作られ
た麺、清流で育ったしずくいし山葵の酢醤油を
さぁ召し上がれ！

歴史も古い南部藩の殿様献上米のブランド徳
田米の他、全国第3位の生産を誇る香り豊かな
椎茸をふんだんに取り入れた椎茸クッキーや
りんごジュース、はと麦入りの日本そばで、心
も体も元気に。是非、ご賞味ください。

◆菓子｢共和じゃが｣ ◆菓子「かかしせんべい」 ◆むし
りカレイロール ◆鮭とば ◆ムーコンラーメン

◆なたね油「菜の雫」 ◆わさび醤油「わさびねがぁー」
◆しずくいし米粉めん（2種類） ◆手づくりうどん ◆手
づくりそうめん

◆徳田米「ひとめぼれ」 ◆しいたけクッキー
ジュース「南昌さんさ」 ◆南昌さんさそば

価格（税込）

¥3,320

共和町商工会女性部
お問い
TEL:0135‑73‑2475
合わせ
FAX:0135‑73‑2662

秋田県美郷町商工会女性部

No.004

価格（税込）

¥3,500

雫石商工会女性部
お問い
TEL:019‑692‑3321
合わせ
FAX:019‑692‑1667

秋田県仙北市商工会女性部

No.005

価格（税込）

¥3,200

◆りんご

矢巾町商工会女性部
お問い
TEL:019‑697‑5111
合わせ
FAX:019‑697‑5115

秋田県大仙市商工会女性部

No.006

美しい水の郷セット

秋田仙北 山里のおもてなし

青の美しさ「楢岡焼き」コーヒーセット

美郷町は、全国名水百選・水の里百選・水源の森
百 選 に 選 ば れ た 湧 水 の 町。 天 然 ミ ネ ラ ル を
たっぷり含んだ美味しい水と豊かな大地の贈
り物。
《仁手古サイダー・酒ゼリー・菜種油・こう
じみそ・醤油》をセットしました。

春は桜、夏は湖を眺め、秋は黄金色の大地、そし
て春を待ちわび過ごす冬……自然豊かな仙北
市の四季を詰め込みふるさとを思わせる一品
です。

郷土の誇る実用と美を兼ね備えた「楢岡焼き」。
百四十七年の歴史と登り窯、海鼠釉（なまこゆ
う）を使った、素朴で気品ある独特の風合いと
美しい青色が特徴です。

◆菜種油「菜の花美人」 ◆こうじ秋田みそ ◆しょうゆ
「味一番」 ◆炭酸飲料「仁手古サイダー」 ◆ゼリー「ろま
ん清水」

◆ほうれん草めん ◆アカシヤはちみつ ◆お米のさくさく
サブレ（味噌・ほうれん草） ◆漬物「秋田のがっこ」 ◆いわ
なの甘露煮 ◆桜樺細工「ひょうたん楊枝入」 ◆乾燥わらび

◆ 楢 岡 焼「 掛 け 分 け コ ー ヒ ー 椀 皿 」 ◆ 楢 岡 焼「 ク リ ー
マー」

価格（税込）

¥3,317

美郷町商工会女性部
お問い
TEL:0187‑84‑0560
合わせ
FAX:0187‑84‑0565

山形県南陽市商工会女性部

No.007

価格（税込）

¥3,500

仙北市商工会女性部
お問い
TEL:0187‑54‑2304
合わせ
FAX:0187‑54‑2305

山形県白鷹町商工会女性部

No.008

価格（税込）

¥3,500

大仙市商工会女性部
お問い
TEL:0187‑75‑1041
合わせ
FAX:0187‑75‑1273

山形県尾花沢市商工会女性部

No.009

内面から癒されませんか?

しらたかの恵と先人達の知恵

ヤッショー マカショ 山形のんまえもの小包

飲泉としても許可されている開湯900年の山
形県南陽市の赤湯温泉を最高の地域資源とし
て、様々なお菓子に利用しました。ストレスの
多い現代に、入ってよし・食べても良しの癒し
効果を実感して頂きたいと思います。

どこの家の庭先にも植えられていた赤すもも。
ばあちゃん達の知恵がいっぱい詰まった漬け
物。しらたかの代名詞鮎のサブレ。地元和紙
工房の深山和紙細工。それらを箱舟に納めま
した。

地元山形のおいしい漬物をお届けします。尾
花沢銀山温泉にて、本場の花笠踊りをしている
私達女性部が、菓子箱のモデルになりました。
女性部が作った「銀山温泉はがき」も入ってい
ます。

◆温泉かりんとう ◆みそぱん ◆つのまき ◆ささま
き ◆南蛮クッキー ◆のし梅 ◆赤湯田楽（しそ・みそ・
からみそ）

◆ジャム（赤すもも、りんご） ◆焼菓子「あ〜ゆ〜はっ
ぴぃ」 ◆漬物「きゅうりの紅花漬」
「 深山漬」
「 木枯きゅう
り」
「嫁なす」
「しらたか」 ◆深山和紙「大根」
「紅花マット」

◆つけもの「深山わらび一本漬」
「 山形の山菜漬」
「 山菜み
ず」
「おしんこ菊」
「味よしぺちょら」
「すいかぺちょら」◆菓
子「ヤショー マカショ」 ◆銀山温泉はがき

価格（税込）

¥3,500
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No.001

南陽市商工会女性部
お問い
TEL:0238‑40‑3232
合わせ
FAX:0238‑40‑2626

価格（税込）

¥3,500

白鷹町商工会女性部
お問い
TEL:0238‑85‑0055
合わせ
FAX:0238‑85‑0056

価格（税込）

¥3,500

尾花沢市商工会女性部
お問い
TEL:0237‑22‑0128
合わせ
FAX:0237‑23‑2508

栃木県佐野市あそ商工会女性部

No.010

オカリナでティータイム
ストレスの多い世の中、ちょっとひと息。オカ
リナを聞きながら、オカリナの形をした美味し
いサブレとハーブティーをお楽しみください。

栃木県佐野市あそ商工会女性部

No.011

「ふるさとの味」をお届けします！
田村屋創業百五十年。味の伝統に加え最新技
術を駆使して、皆様に本物の風味と味わいをお
届け致します。柚子の香りをお楽しみ下さい。

栃木県喜連川商工会女性部

No.012

有機野菜お手軽栽培セット
誰でも簡単に家庭でできる、有機野菜栽培セッ
トです。連作可能ですので、収穫後に、また種
をまくと引き続きお楽しみ頂けます。

◆ 土「 ミ ミ ズ の 力 」
◆プランター（受皿
付き）
◆シャベル
◆野菜の種「サラダ
ほうれん草」
「ベ
ビーロケットルッ
コラ」
※野菜の種は予告な
しに変更になる場
合があります。
◆オカリナサブレ
里」

◆ハーブティー

価格（税込）

佐野市あそ商工会女性部
お問い
TEL:0283‑62‑3655
合わせ
FAX:0283‑62‑7915

¥3,500

◆CD「オカリナの

埼玉県朝霞市商工会女性部

No.013

◆キッコーヤマ醤油
◆柚子塩 ◆本柚子
価格（税込）

¥3,000

◆泡漬けの素

◆柚子唐辛子

佐野市あそ商工会女性部
お問い
TEL:0283‑62‑3655
合わせ
FAX:0283‑62‑7915

千葉県いすみ市商工会女性部

No.014

価格（税込）

¥1,680

喜連川商工会女性部
お問い
TEL:028‑686‑2122
合わせ
FAX:028‑686‑2467

東京都国分寺市商工会女性部・清瀬商工会女性部

No.015

朝霞の歴史にふれてみて

いすみの宝もん

生まれも育ちも東京みやげ

創業慶応元年という歴史ある手作りにこだ
わった醤油・朝霞の地域産品である人参を使っ
た薬膳カレーと大正の中ごろより作られてい
る人参羊羹を詰め合わせました。これ一つで
朝霞の歴史を体験できます!!

いすみ市の特産品にこだわり商工会が開発し
た、真だこ・ブルーベリー・杜仲の葉を使用し
た、たこカレー・ブルーベリーカレー・ブルーベ
リー黒糖・杜仲葉麺です。いすみ市の宝もんが
味わえる逸品です。

東京の多摩地域は、緑が残る東京の台所。東京
で実ったブルーベリーと東京一の生産量を誇
る清瀬にんじんで商工会女性部が開発をしま
した。
「生まれも育ちも東京みやげ」をご賞味く
ださい。

◆山柳醤油

◆たこカレー ◆ブルーベリーカレー
黒糖 ◆杜仲葉麺

◆ブルーベリーソース「こくぶんじベリー」 ◆きよせに
んじんジャム

◆人参羊羹

価格（税込）

¥3,500

◆朝霞カレー

朝霞市商工会女性部
お問い
TEL:048‑470‑5959
合わせ
FAX:048‑470‑5960

新潟県小須戸商工会女性部

No.016

価格（税込）

¥3,500

◆ブルーベリー

いすみ市商工会女性部
お問い
TEL:0470‑62‑1191
合わせ
FAX:0470‑63‑9818

新潟県湯沢町商工会女性部

No.017

価格（税込）

¥2,800

東京都商工会女性部連合会
お問い
TEL:042 500 3062
合わせ
FAX:042 500 1421

長野県坂城町商工会女性部

No.018

在郷町 小須戸「町屋のおもてなし」

大地からの恵みの味わい COME FROM 越後魚沼

信州さかき町の味を おすそわけ

かつて信濃川舟運の川湊として、また在郷町と
して栄えた小須戸は、今なお町屋が軒を連ねて
います。そんな小須戸の味覚をてんこ盛りに
して、皆さまをおもてなしします。

全国に名高い魚沼こしひかり、しかも産地限定
品は甘さと旨味が広がる。皇室献上の蕎麦の
コシの強さ。お米の産地のお菓子の歯ごたえ。
どれも噛めば噛むほど本物の味わいが楽しめ、
幸せを感じる一品です。

信州さかき町の特産品 ねずみ大根 や信州杏
のドレッシング、町内産りんごと野菜の調味
液、辛味噌など素材の味を引きたてる 名わき
役 のセットです。

◆新潟コシヒカリ味噌 ◆缶詰（コシヒカリのおかゆ、あずき、た
けのこ） ◆豆菓子「いかピー」
「うぐいす豆」
「青フライ」 ◆干菓
子「おかめ菓子」 ◆パウンドケーキ（大納言、いちじく、くるみ）

◆米「こしひかり」 ◆菓子「新潟チップス」
「つきたて焼も
ち」
「黒みつあられ」
「海老しお焼」
「ふんわり名人きなこ餅」
「うまい！堅焼」 ◆妻有ざるうどん・そば ◆布乃利そば

◆ドレッシング「おばあちゃん手づくり大根おろし」
「手づ
くり杏ドレッシング」 ◆調味液「うまいじゃん」
「 うまい
じゃん とろーり」 ◆辛味噌

価格（税込）

¥3,000

小須戸商工会女性部
お問い
TEL:0250‑38‑2560
合わせ
FAX:0250‑38‑2027

価格（税込）

¥3,500

湯沢町商工会女性部
お問い
TEL:025‑784‑2522
合わせ
FAX:025‑784‑3218

価格（税込）

¥3,000

坂城町商工会女性部
お問い
TEL:0268‑82‑3351
合わせ
FAX:0268‑82‑8228
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長野県生坂村商工会女性部

長野県筑北村商工会女性部

No.020

山梨県商工会女性部連合会

No.021

いくさかのめぐみ

のどかな山村からの贈り物

甲州よっちゃばれセット

地元でとれた食材を使い、どれも無添加で身体
にいい物ばかりです。特に、竹の子加工品「味
筍」
「 筍つまみ」は、歯ごたえを追求した繊維質
で低カロリーな食品です。お酒のおつまみや、
ご飯のお供に是非一度お試し下さい。

信州・筑北村の魅力お届けします！自然の恵み
をいっぱい受けた季節のかおりと大地のにお
いが沢山詰まった贈り物です。米・そば・大豆
を原料にしたおいしい特産品です。

山梨の太陽の恵みと、おいしくて新鮮なお水
と、豊かな自然の中で丹念に育てられた「甲州
豚」
「甲州ワインビーフ」
「フジザクラポーク」の
商品と山梨のご当地グルメ鳥もつ煮が簡単に
作れるタレをセットにしました。

◆竹の子加工品「味筍」
「筍つまみ」 ◆ジュース（梅、しそ）
◆福神漬 ◆おからクッキー（ゴマ、ミックス）

◆米粉「やしょうま」 ◆きび・古代米の餅 ◆青豆きなこ
◆そば粉 ◆糀味噌 ◆ふさすぐりジャム

◆ レ ト ル ト「 甲 州 信 玄 豚 カ レ ー」
「甲州ワインビーフカ
レー」
「甲州ワインビーフシチュー」 ◆フジザクラポーク
南蛮味噌 ◆鳥もつ煮のタレ

価格（税込）

¥3,120

生坂村商工会女性部
お問い
TEL:0263‑69‑3047
合わせ
FAX:0263‑69‑3371

山梨県商工会女性部連合会

No.022

価格（税込）

¥3,500

筑北村商工会女性部
お問い
TEL:0263-66-2444
合わせ
FAX:0263-66-3116

静岡県東伊豆町商工会女性部

No.023

価格（税込）

¥3,300

山梨県商工会女性部連合会
お問い
TEL:055‑235‑2115
合わせ
FAX:055‑235‑6756

静岡県東伊豆町商工会女性部

No.024

おあんなって!!山梨 セット

伊豆の恵み ニューサマーづくし

稲取の代名詞「雛のつるし飾り」と「伊豆石」

釜無川水域のミネラル豊富な雪解け水と砂質壌
土の地味とが相まって、昔から良質米の産地とし
てしられている武川米をつかって、ゆば丼やあわ
び入り釜飯をお楽しみください。山梨の郷土料
理「おつけだんご」
「ほうとう」もご賞味下さい。

ニューサマーオレンジは伊豆の暖かい限られ
た畑でしか作れない希少性の高いみかんで、黄
色い果皮からも想像できるようにとても爽や
かな味と香りが特徴です。この伊豆特産の商
品と、季節のオレンジの詰め合わせです。

江戸時代から伝わる雛のつるし飾りと伊豆石
は400年以上経った今でも稲取に受け継がれ
ています。これらを現代風にアレンジしたT
シャツ・エコバッグ・洗顔フォームを組み合わ
せ稲取の文化をお届けしたいと思います。

◆武川米「こしひかり」 ◆おつけだんご（味噌付） ◆ほ
うとう（味噌付） ◆レトルト「ゆば丼」 ◆ご飯のもと「あ
わび入り釜めし」

◆ニューサマーオレンジ「サイダー」
「 ドリンク」
「 飴」
「ゼ
リー」
「ドレッシング」
「ゼリー＆シャーベット」 ◆季節の
もぎたてオレンジ（4・5月はニューサマーオレンジ）

◆雛のつるし飾りTシャツ
フォーム「伊豆若草石」

価格（税込）

¥3,500

山梨県商工会女性部連合会
お問い
TEL:055‑235‑2115
合わせ
FAX:055‑235‑6756

岐阜県海津市商工会女性部

No.025

価格（税込）

¥3,500

東伊豆町商工会女性部
お問い
TEL:0557‑95‑2167
合わせ
FAX:0557‑95‑1392

岐阜県恵那市恵南商工会女性部

No.026

西美濃の味 たべ尽くしセット

恵南ヘルシーセット

はつしもは岐阜県産ハツシモ米の玄米と甘み
の強い茎茶をブレンド福福茶は岐阜県産大豆
ふくゆたかを炒った香ばしい香りに柔らかな
甘みの柳ほうじをブレンド。後味爽やかなお
茶のお供に西美濃の甘味をご賞味ください。

恵南の魅力をお届けします！健康にダイエッ
トに大自然の豊な恵みをうけたヘルシーフー
ド。

◆玄米茶「はつしも」 ◆ほうじ茶「福福茶」 ◆餡入パフ
ケーキ「菊水の月」
（プレーン、抹茶） ◆寒天ゼリー（味は
季節のおたのしみ）

◆こんにゃく7種類

価格（税込）

¥3,000
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No.019

海津市商工会女性部
お問い
TEL:0584‑53‑2111
合わせ
FAX:0584‑53‑3023

価格（税込）

¥3,500

◆寒天らーめん

◆細寒天

恵那市恵南商工会女性部
お問い
TEL:0573‑43‑2636
合わせ
FAX:0573‑43‑3777

価格（税込）

¥3,500

◆雛のつるし飾り

◆洗顔

東伊豆町商工会女性部
お問い
TEL:0557‑95‑2167
合わせ
FAX:0557‑95‑1392

岐阜県北飛騨商工会女性部

No.027

緑と澄んだ水が育む『岐阜・飛騨かわい』の魅力を
お届けします。健康と癒しをどうぞ

女性グループが13年前から立ち上げた「かわい野
草茶研究グループ」が3種類のセット商品を企画
しました。地元で自生する薬草や、栽培された紅
花、バラなどを利用して、野草茶・紅花入り野草
茶・ローズティーを組み合わせてみました。

◆ハーブティパックのセット（3種類の野草茶） ◆ローズ
ティー
価格（税込）

¥2,000

北飛騨商工会女性部
お問い
TEL:0577 65 2246
合わせ
FAX:0577 65 2918

富山県入善町商工会女性部

No.028

「入善を、食べてみんしゃい！」

富山県富山市南商工会女性部

No.029

富山県富山市八尾山田商工会女性部

No.030

みなみかぜのおもてなし

お料理名人

町のキャッチフレーズ「水キラキラ、町いきい
き入善」に象徴されるように、豊かな土壌で出
来た入善米を美味しい水で炊いたお米やお餅。
この上ない幸せなひとときをあなたのお口に
届けます。

お菓子や昆布じめを食べながらお茶はいかが
…飛騨と越中の国境、細入の山菜の採れたてを
昆布じめに。万葉の里うさかは、栗餡入りミル
ク風味カステラのホイル焼き。大山地区で作
られたモロヘイヤを使ったお茶・せんべい。

お袋の味に欠かせない味噌と醤油。コロッケ
などにびっくりするくらい合う柿酢ソース。
八尾と山田それぞれの調味料の特産をセット
にしてみました。

◆米「コシヒカリ」 ◆ミネラルウォーター「オアシス」
◆杵つき餅

◆山菜昆布じめ（ミックス、わらび） ◆銘菓「うさか」
◆モロヘイヤ茶 ◆モロヘイヤせんべい

◆醤油「あけぼの醤油」 ◆味噌「越中おわら八尾味噌」
◆ソース「柿酢ソース」

価格（税込）

¥3,500

入善町商工会女性部
お問い
TEL:076‑455‑3181
合わせ
FAX:076‑455‑0606

石川県川北町商工会女性部

No.031

価格（税込）

¥3,500

富山市南商工会女性部
お問い
TEL:076‑483‑1420
合わせ
FAX:076‑483‑3887

福井県わかさ東商工会女性部

No.032

価格（税込）

¥2,500

富山市八尾山田商工会女性部
お問い
TEL:076‑455‑3181
合わせ
FAX:076‑455‑0606

福井県高浜町商工会女性部

No.033

自然の恵みのおすそわけ

わかさの風に愛をのせて

高浜発健康便!!

霊峰白山のふもと、黄金色の稲穂が広がる加賀
平野のド真ん中で、すっごくおいしい川北町の
自然の恵みをギュッ！と詰め合わせました。
なつかしくて、うれしくて、美味しくてほっぺ
がおちる…かも？

いにしえより伝わる若狭の味。流れる季節を
彩る若狭の自然。いつの時代も変わらぬ母の
愛。どこかなつかしく心地よい。そんな風を
感じて下さい。

杜仲茶は葉の栽培から加工、商品化まで一貫して地
元高浜町で生産しています。添加物、保存剤など一
切使用していません。また、杜仲の葉を風味豊かな
そばに仕上げました。ぜいたくに香る新感覚の麺は
健康志向の方にもおすすめの逸品です。

◆梅干 ◆梅ジャム ◆梅ドレッシング ◆半生麺「うそ
ば」 ◆へしこ味噌 ◆くず餅 ◆瓜割の水

◆杜仲茶

◆米「川北産こしひかり」 ◆佃煮「椎茸うま煮」 ◆米菓
「手焼はぜ」
「 寒干かきもち」 ◆いちじくジャム ◆豆菓
子「無着色すはま」
価格（税込）

¥3,500

川北町商工会女性部
お問い
TEL:076‑277‑2133
合わせ
FAX:076‑277‑2733

福井県福井北商工会女性部

No.034

価格（税込）

¥3,500

わかさ東商工会女性部
お問い
TEL:0770‑45‑0222
合わせ
FAX:0770‑45‑1844

滋賀県高島市商工会女性部

No.035

◆杜仲そば

価格（税込）

¥3,500

◆杜仲グミ

◆若狭ラスク

高浜町商工会女性部
お問い
TEL:0770‑72‑0226
合わせ
FAX:0770‑72‑2810

滋賀県志賀商工会女性部

No.036

ず〜っと伝えたい「九頭竜川味めぐり」

「高島を代表する地場産品で涼しさを演出」

比良ものがたり〜母の恵味（めぐみ）〜

九頭竜川流域の町で作り続けているお菓子と、
地場産材料を活かした品を今後も大切に伝え
たい。

肌着のイメージから脱却したクレープの製品
と地場産業のひとつ安曇川の扇骨を使った近
江扇子の組合せ。暑い夏を乗りきるための必
須アイテム。

琵琶湖より昇る朝日で目ざめる1日が始まりま
す。比良山脈の恵み水音や新鮮な空気は風に
なり里へと旅して夕日で幕を引く同じ風景の
中で育った食材に心をこめてお届けする 食卓
の彩 お楽しみ下さい。

◆のど飴「なつめ」
「 しそ」
「 福井梅」
「 福井すいか」 ◆越前
おかき（4袋） ◆菓子「豆板」
「 雪がわら」
「 越前そば餅」
「あ
ん落雁」
「青ねじ」

◆高島ちぢみ「高島クレープ」の甚平

◆ジャム「いちご」
「 いちじく」
「 夏みかんマーマレード」
◆味噌「特選」
「大葉」
「ゆず」
「普通」

価格（税込）

¥3,500

福井北商工会女性部
お問い
TEL:0776‑56‑1610
合わせ
FAX:0776‑56‑3918

価格（税込）

¥3,275

◆近江扇子

高島市商工会女性部
お問い
TEL:0740‑32‑1580
合わせ
FAX:0740‑32‑3340

価格（税込）

¥3,100

志賀商工会女性部
お問い
TEL:077‑592‑0076
合わせ
FAX:077‑592‑0161
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滋賀県日野町商工会女性部

No.037

No.038

奈良県都祁商工会女性部

No.039

歴史と日野菜の里よりお届けします

京都からの隠れた逸品をおたべやす〜

青垣山 健康ヘルシーギフト

戦国の武将『蒲生氏郷公』が生まれた日野町の伝
統と文化にこだわった品々です。名産『日野菜』
を使った特産品や古くから伝わる郷土銘菓の
『でっち羊羹』
『 日野米あられ』、直営牧場の『近江
日野牛しぐれ煮』をセットにしてお届けします。

京都の伝統野菜を使ったお菓子に京都産のお
茶を使った飴とそば粉と山の芋で作った蒸し
菓子と久美浜湾でとれた新鮮な「鯛」を使った
お煎餅を集めました。

青垣山国定公園の中央、大和高原の澄んだ空気
と山間の清水で育った野菜や産品を、
『健康』と
『ヘルシー』をテーマに詰め合わせました。

◆菓 子「 で っ ち 羊
羹」
「日野あられ」
◆日野菜ぬか漬
◆日 野 菜 ド レ ッ シ
ング
◆近 江 日 野 牛 し ぐ
れ煮
◆ふ る さ と 茶 漬 け
「ひの菜ちゃん」
◆手ぬぐい
◆クリアファイル

価格（税込）

¥3,500

日野町商工会女性部
お問い
TEL:0748‑52‑0515
合わせ
FAX:0748‑53‑1859

兵庫県佐用町商工会女性部

No.040

ご支援ありがとう！
太陽の花「ひまわり」に感謝を込めて…

◆手づくりケーキ「黒豆」
「 京水菜」 ◆鯛煎餅
そば ◆飴（3点セット）
価格（税込）

¥3,500

◆みなの

京都府商工会女性部連合会
お問い
TEL:075 314 7151
合わせ
FAX:075 315 1037

兵庫県丹波市商工会女性部

No.041

ヘルシーで美味な、食材です。

昨年、佐用町を襲った大水害、全国の皆様の多大
なご支援感謝申し上げます。復興半ばですが、今
年も元気に大輪の花を咲かせ、町民の背中を後押
ししてくれている「ひまわり」。その油を配合し
た健康いっぱいの商品を是非一度お試し下さい。

豊かな自然、食材の宝庫といわれる兵庫丹波の
山野を駆けめぐり、美味しい自然の恵みを存分
に食しながら生育した野生の「丹波鹿」と丹波
の食材を使ったヘルシーな丹波発の画期的食
材である。

◆ひまわり油 ◆ひまわりドレッシング ◆ひまわり手
延べうどん ◆ひまわりビーフカレー ◆ひまわりの飴
◆ひまわりの石鹸

◆レトルト「丹波栗カレー」
「丹波黒大豆カレー」

価格（税込）

¥3,500

佐用町商工会女性部
お問い
TEL:0790‑82‑2218
合わせ
FAX:0790‑82‑3386

鳥取県岩美町商工会女性部

No.043

価格（税込）

¥1,050

価格（税込）

¥3,500

都祁商工会女性部
お問い
TEL:0743‑82‑0676
合わせ
FAX:0743‑82‑0585

兵庫県淡路市商工会女性部

No.042

神話と歴史そして豊かな恵み、
ロマンあふれる淡路島より心を込めて

古事記伝承、まぼろしの名水「御井の清水」を使
用したフルーツゼリー、くずきりなどロマンあ
ふれる淡路のお菓子たちとの素敵な出会い。
おみやげに最適！

◆あわじラスク（玉ねぎ、オレンジ、蜂蜜） ◆フルーツゼ
リー（びわ、うめ、みかん） ◆くずきりジュレ（柚子、桃）
◆菓子「淡路島のお月さま」

丹波市商工会女性部
お問い
TEL:0795‑82‑1459
合わせ
FAX:0795‑82‑7601

鳥取県鳥取市西商工会女性部

◆米「都祁産こしひかり」 ◆有機ほうじ茶 ◆手延べ素麺「つぼふし」
◆手づくりこんにゃく「都祁味づくし」 ◆つるしかきもち ◆乾しいた
け ◆切干大根 ◆トマトピューレ ◆しそ水（無糖・濃縮）

No.044

価格（税込）

¥3,500

淡路市商工会女性部
お問い
TEL:0799‑62‑3066
合わせ
FAX:0799‑62‑6005

鳥取県八頭町商工会女性部

No.045

山陰海岸ジオパークの珍味！

いなばの里の風を味わってください。

やず町 やまが のうまいもんシリーズ

今話題の山陰海岸ジオパークの天然わかめと
ホタルイカ！特別な地形で育ったため、香りが
良く、海を食べている感じ。ご飯の友、お酒の
友 に い か が で し ょ う か？ 是 非 こ の 機 会 に 味
わってみてください。

鳥取市西商工会は、
「因幡の白うさぎ」伝説の残
る因幡の国の西地域、和紙の里 青谷町、貝が
ら節の里 気高町、 そばの里 鹿野町の三つの
町で構成されています。各地域選りすぐりの
自慢の逸品を贈ります。

ふるさとの産物は、あげても、もらっても、その
産物から、いろんな話題が人々を飛び交い、融
和の世界を産みます。笑いあり、涙あり、友達、
家族の絆の一品となって、元気の素となります
ね…楽しい気持ちになってきますね！

◆天然板わかめ
◆松葉ボーロ

◆日光生姜まんじゅう ◆はま茶 ◆醤油（濃い口、さし
み） ◆鹿野石挽き純そば ◆和紙人形 ◆メッセージ
カード ◆封筒

◆はちみつ ◆焼菓子「大江の郷バウムクーヘン」 ◆り
んごジャム ◆エリンギィの佃煮

価格（税込）

¥3,500
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京都府商工会女性部連合会

◆丸干しほたるいか

◆ゆかむり煎餅

岩美町商工会女性部
お問い
TEL:0857 72 0588
合わせ
FAX:0857 72 0539

価格（税込）

¥3,500

鳥取市西商工会女性部
お問い
TEL:0857 84 2402
合わせ
FAX:0857 84 2563

価格（税込）

¥3,500

八頭町商工会女性部
お問い
TEL:0858 72 0531
合わせ
FAX:0858 73 0771

岡山県吉備中央町商工会女性部

No.046

岡山県久米郡商工会女性部

No.047

岡山県和気商工会女性部

No.048

自然豊かな吉備高原で生まれたアイちゃん・ブルーベリー！

山里の香りを食卓へ「棚田の恵み」

和気町特産のヘルシー食品 めしあがれ！

農産物が豊かに実る岡山県のどまんなか・五感
の郷・吉備中央町で収穫されたブルーベリーを
全国にお届けします。旬の美味しさを封じ込
めた吉備高原産ブルーベリー 100％使用の
品々を是非御賞味下さい。

日本棚田百選に認定された棚田で育った今摺
米、今話題の「たまごかけ醤油」、山里で採れた
ふきの佃煮と手作り麹を使ったゆず味噌、棚田
で育った貴重な紅蕎麦を使用した饅頭・クッ
キーをセットにしてお届けします。

町特産の新鮮な果物で作ったりんごジャムと
すももジャム。そばとこんにゃくをふんだん
に盛り込んだヘルシー食品のセットです！和
気町の豊かな自然と町民のまごころがいっぱ
いに詰まった逸品を、是非ご賞味下さい。

◆ブルーベリー乾燥果実 ◆ブルーベリーおから入ミニクッ
キー ◆ブルーベリーおから入スナックかりんとう◆ブルーベ
リー手焼せんべい ◆ブルーベリー粒入りプレザーブジャム

◆今摺米 ◆ふきの佃煮 ◆麹ゆず味噌
醤油 ◆紅そば饅頭 ◆蕎麦クッキー

◆ジャム（りんご、すもも） ◆そば「ここち麺」
「手延べ蕎麦」
「手延べ抹茶そば」
◆こんにゃく「いもこん」
「串おでん」
「ちくわ」 ◆さしみこんにゃく ◆きん
ぴらこんにゃく ◆生いもこんにゃく ◆糸こんにゃく ◆おげんきサラダ

価格（税込）

¥3,425

吉備中央町商工会女性部
お問い
TEL:0866‑54‑1062
合わせ
FAX:0866‑54‑1642

広島県呉広域商工会女性部

No.049

瀬戸内の恵みをあなたに。
呉地域の海産物、醤油、薄焼きせんべい、ジャム
など海の幸、山の幸の地域資源を活用した商品
を集めた、イチオシの小包です。

価格（税込）

¥3,200

◆たまごかけ

久米郡商工会女性部
お問い
TEL:0868‑66‑0033
合わせ
FAX:0868‑66‑0442

広島県江田島市商工会女性部

No.050

時代が変わっても、変わらないこだわりがある
「洗練された本物の醤油」
・
「味に対する一つの
姿勢」
・
「品質に対する一つの姿勢」日本人が忘
れかけた本物のこだわりを伝えます。

◆貝柱
◆た ま ご か け ご は
ん醤油
◆だし顆粒
「こんぶ」
◆ジ ャ ム「 い ち ご 」
「いちじく」
◆ゆ ず 入 り 飲 料
「いっちジュー
ス」◆みかん味噌
◆と よ し ま 漁 師 う
どん

価格（税込）

¥3,500

和気商工会女性部
お問い
TEL:0869‑93‑0522
合わせ
FAX:0869‑93‑3555

広島県沼隈内海商工会女性部

No.051

きれいなお母さん大好き
お母さんにはいつまでも美しく健康であって
もらいたいとの願いから、美と健康に良いもの
ばかりを集めました。美容に良いものをしっ
かり食べ、布草履をはいて健康に…女性部手作
りのコサージュをつけておしゃれしてね。

◆ 醤 油「 玉 萬 寿 醤
油」
「 あまくち醤油」
「玉露」
「 さかなの煮
付け名人」 ◆ポン
酢 ◆白だし

◆クッキー ◆せんべい「手づくりひらめ姿焼」 ◆のり
佃煮 ◆ちりめん ◆味付のり ◆そうめん ◆ぶどう
飴 ◆みかん ◆コサージュ
価格（税込）

¥3,000

呉広域商工会女性部
お問い
TEL:0823‑70‑5660
合わせ
FAX:0823‑87‑3318

香川県琴平町商工会女性部

No.052

価格（税込）

¥3,000

江田島市商工会女性部
お問い
TEL:0823‑42‑0168
合わせ
FAX:0823‑42‑2853

福岡県筑後地区商工会女性部

No.053

価格（税込）

¥3,500

沼隈内海商工会女性部
お問い
TEL:084‑987‑0328
合わせ
FAX:084‑987‑0984

福岡県筑後地区商工会女性部

No.054

こんぴらにんにくパワフルセット

伝統が息づく筑後のいやし

昔なつかし筑後すいーつ

こんぴらにんにくは、こんぴらさんのふもとの
豊かな土壌で栽培された栄養価の高い今注目
の農産品。そのにんにく使用のごま・味噌・醤
油・オリーブオイルの新商品をセットにした琴
平町のハートのこもった小包です。

筑後には今も伝統工芸品が暮らしに息づいて
います。久留米絣の独特の藍色と文様。和蝋
燭の幻想的な灯り。国産線香花火が咲かせる
大輪の花。い草の爽やかな香り。竹の消臭剤。
日本の伝統美に癒されてみませんか？

お茶受けにピッタリな筑後のお菓子。手焼き
煎餅、ハトマメ、きじ車最中にムツゴロウ最中
＆サブレ。筑後三奈木生まれの世界一高価な
黒砂糖。どれも素朴でなつかしい味わいです。
八女茶と一緒にお召し上がりください。

◆こんぴらにんにく仕込 ガーリック侍「濃口醤油」
「旨み味
噌」
「ごまふりかけ」 ◆オリーブオイル「がぁりっく娘」
◆こんぴら産にんにく

◆ハゼ和蝋燭 ◆い草コースター
◆線香花火 ◆久留米絣ハンカチ

価格（税込）

¥3,500

琴平町商工会女性部
お問い
TEL:0877‑73‑5525
合わせ
FAX:0877‑73‑5527

価格（税込）

¥3,500

◆い草花瓶敷き
◆天然脱臭剤「竹力」

福岡県商工会女性部連合会
お問い
TEL:092‑622‑7708
合わせ
FAX:092‑622‑7798

◆八女煎茶 ◆金トキ豆 ◆せんべい（8種詰合） ◆菓子
「有明むつごろうサブレ」
「 むつごろう最中」
「 きじ車最中」
◆黒砂糖「三奈木砂糖」
価格（税込）

¥3,000

福岡県商工会女性部連合会
お問い
TEL:092‑622‑7708
合わせ
FAX:092‑622‑7798
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福岡県筑後地区商工会女性部

佐賀県佐賀市南商工会女性部

No.056

佐賀県佐賀市南商工会女性部

No.057

筑後でいっぷく

有明海発 男の食卓セット

さが有明海から、母の愛を食卓に

美味しい八女茶と八女・立花のおおきな完熟梅
の梅干しを手作りの国産竹箸（マイ箸入れ付
き）、小石原焼きの箸置きで。どうぞ、一服、味
わってみてください。

佐賀県発、有明海のめぐみ一杯の食卓セットで
す。ボックスの中にひとまとめにした珍味は、
朝食から夕食まで、男の食卓を彩ります。

有明海に面した佐賀市南部4町が合併しまし
た。4町それぞれの有明海の恵み、町の恵みを
うけた商品を、母の愛をこめて家族へ届けま
す。

◆八女特上煎茶 ◆完熟南高梅干
りマイ箸入 ◆小石原焼 箸置き

◆塩のり ◆胡麻ふりかけきな粉仕立 ◆佐賀海苔の佃
煮 ◆蟹しょうゆ漬 ◆有明三「赤貝味付」缶詰 ◆柚子
こしょう ◆エコクラフトぼっくす

◆佐賀の白すりごま ◆佐賀のり香味干し ◆具だくさ
ん海苔佃煮 ◆柚子こしょう ◆まるごと「映日果」甘煮
◆焼菓子「のりぼうろ」 ◆エコクラフトぼっくす

価格（税込）

¥3,200

◆竹製箸

◆手づく

福岡県商工会女性部連合会
お問い
TEL:092‑622‑7708
合わせ
FAX:092‑622‑7798

佐賀県太良町商工会女性部

No.058

価格（税込）

¥3,481

佐賀市南商工会女性部
お問い
TEL:0952‑47‑2590
合わせ
FAX:0952‑47‑3756

熊本県熊本市飽田商工会女性部

No.059

価格（税込）

¥3,292

佐賀市南商工会女性部
お問い
TEL:0952‑47‑2590
合わせ
FAX:0952‑47‑3756

熊本県龍ケ岳町商工会女性部

No.060

｢月の引力が見える町｣太良の恵、丸かじり

火の國ふるさと小包

竜ケ岳特産よかばいセット

｢多良岳水源の森｣で育った豚、日本一を誇るミ
ネラル豊富な有明海で育った海苔・たいらぎを
原料に作り上げた太良の恵の詰め合わせセッ
ト。

海苔の一大産地有明海の海苔や有明海産の赤
貝を使ったふりかけや佃煮、火の国くまもとの
素材にこだわったカレーや、火の国手延べ素麺
など、厳選した素材と味わいがつまった飽田地
域自慢の逸品のセットです。

上天草市龍ケ岳町の味と心を全国の皆さんへ
お届けいたします。体に優しい「よかばいセッ
ト」の詰め合わせです。地産商品を食べて健康
で元気に頑張りましょう！

◆太良名水豚「炙り生ベーコン」 ◆燻し鶏のマリネ
◆海苔加工食品「海の緑黄色野菜」
「 塩海苔」
「 貝柱の粕漬」
「びら粕漬」

◆手延べ素麺 ◆手延べうどん ◆ふりかけ「のりいっぱ
い」 ◆めんつゆ ◆赤のトマトカレー ◆焼海苔佃煮
◆赤貝昆布

◆いりこ

価格（税込）

¥3,500

太良町商工会女性部
お問い
TEL:0954‑67‑0069
合わせ
FAX:0954‑67‑2090

鹿児島県あまみ商工会女性部

No.061

価格（税込）

¥3,000

熊本市飽田商工会女性部
お問い
TEL:096‑227‑0852
合わせ
FAX:096‑227‑0852

鹿児島県志布志市商工会女性部

No.062

◆ちりこん

価格（税込）

¥2,500

◆いりこ佃煮

◆かりん糖

龍ケ岳町商工会女性部
お問い
TEL:0969‑62‑1151
合わせ
FAX:0969‑62‑1152

鹿児島県大崎町商工会女性部

No.063

ティダ（太陽）の恵み！まるごとたんかんシリーズ

母ちゃんの朝ご飯

からだにやさしい厳選品、大崎からあなたへお届けします！

サンサンと降りそそぐ太陽と水・土・里（みど
り）豊かな奄美の大地で育ったたんかんの素材
の良さを最大限に生かしたこだわりの逸品！
奄美たんかんの味を丸ごとみしゅ〜れ（お召し
上がりください）。

海産物と農産物に恵まれた志布志から昔懐か
しいお母さんの朝ご飯をお届けします。

ウミガメが産卵にやってくる太平洋に面した
大崎海岸を有し、広大な大地がもたらす食材
は、葛、唐辛子、鰻など豊富で、大地の恵みを利
用した沢山の商品の中から厳選した、からだに
やさしい品々を詰め合わせました。

◆たんかんジュース ◆たんかんゼリー ◆たんかん
マーマレード ◆たんかん羊かん ◆たんかんかりん糖

◆米「志布志産ひのひかり」 ◆手づくり味噌 ◆粉いりこ「志布
志湾いりっこ粉」 ◆イオン卵 ◆かんたんわかめ ◆志布志湾
産ちりめん岩のり ◆志布志産 季節の野菜 ◆煎茶 ◆梅干

◆粉末清涼飲料「抹茶くず湯」
「 しょうがくず湯」 ◆飴菓子「力
鰻」 ◆ラー油加工品「ごはんが旨い！食べるラー油」 ◆明日葉
茶 ◆菜種油「ヤッタネ！菜ッタネ！」 ◆田舎味噌

価格（税込）

¥3,500
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No.055

あまみ商工会女性部
お問い
TEL:0997‑63‑0058
合わせ
FAX:0997‑63‑0325

価格（税込）

¥3,300

志布志市商工会女性部
お問い
TEL:099‑472‑1108
合わせ
FAX:099‑472‑0939

価格（税込）

¥3,290

大崎町商工会女性部
お問い
TEL:099‑476‑0136
合わせ
FAX:099‑476‑1990

