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兵庫県 養父市

神戸ビーフ切り落とし肉(ばら・もも・
かた)500gYBS1【1340599】
10,000円
■お礼品の内容について
・神戸ビーフ[500g]
原産地:兵庫県

冷凍

神戸ビーフ切り落としカルビ(ばら・も
も・かた)500gYBY1【1340601】
10,000円
■お礼品の内容について
・神戸ビーフ[500g]
原産地:兵庫県

冷凍

＜神戸牛＞家庭用小間切れ600g【131312
9】
10,000円
■お礼品の内容について
・神戸牛小間切れ[300g×2P、牛脂×2]
加工地:兵庫県養父市

■注意事項/その他

冷凍

＜神戸牛＞切り落とし450g【1313134】

10,000円
■お礼品の内容について
・神戸牛切り落とし[450g×1P]
加工地:兵庫県養父市

■生産者の声

冷凍

＜神戸牛＞焼肉カルビ350g【1313171】

10,000円
■お礼品の内容について
・神戸牛バラ[350g×1P]
加工地:兵庫県養父市

◆約2～3人前

冷凍

＜お肉屋さんのハンバーグ＞ぎゅうぎゅ
うバーグ8個入【1313135】
10,000円
■お礼品の内容について
・ハンバーグ[8個]
加工地:兵庫県養父市

■原材料・成分

冷凍

但馬牛ローストビーフ500g【1339945】

20,000円
■お礼品の内容について
・但馬牛ローストビーフ[500g]
原産地:兵庫県養父市

■原材料・成分

冷凍

但馬牛焼肉セット500g【1339949】

20,000円
■お礼品の内容について
・但馬牛焼肉セット[500g]
原産地:兵庫県養父市

■原材料・成分

冷凍

＜神戸牛＞切り落とし1kg【1313142】

20,000円
■お礼品の内容について
・神戸牛切り落とし[200g×5P]
加工地:兵庫県養父市

■生産者の声

冷凍
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兵庫県　養父市

＜但馬牛＞切り落とし1kg【1313143】

20,000円
■お礼品の内容について
・但馬牛切り落とし[250g×4P]
加工地:兵庫県養父市

冷凍

＜神戸牛＞焼肉カルビ&赤身もも食べ比
べセット550g【1313136】
20,000円
■お礼品の内容について
・神戸牛バラ・神戸牛もも[550g×1P]
加工地:兵庫県養父市

■生産者の声

冷凍

＜但馬牛＞焼肉赤身もも600g【1313159
】
20,000円
■お礼品の内容について
・但馬牛もも[600g×1P]
加工地:兵庫県養父市

冷凍

＜但馬牛＞焼肉肩ロース400g【1313160
】
20,000円
■お礼品の内容について
・但馬牛肩ロース[400g×1P]
加工地:兵庫県養父市

冷凍

＜但馬牛＞焼肉赤身&霜降り特選セット5
00g【1313161】
20,000円
■お礼品の内容について
・但馬牛バラ、但馬牛もも[500g×1P]
加工地:兵庫県養父市

■生産者の声

冷凍

神戸ビーフ焼き肉用(かた・もも)600gYB
Y2【1340603】
20,000円
■お礼品の内容について
・神戸ビーフ[600g]
原産地:兵庫県

冷凍

＜神戸牛＞特選赤身ももステーキ200g×
2枚【1313140】
20,000円
■お礼品の内容について
・神戸牛もも[200g×2枚]
加工地:兵庫県養父市

■生産者の声

冷凍

＜神戸牛＞サイコロステーキ500g【1313
141】
20,000円
■お礼品の内容について
・神戸牛サイコロステーキ[250g×2P]
加工地:兵庫県養父市

■生産者の声

冷凍

＜但馬牛＞すき焼き赤身&霜降り特選セ
ット500g【1313137】
20,000円
■お礼品の内容について
・神戸牛もも、神戸牛肩ロース[500g×1P]
加工地:兵庫県養父市

冷凍
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兵庫県　養父市

＜神戸牛＞すき焼き赤身&霜降り特選セ
ット500g【1313138】
20,000円
■お礼品の内容について
・神戸牛もも、神戸牛肩ロース[500g×1P]
加工地:兵庫県養父市

■生産者の声

冷凍

＜但馬牛＞すき焼き赤身もも600g【1313
162】
20,000円
■お礼品の内容について
・但馬牛もも[600g×1P]
加工地:兵庫県養父市

冷凍

＜但馬牛＞すき焼き肩ロース400g【1313
163】
20,000円
■お礼品の内容について
・但馬牛肩ロース[400g×1P]
加工地:兵庫県養父市

冷凍

但馬牛すき焼き・しゃぶしゃぶセット60
0g【1339948】
20,000円
■お礼品の内容について
・但馬牛すき焼き・しゃぶしゃぶセット[600g]
原産地:兵庫県養父市

■原材料・成分

冷凍

＜神戸牛＞しゃぶしゃぶ赤身&霜降り特
選セット500g【1313139】
20,000円
■お礼品の内容について
・神戸牛もも、神戸牛肩ロース[500g×1P]
加工地:兵庫県養父市

■生産者の声

冷凍

＜但馬牛＞しゃぶしゃぶ赤身もも600g【
1313166】
20,000円
■お礼品の内容について
・但馬牛もも[600g×1P]
加工地:兵庫県養父市

冷凍

＜但馬牛＞しゃぶしゃぶ肩ロース400g【
1313167】
20,000円
■お礼品の内容について
・但馬牛肩ロース[400g×1P]
加工地:兵庫県養父市

冷凍

＜但馬牛＞しゃぶしゃぶ赤身&霜降り特
選セット500g【1313168】
20,000円
■お礼品の内容について
・但馬牛もも、但馬牛肩ロース[500g×1P]
加工地:兵庫県養父市

冷凍

神戸ビーフしゃぶしゃぶ・すき焼き用(
かた・もも)600gYBS2【1340602】
20,000円
■お礼品の内容について
・神戸ビーフ[600g]
原産地:兵庫県

冷凍
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兵庫県　養父市

神戸ビーフ焼き肉・カルビセット合計11
00gYBY3【1340606】
30,000円
■お礼品の内容について
・神戸ビーフ[かた・もも600g切り落としカルビ5
00g合計1100g]
原産地:兵庫県

冷凍

＜神戸牛＞ローストビーフ用ももブロッ
ク冷蔵500g【1313386】
30,000円
■お礼品の内容について
・神戸牛もも[500g]
加工地:兵庫県養父市

■生産者の声

冷蔵

＜但馬牛＞焼肉赤身&霜降り特選セット7
00g【1313170】
30,000円
■お礼品の内容について
・但馬牛もも、但馬牛肩ロース[700g×1P]
加工地:兵庫県養父市

■生産者の声

冷凍

＜神戸牛＞特上ロース焼肉400g【131338
2】
30,000円
■お礼品の内容について
・神戸牛リブロース[400g×1P]
加工地:兵庫県養父市

■生産者の声

冷凍

＜但馬牛＞特選リブロースステーキ200g
×2枚【1313379】
30,000円
■お礼品の内容について
・但馬牛リブロース[200g×2枚]
加工地:兵庫県養父市

冷凍

神戸ビーフ不揃いのサイコロステーキ60
0gYBDS3【1340607】
30,000円
■お礼品の内容について
・神戸ビーフ[600g]
原産地:兵庫県

冷凍

神戸ビーフロース・ヒレステーキセット
合計350gYBST3【1340609】
30,000円
■お礼品の内容について
・神戸ビーフ[ロース200gヒレ150g合計350g]
原産地:兵庫県

冷凍

＜但馬牛＞すき焼き赤身&霜降り特選セ
ット700g【1313373】
30,000円
■お礼品の内容について
・但馬牛もも、但馬牛肩ロース[700g×1P]
加工地:兵庫県養父市

冷凍

＜但馬牛＞しゃぶしゃぶ赤身&霜降り特
選セット700g【1313378】
30,000円
■お礼品の内容について
・但馬牛もも、但馬牛肩ロース[700g×1P]
加工地:兵庫県養父市

冷凍
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兵庫県　養父市

神戸ビーフうす切り・切り落とし肉セッ
ト合計1100gYBS3【1340605】
30,000円
■お礼品の内容について
・神戸ビーフ[かた・もも600g切り落とし肉500g
合計1100g]
原産地:兵庫県

冷凍

＜但馬牛＞焼肉赤身&霜降り特選セット1
kg【1313387】
40,000円
■お礼品の内容について
・但馬牛もも、但馬牛肩ロース[1kg×1P]
加工地:兵庫県養父市

冷凍

＜但馬牛＞極上サーロインステーキ200g
×2枚【1313391】
40,000円
■お礼品の内容について
・但馬牛サーロイン[200g×2枚]
加工地:兵庫県養父市

冷凍

＜但馬牛＞すき焼き赤身&霜降り特選セ
ット1kg【1313388】
40,000円
■お礼品の内容について
・但馬牛もも、但馬牛肩ロース[1kg×1P]
加工地:兵庫県養父市

冷凍

＜神戸牛＞特上サーロインすき焼き400g
【1313392】
40,000円
■お礼品の内容について
・神戸牛サーロイン[400g×1P]
加工地:兵庫県養父市

■生産者の声

冷凍

＜但馬牛＞しゃぶしゃぶ赤身&霜降り特
選セット1kg【1313390】
40,000円
■お礼品の内容について
・但馬牛もも、但馬牛肩ロース[1kg×1P]
加工地:兵庫県養父市

冷凍

＜神戸牛＞特上サーロインしゃぶしゃぶ
400g【1313394】
40,000円
■お礼品の内容について
・神戸牛サーロイン[400g×1P]
加工地:兵庫県養父市

■生産者の声

冷凍

但馬牛ステーキ用サーロイン赤身肉食べ
比べセット800g【1339950】
50,000円
■お礼品の内容について
・但馬牛サーロインステーキ[200g×2枚]
原産地:兵庫県養父市
消費期限:製造日から20日
・但馬牛赤身サイコロステーキ[400g1枚]

冷凍

神戸ビーフ焼肉セットかたロース600gか
たもも600g合計1200gYBYS5【13406…
50,000円
■お礼品の内容について
・神戸ビーフ[かたロース600gかたもも600g合計1
200g]
原産地:兵庫県

冷凍
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兵庫県　養父市

神戸ビーフロースステーキ200g×3枚合
計600gYBST5【1340610】
50,000円
■お礼品の内容について
・神戸ビーフ[ロースステーキ200g×3合計600g]
原産地:兵庫県

冷凍

神戸ビーフしゃぶしゃぶ・すき焼きかた
ロース600gかたもも600g合計1200g…
50,000円
■お礼品の内容について
・神戸ビーフ[かたロース600gかたもも600g合計1
200g]
原産地:兵庫県

冷凍

但馬牛ヘレステーキセット150g×3枚【1
339946】
60,000円
■お礼品の内容について
・但馬牛ヘレステーキセット[150g×3枚]
原産地:兵庫県養父市

■原材料・成分

冷凍

但馬牛ヘレステーキセット150g×5枚【1
339947】
80,000円
■お礼品の内容について
・但馬牛ヘレステーキセット[150g×5枚]
原産地:兵庫県養父市

■原材料・成分

冷凍

神戸ビーフお肉三昧セットロースステー
キしゃぶしゃぶすき焼き用焼肉用…
100,000円
■お礼品の内容について
・神戸ビーフ[ロースステーキ200g×3かた・もも
、しゃぶしゃぶすき焼き500gかた・もも、焼肉用
500g]
原産地:兵庫県

冷凍

神戸ビーフロースステーキ200g×6合計1
200gYBST10【1340615】
100,000円
■お礼品の内容について
・神戸ビーフ[ロースステーキ200g×6合計1200g]
原産地:兵庫県

冷凍

A-79朝倉山椒ほのかに香る八鹿豚コロッ
ケ2セット
10,000円
1パック6個入り×2セット

冷凍

A-80八鹿豚メンチカツ１パック

10,000円
1パック6個入り

冷凍

B-64朝倉山椒ほのかに香る八鹿豚コロッ
ケ4セット
20,000円
1パック6個入り×4セット

冷凍
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兵庫県　養父市

B-65八鹿豚メンチカツ3セット

20,000円
1パック6個入り×3セット

冷凍

C-14朝倉山椒ほのかに香る八鹿豚コロッ
ケ6セット
30,000円
1パック6個入り×6セット

冷凍

C-15八鹿豚メンチカツ5セット

30,000円
1パック6個入り×5セット

冷凍

D-12朝倉山椒ほのかに香る八鹿豚コロッ
ケ8セット
40,000円
1パック6個入り×8セット

冷凍

D-13八鹿豚メンチカツ8セット

40,000円
1パック6個入り×8セット

冷凍

B-57おだがきさん家の八鹿豚プレミアム
・スモークセット
20,000円
あらびきソーセージ：５本入り×１
オリジナルソーセージ：５本入り×１
ベーコン（ブロック）×１
ハム（スライス）×１
絹びきソーセージ３本入り×１

冷凍

やぶ鹿コロッケ(ガストリックソース付
き)【1339425】
10,000円
■お礼品の内容について
・やぶ鹿コロッケ(ガストリックソース付き)[2パ
ック(1パックにつきコロッケ90g×4個、ソース10
0g×1袋)]
原産地:兵庫県養父市/製造地:大阪府豊中市/加工

冷凍

Ａ-13寺田さん家の八鹿豚米

10,000円
・0.9kg×3袋
・0.45kg×２袋

常温

＜蛇紋米＞ブランド米3種食べ比べセッ
ト【1320193】
10,000円
■お礼品の内容について
・【蛇紋米】ブランド米3種食べ比べセット[ミル
キークイーン2kg入×1袋]
原産地:兵庫県養父市大屋町
賞味期限:加工後から常温保存で30日目安低温保

常温
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兵庫県　養父市

B-8養父市産こしひかり米10kg

20,000円
養父市産こしひかり米10kg
※雲龍和紙(金銀付)米袋詰め
※袋にメッセージを記載しています。
  オリジナルメッセージ(50文字程度)もできます
のでご希望の方は「ご意見欄」にご記入ください

常温

令和4年産養父市の希少米蛇紋岩米5kg五
穀米(蛇紋岩米使用)セット【13124…
20,000円
■お礼品の内容について
・蛇紋岩米精米[5kg×1袋]
原産地:兵庫県養父市
消費期限:製造日から一ヶ月
・五穀米[500g×1袋]

常温

＜プレミアムブランド米＞星と語る森と
清流のお米天-TEN-・凰-OU-【1320…
20,000円
■お礼品の内容について
・【プレミアムブランド米】星と語る森と清流の
お米天-TEN-・凰-
OU-[ミルキークイーン5kg入×1袋]
原産地:兵庫県養父市大屋町

常温

令和4年産養父市の希少米蛇紋岩米10kg
五穀米(蛇紋岩米使用)セット【1312…
30,000円
■お礼品の内容について
・蛇紋岩米精米[10kg×1袋]
原産地:兵庫県養父市
消費期限:製造日から一ヶ月
・五穀米[500g×1袋]

常温

Ｄ-6養父市産こしひかり米20㎏

40,000円
養父市産こしひかり米20㎏
※雲龍和紙(金銀付)米袋詰め
※袋にメッセージを記載しています。
  オリジナルメッセージ(50文字程度)もできます
のでご希望の方は「ご意見欄」にご記入ください

常温

Ａ-35杵つき丸餅(ア)

10,000円
丸餅：約280ｇ(7~8個入)×6袋

冷凍

Ａ-34杵つき丸餅・とち餅・よもぎ餅セ
ット(ア)
10,000円
まる餅：約280g(7~8個）×1袋
とち餅：約280ｇ(７～8個入)×2袋
よもぎ餅：約280g(7～8個入)×2袋

冷凍

Ｂ-23杵つき丸餅・とち餅・よもぎ餅セ
ット(イ)
20,000円
まる餅：約280g(7~8個入）×3袋
とち餅：約280g(7~8個入)×4袋
よもぎ餅：約280g(7~8個入)×4袋

冷凍

Ｂ-24別宮棚田のもち米（イ）

20,000円
養父市産もち米：約9㎏

常温
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兵庫県　養父市

B－50杵つき丸餅(イ)

20,000円
丸餅：約280ｇ(7~8個入)×13袋

冷凍

C-11杵つき丸餅(ウ)

30,000円
丸餅：約280ｇ(7~8個入)×20袋

冷凍

Ａ-5赤米グラノーラともち麦グラノーラ
５点詰め合わせ
10,000円
赤米グラノーラ１８０ｇ×２個
赤グラあさぎ豆入り１６０ｇ×１個
無糖もち麦グラノーラ４５ｇ×２個

常温

A-43HAREkoMUGIギフト

10,000円
・自家製天然酵母食パンミックス（クルミ・ごま
・レーズン入り）：1本
・自家製天然酵母小型パン（プレーン・くるみ・
ごま・レーズン・ミックス各1個入り）：1袋
・全粒粉ハーフスライス(兵庫県産小麦全粒粉使

常温 冷蔵

B-85Tajima彩りキッシュ2枚

20,000円
直径16cmのキッシュ2枚

冷凍

C-18Tajima彩りキッシュ3枚

30,000円
直径16cmのキッシュ3枚

冷凍

「内山いちごの国」のいちご4パック入
り【1346272】
10,000円
■お礼品の内容について
・あきひめ[280g×4パック]
原産地:兵庫県養父市

冷蔵

「内山いちごの国」の特別ないちごを15
粒箱詰め【1346279】
10,000円
■お礼品の内容について
・あきひめ[15粒]
原産地:兵庫県養父市

冷蔵

「内山いちごの国」のいちご8パック入
り【1346261】
20,000円
■お礼品の内容について
・あきひめ[280g×8パック]
原産地:兵庫県養父市

冷蔵
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兵庫県　養父市

兵庫県香住産釜茹で香住ガニ(紅ズワイ
ガニ)2～3匹入り(約1.5～1.6kg)【1…
20,000円
■内容量/製造地
ベニズワイガニ2～3匹(約1.5～1.6kg)
原産地:兵庫県香美町
カニ酢(15g)×3袋
製造地:兵庫県香美町

冷蔵

[訳あり]兵庫県香住産釜茹で香住ガニ(
紅ズワイガニ)3～4匹入(約2kg)【10…
20,000円
■内容量/原産地・製造地
ベニズワイガニ3～4匹(約2kg)
原産地:兵庫県香美町
カニ酢(15g)×3袋
製造地:兵庫県香美町

冷蔵

兵庫県香住産釜茹で香住ガニ(紅ズワイ
ガニ)2～3匹入り(約1.5～1.6kg)〈…
20,000円
■お礼品の内容について
・ベニズワイガニ[2～3匹(約1.5～1.6kg)]
原産地:兵庫県香美町
賞味期限:出荷日+30日
・カニ酢[15g×2～3袋]

冷凍

[訳あり]兵庫県香住産釜茹で香住ガニ(
紅ズワイガニ)3～4匹入(約2kg)〈冷…
20,000円
■お礼品の内容について
・ベニズワイガニ[3～4匹(約2kg)]
原産地:兵庫県香美町
賞味期限:出荷日+30日
・カニ酢[15g×3～4袋]

冷凍

朝倉山椒のしするめセット【1091756】

10,000円
■内容量/製造地
朝倉山椒のしするめ(さきいか)(90g×2袋)
朝倉山椒のしするめ(姿)(150g×1袋)
製造地:すべて兵庫県養父市

常温

朝倉山椒セット【1148951】

10,000円
■内容量/製造地
朝倉山椒ちりめん(70g×1袋)
朝倉山椒鰹ふりかけ(70g×1袋)
朝倉山椒お魚せんべい(80g×1袋)
朝倉山椒のしするめ(90g×1袋)

常温

Ａ-32漬物・佃煮セット

10,000円
①はちぶせ漬：100g×4袋
②朝倉山椒入りはちぶせ漬：100g×4袋
③朝倉山椒佃煮：60×2袋

冷蔵

兵庫県養父市産にんにく「やぶひめ(ホ
ワイト六片)」1kg【1091749】
10,000円
■内容量/原産地
やぶひめ(にんにく・品種:ホワイト六片)1kg
※品質確認のため、ばらした片の状態でのお届け
となります。
原産地:兵庫県養父市

常温

朝倉山椒の実山椒(500g)【1147867】

10,000円
■お礼品の内容について
・朝倉山椒[500g×1]
原産地:兵庫県養父市/製造地:兵庫県養父市/加工
地:兵庫県養父市

冷蔵
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兵庫県　養父市

夫婦杉・自然米酒900ml×1本(箱入)【13
16366】
10,000円
■お礼品の内容について
・夫婦杉自然米酒[900ml×1本]
原産地:兵庫県、鳥取県、長崎県/加工地:兵庫県
養父市

常温

夫婦杉・自然米酒900ml×2本(贈答箱入)
【1316378】
20,000円
■お礼品の内容について
・夫婦杉・自然米酒[900ml×2本]
原産地:兵庫県、鳥取県、長崎県/加工地:兵庫県
養父市

常温

夫婦杉自然米酒900ml×3本(贈答箱入)【
1316380】
30,000円
■お礼品の内容について
・夫婦杉自然米酒[900ml×3本]
原産地:兵庫県、鳥取県、長崎県/加工地:兵庫県
養父市

常温

A-59非加熱但馬天然水

10,000円
非加熱但馬天然水：1箱(550ml×24本)

常温

森水但馬産黒文字茶3袋セット【1101327
】
10,000円
■内容量/製造地・原産地
但馬産黒文字茶20g(4g×5袋)×3袋
製造地:加西市
原産地:但馬

常温

Ａ-4朝倉山椒の焼き菓子セット

10,000円
・朝倉山椒＆アーモンド焼きチョコ(2個入)×2袋
・朝倉山椒＆アーモンドテュイル(8枚入)×1個
・朝倉山椒のシュガーパイ(4本入)×1袋
・朝倉山椒のペペロンオイル(110ｇ)×1本
・朝倉山椒＆ココナッツのマカロンクッキー（40

常温

A-40八鹿浅黄大豆スイーツＢＯＸ

10,000円
・八鹿浅黄のSoyショコラ：50ｇ×4種類(ホワイ
ト・ビター・抹茶・ルビー)
・八鹿浅黄のSoyランタン：2枚
・八鹿浅黄のきなこボーロ：1袋(10コ入)

常温

A-96朝倉山椒＆八鹿浅黄（大豆）の焼き
菓子セット
10,000円
・朝倉山椒のアーモンドテュイル（8枚入り）１
個
・朝倉山椒の焼きチョコ（2個入）１袋
・朝倉山椒のシュガーパイ（4本入）1袋
・山椒＆ココナッツのマカロンクッキー（5個入

常温

うふうふプリン&金ロールセット【13089
59】
10,000円
■お礼品の内容について
・うふうふプリン&金ロールセット[うふうふプリ
ン3個(1個110g)、金ロール1本(長さ16cm・高さ6.
5cm)]
製造地:兵庫県養父市

冷蔵
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兵庫県　養父市

Ａ-2氷ノ山どぶろくジェラート「どぶロ
ック」6個
10,000円
氷ノ山どぶろくジェラート「どぶロック」：6個
（お子様も安心してお召し上がり頂けます）

冷凍

季節のジェラート6種各1個セット【1311
888】
10,000円
■お礼品の内容について
・ジェラート[90ml×6個]
原産地:日本/製造地:兵庫県養父市/加工地:兵庫
県養父市

冷凍

Devinのミルクジェラート6個セット【13
11889】
10,000円
■お礼品の内容について
・ジェラート[90ml×6個]
原産地:日本/製造地:兵庫県養父市/加工地:兵庫
県養父市

冷凍

＜銘菓撰A＞銘菓「若鮎」5本・和風パイ
「なんじゃもんじゃ」5個詰合せ【…
10,000円
■お礼品の内容について
・銘菓撰A[若鮎5本、なんじゃもんじゃ5個]
製造地:兵庫県養父市

■原材料・成分

常温

＜銘菓撰B＞こだわりの素材で作り上げ
る登録商標「鮎のささやき」と極上…
20,000円
■お礼品の内容について
・銘菓撰B[鮎のささやき5本、栗宝寿1本]
製造地:兵庫県養父市

■原材料・成分

常温

Ａ-3朝倉山椒のタプナード3本セット

10,000円
朝倉山椒のタプナード(VERT：ヴェール)120g×2
本
朝倉山椒のタプナード(ROUGE：ルージュ)120g×1
本

常温

A-74但馬ピクルス３本セット

10,000円
・大根のピクルス（天滝柚子・朝倉山椒）：200g
×1本
・プティトマトのピクルス	：200g×1本
・ミックス野菜のピクルス	：200g×1本

常温

A-73天滝ゆずのマーマレード

10,000円
天滝ゆずのマーマレード：270g×２本

常温

A-89山椒が香るタルタルソース３本セッ
ト
10,000円
山椒が香るタルタルソース（200g）×３本

常温
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兵庫県　養父市

季節のコンフィチュール3種【1311891】

20,000円
■お礼品の内容について
・コンフィチュール[130g×3瓶]
原産地:日本/製造地:兵庫県養父市/加工地:兵庫
県養父市

常温

Ｂ-28生ゆばセット

20,000円
・生引き上げゆば：1袋(5本)
・汲み上げゆば：1袋(200g)
・生ゆば大判1袋(2枚)
・生ゆば1パック
・ゆば包み：1パック

冷蔵

A-46生はちみつ【14g×15個】

10,000円
・生はちみつポーション（小分け）：14g×15個
（210g）

常温

A-60麦畑自然農場純粋生はちみつ「ハチ
だけの仕事」200g×1本
10,000円
・生はちみつ：200ｇ×1本
 

常温

B-37生はちみつ【養父マイファームハニ
ー1か月セット】
20,000円
・生はちみつ：110g瓶×1本
・生はちみつポーション：14ｇ×30個
 

常温

Ｂ-40麦畑自然農場純粋生はちみつ「ハ
チだけの仕事」200g×2本セット
20,000円
・生はちみつ：200ｇ×2本
 

常温

Ａ-95腸活もち麦みそ汁３食入り×３袋
と赤米グラノーラの詰め合わせ
10,000円
・もち麦みそ汁：１袋（3食入り）147ｇ（具：35
ｇ×3／調味みそ15ｇ×3）
・赤米グラノーラ：180ｇ

常温

大人味のシロップ朝倉山椒3本セット【1
337338】
10,000円
■お礼品の内容について
・大人味のシロップ朝倉山椒[260g×3本]
原産地:兵庫県養父市

■原材料・成分

常温

Ａ-16山椒少々、風味上々。畑特産の詰
め合わせ「赤」セット
10,000円
朝倉山椒
①山椒ジェノベーゼ90g【★】
②山椒味噌(赤みそ)115g【★】 
③山椒佃煮80g【★】【★】

常温
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兵庫県　養父市

兵庫県養父市マルナカ醤油＜ふるさとの
味3本セット＞【1313505】
10,000円
■お礼品の内容について
・万能だし醤油[1L×2本]
原産地:兵庫県養父市/製造地:兵庫県養父市/加工
地:兵庫県養父市
賞味期限:製造日から1年

常温

こうのとり醤油と有機ノンオイルドレッ
シングのセット【1328443】
10,000円
■お礼品の内容について
・こうのとり醤油[300ml×2本]
原産地:兵庫県/製造地:兵庫県養父市
賞味期限:製造日から2年
・有機ノンオイルドレッシングしょうが[200ml×

常温

山椒醤油と有機調味料セット【1328451
】
20,000円
■お礼品の内容について
・山椒醤油[200ml×1本]
原産地:兵庫県/製造地:兵庫県養父市
賞味期限:製造日から1年
・山椒砂糖醤油[200ml×1本]

常温

朝倉山椒の粉山椒・山椒塩セット(フリ
ーズドライ)【1149186】
10,000円
■内容量/原産地
朝倉山椒の粉山椒3g×3袋
朝倉山椒の山椒塩3g×3袋
原産地:いずれも兵庫県養父市

常温

Ａ-17山椒少々、風味上々。畑特産の詰
め合わせ「白」セット
10,000円
朝倉山椒
①山椒ジェノベーゼ90g【★】
②山椒味噌(白みそ)115g 【★】
③山椒佃煮80g【★】【★】

常温

A-18山椒少々、風味上々。畑特産の「ジ
ェノベーゼ」セット
10,000円
山椒ジェノベーゼ90g×3個

常温

A-19山椒少々、風味上々。畑特産の詰め
合わせ「ジェノベーゼ&佃煮」セット
10,000円
朝倉山椒
①山椒ジェノベーゼ90g【★】×2個
②山椒佃煮80g【★】【★】×1個

【★は「やぶの太鼓判」、★は「ひょうご推奨ブ

常温

A-90コウノトリ翔ける但馬セット

10,000円
・但馬の酢みそゆず風味150ｇ×1
・但馬のゆず山椒90ｇ×1
・養父ジンジャー200ml×1
・コウノトリゆずぽん酢360ml×1
・コウノトリ育むお米の純米酢360ml×1

常温

A-75但馬ドレッシング３本セット

10,000円
・天滝ゆずのドレッシング：200ml×1本
・マルナカ醤油のドレッシング：200ml×1本
・玉葱のフレンチドレッシング：200ml×1本

常温
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兵庫県　養父市

B-81但馬まるごと感動セット

20,000円
・但馬の料理酢1ℓ×1
・コウノトリゆずぽん酢360ml×1
・黒にんにく酢200ml×1
・養父ジンジャー200ml×1
・コウノトリ育むお米の純米酢360ml×1

常温

朝倉山椒オイル2本セット【1308971】

10,000円
■お礼品の内容について
・香味食用油[100g]
原産地:兵庫県養父市産

■原材料・成分

常温

＜ハチ高原＞グリーンホテルやまなみの
≪但馬牛すき焼き≫付きペアご宿泊…
100,000円
■お礼品の内容について
・【ハチ高原】グリーンホテルやまなみの≪但馬
牛すき焼き≫付きペアご宿泊券[1枚(大人2名様分
)]
サービス提供地:兵庫県養父市

常温

G-5家族で自然と遊ぼうinハチ高原

200,000円
・ツリーイング（木登り）体験
・魚つかみと塩焼き体験
・宿泊１泊2食付（内夕食はバーベキュー）
・記念クラフト「チップキーホルダー」体験

Ａ-77アルコール製剤T-65

10,000円
アルコール製剤「T-65」：４L
◆成分重量％：エタノール57.2%、グルコノデル
タラクトン0.040%、乳酸ナトリウム0.006%、水42
.754%

常温

森水但馬産ひのき精油【1101325】

10,000円
■内容量/製造地
但馬産ひのき精油10ml×1本
製造地:養父市

■原材料

常温

森水但馬産黒文字アロマウォーター【11
01326】
10,000円
■内容量/原産地・製造地
但馬産黒文字アロマウォーター20ml×1本
原産地:但馬
製造地:神戸市

常温

朝倉山椒エッセンシャルオイル【131252
2】
20,000円
■お礼品の内容について
・朝倉山椒エッセンシャルオイル[5ml×1点]
原産地:兵庫県養父市産

■原材料・成分

常温

兵庫県養父市NATURE&CLAYしっとり石け
ん【1092394】
10,000円
■内容量/製造地
しっとり石けん100g×1
製造地:兵庫県養父市株式会社NATURE&CLAY

■原材料

常温
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兵庫県　養父市

兵庫県養父市NATURE&CLAYさっぱり石け
ん【1092395】
10,000円
■内容量/製造地
さっぱり石けん100g×1
製造地:兵庫県養父市株式会社NATURE&CLAY

■原材料

常温

兵庫県養父市NATURE&CLAYすきっと石け
ん【1092396】
10,000円
■内容量/製造地
すきっと石けん100g×1
製造地:兵庫県養父市株式会社NATURE&CLAY

■原材料

常温

兵庫県養父市NATURE&CLAY石けんセット
【1092397】
20,000円
■内容量/製造地
しっとり石けん100g×1
さっぱり石けん100g×1
製造地:兵庫県三木市
クリスタルボム60g×3

常温

Ａ-6やっぷーメンズソックス

10,000円
カラー：紺・黒の3足入り
サイズ：25～27cm
素材：綿・アクリル(日本製)

A-93「つぼみ」をモチーフにした絵画（
葉書サイズ原画）とポストカード…
10,000円
絵画1枚・ポストカード3枚

A-94「芽」をモチーフにした絵画（葉書
サイズ原画）とポストカードのセ…
10,000円
絵画1枚・ポストカード3枚

GCF-3木彫フォークアート【さる】

20,000円
さる：10㎝
材質：クス

GCF-5木彫フォークアート【金魚】

20,000円
金魚：8㎝×10㎝
材質：クス

GCF-4木彫フォークアート【インコ】

30,000円
インコ：10㎝
材質：クス
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兵庫県　養父市

GCF-1木彫フォークアート【招き猫】

40,000円
招き猫：13㎝
材質：クス

C-4養父市J-
VER（オフセット・クレジット）認証書
30,000円
日常生活で一年間に発生するCO2の約半分の１ｔ
をオフセット（埋め合わせ）した認証書を贈呈し
ます。

Ａ-39空き家巡回点検サービス【養父市
内限定】
10,000円
外部巡回+写真付き巡回報告書
・建物外観確認
・庭木確認
・玄関先掃き掃除

Ｂ-31空き家巡回点検サービス【養父市
内限定】
20,000円
内部巡回＋外部巡回＋写真付き巡回報告書
・通気、換気確認
・ポスト確認、整理
・雨漏り確認
・建物外観確認

E-9空き家巡回点検サービス【養父市内
限定】
50,000円
空き家の外観、室内確認を実施し、『専門作業員
による清掃作業』を行うプラン

サービス時間…１日
専門作業員…１名

F-13空き家巡回点検サービス【養父市内
限定】
100,000円
空き家の外観、室内確認を実施し、『専門作業員
２名による清掃作業』を行うプラン

サービス時間…１日
専門作業員…２名
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