
Aコース 寄附金の額が1万円以上3万円未満の場合、Aコースの中から1品をお選びください。

Aコース 寄附金の額が1万円以上3万円未満の場合、Aコースの中から1品をお選びください。

◆お申出書等で「品番」と「商品名」をお知らせください。◆お選びいただきました特産品は、寄附金ご入金完了の翌月に発送させていただきます。（商品に
よっては遅れる場合がございます。予めご了解ください。）◆期間限定の商品は、受付期間内にご寄附をいただいた方が対象です。◆特産品の贈呈は、年1
回とさせていただきます。

岡山県キャラクター
ももっち・うらっち

A‐8A‐7
賞味期限/
製造日より25日間
（冷蔵）

消費期限/4日間（冷蔵）

クール便
クール便

A‐1 A‐2

※画像はイメージです。

※画像は
　イメージです。

A‐3
A‐4

白石島の幸

島のおじいちゃん、おばあちゃんが収穫した桑の葉がお茶に。

人と自然が共存している美しい島・白石島から島の恵みをおすそ分け。
とろける昆布…柔らかいため、そのままお味噌汁の具や、さっと湯がいてサラダでも。
味付け海苔…島で採れた海苔を原料に、サクッとして口どけのよい海苔に仕上げました。
桑茶…栄養の多い時期の桑葉をお茶にしました。冷やしても美味しくお飲みいただけます。
●とろける昆布（30g）×1、味付け海苔（6切り10枚入）×10袋、焙煎桑茶ティーバッグ×20P

A‐5 A‐6

おかやま黒豚ロース味噌付け

口触りがやわらかで、黒豚特有の甘味が好評

おかやま黒豚の自慢のロースをこうじ味噌に漬込みました。
軽く味噌をこそげ落とし、中火でゆっくりと蒸し焼きにすると美味しいです。落
とした味噌は野菜炒め等にもご利用いただけます。
●（肉60g＋味噌40g）×5枚

美星ハム3種

星空が美しい街・井原市美星町の自慢のハムセット

輝く星空が自慢の井原市“星の郷・美星町”にある JA岡山西加工センターの職人
自慢の加工肉。 地元 で育てた『ハイコープ豚』をヤマザクラのチップを用いて燻
製し、熟練の腕で香り高く、 肉のうまみを十分引き出しました。
●ボンレスハム300g、ボロニアソーセージ260g、ベーコン250g

お徳用白桃
岡山といえば、やっぱり白桃。知名度、人気ナンバー 1!

全国的にも有名な岡山の白桃は香りがよく、甘くて果汁もたっぷりの岡山県を
代表する特産品です。この「お徳用白桃」は、多少形はふぞろいですが、ご家庭で
お楽しみいただくには最適な一品です。規格外品のため、到着後はお早めにお召
し上がりください。
●約2.0kg（6～9玉）
※天候等の理由で商品の発送が遅れる場合がございます。予めご了解ください。

マスカット・オブ・アレキサンドリア

気品ある香りと
さっぱりとした甘みの
「果物の女王」

生産高で全国シェアの9割以上を占める岡山のマスカット・オブ・アレキサンドリア。
岡山では、明治時代から栽培が始まりました。その高貴な香りと味わいで1世紀以上続
くぶどうの人気品種です。
●1房（約600g）
※商品の発送は9月になります。

岡山県産 野菜＆卵

岡山県の北から南まで。美味しい野菜がたっぷり！

岡山の北から南まで、それぞれの土地にあった野菜を生産者が丁寧に育てていま
す。その時期に一番美味しい野菜を詰め合わせ、自然あふれる山の中で放し飼い
で育った卵とともにお届けします。　
●季節の岡山県産野菜14種＋卵6個
●お届けする野菜の例（美咲町の生姜・かぼちゃ、津山市のキャベツ・玉ねぎ・白ねぎ・白菜、蒜山
のじゃがいも、奈義町の里芋　他）

足守メロン

70 年の歴史と伝統の
高級メロン

歴史と自然が残る岡山市足守地
区で栽培されている足守メロン
は、完熟状態での出荷により、全
国的にもその香りと抜群の美味
しさで知られた伝統的な特産品
です。
●1玉（約1．3kg）

岡山県産 
きぬむすめ＆にこまる

注目の新品種県産米を食べ比べ

次世代の品種として注目されている人気新品種の岡山県産米をセットにしまし
た。どちらも食味、光沢が良く、粘りが強く、高い評価を得ています。この機会に
ぜひお試しください。
●3kg×2袋

7月20日まで受付期間

8月31日まで受付期間

岡山県外にお住まいで1万円以上のご寄附をいただいた方を対象に
お礼の気持ちを込めて、おかやま自慢の特産品をお贈りします。

期間
限定

期間
限定

ふるさと納税
ありがとう
ございますおかやま自慢の

選べる特産品カタログ

ふるさと岡山応援寄附金
2014年
5月発行

岡山生まれは魅力がいっぱい! クール便

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

2kg

3kg
×2袋

Aコース 寄附金の額が1万円以上3万円未満の場合、Aコースの中から1品をお選びください。Aコース 寄附金の額が1万円以上3万円未満の場合、Aコースの中から1品をお選びください。

A‐10

蒜山ジャージー乳製品

日本一の飼育頭数・蒜山のジャージー牛。
牛乳の ‶コク" が違います

岡山県北部・蒜山高原といえば、濃厚な味わいのジャージー牛乳が有名です。 豊
かな自然に育まれたジャージー牛から搾る牛乳は、栄養たっぷり。そのジャー
ジー牛乳で作られたチーズ等の乳製品は、深いコクで高い人気を得ています。
●蒜山ジャージーヨーグルト100ml×6個、カマンベールチーズ125g×1個、バター225g×1個

ひめのもち3種
新庄村産のもち米・ヒメノモチを 100％使用した人気の杵つきもち

岡山県産人気ナンバーワンお餅！新庄村の「ひめのもち」。夏の昼と夜との温
度差が激しい岡山県北の新庄村は、美味しい餅米の生産に最も適した気候条
件です。そのもち米で作った「ひめのもち」は、岡山県で人気のある「ブランド
餅」です。
●白餅（500g）×2袋、豆餅（500g）×2袋、しゃぶしゃぶ餅（250ｇ）×１袋

A‐14

A‐15

A‐18

作州津山ビール

名水の地「津山」で生まれた地ビールの傑作

華やかな香り、スッキリした飲み口。本場ドイツの生ビールのイメージそのまま
に、丹精込めて作り上げた傑作です。
●ケルシュ（330ml）、アルト（330ml）、スタウト（330ml）×各2本
※20歳未満の方はお申し込みいただくことが出来ません。
※未成年者の飲酒は法律で固く禁じられています。

A‐9

瀬戸内海産上乾ちりめん

瀬戸内の磯の香りとやわらかな食感

自前の工場でボイル加工し､天日で干したちりめんです｡やわらかな食感とほん
のりとした甘みで格別の美味しさです。
そのまま食べても、大根おろしと一緒に「ちりめん丼」にしても美味しいですよ。
和え物、佃煮など食べ方もいろいろ楽しめます。
●90g×3袋

酒一筋 
純米大吟醸 
赤磐雄町

岡山生まれの
‶幻の米"
雄町米の酒

幻の米と呼ばれる赤磐市軽部産‶雄町米"（おまちまい）を使
用し、精魂込めて醸した純米大吟醸酒です。口中で広がる‶雄
町米"ならではの旨味をご堪能ください。
●720ml
※20歳未満の方はお申し込みいただくことが出来ません。
※未成年者の飲酒は法律で固く禁じられています。

A‐17

賞味期限/ヨーグルト：製造日より14日間、チーズ40日間、バター150日間（冷蔵）

クール便

クール便

クール便

A‐19

岡山ティータイム

岡山の紅茶とお菓子を備前焼と一緒に

高梁紅茶…備中地域の城下町・高梁で2009年に生まれた新しい和紅茶です。雑味がなくて
スッキリとした味わいが特徴
キビボール…「鈴カステラ」をベースに岡山白桃を加えた新商品
備前焼小皿…かわいい桜の模様の備前焼の小皿
●高梁紅茶（ティーバッグ10P）×2個 、キビボール（白桃） 80g、備前焼小皿（直径10cm）× 2枚 
※備前焼は手作りですので、サ イズ、形、模様や焼き色は 一点一点異なります。

備前焼 ペアビールカップ

クリーミーな泡でビールが美味しく !

備前焼のビールカップは、微細のクリーム状の泡が生じ、ビールが美味しく飲め
ると言われています。 ご使用前に冷蔵庫で冷やしてお使いになるとさらに美味
しくいただけます。サンギリと緋襷（ひだすき）の焼き色が異なるセットです。
●ビールカップ×2個（直径×高さ）：6cm×10.5cm 
※備前焼は手作りですので、サイズ、形、模様や焼き色は 一点一点異なります。

A‐20

A‐11

清水白桃缶詰

今ネットやテレビで話題の人気缶詰

産地で完熟させた岡山産の人気品種「清水白桃」
を手作業で皮をむき、シロップに入れ馴染ませま
した。真似のできない素材と製法が生み出したこ
だわりの逸品です。
●内容総量425g（固形量250g）×2個

完熟トマトゼリー

桃太郎トマトが丸ごと入った新感覚ゼリー

岡山県産桃太郎トマトを使用した「完熟トマトゼリー」は、湯むきした桃太郎トマ
トをまるごと1個ゼリーで閉じ込めた新しい食感のデザートです。トマトの甘み
をそのままお楽しみいただけます。軽く冷やしてからお召し上がりください。
●240g×6個入

A‐12

A‐13

伝説の桃太郎

岡山のヒーロー
桃太郎商品が勢ぞろい

岡山県といえば、やっぱり桃太郎! 
吉備の国の時代から子供たちの
ヒーローとして愛されてきました。
かわいい桃太郎がデザインされた
特産品の詰め合わせです。
●桃太郎ぬいぐるみ（23cm）、元祖きびだ
んご（10個入）、桃太郎ドロップス85g、桃
太郎せんべい（4枚入）×各1個

牛窓オリーブバス

日本のエーゲ海 ‶牛窓" より女性に嬉しいオリーブ製品

天然保湿成分オリーブオイルを使用したバスオリーブ製品の詰め合わせです。お
肌に嬉しい効果たっぷりのお風呂アイテムは女性に大変人気のセットです。
●薬用オリーブの湯フレッシュシトラスの香り〈医薬部外品〉500ml×1本、ナチュラルマイン
ドボディーシャンプー800ml×1本、ナチュラルマインドせっけん90g×2個

A‐16

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

お酒

お酒

姫とうがらし・辛美人

鏡野町特産「姫とうがらし」を使った ‶辛いもの好き" 絶賛調味料

奥津温泉のある町、鏡野町産の「姫とうがらし」を地元の人々が3年間熟成させて
作った「辛美人シリーズ」は、辛くて美味しい人気商品です。刺激的でクセになる
味を是非お試しください。
●とうがらしドレッシング200ml、とうがらし醤油（赤）120ml、熟成とうがらし味噌赤マイルド
160g、ゆず姫（青）60g、ふりかけ七味15g×各1個

2個入 6個入

5袋入

6本入

賞味期限/14日間（冷蔵）

いろいろ
詰め合わせ

いろいろ
詰め合わせ



岡山県は穏やかな気候と海、山、川の自然に恵まれた、まさに「晴れの国おかやま」です。
また、瀬戸内の海の幸や豊富な果物、伝統の技等、優れた特産品が多いことも「岡山県の自慢」です。
多くの「岡山県自慢の特産品」の中から、あなたのお気に入りの特産品を見つけて、
今後も「岡山県ファン」として「岡山県の特産品」を応援してください。

1万円以上のご寄附を
いただいた方にはもれなく、岡山後楽園、
県立美術館（常設展）、県立博物館の無料
ご招待券をお贈りいたします。

1万円以上のご寄附を
いただいた方にはもれなく、岡山後楽園、
県立美術館（常設展）、県立博物館の無料
ご招待券をお贈りいたします。
※県内に在住している方も対象です。

〒700-8570 
岡山市北区内山下2-4-6　

岡山県 総務部 税務課　
8：0120-601-388
FAX：086-224-2714

ふるさと納税に
関する

お問い合わせ

〒700-0822 
岡山県岡山市北区表町1丁目1番22号

晴れの国 おかやま館
TEL：086-234-2270　FAX：086-234-0755
E-mail : info@okayamakan.or.jp
営業時間 ： 10:00～19：00
定休日 ： 火曜日（祝日の場合は営業）

特産品に
関する

お問い合わせ

お申し込みいただく前にお読みください
以下の内容にご注意の上、予めご了解くださいますようお願いいたします。
※特産品カタログの商品は、岡山県外在住の方が対象となります。※お申し込み期間や発送時期、数量に制限がある商品がございます。また、配送に遅速が発生する場合がございます。※商品の
パッケージデザイン等は予告なく変更されることがあります。※万が一商品が品切れ、販売中止の際は、同等の商品に差し替えさせていただく場合がございます。※色や柄が写真と異なる場合
がございます。※酒類については、20歳未満の方はお申し込みいただくことが出来ません。※一度お申し込みいただきました商品の取り消し、返品はできません。※その他商品についてのお問
い合わせは「晴れの国おかやま館」までお願いします。※特産品の贈呈は、年1回とさせていただきます。

プラスでうれしい!

岡山県外に
お住まいの方
が対象です。

あなたのお気に入りの   
「岡山県自慢の特産品」を
見つけてください！ 

瀬戸内海産地物

瀬戸内海のご馳走を詰め込みました。

瀬戸内の人気の品「あなご」、「鰆（さわら）」、「鯛」、「ままかり」をセットにしまし
た。これひとつで瀬戸内の海の幸が一度に楽しめます。色々な海の幸を味わいた
い方におすすめです。　
●焼あなご120g、あなごのタレ20g、鰆の味噌漬80g×2、鯛の旨干し×2切、ままかり酢漬75g

B-5
B-6

美星ハム4種
美星町自慢のハムをボリュームたっぷり詰め合せ

輝く星空が自慢の井原市“星の郷・美星町"にある JA岡山西加工センターの職人
自慢の加工肉。 地元 で育てた『ハイコープ豚』をヤマザクラのチップを用いて
燻製し、熟練の腕で香り高く、 肉のうまみを引き出しました。
●ボンレスハム400g、焼き豚400g、プレスハム240g、フランクフルト240g

B-7

県産フルーツコンポート・ジャム

県産フルーツを贅沢に使った自慢の逸品

岡山県特産の清水白桃やマスカット、ニューピオーネなどの岡山を代表する果物
に加え、白石島特産の桑の実をジャムにしてまるごと瓶に詰めました。清水白桃
のコンポートも格別です。
●清水白桃コンポート200g、清水白桃ジャム125g、マスカットジャム125g、ニューピオーネ
ジャム125g、桑の実のコンフィチュール125g×各1

B-10

B-8

ミフラー&
ふくふくタオル

簡単、便利、 ありそうで
なかったアイディアグッズ
津山で開発されたユニバーサルデザイン
のマフラーとタオルです。片手で簡単に巻
けて風で飛ばされず、ズレないという優れ
もの。巻き方のバリエーションも豊富で
様々なシーンでご活用いただけます。
ミフラー…片手でつけられてズレない、ふんわ
りあったかマフラー
ふくふくタオル…ガーゼ素材の薄手で軽い着
け心地。ウォーキングにも最適。
●ミフラー（長さ76cm×幅21cm）×1、ふくふく
タオル（長さ88cm×幅8.5cm）×2
※色柄が写真と異なる場合がございます。あらかじめご了
解ください。

倉敷帆布トートバッグ＆ペンケース

国産帆布 70％を生産する倉敷の人気アイテム

江戸末期より帆船の帆として生産され、明治に入ってからは軽さと丈夫さで
酒屋の通い袋から学生カバンまで使われた帆布。国内帆布の約7割を生産する
日本一の帆布産地・倉敷で生まれた「倉敷帆布」の使いやすさと丈夫さを是非
お試しください。
●丸型ペンケース（縦×横）4cm×18.5cm、セルヴィッジトート（縦×横×幅）：
34cm×36cm×8cm 各1個
※色が写真と異なる場合がございます。あらかじめご了解ください。

B-18

備中の酒・大吟醸酒

今も受け継がれる
“備中杜氏”の技

歴史ある「備中杜氏」。伝統技術によっ
て、浅口市で作った大吟醸酒です。
「かもみどり　大吟醸」…山田錦を使った
大吟醸の名にふさわしい贅沢な風味です。豊か
な吟醸香と上品な旨味、すっきりとした舌触り
で日本酒ファンからも支持されています。
「嘉美心　純米大吟醸」…岡山県産山田錦
を35％まで磨きました。大吟醸特有の吟醸香
を穏やかに放ち、米の旨味を凝縮した旨口大吟
醸をお楽しみ下さい。
●かもみどり　大吟醸（720ml）、
嘉美心　純米大吟醸（720ml）×各1本
※20歳未満の方はお申し込みいただくことが出来ませ
ん。※未成年者の飲酒は法律で固く禁じられています。

津山肉自慢

話題のB級ご当地グルメ
「津山ホルモンうどん」をご家庭で！

今話題のご当地B級グルメ「津山ホルモンうどん」のセットと3種類の津山の肉自
慢を詰め合わせたボリューム、美味しさ満点の逸品です。
◆津山産黒豚の焼豚…しっかりとした肉質と甘みのある脂のブランド豚 
◆ホルモンうどん…ホルモンと麺にからむタレも絶品！
◆桜ソーセージ…津山産黒豚に紅麹を合わせてスモークしました。 
◆牛の一夜干し…国産牛と国産天日塩を使用して干した津山の郷土料理 
●津山産黒豚の焼豚（200g）、桜ソーセージ（160g）、牛の一夜干し（150g）、ホルモンうどん3人
前セット（国産ホルモン80g×3、うどん玉×3、ホルモンうどんのたれ400g）
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賞味期限/
津山産黒豚の焼豚（冷蔵2週間）、
ホルモンうどん（冷凍3ヶ月）、
桜ソーセージ（冷蔵2週間）、
牛の一夜干し（冷凍2ヶ月）

賞味期限/90日間（冷凍）
クール便

賞味期限/製造日より120日間

賞味期限/製造日より25日間（冷蔵）
クール便

クール便

シャインマスカット

驚くほど甘い ! 種無しで皮ごと食べられる !
ただ今人気急上昇中！

大粒で甘い種なしぶどうです。皮がうすく、むかずにそのまま食べられる“シャイ
ンマスカット"。口いっぱいに濃厚な甘みと香りが広がります。今一押しの岡山の
新品種のぶどうです。
●1房（約700g）
※商品の発送は9月になります。　

岡山白桃

岡山特産品人気ナンバー 1! 美しくて美味しい「岡山白桃」

全国的にも有名な「岡山白桃」は岡山県を代表する特産品です。甘くて果汁もたっ
ぷり、その上、見た目も白く美しい「岡山白桃」をぜひどうぞ。
●5玉（約250g×5玉）
※天候等の理由で商品の発送が遅れる場合がございます。予めご了解ください。

B-1

岡山ワイン4種

果物王国・
岡山のワインを飲み比べ

多くの種類のぶどうが栽培されている
岡山県は、ワインの種類も数多くありま
す。食前酒やお食事に合わせてお召し上
がりください。
マスカットワイン…軽くさわやかでスッキ
リとした味わい
ピオーネワインセット…甘くフレッシュ
な味わい
山ぶどうワイン（赤）…酸味が強く深みのあ
る味わい
山ぶどうワイン（ロゼ）…酸味をきかせた
スッキリとした味わい
●マスカットワイン(375ml)、ピオーネワイン
(375ml)、山ぶどうワイン赤(360ml)、山ぶどう
ワインロゼ(360ml)×各1本
※20歳未満の方はお申し込みいただこととが出来ませ
ん。※未成年者の飲酒は法律で固く禁じられています。

棚田のコシヒカリ＆あきたこまち
岡山の棚田で育った美味しいお米を食べくらべ

久米南町の減農薬、減化学肥料の棚田米・コシヒカリと岡山市建部町の棚田米・あ
きたこまちをセットにしました。どちらも自然な製法で棚田特有の清らかな水と
昼夜の温度差を利用した美味しいお米です。
●5kg×2袋

B-4B-3

※画像はイメージです。

限定

200
セット

7月20日まで受付期間

8月31日まで受付期間

※画像は
　イメージです。

8月31日まで受付期間

消費期限/4日間（冷蔵）

クール便

お酒
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お酒

※画像はイメージです。

岡山スキンケア

岡山ゆかりのお肌に
嬉しい商品をセットに

ファーメイドオリーブクリーム…乾燥肌もしっとり　オリーブオイルを50%も配合した
スキンクリームです。
うるおい肌水…肌がしっとりし、美容によいと言われる湯原の温泉水を使用した、スキン
ローションです。顔、ボディ、髪などの全身の水分補給にお使いいただけます。
はちみつ石鹸…ローヤルゼリーとはちみつを配合した、肌にやさしい全身用はちみつ石鹸
美肌ミスト…“美人の湯”の湯郷温泉で作ったミスト状化粧水
湯原温泉入浴剤…湯原温泉の湯ざわり・成分・色・香り・情緒等を徹底調査した温泉タイプ入
浴剤
●ファーメイドオリーブクリーム11０g、うるおい肌水120ml、はちみつ石鹸（3個入）、湯郷温泉
美肌ミスト80g、湯原温泉入浴剤（5個入）×各１

Bコース 寄附金の額が3万円以上の場合、Bコースの中から1品をお選びください。

Bコース 寄附金の額が3万円以上の場合、Bコースの中から1品をお選びください。

Bコース 寄附金の額が3万円以上の場合、Bコースの中から1品をお選びください。

Bコース 寄附金の額が3万円以上の場合、Bコースの中から1品をお選びください。

虫明産かきグルメ
全国第 2位の漁獲量の岡山から

岡山県瀬戸内市虫明海域の豊かな海で手塩にかけて育てた牡蠣を使い、個性豊か
な美味しい料理を瓶に詰めました。桜チップでじっくりと時間をかけ燻製し、オ
リーブオイルに漬けた「牡蠣の燻製オリーブオイル漬け」やハーブが香るピクル
ス等、漁師自慢の牡蠣グルメです。
●牡蠣の燻製オリーブオイル漬け130g、牡蠣味噌（辛口）100g、牡蠣味噌（甘口）100g、牡蠣のア
ヒージョ100g、牡蠣と野菜のピクルス100g×各1

岡山ご当地カレー

白桃やピオーネ、千屋牛のステーキ等、個性豊かなご当地カレー

今全国的に話題のご当地カレー。岡山自慢のカレーを詰め合わせました。千屋牛
やジャージー牛はもちろん、白桃やピオーネまで岡山の特産品がふんだんに入っ
ています。
●白桃カレー、ピオーネカレー、白桃ピオーネカレー、桃太郎カレー、うらじゃカレー、千屋牛カ
レー、千屋牛炙りカレー、蒜山ジャージーレストランカレー×各1

岡山ももっちセレクト

懐かしくて嬉しい
岡山いいもの
セレクション

北から南まで、どこかホッとする昔懐かしい特産品を詰め合わせました。地酒、銘
菓、郷土料理等、一度は聞いたことのあるロングセラー商品に思わずほっこり。　
●酔機嫌　焼酎・吉備みどり（720ml）、岡山ばら寿司の素、高瀬舟羊羹（15個入）、ゆず緑茶50g、
津山ホルモンうどんたれ（460g）、一番のばし手延べうどん（220g）、日生産焼きのり（全形10
枚）、吉備の雪（150g）、い草コースター（5枚入）
※20歳未満の方はお申し込みいただくことが出来ません。

お酒

県産和牛肉 
モモ肩薄切り

和牛のルーツ・岡山県の
黒毛和牛をお試しあれ！

岡山の和牛は約230年前（安永元年）にはじまり、
黒毛和牛のルーツともいわれています。
すき焼き、しゃぶしゃぶに適した商品です。岡山県
産和牛の美味しさをご堪能ください。
●500g

倉敷いかご＆
ランチョン
マット

おしゃれな
和テイスト
岡山伝統のい草製品

早島、倉敷周辺で盛んな、イ草産業は、長い歴
史を持ち、全国トップの加工技術を誇ります。
最近ではおしゃれな和テイストのアイテムと
して幅広い年代に人気があります。
●倉敷いかご×1個（縦×横×幅）：
24cm×29cm×4cm、ランチョンマット×2枚（縦×
横）：30cm×44cm
※色柄が写真と異なる場合がございます。あらかじめご了解く
ださい。

備前焼と地酒

美作の銘酒と
酒を美味くする備前焼をセットに

御前酒　純米大吟醸　馨…清らかな米の旨みと、上品な香りが特徴です。勝山・町並み
保存地区にある文化元年創業の蔵元が作った酒は、甘い華やかな香りと雄町米ならではの
キレイな米の旨みをしっかりと感じます。
備前焼ぐい呑（木箱入）…備前焼作家の個性ある備前焼のぐい呑を木箱に入れてご用意
しました。
●御前酒　純米大吟醸　馨（720ml）×1本、
備前焼ぐい呑（木箱入）×1個（直径×高さ）：5cm×5cm
※備前焼は手作りですので、サ イズ、形、模様や焼き色は 一点一点異なります。※20歳未満の方はお申し込み
いただくことが出来ません。
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マスカットとニューピオーネ

岡山自慢の人気のぶどうをセットにして

生産高で全国シェアの9割以上を占める高貴な香りと味わいの「マスカット・オ
ブ・アレキサンドリア」と大粒で甘く、種がないと3拍子揃った人気品種「ニュー
ピオーネ」をセットにしました。
●2房（約500g×2）

期間
限定 期間

限定

5玉

5kg
×2袋

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。
※画像はイメージです。

いろいろ
詰め合わせ

いろいろ
詰め合わせ

岡山うらっちセレクト

話題性抜群！
友達に伝えたくなる
岡山いいものセレクション

北から南まで、今注目の特産品を詰め合わせました。テレビや雑誌で話題の
“健康”や“環境”がキーワードの商品の他、おしゃれでかわいい、そして
美味しいものがいっぱいです。
●妖精たちの宴(ノンアルコールワイン）360ml、塩ぽんず360ml、高梁紅茶（リーフティー）40g、
玉野雑穀（5袋）、柚子味ぽん酢360ml、手延べ素麺（80g）、里山はちみつキャンディー（20粒）、間
伐材のワリバシ（10膳）、玉子ご飯・納豆ご飯用醤油100ml、黒々茶（500ml）

B-19B-14

B-16

B-15

B-12B-11

B-13

お酒

※期間限定の商品は、受付期間内にご寄附をいただいた方が対象です。
※特産品の贈呈は、年1回とさせていただきます。

B-2

※画像はイメージです。

焼酎・吉備みどり

ゆず緑茶

い草コースター

津山ホルモン
うどんたれ

玉子ご飯・
納豆ご飯用
醤油玉野雑穀

黒々茶

間伐材のワリバシ柚子味ぽん酢

吉備の雪

いろいろ
詰め合わせ

いろいろ
詰め合わせ


