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鳥取県 江府町

奥大山珈琲セットAドリップコーヒー2種
計3袋（道の駅奥大山）スマートレ…
2,000円
簡易発送のコーヒー（ドリップバッグ）セット【
容量】スペシャルブレンド奥大山ドリップバッグ
×2
サラマンダー珈琲ドリップバッグ×１計3袋

常温

【管理番号】0564

奥大山旨い米を炊こう！セット/ひとめ
ぼれ天然水米ごはん道の駅0569
3,000円
山の奥の美味しいお米相性のいい水で炊いて食べ
て【容量】ひとめぼれ２合×1奥大山天然水500ｍ
ｌ×1

常温

【管理番号】0569

奥大山ホッと一服セットA/珈琲ドリップ
ブレンドくろもじ茶葉道の駅0570
3,000円
コーヒーとティー気分転換にどうぞ【容量】サラ
マンダー珈琲ドリップス×1ペシャルブレンド奥
大山ドリップ×1奥大山産くろもじ茶茶葉15g×1
天然水奥大山500ml×1

常温

【管理番号】0570

奥大山珈琲セットBドリップコーヒー2種
計4袋（道の駅奥大山）スマートレ…
3,000円
簡易発送のコーヒー（ドリップバッグ）セット【
容量】スペシャルブレンド奥大山ドリップバッグ
×2
サラマンダー珈琲ドリップバッグ×2計4袋

常温

【管理番号】0562

しいたけ醤油奥大山360ml1本調味料道の
駅だし醤油0567
3,000円
道の駅駅長イチ押し【容量】360ml×1本

常温

【管理番号】0567

しいたけゴマドレ奥大山280ml1本ドレッ
シング道の駅限定0568
3,000円
道の駅駅長イチ押しの調味料【容量】280ml×1本

常温

【管理番号】0568

並べて可愛いコルク瓶のボタニカルフラ
ワー大きいサイズ/1点ものカラフ…
3,000円
並べて可愛いコルク瓶のドライフラワーインテリ
ア飾る場所をえらびません。【容量】コルク瓶の
ドライフラワー1本
・サイズ：円柱4×H14.8ｃｍ・材料：ガラス/コ
ルク栓・カラー：ランダムとなります

常温

【管理番号】0822

並べて可愛いコルク瓶のボタニカルフラ
ワー小さいサイズ/１点もの小瓶癒…
3,000円
並べて可愛いコルク瓶のドライフラワーインテリ
ア飾る場所を選びません。１点もの。【容量】コ
ルク瓶のドライフラワー１本・サイズ：円柱4×H
10ｃｍ・材質：ガラス/コルク栓・カラー：グリ
ーン、ホワイト系・透明ＯＰＰ袋にお入れしてお

常温

【管理番号】0823

大山マグネットセット（道の駅奥大山）
木谷沢渓流／御机茅葺小屋スマー…
3,000円
風景マグネットでプチ旅行気分に【容量】マグネ
ット「御机茅葺小屋」・「木谷沢渓流」計2点

常温

【管理番号】0563
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鳥取県　江府町

大岩酒造地酒＆お菓子セットA/大吟醸奥
大山150ml酒粕ラスク道の駅0573
4,000円
お酒の豊かなかをりを口いっぱいに楽しみません
か【容量】大岩酒造大吟醸奥大山150ml×1本奥大
山酒粕ラスク×1袋

常温

【管理番号】0573

大岩酒造の酒粕使用お菓子セット/奥大
山酒まんじゅうラスク道の駅0572
4,000円
和の酒まんじゅうと洋のラスクを一緒に楽しめま
す。【容量】奥大山酒まんじゅう×1箱奥大山酒
粕ラスク×1袋

常温

【管理番号】0572

天然水奥大山2L×6本ミネラルウォータ
ー軟水ペットボトル2リットルヨーデ…
4,000円
赤ちゃんからお年寄りまで、どなたでも安心して
飲んでいただける美味しい水【容量】2リットル
×6本

常温 時間指定

【管理番号】0532

スペシャルブレンドブナの森豆お試し70
gコーヒー奥大山の水洗い珈琲0777
4,000円
奥大山にて焙煎されたこだわりコーヒー豆【容量
】スペシャルブレンドブナの森【豆】70g×1

常温 時間指定

【管理番号】0777

スペシャルブレンドブナの森粉お試し70
gコーヒー奥大山の水洗い珈琲0778
4,000円
奥大山にて焙煎されたこだわりコーヒー【容量】
スペシャルブレンドブナの森【粉】70g×1

常温 時間指定

【管理番号】0778

しいたけ醤油＆しいたけ胡麻ドレッシン
グ各1本セット調味料0565
4,000円
道の駅駅長イチ押し！だし醤油・胡麻ドレのセッ
ト【容量】しいたけ醤油360ml
胡麻ドレッシング280ml各1本

常温 時間指定

【管理番号】0565

奥大山高原みそ400g×2パック特別栽培
味噌道の駅奥大山0207
4,000円
こだわりの田舎みそ【容量】奥大山高原みそ400g
×2パック

常温 時間指定

【管理番号】0207

味噌と胡麻ドレッシングのセット奥大山
高原みそしいたけゴマドレ0783
4,000円
道の駅で人気の調味料セット【容量】味噌400g、
胡麻ドレッシング280g

常温 時間指定

【管理番号】0783

しいたけ醤油＆しいたけ胡麻ドレッシン
グ各1本セット/SAC中尾椎茸屋0807
4,000円
原木椎茸使用。くせになるおいしいさ。【容量】
しいたけ醤油：360ml
胡麻ドレッシング：280ml

常温 時間指定

【管理番号】0807
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鳥取県　江府町

道の駅奥大山レストランお食事券（スマ
ートレター発送）0560
4,000円
ご当地メニューが楽しめる道の駅食事券【容量】
1000円分×1枚

常温

【管理番号】0560

星取県キャンドル星降るミニキャンドル
レッド【夕空】/金木犀の香神秘癒…
4,000円
星の欠片がたちが何色にも輝きだし、溶けた蝋に
踊る星たちをご堪能ください。【容量】ジェルキ
ャンドル１個・カラー：レッド・香り：金木犀ブ
レンド・手のひらサイズ
プレゼントに喜ばれるクリアケースにお入れして

常温

【管理番号】0825

星取県キャンドル星降るミニキャンドル
グリーン【山空】/金木犀の香神秘…
4,000円
星の欠片がたちが何色にも輝きだし、溶けた蝋に
踊る星たちをご堪能ください。【容量】ジェルキ
ャンドル１個・カラー：グリーン・香り：金木犀
ブレンド・手のひらサイズ
プレゼントに喜ばれるクリアケースにお入れして

常温

【管理番号】0826

えびちゃんグッズセット（道の駅奥大山
）キーホルダー／ストラップほか…
4,000円
ご当地キャラクター「えびちゃん」のグッズセッ
ト【容量】えびちゃん貫通石お守り×1
えびちゃん光ストラップ×1
スペシャルブレンド奥大山ドリップバッグ×1

常温

【管理番号】0561

星取県キャンドル星降るミニキャンドル
ブルー【夜空】/金木犀の香神秘癒…
4,000円
星の欠片がたちが何色にも輝きだし、溶けた蝋に
踊る星たちをご堪能ください。【容量】ジェルキ
ャンドル１個・カラー：ブルー・香り：金木犀ブ
レンド・手のひらサイズ
プレゼントに喜ばれるクリアケースにお入れして

常温

【管理番号】0824

奥大山のふっくらごはん5個（レトルト
パックご飯）特別栽培米コシヒカリ…
5,000円
とっとりの自慢のお米をパックにしました【容量
】１５０グラム×5個

常温 時間指定

【管理番号】0223

令和4年産新米星空舞(ほしぞらまい)2kg
×1袋/精米R4こめ星取県JAアスパル…
5,000円
＼鳥取県イチ押しのご当地米をぜひ／【容量】星
空舞2kg×1袋

常温

【管理番号】0593

中尾さんちの干したけのこ100g1袋/SAC
中尾椎茸屋0785
5,000円
煮物やきんぴら、たけのこご飯などに使えます【
容量】100g

常温 時間指定

【管理番号】0785

中尾さんちの乾しいたけ原木栽培スライ
ス50g2袋/SAC中尾椎茸屋0795
5,000円
＼原木栽培！最高の水と空気で育ったこだわりの
しいたけ／【容量】50g×2

常温 時間指定

【管理番号】0795
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鳥取県　江府町

中尾さんちの乾椎茸原木栽培お徳用80g2
袋/SAC中尾椎茸屋0796
5,000円
＼原木栽培！最高の水と空気で育ったこだわりの
しいたけ／【容量】80g×2

常温 時間指定

【管理番号】0796

大岩酒造地酒＆お菓子セットB/大吟醸奥
大山150ml奥大山酒まんじゅう道の…
5,000円
口中にお酒のかをりを楽しめます。【容量】大吟
醸奥大山150ml×1本奥大山酒まんじゅう×1箱

常温

【管理番号】0575

中尾さんちの乾椎茸原木栽培小100g1袋/
SAC中尾椎茸屋0786
5,000円
＼原木栽培！最高の水と空気で育ったこだわりの
しいたけ／【容量】100g

常温 時間指定

【管理番号】0786

中尾さんちの乾椎茸原木栽培中100g1袋/
SAC中尾椎茸屋0787
5,000円
＼原木栽培！最高の水と空気で育ったこだわりの
しいたけ／【容量】100g

常温 時間指定

【管理番号】0787

中尾さんちの乾椎茸原木栽培大100g1袋/
SAC中尾椎茸屋0788
5,000円
＼原木栽培！最高の水と空気で育ったこだわりの
しいたけ／【容量】100g

常温 時間指定

【管理番号】0788

みそ汁の具80g2袋/SAC中尾椎茸屋0803

5,000円
奥大山の原木椎茸入り。手軽にお楽しみいただけ
るみそ汁の具です。【容量】80g×2

常温 時間指定

【管理番号】0803

しいたけ醤油1L1本/SAC中尾椎茸屋0789

5,000円
原木椎茸使用。くせになるおいしいさ。【容量】
1L

常温 時間指定

【管理番号】0789

しいたけ醤油360ml2本/SAC中尾椎茸屋08
00
5,000円
原木椎茸使用。くせになるおいしいさ。【容量】
360ml×2

常温 時間指定

【管理番号】0800

しいたけ醤油奥大山1L/椎茸しょうゆ奥
大山道の駅0576
5,000円
原木椎茸使用。くせになるおいしいさ。【容量】
しいたけ醤油奥大山1L×1本

常温

【管理番号】0576
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鳥取県　江府町

しいたけゴマドレッシング280ml2本/SAC
中尾椎茸屋0802
5,000円
原木椎茸使用。くせになるおいしいさ。【容量】
280ml×2

常温 時間指定

【管理番号】0802

ドライフラワー3Dボタニカルアロマキャ
ンドルminiピンク&MIX/春の柚癒し…
5,000円
本物のお花を詰め込んだボタニカルキャンドルで
す。【容量】miniピンク&MIX１セット(サイズ：
縦4-4.5cm直径4.5-4.8cm・燃焼時間：約6時間・
使用花種：バラ・香り：(ピンク)シダーウッドバ
ニラ(MIX)レモングラス)

常温

【管理番号】0671

ドライフラワー3Dボタニカルアロマキャ
ンドルminiブルー&パープル/春の…
5,000円
本物のお花を詰め込んだボタニカルキャンドルで
す。【容量】miniブルー&パープル１セット(縦4-
4.5cm直径4.5-4.8cm・燃焼時間：約6時間・使用
花種：（ブルー）デルフィニウム（パープル）ス
ターチス・香り：（ブルー）ゼラニウム（パー…

常温

【管理番号】0672

宮市の味噌とお米セット奥大山高原みそ
特別栽培米コシヒカリ道の駅奥大…
6,000円
奥大山の水で育った県認証米と大豆【容量】特別
栽培米コシヒカリ2kg×1袋奥大山高原みそ400g×
1パック

常温 時間指定

【管理番号】0206

星空舞ふっくらパックごはん5パック/ほ
しぞらまいレトルトお米JAアスパ…
6,000円
「星空舞」がレトルトごはんになりました！【容
量】150g×5

常温

【管理番号】0590

無洗米GABAライス1.5kg1袋/栄養こめギ
ャバごはんJAアスパル0585
6,000円
GABAとは天然アミノ酸【容量】1.5ｋｇ×1

常温

【管理番号】0585

中尾さんちの乾しいたけ・切り干し大根
・切り干し人参セット/SAC中尾椎…
6,000円
原木栽培しいたけ／切り干し大根／乾にんじん【
容量】乾しいたけ：50g
切り干し大根：100g
切り干し人参：50g

常温 時間指定

【管理番号】0806

SUNTORY天然水(奥大山)1箱550ml×24本
ナチュラルミネラルウォーターペッ…
6,000円
５５０ミリペットボトル１箱２４本入り【容量】
550ml×24本

常温 時間指定

【管理番号】0200

奥大山ホッと一服セットB/サラマンダー
ドリップ奥大山くろもじ茶茶葉0577
6,000円
コーヒーとティー気分転換にどうぞ【容量】サラ
マンダー珈琲ドリップ×3スペシャルブレンド奥
大山×3奥大山産くろもじ茶茶葉15g×1

常温

【管理番号】0577
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鳥取県　江府町

アペゼの焼きドーナツ１０個アソートCA
10815
6,000円
地元で人気のお菓子、ヘルシーな焼きドーナッツ
【容量】焼きドーナツ１０個

常温 時間指定

【管理番号】0815

奥大山蕎麦セット/御机そば生麺2食&乾
麺2食蕎麦道の駅0578
6,000円
奥大山の清流で育てた薫り高い十割そばです【容
量】御机そば生麺2食入×1袋奥大山蕎麦乾麺2食
入×1袋

常温 時間指定

【管理番号】0578

令和4年産新米《玄米》星取県から生ま
れた米の新品種「星空舞」5Kg/げん…
7,000円
星空舞の玄米はあまり出回っていないと思います
。【容量】5kg

常温

【管理番号】0622

【令和4年産新米】星空舞（ほしぞらま
い）5kg×1袋精米JAこめコメ5キロ02…
7,000円
【令和4年産新米】／星のように輝くおいしさ／
冷めてもおいしい星取県のお米【容量】うるち米
「星空舞」精米品５ｋｇ１袋

常温 時間指定

【管理番号】0225

【令和4年産新米】星空舞（ほしぞらま
い）2kg×2袋計4キロR4産新米精米JA…
7,000円
【令和4年産新米】／星のように輝くおいしさ／
冷めてもおいしい星取県のお米【容量】うるち米
「星空舞」精米品2ｋｇ×2袋計4キロ

常温 時間指定

【管理番号】0535

ドライフラワー3Dボタニカルアロマキャ
ンドルレッド/春の柚癒し空間神秘…
7,000円
本物のお花を詰め込んだボタニカルキャンドルで
す。【容量】レッド１個（サイズ：縦6～6.5ｃｍ
直径約7.5ｃｍ・燃焼時間：約１６時間・使用花
種：バラ・香り：シダーウッドバニラ）

常温

【管理番号】0667

ドライフラワー3Dボタニカルアロマキャ
ンドルMIX/春の柚癒し空間神秘0668
7,000円
本物のお花を詰め込んだボタニカルキャンドルで
す。【容量】MIX１個（サイズ：縦6～6.5ｃｍ直
径約7.5ｃｍ・燃焼時間：約１６時間・使用花種
：バラ・香り：レモングラス）

常温

【管理番号】0668

ドライフラワー3Dボタニカルアロマキャ
ンドルブルー/春の柚癒し空間神秘…
7,000円
本物のお花を詰め込んだボタニカルキャンドルで
す。【容量】ブルー１個（サイズ：縦6～6.5ｃｍ
直径約7.5ｃｍ・燃焼時間：約１６時間・使用花
種：デルフィニウム・香り：ゼラニウム）

常温

【管理番号】0669

ドライフラワー3Dボタニカルアロマキャ
ンドルパープル/春の柚癒し空間神…
7,000円
本物のお花を詰め込んだボタニカルキャンドルで
す。【容量】パープル１個（サイズ：縦6～6.5ｃ
ｍ直径約7.5ｃｍ・燃焼時間：約１６時間・使用
花種：スターチス・香り：ラベンダー）

常温

【管理番号】0670
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鳥取県　江府町

令和4年産新米江府町産日野特別栽培米
コシヒカリ5kg/お米R4コメ送料無料…
8,000円
＼精米したてのお米をお届けします／【容量】5k
g（玄米）※キロ数は玄米重量です。精米により
目減りします。

常温 時間指定

【管理番号】0208

「令和４年度産新米」みちくさお勧めの
お米（コシヒカリ）5kgこめ鳥取県…
8,000円
天然水のまちで育ったコシヒカリ「新米」【容量
】「令和４年度産新米」こしひかり白米５キロ

常温 時間指定

【管理番号】0367

【令和4年産新米】奥大山江府米コシヒ
カリ3kgプレミアム特別栽培こめこ…
8,000円
ふんわり粒感・爽やかな甘さと程よい余韻【容量
】コシヒカリ3kg×1（精米）

常温 時間指定

【管理番号】0624

【令和4年産新米】奥大山江府米きぬむ
すめ3kgプレミアム特別栽培キヌム…
8,000円
絹の様な炊き上がり【容量】きぬむすめ3kg（精
米）

常温 時間指定

【管理番号】0626

中尾さんちの干したけのこ100g2袋/SAC
中尾椎茸屋0791
8,000円
煮物！きんぴら！たけのこご飯！【容量】100g×
2

常温 時間指定

【管理番号】0791

中尾さんちの乾椎茸原木栽培小100g2袋/
SAC中尾椎茸屋0797
8,000円
＼原木栽培！最高の水と空気で育ったこだわりの
しいたけ／【容量】100g×2

常温 時間指定

【管理番号】0797

中尾さんちの乾椎茸原木栽培中100g2袋/
SAC中尾椎茸屋0798
8,000円
＼原木栽培！最高の水と空気で育ったこだわりの
しいたけ／【容量】100g×2

常温 時間指定

【管理番号】0798

中尾さんちの乾椎茸原木栽培大100g2袋/
SAC中尾椎茸屋0799
8,000円
＼原木栽培！最高の水と空気で育ったこだわりの
しいたけ／【容量】100g×2

常温 時間指定

【管理番号】0799

天然水奥大山500ml×24本ミネラルウォ
ーター軟水ペットボトル500ミリヨー…
8,000円
赤ちゃんからお年寄りまで、どなたでも安心して
飲んでいただける美味しい水【容量】500ml×24
本（1箱）

常温 時間指定

【管理番号】0529
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鳥取県　江府町

天然水奥大山2L×12本ミネラルウォータ
ー軟水ペットボトル2リットル計24…
8,000円
赤ちゃんからお年寄りまで、どなたでも安心して
飲んでいただける美味しい水【容量】2リットル
×12本

常温 時間指定

【管理番号】0201

スペシャルブレンドブナの森豆180g×1
コーヒー奥大山の水洗い珈琲0773
8,000円
奥大山にて焙煎されたこだわりのコーヒー豆【容
量】スペシャルブレンドブナの森豆180g×1

常温 時間指定

【管理番号】0773

スペシャルブレンドブナの森豆お試し70
g×2コーヒー奥大山の水洗い珈琲07…
8,000円
奥大山にて焙煎されたこだわりコーヒー豆【容量
】スペシャルブレンドブナの森【豆】70g×2

常温 時間指定

【管理番号】0779

スペシャルブレンドブナの森粉お試し70
g×2コーヒー奥大山の水洗い珈琲07…
8,000円
奥大山にて焙煎されたこだわりコーヒー【容量】
スペシャルブレンドブナの森【粉】70g×2

常温 時間指定

【管理番号】0780

奥大山酒香るロールケーキ酒粕クリーム
/大岩酒造道の駅奥大山0650
8,000円
色々な顔の酒粕クリームをご堪能あれ！【容量】
１ロール

冷凍

【管理番号】0650

しいたけ醤油＆しいたけ胡麻ドレッシン
グ各２本セット調味料0221
8,000円
道の駅駅長イチ押し！だし醤油・胡麻ドレのセッ
ト【容量】しいたけ醤油360ml胡麻ドレッシング2
80ml各2本

常温 時間指定

【管理番号】0221

GABA玄米もち麦パックごはん4種類セッ
ト（8パック入り）/無洗米きぬむす…
9,000円
150グラムの食べきりサイズ【容量】150ｇ×4種
類セット（8パック入り）（プレーン×2パック）
・（ひじき大豆入り×２パック）・（ちりめんシ
ョウガ入り×２パック）・（ごぼう入り×２パッ
ク）

常温

【管理番号】0588

鳥取和牛切落し400ｇ（冷凍）/エムケイ
開発0230
10,000円
とけるほどやわらかい！【容量】400g

冷凍

【管理番号】0230

鹿肉スライス鍋用ジビエ/もみじ鳥獣奥
大山地美恵0653
10,000円
しかのジューシーな脂と赤身の楽しみ方！おすす
め「シカしゃぶ」【容量】400ｇ

冷凍

【管理番号】0653
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鳥取県　江府町

奥大山のふっくらごはん10個（レトルト
パックご飯）特別栽培米コシヒカ…
10,000円
とっとりの自慢のお米をパックにしました【容量
】１５０グラム×１0個

常温 時間指定

【管理番号】0224

星空舞ふっくらパックごはん10パック/
ほしぞらまいレトルトお米JAアスパ…
10,000円
鳥取の「星空舞（ほしぞらまい）」がレトルトご
はんになりました！【容量】150g×10パック

常温

【管理番号】0591

令和4年産新米星空舞(ほしぞらまい)2kg
×3袋計6キロ/精米R4こめ鳥取県JA…
10,000円
星取県自慢のお米をぜひ【容量】星空舞2kg×3袋
計6kg

常温

【管理番号】0594

無洗米GABAライス1.5kg2袋/栄養こめギ
ャバごはん3kgJAアスパル0586
10,000円
GABAとは天然アミノ酸【容量】1.5kg×2計3ｋｇ

常温

【管理番号】0586

0211.米子屋旅館大山おこわ300g×5箱

10,000円
鳥取のご当地グルメ大山おこわ【容量】

冷蔵 時間指定

【管理番号】0211

0212.門脇旅館大山おこわ300g×5箱

10,000円
鳥取のご当地グルメ大山おこわ【容量】

冷蔵 時間指定

【管理番号】0212

大山おこわ250g×5箱/おかもと旅館0213

10,000円
鳥取の里山グルメ大山おこわ【容量】250g×5箱

冷蔵 時間指定

【管理番号】0213

江府町産季節の野菜と手作り加工品の詰
め合わせ/農家のおばちゃん旬新鮮…
10,000円
農家のおばちゃんたちが丹精込めて育てた！美味
しいよ。【容量】江府町産季節の野菜１０品前後
と加工品1～２品(※1月～3月発送の商品は野菜が
少ない場合がございます。)

常温 時間指定

【管理番号】0210

季節の野菜と胡麻ドレセットしいたけご
まドレ奥大山0784
10,000円
野菜おまかせセット、しいたけ胡麻ドレッシング
付き【容量】野菜：おまかせ（約2000円相当）
ドレッシング：280g×1本

時間指定

【管理番号】0784
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鳥取県　江府町

奥大山のおいしい水10L×2箱バックイン
ボックス(BIB)0203.
10,000円
天然水のふるさと鳥取県江府町よりお届けします
【容量】10L×2箱

常温 時間指定

【管理番号】0203

天然水とお米セットＡ天然水奥大山2L×
6本江府町産こしひかり5キロ0531
10,000円
＼天然水とお米のセットをつくりました／【容量
】天然水奥大山２リットル×６本、江府町産コシ
ヒカリ５kg

常温 時間指定

【管理番号】0531

奥大山の天然水100％の氷（1.1ｋｇ×6
袋）0204
10,000円
奥大山のナチュラルミネラルウォーターをそのま
ま凍らせました【容量】1.1ｋｇ×6袋

冷凍 時間指定

【管理番号】0204

しいたけ醤油1L2本/SAC中尾椎茸屋0801

10,000円
原木椎茸使用。くせになるおいしいさ。【容量】
1L×2

常温 時間指定

【管理番号】0801

美用トマトケチャッププレミアムギフト
/とまと手作り0209
10,000円
原料のとまとからすべて、おかあさん手作り！【
容量】美用トマトケチャップ230g×2本
プレミアムトマトケチャップ260g×2本

常温

【管理番号】0209

休暇村奥大山割引券3,000円分宿泊・食
事・キャンプに使えます0220
10,000円
名峰大山ブナの林に天然水湧く天空の郷【容量】
割引券１名様分3000円（宿泊・食事の際にご利用
いただけます）（有効期限は、令和5年3月31日ま
でです）

【管理番号】0220

竹ピカセット/天然素材優しい0222

10,000円
天然素材でお肌にも優しく安心【容量】竹ピカ50
0ml×3本
竹酢1L×1本

時間指定

【管理番号】0222

椎茸商品の詰め合わせセットA/SAC中尾
椎茸屋0790
11,000円
椎茸屋さんのおススメセット！【容量】しいたけ
醬油：360ml
しいたけゴマドレッシング：280ml
みそ汁の具：80g
乾椎茸：ホール100gスライス50g

常温 時間指定

【管理番号】0790

ドライフラワーガラスのコルク瓶５本セ
ットインテリア/かわいいカラフル…
11,000円
並べて可愛いコルク瓶のドライフラワーインテリ
ア飾る場所をえらびません。【容量】コルク瓶の
ドライフラワー5本セット
・サイズ：円柱4×H14.8ｃｍ・材料：ガラス/コ
ルク栓・カラー：ランダム５本

常温

【管理番号】0863
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鳥取県　江府町

厳選素材のスープ・アソート4種5個セッ
ト/プリムローズガーデン（大山ブ…
12,000円
添加物・保存料不使用自然の恵みをつめこんだ濃
厚なのに優しいポタージュです。【容量】ポター
ジュスープ（ブロッコリー）180ｇ×2、（きのこ
・かぼちゃ・さつまいも）各180ｇ×1

冷凍

【管理番号】0664

GABA玄米もち麦パックごはん4種類セッ
ト（12パック入り）/無洗米きぬむ…
12,000円
150グラムの食べきりサイズ【容量】150ｇ×4種
類セット（12パック入り）（プレーン×3パック
）・（ひじき大豆入り×3パック）・（ちりめん
ショウガ入り×3パック）・（ごぼう入り×3パッ
ク）

常温

【管理番号】0589

令和4年産新米星空舞のオリジナルギフ
トセット/お米2kg糀甘酒パックご飯…
12,000円
とっとりの星空舞（ほしぞらまい）ギフトセット
【容量】星空舞２ｋｇ×1糀甘酒×1パックご飯×
３

冷蔵

【管理番号】0592

境港産スルメイカ一夜干し（大山ブラン
ド会）/いか烏賊干物時短料理高島…
12,000円
軽く火を通せば食べられる!時短料理に活躍／【
容量】スルメイカ約150ｇ×6

冷凍

【管理番号】0448

SUNTORY天然水（奥大山）550ml計48本24
本×2箱ナチュラルミネラルウォー…
12,000円
硬度約20の軟水です。赤ちゃんのミルクづくりに
も適しています。【容量】

常温 時間指定

【管理番号】0582

アペゼの焼きドーナツ２０個アソートCA
20816
12,000円
地元で人気のお菓子、ヘルシーな焼きドーナッツ
【容量】焼きドーナツ2０個

常温 時間指定

【管理番号】0816

創業130年老舗の燻製醤油詰合せ（だし
醤油とかけ醤油）/じっくりいぶし…
12,000円
老舗の自家製「醤油」卵かけごはんに釜玉うどん
・さしみなど更に美味しく【容量】＜自家製燻製
醤油＞だし醤油各100ml×2、かけ醤油100ml×1

常温

【管理番号】0632

【星取県キャンドル】星降るガラスキャ
ンドルドライフラワーがふんわり…
12,000円
星の欠片がたちが何色にも輝きだし、溶けた蝋に
踊る星たちをご堪能ください。【容量】ジェルキ
ャンドルガラス製２重構造１個・ドライフラワー
：デルフィニウム・香り：金木犀ブレンド・サイ
ズ：直径100ｍｍ×高さ80ｍｍ口径・直径70ｍｍ

常温

【管理番号】0827

令和4年産新米星空舞(ほしぞらまい)2kg
×4袋計8キロ/精米R4こめ鳥取県JA…
13,000円
星取県自慢のお米をぜひ【容量】星空舞2kg×4袋
計8kg

常温

【管理番号】0595
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鳥取県　江府町

PIZZATORETATI3種セット紅ズワイガニ・
のどぐろ・するめいかのピザ（大…
13,000円
贅沢海鮮ピザをご自宅で楽しめます！【容量】紅
ずわいがにとコーンのピザ約320ｇ・するめいか
と明太子のピザ約330ｇ・のどぐろとトマトのピ
ザ約330ｇ各1

冷凍 時間指定

【管理番号】0845

焼きドーナツとジュースでおやつタイム
セットCA30817
13,000円
ジュースと焼き菓子でリラックスタイム【容量】
焼きドーナツ１０個
果汁１００%ブルーベリージュース１本（５００
ｍｌ）

常温 時間指定

【管理番号】0817

奥大山のブルーベリー匠セットCA50819

13,000円
＼奥大山ブルーベリー加工品４点／【容量】オリ
ジナルブルーベリーコーディアルシロップ１個
ブルーベリージャム１個
ブルーベリーコンポート１個
ブルーベリードレッシング１個

常温 時間指定

【管理番号】0819

令和4年産新米《玄米》星取県から生ま
れた米の新品種「星空舞」10Kg/げ…
14,000円
星空舞の玄米はあまり出回っていないと思います
。【容量】10kg

常温

【管理番号】0623

【令和4年産新米】星空舞（ほしぞらま
い）５kg×2袋計10キロR4新米精米JA…
14,000円
【令和4年産新米】／星のように輝くおいしさ／
冷めてもおいしい星取県のお米【容量】うるち米
「星空舞」精米品５ｋｇ２袋計１０キロ

常温 時間指定

【管理番号】0536

無洗米GABAライス1.5kg3袋/栄養こめギ
ャバごはん4.5kgJAアスパル0587
14,000円
GABAとは天然アミノ酸【容量】1.5kg×3計4.5ｋ
ｇ

常温

【管理番号】0587

バーニャカウダ3種セットかに味噌トマ
トジャンアンチョビ（大山ブランド…
14,000円
贅沢かにみそバーニャカウダでリッチな気分【容
量】かにみそバーニャカウダ、かにみそトマトジ
ャン、アンチョビバーニャカウダ各130ｇ×1

常温 時間指定

【管理番号】0847

こだわりの生ハンバーグ東伯牛と大山豚
（大山ブランド会）高島屋タカシ…
15,000円
肉の旨みがあふれ出すこだわりの生ハンバーグ【
容量】こだわりの生ハンバーグ（120g×2）4セッ
ト

冷凍 時間指定

【管理番号】0850

大山豚ヒレ味噌漬け３種類セット（大山
ブランド会）/高島屋タカシマヤ15…
15,000円
ご飯のお供にどうぞ！お箸が止まらなくなること
間違いなし。【容量】金山寺味噌漬け・こうじ味
噌漬け・西京味噌漬け各200ｇ×2

冷凍

【管理番号】0744
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鳥取県　江府町

大山豚ローストポーク（大山ブランド会
）/高島屋タカシマヤ15-AL60745
15,000円
ご飯のお供にどうぞ！お箸が止まらなくなること
間違いなし。【容量】大山豚ローストポーク180
ｇ×2

冷凍

【管理番号】0745

大山ルビー豚便利セットこまぎれミンチ
冷凍（大山ブランド会）高島屋タ…
15,000円
生産量が少なく希少な大山ルビー豚をどうぞお楽
しみください【容量】大山ルビーこまぎれ300ｇ
×2、大山ルビーミンチ300ｇ×2

冷凍 時間指定

【管理番号】0848

大山ルビーしゃぶしゃぶセット（大山ブ
ランド会）/高島屋タカシマヤ15-A…
15,000円
生産量が少なく希少な大山ルビー豚のしゃぶしゃ
ぶセットをどうぞ【容量】大山ルビーロース・大
山ルビーバラ各300ｇ×１

冷凍

【管理番号】0743

大山どり親子丼の具詰合せ（一人前×8
個）（大山ブランド会）/高島屋タカ…
15,000円
ささっと本格親子丼！【容量】ダイセンドリオヤ
コドン200ｇ×8

冷凍

【管理番号】0809

2020DLG金賞受賞6種12品詰合せ大山ハム
&ソーセージ(大山ブランド会)高島…
15,000円
ドイツ農業協会主催の品質競技大会にて金賞を受
賞した商品の詰合せ。【容量】熟成乾塩ベーコン
80ｇ、生ハム(肩ロース）40ｇ、カントリーロー
スト72ｇ、チーズリヨナー90ｇ、あらびきポーク
ウインナー120ｇ、辛口ポチキウインナー120ｇ…

冷蔵 時間指定

【管理番号】0830

とっとり和牛ハンバーグ6個（大山ブラ
ンド会）/高島屋タカシマヤ15-BB20…
15,000円
スーパーフードそばの実をつなぎに使った、食物
繊維たっぷりのヘルシーハンバーグ【容量】とっ
とり和牛ハンバーグ150ｇ×6

冷凍

【管理番号】0757

【令和4年産新米】奥大山江府米コシヒ
カリ３kg×2プレミアム特別栽培こめ…
15,000円
ふんわり粒感・爽やかな甘さと程よい余韻【容量
】コシヒカリ3kg×2（精米）

常温 時間指定

【管理番号】0625

奥大山のふっくらごはん15個（レトルト
パックご飯）特別栽培米コシヒカ…
15,000円
とっとりの自慢のお米をパックにしました【容量
】１５０グラム×１5個

常温 時間指定

【管理番号】0676

【令和4年産新米】奥大山江府米きぬむ
すめ3kg×2/プレミアム特別栽培キヌ…
15,000円
絹の様な炊き上がり【容量】きぬむすめ3kg×2（
精米）

常温 時間指定

【管理番号】0627
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鳥取県　江府町

氷温熟成ふっくら煮魚・焼魚ギフト10切
(大山ブランド会）/のどぐろ氷温…
15,000円
氷温熟成法&真空パックの個別包装！魚の鮮度を
大切に【容量】のどぐろの煮付け85g・金目鯛と
黄金生姜の煮付け100ｇ・ぶりの照焼き90g・かれ
いの醤油煮100g・さばの味噌煮90ｇ、各2

冷凍

【管理番号】0772

氷温熟成西京漬け＆辛子明太子（切れ子
）セット（大山ブランド会）/０℃…
15,000円
『氷温熟成法』によって魚の鮮度を損なう事無く
旨みを引き出しました【容量】金目鯛西京漬け60
ｇ・銀鮭西京漬け70ｇ・銀ひらす西京漬け70ｇ・
真鱈西京漬け70ｇ各2、辛子明太子500ｇ×1

冷凍

【管理番号】0443

475ビール8本セット（大山ブランド会）
/高島屋タカシマヤ15-w20735
15,000円
個性豊かなクラフトビールで飲み比べを楽しもう
！【容量】ペールエール・ピルスナー・レモネー
ドベルジャンホワイト・コーヒーポーター各330
ｍｌ×2本

冷蔵

【管理番号】0735

秀峰岩泉大吟醸奥大山の雫720ml日本酒0
205
15,000円
奥大山の清流から生まれた日本酒【容量】720ml

常温 時間指定

【管理番号】0205

スペシャルブレンドブナの森豆180g×2
コーヒー奥大山の水洗い珈琲0774
15,000円
奥大山にて焙煎されたこだわりのコーヒー豆【容
量】スペシャルブレンドブナの森【豆】180g×2

常温 時間指定

【管理番号】0774

スペシャルブレンドブナの森豆180g定期
便2回コーヒー奥大山の水洗い珈琲…
15,000円
奥大山にて焙煎されたこだわりコーヒー豆の定期
便【容量】スペシャルブレンドブナの森【豆】18
0g×1×2回

常温 定期 時間指定

【管理番号】0775

牛骨炊出しスープの白いおでん6食分（
大山ブランド会）高島屋タカシマヤ…
15,000円
旨味たっぷりの牛骨炊出しスープ【容量】牛骨炊
出しスープの白いおでん480g×6

冷蔵

【管理番号】0855

令和4年産新米江府町産特別栽培米天恵
米コシヒカリ10kg1袋/精米こめR4コ…
16,000円
＼精米したてをお届けします／【容量】10

常温

【管理番号】0598

寒鰆のしゃぶしゃぶ2人前セット（大山
ブランド会）高島屋タカシマヤ16-B…
16,000円
冬の美味、旬の”さわら”のしゃぶしゃぶ【容量
】鰆200g、白ネギ150g、水菜50g、出汁800g

冷凍 時間指定

【管理番号】0851



ふるさと納税お礼の品一覧

このカタログに掲載されている情報は           年       月       日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。  powered by ふるさとチョイス2022 12 15

鳥取県　江府町

ブルーベリーワインとドレッシングで素
敵なディナーセット／フルボトルC…
16,000円
料理を鮮やかにを彩るブルーベリーワインとドレ
ッシング【容量】ブルーベリードレッシング２本
ブルーベリーワイン「山の恵」フルボトル１本（
７２０ｍｌ）

常温 時間指定

【管理番号】0821

焼きドーナツとブルーベリーまつりCA40
818
16,000円
奥大山ブルーベリーの加工品３点と焼きドーナッ
ツで賑やかに【容量】焼きドーナツアソート１０
個
オリジナルブルーベリーコーディアルシロップ１
個

常温 時間指定

【管理番号】0818

鳥取和牛のこま切れ黒毛和種/肉牛TM580
710
18,000円
上質な和牛を日々のお料理に合わせてお召し上が
りください。【容量】細切れ300g×３パック

冷凍 時間指定

【管理番号】0710

大山豚スライス（ロース・肩ロース・バ
ラ）2.1kg（大山ブランド会）/鳥…
18,000円
大山豚のロース・肩ロース・バラのスライスセッ
ト【容量】大山豚ローススライス・大山豚肩ロー
ススライス・大山豚バラスライス各700ｇ×1

冷凍

【管理番号】0446

大山物語『鳥取和牛』&『大山豚』のス
ペシャルバラエティーセット(大山…
18,000円
味噌漬け・ハンバーグ・ロールステーキの詰合せ
！【容量】大山豚ロース西京味噌漬け・大山豚ロ
ース金山寺味噌漬け各120ｇ×3、鳥取和牛×大山
豚手造りハンバーグ100ｇ×4、大山豚手造りロー
ルステーキ80ｇ×4

冷凍

【管理番号】0445

【定期便全3回】SUNTORY天然水1箱×3ヶ
月/奥大山550ml計72本ミネラルウォ…
18,000円
毎月１箱×３ヶ月のコースです【容量】550mlペ
ットボトル24本入り×1箱を全3回お届けします

常温 定期 時間指定

【管理番号】0704

ドライフラワーアレンジメント寄せ植え
風バケツ淡いカラー/カントリーポ…
18,000円
水やり不要／本物のドライフラワーが奏でるバケ
ツアレンジメントでインテリアに彩りを【容量】
寄せ植え風バケツ1つ・ドライフラワー及びプリ
ザーブドフラワーなど・カラー：ナチュラルカラ
ー・大きさ：アレンジメント30ｃｍ×30ｃｍ前後

常温

【管理番号】0829

鳥取和牛モモすき焼き・しゃぶしゃぶ用
700ｇ（冷凍）/エムケイ開発0234
20,000円
鳥取和牛もも！／【容量】すき焼き・しゃぶしゃ
ぶ用700ｇ（冷凍）

冷凍

【管理番号】0234

鳥取和牛リブロース焼肉400ｇ（冷凍）/
エムケイ開発0232
20,000円
＼鳥取和牛焼き肉用／【容量】リブロース焼肉用
400ｇ（冷凍）

冷凍

【管理番号】0232
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鳥取県　江府町

鳥取和牛肩ロースすき焼き・しゃぶしゃ
ぶ用600ｇ（冷凍）/エムケイ開発0…
20,000円
＼鳥取和牛／【容量】600ｇ（冷凍）

冷凍

【管理番号】0233

鳥取和牛肩・モモうすぎり（大山ブラン
ド会）/高島屋タカシマヤ20-AL120…
20,000円
『多くのブランド牛のルーツ』といわれる、鳥取
和牛をぜひご賞味ください。【容量】鳥取和牛肩
・鳥取和牛モモ各200ｇ×１

冷凍

【管理番号】0750

鳥取和牛ミックス焼肉600ｇ（冷凍）（
カタ・モモ・バラ600ｇ）/エムケイ…
20,000円
贅沢・お得な焼肉セットです【容量】600ｇ（冷
凍）（カタ・モモ・バラ600ｇ）

冷凍

【管理番号】0231

大山ルビー豚とんかつ肉セット肩ロース
ヒレ（大山ブランド会）高島屋タ…
20,000円
生産量が少なく希少な大山ルビー豚をどうぞお楽
しみください【容量】大山ルビー肩ロース500ｇ
、大山ルビーヒレ400ｇ

冷凍 時間指定

【管理番号】0849

かも鍋用スープセット（大山ブランド会
）合鴨なんば商店高島屋タカシマ…
20,000円
＼お取り寄せグルメで人気の鴨鍋セット／【容量
】あい鴨ロース肉150ｇ×２・あい鴨もも肉１５
０ｇ×１・かも鍋用スープ９００ｍｌ×１

冷凍 時間指定

【管理番号】0334

大山ハムバラエティ詰合せ（大山ブラン
ド会）/高島屋タカシマヤ20-A1607…
20,000円
ももハムとベーコンをメインに人気商品の詰め合
わせ！！【容量】ももハム310ｇ、熟成乾塩ベー
コン200ｇ、熟成乾塩ベーコン80ｇ、フライシュ
ケーゼ80ｇ、ペッパーシンケン72ｇ、カントリー
ロースト72ｇ、チーズリヨナー90ｇ、生ハム(肩

冷蔵

【管理番号】0732

2020DLG金賞受賞8種15品詰合せ大山ハム
&ソーセージ(大山ブランド会)高島…
20,000円
ドイツ農業協会主催の品質競技大会にて金賞を受
賞した商品の詰合せ。【容量】熟成乾塩ベーコン
80ｇ×2、生ハム(肩ロース）40ｇ×3、カントリ
ーロースト72ｇ×2、トマトとオリーブ入りソー
セージ100ｇ×1、あらびきポークウインナー120

冷蔵 時間指定

【管理番号】0831

とっとり和牛ハンバーグ10個（大山ブラ
ンド会）/高島屋タカシマヤ20-BB1…
20,000円
スーパーフードそばの実をつなぎに使った、食物
繊維たっぷりのヘルシーハンバーグ【容量】とっ
とり和牛ハンバーグ150ｇ×10

冷凍

【管理番号】0756

鹿肉スライス鍋用ジビエ/もみじジンギ
スカン鳥獣奥大山地美恵0654
20,000円
しかのジューシーな脂と赤身の楽しみ方！おすす
め「シカしゃぶ」【容量】800ｇ

冷凍

【管理番号】0654
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鳥取県　江府町

奥大山のふっくらごはん20個（レトルト
パックご飯）特別栽培米コシヒカ…
20,000円
とっとりの自慢のお米をパックにしました【容量
】１５０グラム×20個

常温 時間指定

【管理番号】0677

冷凍ブルーベリー（大山ブランド会）高
島屋タカシマヤ20-i40380
20,000円
数量限定！奥大山ブルーベリー【容量】冷凍ブル
ーベリー500g×3パック

冷凍

【管理番号】0380

のどぐろ干物4～6枚日本海西部産（大山
ブランド会）高島屋タカシマヤ20-…
20,000円
＼人気のノドグロ／【容量】開きのどぐろ約150~
170g×４～６枚

冷凍 時間指定

【管理番号】0293

づけ丼の素ぶり（大山ブランド会）100g
×7個入り高島屋タカシマヤ20-p103…
20,000円
＼お魚屋さんがつくった天然ぶりのづけ丼／【容
量】天然ぶりづけ丼の素１００ｇ×７

冷凍 時間指定

【管理番号】0363

日本海産干物詰合せ５種１５枚（大山ブ
ランド会）のどぐろ入り高島屋タ…
20,000円
のどぐろ／はたはた／えてがれい／するめいか／
あじ【容量】開きのどぐろ約１２０ｇ・開きあじ
約９０ｇ・はたはた約３０ｇ・えてかれい約1０
０ｇ・スルメイカ約１００ｇ各３

冷凍 時間指定

【管理番号】0294

吾左衛門鮓3本セット（大山ブランド会
）すし棒寿司高島屋タカシマヤ20-I…
20,000円
山陰で人気の吾左衛門ずし（棒寿司）穴子／境港
サーモン／カニ【容量】吾左衛門ずし「穴子」「
境港サーモン」「蟹」

常温 日指定 時間指定

【管理番号】0281

づけ丼・昆布じめ丼・くんせい詰合せ（
大山ブランド会）高島屋タカシマ…
20,000円
ごはんのお供に天然ぶり／ひらめ昆布／甘エビ昆
布／鮭くんせい【容量】天然ぶりづけ丼の素100g
×2、天然平目昆布じめ丼の素100g×２、甘エビ
昆布じめ丼の素100g×1、鮭くんせい70g×2

冷凍 時間指定

【管理番号】0364

【定期便2回コース】晩酌＆厳選６種セ
ット海の幸詰合せ/きむらや（大山…
20,000円
着色料・保存料無添加の海の幸加工品なまこ・あ
かもく・もずく他【容量】1か月目：茎わさび入
り味付もずく（60ｇ×2）×2・隠岐産味付岩もず
く土佐酢（60ｇ×2）×2・あじの南蛮漬140ｇ×2
・味付なまこ100ｇ×1

冷凍

【管理番号】0665

大吟醸セット（大山ブランド会）高島屋
タカシマヤ20-k10356
20,000円
大吟醸2本セット【容量】大吟醸「奥大山の雫」7
20ml×1、大吟醸「天の蛍」720ml×1

常温 時間指定

【管理番号】0356
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鳥取県　江府町

天然水奥大山24本（大山ブランド会）高
島屋タカシマヤ20-j10355
20,000円
鳥取の飲み口やわらか天然水【容量】天然水奥大
山2L×24本

常温 時間指定

【管理番号】 0355

【定期便3ヶ月】天然水奥大山2リットル
12本×3回計36本(72リットル)ミネ…
20,000円
赤ちゃんからお年寄りまで、どなたでも安心して
飲んでいただける美味しい水【容量】【定期便】
奥大山の水2L12本を3回お届けします.
ご寄付翌月から3ヶ月連続の発送になります。

常温 定期 時間指定

【管理番号】0613

ブルーベリージュースセットA（大山ブ
ランド会）高島屋タカシマヤ20-i10…
20,000円
ブルーベリー果汁100パーセントの濃厚な味わい
【容量】ブルーベリージュース500ml×3

常温 時間指定

【管理番号】0351

にんじんジュース6本セット（大山ブラ
ンド会）高島屋タカシマヤ20-f50425
20,000円
甘くてすっきり無添加ニンジンジュース【容量】
にんじんジュース（500ｍｌ）6本計3リットル

常温 時間指定

【管理番号】0425

贅沢二十世紀梨ジュース720ml計3本セッ
ト高島屋タカシマヤ20-AM40523
20,000円
果汁99.9パーセントの贅沢二十世紀梨ジュース【
容量】720ml×3本

常温 時間指定

【管理番号】0523

かぶせ茶「伯耆誉」詰合せ（大山ブラン
ド会）高島屋タカシマヤ20-U10316
20,000円
深蒸しかぶせ茶【容量】伯耆誉８０ｇ×５

常温 時間指定

【管理番号】0316

銘茶詰合せ（大山ブランド会）高島屋タ
カシマヤ20-U20317
20,000円
日本茶バラエティセットです【容量】伯耆誉８０
ｇ・かりがね５０ｇ各２・抹茶「青輝」３０ｇ×
１・ドリップ茶「朝の雫」・「夜の雫」４ｇ×２

常温 時間指定

【管理番号】0317

白うさぎの玉手箱/因幡の白うさぎフィ
ナンシェお菓子詰合せ（大山ブラン…
20,000円
かわいいうさぎのお菓子の詰め合わせ【容量】因
幡の白うさぎ×9個、因幡の白うさぎ抹茶餡×6個
、白ウサギフィナンシェ×6個、白ウサギフィナ
ンシェプレミアムショコラ×3個

常温 時間指定

【管理番号】0859

大山蕎麦の実セット(大山ブランド会）/
高島屋タカシマヤ20-BB30758
20,000円
スーパーフードそばの実のセット！美容健康にも
効果たっぷり！【容量】蕎麦の実大山どり雑炊22
0ｇ×3、蕎麦の実トマトリゾット220ｇ×3、そば
の実がゆ220ｇ×3

冷凍

【管理番号】0758
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鳥取県　江府町

米子髙島屋オリジナル蟹取県の入江聖奈
カレーセット（大山ブランド会）/…
20,000円
鳥取県の名産品「紅ズワイガニ」と「大山どり」
を合わせたオリジナルカレー【容量】蟹取県の入
江聖奈カレー（紅ズワイガニベース・大山どりベ
ース）各２００ｇ×３

常温

【管理番号】0755

幻の生はちみつ蜜星ギフトセット（大山
ブランド会）日本みつばちハチミ…
20,000円
濃厚な味わいはまさに三ツ星★★★【容量】原材
料：ニホンミツバチ蜂蜜100％120ｇ×2

常温 時間指定

【管理番号】0546

鳥取・大山茶ジェラートセット（抹茶味
3種類&ほうじ茶・玄米茶の5種類）…
20,000円
ジェラートでお茶三昧色んなお茶を楽しもう！【
容量】抹茶100ｍｌ×4、特濃プレミアム抹茶・お
濃茶・ほうじ茶・玄米茶各100ｍｌ×2

冷凍

【管理番号】0631

大山山麓そばセット（大山ブランド会）
高島屋タカシマヤ20-V10318
20,000円
黒そば／白そば／茶そばつゆ付き【容量】大山そ
ば白・黒・茶（各90g×各2・つゆ各15ml×２）各
４

常温 時間指定

【管理番号】0318

ラーメン4種食べ比べ24食セット大山ど
り塩／醤油／しじみ味噌／あごだし…
20,000円
奥出雲の天然水を使って練り上げた中太ちぢれ生
めん／山陰ご当地食べ比べシリーズ【容量】大山
どりラーメン塩（麺100ｇ×2、スープ40ｇ×2）
、大山どりラーメン醤油（麺100ｇ×2、スープ41
ｇ×2)、飛魚だしラーメン醤油（麺100ｇ×2、ス

常温 時間指定

【管理番号】0525

牛骨らーめん・カレーらあめんｾｯﾄ（大
山ブランド会）高島屋タカシマヤ20…
20,000円
鳥取のソウルフード牛骨ラーメン【容量】牛骨ら
ーめん（90g×2食・スープ48ｇ×２）×８・カレ
ーラーメン（90ｇ×２・つゆ46ｇ×２）×４

常温 時間指定

【管理番号】0319

手造り味噌（大山ブランド会）高島屋タ
カシマヤ20-a10335
20,000円
こだわりの味噌【容量】一年熟成味噌１.5ｋｇ×
2・２年熟成みそ１.5ｋｇ×１・ゆず金山・金山
寺みそ各１８０ｇ・するめ糀漬１８０ｇ

冷蔵 時間指定

【管理番号】0335

「ビアホフガンバリウス」お食事券F6千
円分（大山ブランド会）高島屋タ…
20,000円
大山にある人気のビアレストラン【容量】6000円
相当（ご予約はお客様でお願いいたします）

時間指定

【管理番号】0331

ブルーベリー狩り体験ペアチケット（お
土産付）7月17日～8月31日予定（…
20,000円
広大なブルーベリー園で摘み取り体験を【容量】
入園券：大人(食べ放題)×2、持ち帰りパック×2
、ブルーベリーソフトクリーム×2、ブルーベリ
ージャム×1、ブルーベリードレッシング×1

常温

【管理番号】0381
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鳥取県　江府町

ハーバリウム・フォトスタンド（大山ブ
ランド会）高島屋タカシマヤ20-m1…
20,000円
ハーバリウムとフォトスタンド【容量】サイズ：
縦約13.5ｃｍ×横23ｃｍ×6.5ｃｍ

時間指定

【管理番号】0358

ローズ・フルール（大山ブランド会）高
島屋タカシマヤ20-m30382
20,000円
季節によってお花が変わります【容量】ケース入
りサイズ：縦約14ｃｍ×横15.5ｃｍ×12.5ｃｍ

時間指定

【管理番号】0382

アーティフィシャルフラワーリース（大
山ブランド会）高島屋タカシマヤ2…
20,000円
1994年より26年間ずっと花に携わってきた花職人
（日本アーティフィシャルフラワー協会会員）が
製作した、空間を華やかにするアーティフィシャ
ルフラワーのリース。長い時間インテリアとして
楽しめます。写真はイメージです。季節により…

時間指定

【管理番号】0390

アネモネのスワッグshabbyWhiteニュア
ンスブーケ/シック可愛い上品春の…
20,000円
今話題のドライフラワースワッグアネモネが可愛
いニュアンスカラーのブーケです。【容量】ブー
ケ1束・ドライフラワー及びプリザーブドフラワ
ー・カラー：ホワイト～オフホワイト系カラー・
大きさ：55ｃｍ前後・プレゼントにお使いいた…

常温

【管理番号】0828

季節のドライフラワーリース（大山ブラ
ンド会）高島屋タカシマヤ20-m203…
20,000円
季節によって花の種類が変わります【容量】サイ
ズ：約25ｃｍ

時間指定

【管理番号】0359

TAKEZUMIMAT(竹炭マット)（大山ブラン
ド会）クッション高反発高島屋20-A…
20,000円
オフィスやテレワークにもぴったり【容量】竹炭
マット（約37ｃｍ×約37ｃｍ×約4ｃｍ）×1

常温 時間指定

【管理番号】0548

横型お木時計（大山ブランド会）高島屋
タカシマヤ20-W30322
20,000円
時計の針も木でできています【容量】縦(高さ)10
×横28×奥行3ｃｍ

時間指定

【管理番号】0322

スペシャルブレンドブナの森豆180g定期
便3回コーヒー奥大山の水洗い珈琲…
22,000円
奥大山にて焙煎されたこだわりコーヒー豆【容量
】スペシャルブレンドブナの森【豆】180g×1×3
回

常温 定期 時間指定

【管理番号】0776

椎茸商品の詰め合わせセットB/SAC中尾
椎茸屋0804
22,000円
椎茸屋さんのおススメセット！【容量】しいたけ
醬油：360ml×2
しいたけゴマドレッシング：280ml×2
みそ汁の具：80g×2
乾椎茸：ホール100g×2スライス50g×2

常温 時間指定

【管理番号】0804
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鳥取県　江府町

令和4年産新米星空舞(ほしぞらまい)5kg
×3袋計15キロ/精米R4こめ鳥取県JA…
24,000円
鳥取県イチ押しのご当地米をぜひ【容量】星空舞
5kg×3袋計15ｋｇ

常温

【管理番号】0596

鳥取和牛焼肉用「大山物語」（大山ブラ
ンド会）高島屋タカシマヤのし対…
25,000円
ほどよい霜降り、まろやかな口当たり、鮮やかな
色合いが特徴の鳥取県の銘柄牛です。肩ロースは
ロース特有のきめ細かい肉質で、脂肪ののりが良
く霜降りの部位です。鳥取和牛をぜひ焼肉でお楽
しみください。（提供）ホクニチ【容量】鳥取…

冷凍 時間指定

【管理番号】0273

鳥取和牛すき焼き用「大山物語」（大山
ブランド会）高島屋タカシマヤの…
25,000円
人気の鳥取和牛すき焼用【容量】鳥取和牛モモス
ライス５00ｇ

冷凍 時間指定

【管理番号】0271

鳥取和牛カタとモモのうすぎり黒毛和種
/肉牛TM570709
25,000円
上質な和牛を使用したすき焼きを是非お召し上が
りください。【容量】カタ200ｇ/モモ200ｇ

冷凍 時間指定

【管理番号】0709

大山蕎麦の実バラエティーセット（大山
ブランド会）/高島屋タカシマヤ25…
25,000円
スーパーフードそばの実のセット！美容健康にも
効果たっぷり！【容量】蕎麦の実大山どり雑炊22
0ｇ×2、蕎麦の実トマトリゾット220ｇ×2、そば
の実がゆ220ｇ×2、そばのむき身200ｇ×1、鳥取
和牛ハンバーグ150ｇ×3

冷凍

【管理番号】0759

大山豚スライスセット（大山ブランド会
）高島屋タカシマヤのし対応可25-…
25,000円
大山豚ロース、肩ロース、バラを食べ比べセット
【容量】大山豚ローススライス200ｇ×2、大山豚
肩ローススライス200ｇ×2、大山豚バラスライス
200ｇ×2

冷凍 時間指定

【管理番号】0373

「絶品ZEITAKUPIZZA!!」3枚セット紅ズ
ワイガニ真いわし大山どりのピザ（…
25,000円
かに！いわし！大山どり！地元の食材をふんだん
に使用した絶品ピザ【容量】「境港産紅ずわいが
にのPIZZA」「境港産真いわしのトマト風PIZZA」
「鳥取大山どりのテリヤキ風PIZZA」各450g（直
径約20㎝）×1

冷凍 時間指定

【管理番号】0860

2020DLG金賞受賞8種18品詰合せ大山ハム
&ソーセージ(大山ブランド会)高島…
25,000円
ドイツ農業協会主催の品質競技大会にて金賞を受
賞した商品の詰合せ。【容量】熟成乾塩ベーコン
80ｇ×2、生ハム(肩ロース）40ｇ×4、カントリ
ーロースト72ｇ×2、トマトとオリーブ入りソー
セージ100ｇ×2、あらびきポークウインナー120

冷蔵 時間指定

【管理番号】0832

ミ(訳あり)ミ蒸し松葉がに(ずわいがに)
1枚冷蔵発送カニ境港0782
25,000円
山陰・境港の旬の味覚松葉ガニ【容量】松葉がに
1枚
※生の状態で500ｇ以上の松葉ガニ×1枚を蒸して
から発送します。
※蒸した後は、生の状態よりも重さが１割から2

冷蔵 冷凍 時間指定

【管理番号】0782
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鳥取県　江府町

氷温熟成簡単便利な魚惣菜ギフトA（大
山ブランド会）/のどぐろ氷温高島…
25,000円
お手軽調理でお楽しみいただける魚惣菜のギフト
セット【容量】金目鯛と黄金生姜の煮付け100ｇ
×4・銀鮭の塩焼き70ｇ×4・のどぐろの煮付け85
ｇ×2・鯵の甘酢漬け150ｇ×4

冷凍

【管理番号】0770

大山Gビール飲み比べセットF（大山ブラ
ンド会）計12本クラフトビール高…
25,000円
鳥取県・大山の地ビール（クラフトビール）を飲
み比べ【容量】ピルスナー・ヴァイツェン・ペー
ルエール・スタウト・八郷ビール各330ｍｌ×２
・インペリアルスタウト・ウィートワイン各３３
０ｍｌ×1計12本

冷蔵 時間指定

【管理番号】0324

くめざくら地酒・梅酒飲み比べセット（
大山ブランド会）日本酒純米高島…
25,000円
水どころ、鳥取大山の地酒です【容量】特別純米
「八郷」・特別純米「強力」・特別純米「大山桜
」・生酛純米大吟「山・海・櫻」・純米「久米桜
」・純粋「うめ酒」各300ｍｌ×2

常温 時間指定

【管理番号】0558

鳥取県日野町産有機えごま油セット（大
山ブランド会）エゴマ油／パウダ…
25,000円
有機エゴマ油をお料理に！オメガ3をお手軽に！
【容量】鳥取県日野町産有機えごま油95ｇ×2、
鳥取県日野町産有機えごまパウダー50ｇ×1

常温 時間指定

【管理番号】 0553

GOODBLESSGARDENSAUNA＆STAY宿泊チケッ
ト2枚（大山ブランド会）0396.25-…
25,000円
ゆったりとしたスペースにはデスクスペースとセ
ミダブルの広さのキャビンベッド。宿泊者専用の
シャワー・トイレ・パウダールーム・共有スペー
スも完備。カプセルとは一線を隠した泊まり心地
をご体感下さい。（提供）GOODBLESSGARDEN【…

【管理番号】0396

鳥取和牛ロースとモモのうすぎり黒毛和
種/肉牛TM560708
26,000円
上質な和牛を使用したすき焼きを是非お召し上が
りください。【容量】ロース200ｇ/モモ200ｇ

冷凍 時間指定

【管理番号】0708

鳥取和牛ロースと三角バラの焼肉セット
/肉牛黒毛和種TM550707
28,000円
思わず食べたくなる高級焼肉セットを是非お召し
上がりください。【容量】ロース１５０ｇ/三角
バラ１５０ｇ

冷凍 時間指定

【管理番号】0707

大山黒牛サーロインプレミアム・ロース
トビーフ（大山ブランド会）牛肉…
30,000円
＼和牛オリンピック「肉牛の部」日本一／限定数
100個【容量】大山黒牛サーロインローストビー
フ300ｇ限定数100個

冷凍 時間指定

【管理番号】0544

鳥取和牛モモしゃぶしゃぶすき焼き用（
大山ブランド会）高島屋タカシマ…
30,000円
鳥取和牛モモしゃぶすき焼用【容量】モモしゃぶ
しゃぶすき焼き用500ｇ

冷凍 時間指定

【管理番号】0248
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鳥取県　江府町

鳥取和牛モモ焼肉用（大山ブランド会）
高島屋タカシマヤ30-C20249
30,000円
鳥取和牛モモ焼き肉用500g【容量】モモ焼肉用50
0ｇ

冷凍 時間指定

【管理番号】0249

大山黒牛モモ焼肉用500g（大山ブランド
会）高島屋タカシマヤ30-C40251
30,000円
大山黒牛モモ焼き肉用500g【容量】モモ焼肉用50
0ｇ

冷凍 時間指定

【管理番号】 0251

鳥取和牛ロースと三角バラ焼肉用（大山
ブランド会）/高島屋タカシマヤ30…
30,000円
『多くのブランド牛のルーツ』といわれる、鳥取
和牛をぜひご賞味ください。【容量】鳥取和牛ロ
ース・鳥取和牛三角バラ各150g×１

冷凍

【管理番号】0748

鳥取和牛ロース・モモうすぎり（大山ブ
ランド会）/高島屋タカシマヤ30-A…
30,000円
『多くのブランド牛のルーツ』といわれる、鳥取
和牛をぜひご賞味ください。【容量】鳥取和牛ロ
ース・鳥取和牛モモ各200ｇ×１

冷凍

【管理番号】0749

大山黒牛焼肉用赤身&ロースのミックス
（大山ブランド会）/高島屋タカシ…
30,000円
恵まれた自然環境と一頭一頭手間ひまかけて飼育
【容量】大山黒牛赤身・ロースミックス800ｇ

冷凍

【管理番号】 0372

大山黒牛肩ロースすき焼き用スライス（
大山ブランド会）/はなふさ高島屋…
30,000円
恵まれた自然環境と一頭一頭手間ひまかけて飼育
【容量】大山黒牛肩ロースすき焼き用スライス70
0ｇ

冷凍

【管理番号】0444

鳥取和牛の牛しゃぶ茶漬けセット4人前
（大山ブランド会）高島屋タカシマ…
30,000円
贅沢な最高品質の鳥取和牛を使った牛しゃぶ茶漬
け【容量】鳥取和牛の牛しゃぶ茶漬けセット1200
g（牛肉4枚約200g）

冷凍 時間指定

【管理番号】0856

鳥取和牛×大山豚手造りハンバーグ＆ロ
ールステーキ（大山ブランド会）高…
30,000円
鳥取和牛を使用したハンバーグと大山豚ロールス
テーキの肉セット【容量】鳥取和牛×大山豚手造
りハンバーグ１００ｇ×８・大山豚手造りロール
ステーキ８０ｇ×１０

冷凍 時間指定

【管理番号】0274

鳥取和牛切り落とし（大山ブランド会）
高島屋タカシマヤ30-C20370
30,000円
鳥取和牛切り落とし1kg【容量】1ｋｇ

冷凍 時間指定

【管理番号】370



ふるさと納税お礼の品一覧

このカタログに掲載されている情報は           年       月       日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。  powered by ふるさとチョイス2022 12 15

鳥取県　江府町

大山豚ロース味噌漬けセット「大山物語
」（大山ブランド会）高島屋タカ…
30,000円
じっくり漬け込んだ大山豚のロース肉【容量】大
山豚ロース西京味噌漬け120ｇ×6、大山豚ロース
金山寺味噌漬け120ｇ×6

冷凍 時間指定

【管理番号】0272

大山ハムバラエティ詰合せ(大山ブラン
ド会）/高島屋タカシマヤ30-A150731
30,000円
ローストビーフをメインに人気商品の詰め合わせ
！！【容量】ローストビーフ200ｇ×2、熟成乾塩
ベーコン80ｇ、フライシュケーゼ80ｇ、ペッパー
シンケン72ｇ、カントリーロースト72ｇ、チーズ
リヨナー90ｇ、生ハム(肩ロース）40ｇ×2

冷蔵

【管理番号】0731

鳥取和牛100％贅沢ハンバーグ（大山ブ
ランド会）高島屋タカシマヤ 30-C2…
30,000円
和牛を100％使用した贅沢ハンバーグ！【容量】
鳥取和牛100％贅沢ハンバーグ400ｇ（100ｇ×4）
×3

冷凍 時間指定

【管理番号】0833

大山山麓米食べ比べセット3kg×4計12kg
特別栽培こしひかり他（大山ブラン…
30,000円
鳥取県・大山山麓のお米を食べ比べ【容量】こし
ひかり・きぬむすめ・ひとめぼれ・特別栽培こし
ひかり各3ｋｇ

常温 時間指定

【管理番号】0268

氷温熟成のどぐろ三昧詰合せ（大山ブラ
ンド会）高島屋タカシマヤのし対…
30,000円
ノドグロを三種類の味付けで楽しめます【容量】
のどぐろ干し、のどぐろ煮つけ、塩焼き用のどぐ
ろ各50ｇ×8

冷凍 時間指定

【管理番号】 0244

干物7種セット（大山ブランド会）のど
ぐろ／モサエビ他高島屋タカシマヤ…
30,000円
鳥取県境港産の干物7種類、のどぐろ有【容量】
ノドグロ3枚、鯖1枚、ベラカレイ2枚、白バイ3本
、モサエビ6尾、鯛の西京味噌1枚、ハタハタ4枚

冷凍 時間指定

【管理番号】0409

山陰干物セットはたはた＆開きのどぐろ
2種22尾（大山ブランド会）/ハタ…
30,000円
旬と鮮度にこだわり昔ながらの製法で仕上げたの
どぐろ干物！【容量】ハタハタ約40ｇ×12、開き
のどぐろ約100ｇ×10

冷凍

【管理番号】0449

あわび・さざえ海の貝セット（大山ブラ
ンド会）高島屋タカシマヤ30-T203…
30,000円
あわび＆さざえ天然物【容量】さざえ約1ｋｇ（1
0～12個）・あわび約200ｇ×2個

冷蔵 時間指定

【管理番号】0305

あわび3個詰合せ（大山ブランド会）高
島屋タカシマヤ30-T120315
30,000円
鳥取のあわびです【容量】あわび約２００ｇ3個

冷蔵 時間指定

【管理番号】0315
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鳥取県　江府町

【定期便2回コース】欲張り＆こだわり
セット海の幸詰合せ/きむらや（大…
30,000円
着色料・保存料無添加の加工品あかもく・なまこ
・南蛮漬け他【容量】1か月目：味付アカモク三
杯酢（40ｇ×2）×6・味付アカモク醤油味（40ｇ
×3）×2・味付アカモクわさび風味（30ｇ×3）
×2

冷凍

【管理番号】0666

氷温熟成うま味干し・うま味漬け詰合せ
１４切（大山ブランド会）高島屋…
30,000円
氷温熟成の干物と味噌漬けのセット【容量】えて
かれい130ｇ・本鰆西京漬け80ｇ×各4、「銀鱈、
紅鮭」西京漬け各80ｇ×各3

冷凍 時間指定

【管理番号】0245

【定期便5回】サントリー天然水(奥大山
)1箱×５ヶ月ナチュラルミネラルウ…
30,000円
ひと箱定期です。届いてもお部屋にたまらない！
【容量】550ml×24本1箱5回コース

常温

【管理番号】0655

熟王4本セット（大山ブランド会）無添
加トマトジュース720ml×4高島屋タ…
30,000円
濃厚で甘い無添加・無塩のトマトジュース【容量
】熟王（720ml）4本

常温 時間指定

【管理番号】0422

熟王トマトジュース＆にんじんジュース
各3本セット（大山ブランド会）高…
30,000円
安全・安心なトマトジュースとにんじんジュース
の詰合せ【容量】熟王トマトジュース（720ml）3
本
にんじんジュース（500ml）3本計6本

常温 時間指定

【管理番号】0424

ブルーベリージュースセットB計5本（大
山ブランド会）高島屋タカシマヤ3…
30,000円
奥大山ブルーベリー100パーセントの濃厚なジュ
ース【容量】ブルーベリージュース500ml×5本

常温 時間指定

【管理番号】0352

ブルーベリーお楽しみセット（大山ブラ
ンド会）高島屋タカシマヤ30-i303…
30,000円
奥大山ブルーベリーのジャム、コンポート、ジュ
ース【容量】ブルーベリージャム120g×2、ブル
ーベリーコンポート260g×3、ブルーベリージュ
ース500ml×2

常温 時間指定

【管理番号】0353

摘みたてブルーベリージュース720ml×8
本セット国産高島屋タカシマヤ30-A…
30,000円
濃厚な果実感たっぷりの国産ブルーベリージュー
ス【容量】摘みたてブルーベリー720ml×8本

常温 時間指定

【管理番号】0520

贅沢二十世紀梨ジュース180ml計18本セ
ット(出荷箱入り)高島屋タカシマヤ…
30,000円
果汁99.9パーセントの贅沢二十世紀梨ジュース計
18本【容量】180ml×18本

常温 時間指定

【管理番号】0524
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鳥取県　江府町

山陰銘茶詰合せ（大山ブランド会）高島
屋タカシマヤのし対応可30-G10276
30,000円
大山かぶせ煎茶【容量】大山かぶせ煎茶80ｇ×10

常温 時間指定

【管理番号】0276

山陰銘茶・最中詰合せ（大山ブランド会
）高島屋タカシマヤのし対応可30-…
30,000円
お茶と最中のセット【容量】銘茶最中詰合せ（抹
茶最中10個、ほうじ茶最中5個）×2・煎茶70ｇ×
2

常温 時間指定

【管理番号】0277

スペシャルブレンドブナの森豆180g定期
便4回コーヒー奥大山の水洗い珈琲…
30,000円
奥大山にて焙煎されたこだわりコーヒー豆【容量
】スペシャルブレンドブナの森【豆】180g×1×4
回

常温 定期 時間指定

【管理番号】0781

ドリップバッグコーヒー１５０袋澤井珈
琲ゲイシャブレンド他（大山ブラ…
30,000円
通販で大人気の澤井珈琲さん【容量】ゲイシャブ
レンド・プレミアムブルマンブレンド・エメラル
ドマウンテンブレンド各８ｇ×５０

常温 時間指定

【管理番号】0298

鳥取海老物語海鮮丼詰合せモサエビと甘
エビタレ付（大山ブランド会）高…
31,000円
海老の濃厚な旨味を余すとこなく楽しめます【容
量】もさえび丼150g×2、甘エビ丼150g×2、砂丘
長いもとろろ130g、甘露醤油200g×1、みそ汁の
素×4

冷凍 時間指定

【管理番号】0858

米子ねぎま鍋（ネギとマグロの鍋）2人
前セット大山ブランド会高島屋タカ…
31,000円
ネギとマグロの葱鮪鍋！抜群の組み合わせ【容量
】マグロ200g、白ネギ150g、水菜50g、出汁800g

冷凍 時間指定

【管理番号】0853

寒鰆のしゃぶしゃぶ4人前セット（大山
ブランド会）高島屋タカシマヤ31-B…
31,000円
冬の美味、旬の”さわら”のしゃぶしゃぶ【容量
】鰆400g、白ネギ300g、水菜100g、出汁1500g

冷凍 時間指定

【管理番号】0852

令和4年産新米星空舞(ほしぞらまい)5kg
×4袋計20キロ/精米R4こめ鳥取県JA…
32,000円
とっとりイチ押しのご当地米です。【容量】星空
舞5kg×4袋計20kg

常温

【管理番号】0597

氷温熟成簡単便利な魚惣菜ギフトB（大
山ブランド会）/きんめのどくろぶ…
32,000円
お手軽調理でお楽しみいただける魚惣菜のギフト
セット【容量】金目鯛と黄金生姜の煮付け100ｇ
×2・ぶりの照焼き90ｇ×4・のどぐろの煮付け85
g×4・鯵の甘酢漬け150ｇ×4

冷凍

【管理番号】0771
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鳥取県　江府町

鳥取和牛ロースステーキ黒毛和種/肉牛T
M540706
33,000円
美味しい和牛ロースステーキを是非お召し上がり
ください。【容量】180ｇ×2枚

冷凍 時間指定

【管理番号】0706

鳥取和牛ロースステーキ（大山ブランド
会）/高島屋タカシマヤ35-AL90747
35,000円
『多くのブランド牛のルーツ』といわれる、鳥取
和牛をぜひご賞味ください。【容量】鳥取和牛ロ
ースステーキ180ｇ×2

冷凍

【管理番号】0747

大山ハムバラエティ詰合せ（大山ブラン
ド会）/高島屋タカシマヤ35-A1707…
35,000円
ハムとベーコンにローストビーフ！バラエティ豊
かなお肉の詰め合わせ。【容量】熟成糸巻ロース
ハム320ｇ、ももハム340ｇ、熟成乾塩ベーコン20
0ｇ、ローストビーフ200ｇ×2

冷蔵

【管理番号】0733

のどぐろ干物7～9枚日本海西部産（大山
ブランド会）高島屋タカシマヤ35-…
35,000円
＼人気のノドグロ／【容量】開きのどぐろ約150
～170ｇ×７～9枚

冷凍 時間指定

【管理番号】0295

日本海産干物詰合せ５種３０枚（大山ブ
ランド会）のどぐろ入り高島屋タ…
35,000円
のどぐろ／あじ／えてがれい／するめいか／はた
はた【容量】開きのどぐろ約１２０ｇ・開きあじ
約９０ｇ・えてかれい約1００ｇ・スルメイカ約
１００ｇ各５・はたはた約３０ｇ×１０

冷凍 時間指定

【管理番号】0296

干物9種セット（大山ブランド会）のど
ぐろ／甘鯛／はたはた他高島屋タカ…
35,000円
鳥取境港産の干物たっぷり9種類、のどぐろ有【
容量】ノドグロ2枚、甘鯛2枚、白烏賊1枚、鯖1枚
、ベラカレイ2枚、白バイ3本、モサエビ6尾、鯛
の西京味噌1枚、ハタハタ4枚

冷凍 時間指定

【管理番号】0410

さばしゃぶ3~5人前500gだし付き（大山
ブランド会）鯖サバ青魚EPA高島屋3…
35,000円
ぽん酢でさばシャブ！／／【容量】さばしゃぶ10
0ｇ×5、出汁350ｇ×1、スライス玉ねぎ350ｇ×1
、薬味（ねぎ）60ｇ×1、ポン酢25ｇ×5

冷蔵 時間指定

【管理番号】0547

大山Gビール飲み比べセットF（大山ブラ
ンド会）計20本クラフトビール高…
35,000円
鳥取県・大山の地ビール（クラフトビール）を飲
み比べ【容量】ピルスナー・ヴァイツェン・ペー
ルエール・スタウト各３３０ｍｌ×５

冷蔵 時間指定

【管理番号】0325

大山Gビール・大山ハム詰合せF（大山ブ
ランド会）クラフトビール高島屋…
35,000円
クラフトビール14本&大山ハムのセット【容量】
〈大山Ｇビール〉ピルスナー・ヴァイツェン・ペ
ールエール・スタウト各３３０ｍｌ×３・八郷ビ
ール各３３０ｍｌ×２〈大山ハム〉カントリーロ
ースト７２ｇ・辛口ポチキウインナー１２０ｇ・

冷蔵 時間指定

【管理番号】0326
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鳥取県　江府町

475ビール大山ハム定期便2回コース（大
山ブランド会）クラフトビール高…
35,000円
地元で人気の商品を定期でお楽しみ【容量】1ヶ
月目：ペールエール・ピルスナー・レモネードベ
ルジャンホワイト・コーヒーポーター各330ｍｌ
×2本
2ヶ月目：ももハム310ｇ、熟成乾塩ベーコン200

冷蔵 定期 時間指定

【管理番号】0861

純米大吟醸飲み比べ（大山ブランド会）
日本酒高島屋タカシマヤ35-Q10300
35,000円
千代むすび酒造さんの純米大吟醸３種【容量】純
米大吟醸強力３０・強力４０・山田錦４０各７２
０ｍｌ

常温 時間指定

【管理番号】0300

くめざくら地酒・梅酒飲み比べセット（
大山ブランド会）日本酒純米高島…
35,000円
水どころ、鳥取大山の地酒です【容量】特別純米
「八郷」・特別純米「強力」各300ｍｌ×3、特別
純米「大山桜」・生酛純米大吟「山・海・櫻」・
純米吟醸「だいせん」・純米「久米桜」・純粋「
うめ酒」各300ｍｌ×2

常温 時間指定

【管理番号】0557

ブルーベリーワイン紫泉郷720ml×3本セ
ット（大山ブランド会）酒ポリフェ…
35,000円
抗酸化作用にポリフェノール。ワインで美味しく
摂りませんか。【容量】ブルーベリーワイン紫泉
郷720ml×3限定60セット

常温 時間指定

【管理番号】 0552

黄金美の雫エゴマ油（赤ラベル）3本セ
ット/低温生搾りえごま35-g70629
35,000円
低温生搾り!おいしくオメガ3脂肪酸を摂りましょ
う！【容量】鳥取県産えごま油95ｇ×3

常温

【管理番号】0629

掛け時計（大山ブランド会）高島屋タカ
シマヤ35-W20321
35,000円
木製のやさしい掛け時計【容量】縦(高さ)30×横
20×奥行3ｃｍ

時間指定

【管理番号】0321

鳥取和牛ヒレステーキ黒毛和種/肉牛TM5
30705
36,000円
やわらかな和牛ヒレステーキを是非お召し上がり
ください。【容量】150ｇ×2枚

冷凍 時間指定

【管理番号】0705

鳥取和牛オレイン55モモ肉「シャブシャ
ブスキヤキ」400ｇ（大山ブランド…
36,000円
やわらかくて口溶けがよく肉汁がじゅわっと広が
る鳥取和牛を是非ご賞味ください。（提供）皆生
菊乃家【容量】鳥取和牛オレイン55モモ肉しゃぶ
しゃぶすき焼き用400ｇ

冷凍 時間指定

【管理番号】0411

【定期便全3回】SUNTORY天然水（奥大山
）550ml計144本2箱×3ヶ月ミネラル…
36,000円
硬度約20の軟水です。赤ちゃんのミルクづくりに
も適しています。【容量】550mlペットボトル24
本入り×2箱を全3回お届けします

常温 定期 時間指定

【管理番号】0583



ふるさと納税お礼の品一覧

このカタログに掲載されている情報は           年       月       日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。  powered by ふるさとチョイス2022 12 15

鳥取県　江府町

【定期便6回】SUNTORY天然水1箱×6ヶ月
/奥大山ミネラルウォーター軟水550…
36,000円
毎月１箱×６ヶ月のコースです【容量】550ml×2
4本1箱6回コース

常温 時間指定

【管理番号】0656

ミ(訳あり)ミ紅ズワイガニ3kg(6～10枚)
冷蔵発送カニかに訳アリ境港0528
38,000円
蟹取県と呼ばれる鳥取の訳ありベニズワイガニ【
容量】紅ズワイガニ6枚～10枚前後
生の状態で約3kgの紅ズワイガニを蒸してからお
届けします。
※蒸した後は、生の状態よりも重さが1割から2割

冷蔵 冷凍 時間指定

【管理番号】0528

定期便〈鍋食べ比べコース〉①大山どり
鍋セット／②大山豚しゃぶしゃぶセ…
40,000円
お鍋の定期便全３回【容量】1回目：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×４
2回目：大山豚ローススライス２００ｇ×３・白
ねぎぽん酢１８０ｍｌ×１

冷凍 定期 時間指定

【管理番号】0275

海藻米こしひかり計8kg（大山ブランド
会）お米コメ送料無料2kg×4高島屋…
40,000円
海藻肥料をつかった環境にやさしいコシヒカリで
す【容量】鳥取県日野町産海藻米こしひかり2kg
×4

常温 時間指定

【管理番号】0350

五ツ星お米マイスターのブレンド米18kg
(3ｷﾛ×6袋)（大山ブランド会）こし…
40,000円
「五ツ星お米マイスター」厳選、季節に合わせて
ブレンド【容量】鳥取県産精米18ｋｇ(3ｋｇ×6)
※こしひかり・ミルキークイーンを中心としたブ
レンド米で、季節に応じてブレンド内容(銘柄・
割合)が変更となります。

常温 時間指定

【管理番号】0551

【蒸し】訳あり足折れ松葉ガニ1kg前後/
ずわいがに訳アリかにTM160726
40,000円
蒸し！松葉かに本場の味、鮮度のいいままに蒸し
あげた／蟹のうまみギュッと【容量】1㎏前後（3
枚前後）※カニの相場が著しく高騰した場合、ふ
るさと納税の返礼品提供ルールに準じ、内容量を
変更させていただくことがあります。

冷蔵 時間指定

【管理番号】0726

山陰漁師めし海鮮丼詰合せ長いもとろろ
とタレ付（大山ブランド会）高島…
40,000円
贅沢な海鮮丼をご自宅で楽しめます【容量】海鮮
丼の具150g×6、砂丘長いもとろろ130g×2、甘露
醤油200g×1

冷凍 時間指定

【管理番号】0857

【定期便6ヶ月】天然水奥大山（ヨーデ
ル）2リットル12本×6回計72本(144…
40,000円
赤ちゃんからお年寄りまで、どなたでも安心して
飲んでいただける美味しい水です【容量】【定期
便コース】2L×12本を６回お届けします。

常温 定期 時間指定

【管理番号】 0614

熟王6本セット（大山ブランド会）無添
加トマトジュース720ml×6高島屋タ…
40,000円
濃厚で甘い無添加・無塩のトマトジュース【容量
】熟王（720ml）6本

常温 時間指定

【管理番号】0423
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鳥取県　江府町

ＢＯＸ入りアレンジメント空間に癒し/
フラワーBOX緑花飾り40-t20647
40,000円
花職人が作り出す空間に癒しを見る人にも癒しを
【容量】31×31cm、厚み10cm※手作りのため、色
や形が画像と若干異なる場合がございます

常温

【管理番号】0647

カエルフィギュア「雨蛙の水浴模様あり
｣（大山ブランド会）高島屋タカシ…
40,000円
かわいらしいアマガエル【容量】幅7ｃｍ、奥行7
ｃｍ、高さ3ｃｍ

時間指定

【管理番号】0392

弓浜絣手提バッグ束ね熨斗文様（大山ブ
ランド会）縦30×横49㎝高島屋タカ…
40,000円
弓浜絣の手提げバッグ縁起のいい柄です【容量】
縦35×横30×マチ6ｃｍ

時間指定

【管理番号】0285

鳥取和牛オレイン55サーロイン「ステー
キ」180ｇ×2枚（大山ブランド会）…
41,000円
やわらか鳥取和牛オレイン55サーロイン【容量】
鳥取和牛オレイン55サーロインステーキ用180ｇ
×2

冷凍 時間指定

【管理番号】0412

鳥取和牛ヒレステーキ（大山ブランド会
）/高島屋タカシマヤ45-AL80746
45,000円
『多くのブランド牛のルーツ』といわれる、鳥取
和牛をぜひご賞味ください。【容量】鳥取和牛ヒ
レ150ｇ×2

冷凍

【管理番号】0746

＜大山ハム食べ比べコース＞（大山ブラ
ンド会）/高島屋タカシマヤ45-A18…
45,000円
＼長く愛されてきた商品の詰め合わせ／【容量】
1か月目：熟成糸巻ロースハム320ｇ、ももハム34
0ｇ、熟成乾塩ベーコン200ｇ2か月目：ロースト
ビーフ200ｇ×23か月目：熟成乾塩ベーコン80ｇ
、生ハム(肩ロース）40ｇ×2、ペッパーシンケン

冷蔵 定期

【管理番号】0734

五ツ星お米マイスターのブレンド米計20
kg(5ｷﾛ×4袋)（大山ブランド会）こ…
45,000円
「五ツ星お米マイスター」厳選、季節に合わせて
ブレンド【容量】鳥取県産精米20ｋｇ(5ｋｇ×４
)※こしひかり・ミルキークイーンを中心とした
ブレンド米で、季節に応じてブレンド内容(銘柄
・割合)が変更となります。

常温 時間指定

【管理番号】0550

【定期便全2回】五ツ星お米マイスター
のブレンド米計20kg（5ｷﾛ×2袋×2回)…
45,000円
＜定期便＞「五ツ星お米マイスター」厳選、季節
に合わせてブレンド【容量】鳥取県産精米10ｋｇ
(5ｋｇ×2)×2回※こしひかり・ミルキークイー
ンを中心としたブレンド米で、季節に応じてブレ
ンド内容(銘柄・割合)が変更となります。

常温 時間指定

【管理番号】0549

【蒸し】ご自宅用松葉ガニ大１枚/800～
940g前後ずわいがにカニ訳ありTM1…
45,000円
蒸し！松葉かに本場の味、鮮度のいいままに蒸し
あげた／蟹のうまみギュッと【容量】1枚(800～9
40g前後)※カニの相場が著しく高騰した場合、ふ
るさと納税の返礼品提供ルールに準じ、内容量を
変更させていただくことがあります。

冷蔵 時間指定

【管理番号】0722
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鳥取県　江府町

山陰干物（カレイ・ハタハタ・イカ・ノ
ドグロ・鯖）セット5種45尾（大山…
45,000円
ノドクロ鯖いか等旬と鮮度にこだわり旨味を逃さ
ず干物しました。【容量】エテカレイ約105ｇ×1
4、開きのどぐろ約100ｇ×14、塩サバフィーレ約
160ｇ×4、スルメイカ約150ｇ×3、ハタハタ約40
ｇ×10

冷凍

【管理番号】0450

大山Gビール飲み比べセットF24本（大山
ブランド会）クラフトビール高島…
45,000円
鳥取のこだわりクラフトビール【容量】ピルスナ
ー・ヴァイツェン各330ｍl×６・ペールエール・
スタウト・八郷ビール各３３０ｍｌ×４

冷蔵 時間指定

【管理番号】0327

大山Gビール・地酒セットオリジナル栓
抜き付き（大山ブランド会）高島屋…
45,000円
鳥取のクラフトビール・日本酒を飲み比べ【容量
】

冷蔵 時間指定

【管理番号】0559

超黄金美の雫えごま油（黒ラベル）3本
セット/有機エゴマ低温生搾りこが…
45,000円
低温生搾り!おいしくオメガ3脂肪酸を摂りましょ
う！【容量】鳥取県日野町産有機えごま油95ｇ×
3

常温

【管理番号】0628

鳥取和牛サーロインステーキ（220ｇ×3
枚）660ｇ（冷凍）/エムケイ開発02…
50,000円
＼鳥取和牛サーロイン／【容量】660ｇ（220ｇ×
3枚）（冷凍）

冷凍

【管理番号】0235

鳥取和牛特選モモステーキ用（大山ブラ
ンド会）高島屋タカシマヤ50-C502…
50,000円
鳥取和牛特選モモステーキ用800g【容量】特選モ
モステーキ用800ｇ

冷凍 時間指定

【管理番号】0252

鳥取和牛特選モモスライス（大山ブラン
ド会）高島屋タカシマヤ50-C60253
50,000円
鳥取和牛特選モモスライス800g【容量】特選モモ
スライス800ｇ

冷凍 時間指定

【管理番号】0253

鳥取和牛特選モモ焼肉用（大山ブランド
会）高島屋タカシマヤ50-C70254
50,000円
鳥取和牛特選モモ焼き肉用800g【容量】特選モモ
焼肉用800ｇ

冷凍 時間指定

【管理番号】0254

鳥取和牛肩ロースすき焼き・しゃぶしゃ
ぶ用1ｋｇ（冷凍）/エムケイ開発0…
50,000円
＼鳥取和牛肩ロース／【容量】1kg（冷凍）

冷凍

【管理番号】0236
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鳥取県　江府町

鳥取和牛ロースすき焼き・しゃぶしゃぶ
用800ｇ（冷凍）/エムケイ開発0237
50,000円
＼鳥取和牛ですき焼き・シャブシャブ／【容量】
800ｇ（冷凍）

冷凍

【管理番号】0237

大山黒牛ローススライス（大山ブランド
会）高島屋タカシマヤ50-C80255
50,000円
大山黒牛ロース500g【容量】ローススライス500
ｇ

冷凍 時間指定

【管理番号】 0255

大山山麓米食べ比べセット5kg×4計20kg
特別栽培こしひかり他（大山ブラン…
50,000円
鳥取県・大山山麓のお米を食べ比べ【容量】こし
ひかり・きぬむすめ・ひとめぼれ・特別栽培こし
ひかり各5ｋｇ

常温 時間指定

【管理番号】0269

松葉がに（大山ブランド会）高島屋タカ
シマヤ50-T30306
50,000円
旬の味覚松葉ガニ【容量】松葉がに（約450ｇ）
×2枚

冷蔵 時間指定

【管理番号】0306

ミ(訳あり)ミ蒸し松葉がに(ずわいがに)
2枚冷蔵発送カニ境港0501
50,000円
山陰・境港の旬の味覚松葉ガニ【容量】松葉がに
2枚
※生の状態で500ｇ以上の松葉ガニ×2枚を蒸して
から発送します。
※蒸した後は、生の状態よりも重さが１割から2

冷蔵 冷凍 時間指定

【管理番号】0501

ミ(訳あり)ミカット蒸し松葉がに(ずわ
いがに)2枚冷蔵発送カニ0504
50,000円
山陰・境港の旬の味覚松葉ガニ／食べやすいよう
にカット済み【容量】松葉がに2枚（カット済み
）
※生の状態で500ｇ以上の松葉ガニ×2枚を蒸して
から発送します。

冷蔵 冷凍 時間指定

【管理番号】0504

【蒸し】訳あり足折れ松葉ガニ1.5kg前
後/ずわいがにカニ訳アリTM130723
50,000円
蒸し！松葉かに本場の味、鮮度のいいままに蒸し
あげた／蟹のうまみギュッと【容量】１．５キロ
前後（３～５枚）※カニの相場が著しく高騰した
場合、ふるさと納税の返礼品提供ルールに準じ、
内容量を変更させていただくことがあります。

冷蔵 時間指定

【管理番号】0723

のどぐろ干物9～11枚日本海西部産（大
山ブランド会）高島屋タカシマヤ50…
50,000円
＼人気のノドグロ／【容量】開きのどぐろ約150
～170ｇ×９～11枚

冷凍 時間指定

【管理番号】0297

「音楽熟成栽培」トマトジュースセット
（大山ブランド会）高島屋50-f605…
50,000円
クラシックを聞いて育った豊かな味のとまとジュ
ースです【容量】音熟トマトジュース・極純トマ
トジュース各720ｍｌ×6本

常温 定期 時間指定

【管理番号】0556
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鳥取県　江府町

トマトジュースとにんじんジュースセッ
ト（大山ブランド会）高島屋50-f7…
50,000円
標高400～650mで丁寧に育てられたニンジンとと
まとのジュースです【容量】音熟トマトジュース
（720ｍｌ）・にんじんジュース（500ｍｌ）各6
本

常温 定期 時間指定

【管理番号】0555

覗きガエルのペンダント（大山ブランド
会）高島屋タカシマヤ50-d10341
50,000円
カエルのペンダント【容量】縦2×横1.2×奥行0.
7ｃｍチェーン約70ｃｍ

時間指定

【管理番号】 0341

弓浜絣小座布団花菱文様（大山ブランド
会）高島屋タカシマヤ40-K40286
50,000円
伝統工芸弓浜絣の小座布団【容量】幅約42ｃｍ

時間指定

【管理番号】0286

のれん暖簾一色染オーダーメイド（大山
ブランド会）高島屋タカシマヤ50-…
50,000円
歴史ある老舗染物店がオーダーメイドで「のれん
」をつくります【容量】縦120×横88ｃｍ

時間指定

【管理番号】0290

大山Gビール・大山ハム詰合せF（大山ブ
ランド会）クラフトビール高島屋…
55,000円
クラフトビールとおいしいつまみがあれば幸せ【
容量】〈大山Ｇビール〉ピルスナー・ヴァイツェ
ン・ペールエール・スタウト各３３０ｍｌ×６〈
大山ハム〉ペッパーシンケン７２ｇ・カントリー
ロースト７２ｇ・バーベキューソーセージ１２…

冷蔵 時間指定

【管理番号】0329

定期便全3回〈大山Gビール・大山ハム頒
布会コース〉大山Gビール・大山ハ…
55,000円
鳥取クラフトビール&ソーセージの定期便３ヶ月
コース【容量】1回目：〈大山Ｇビール〉ヴァイ
ツェン・ペールエール各３３０ｍｌ×３・バーレ
ーワイン330ｍｌ×2〈大山ハム〉バーベキューソ
ーセージ１２０ｇ×１

冷蔵 定期 時間指定

【管理番号】0330

超黄金美の雫（黒ラベル）5本セット（
大山ブランド会）/高島屋タカシマ…
55,000円
低温生搾り!おいしくオメガ3脂肪酸を摂りましょ
う！【容量】鳥取県日野町産有機えごま油95ｇ×
5

常温

【管理番号】0741

弓浜絣松皮菱文のクッション厄除け/松
の木の皮伝統模様55-s20646
55,000円
伝統柄を身近なクッションで、厄除け絵柄【容量
】45×45cm※手作りのため、色や形が画像と若干
異なる場合がございます。摩擦により色移りする
事があります。その場合は、お早めに洗濯をして
下さい。洗濯は、単品洗い。40℃程度のお湯に一

常温

【管理番号】0646

玉鋼滴央燿ぐい呑（大山ブランド会）高
島屋タカシマヤ55-b50378
55,000円
大山寺の住職が開窯し途絶えていた大山焼を、19
70年に再興しました。特に釉薬への研究が熱心で
、タタラ製鉄の理論を焼物に応用し、鉄を含む釉
薬がハガネの輝きを滴状に表現しました。県指定
郷土工芸品。（提供）大山焼久古窯【容量】径…

時間指定

【管理番号】0378
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鳥取県　江府町

米子ねぎま鍋（ネギとマグロの鍋）4人
前セット大山ブランド会高島屋タカ…
58,000円
ネギとマグロの葱鮪鍋！抜群の組み合わせ【容量
】マグロ400g、白ネギ300g、水菜100g、出汁1500
g

冷凍 時間指定

【管理番号】0854

ホクニチセレクト2回コース（大山ブラ
ンド会）/高島屋タカシマヤ60-ﾊ907…
60,000円
＼地元で人気のお肉の詰め合わせ／【容量】1ヶ
月目：鳥取和牛×大山豚手造りハンバーグ100g×
8・大山豚手造りロールステーキ80g×10
2ヶ月目：大山豚ロース西京味噌漬け120ｇ×6、
大山豚ロース金山寺味噌漬け120ｇ×6

冷凍

【管理番号】0768

【蒸し】タグ付き松葉ガニ大1枚/800～9
40ｇ前後ズワイガニかにTM60716
60,000円
蒸し！松葉かに本場の味、鮮度のいいままに蒸し
あげた／蟹のうまみギュッと【容量】１枚(800～
940ｇ前後)※カニの相場が著しく高騰した場合、
ふるさと納税の返礼品提供ルールに準じ、内容量
を変更させていただくことがあります。

冷蔵 時間指定

【管理番号】0716

鳥取和牛特選ロースしゃぶしゃぶすき焼
き用（大山ブランド会）高島屋タ…
65,000円
鳥取和牛特選ロース500g【容量】特選ロースしゃ
ぶしゃぶすき焼き用500ｇ

冷凍 時間指定

【管理番号】0256

鳥取和牛特選ロースステーキ用（大山ブ
ランド会）高島屋タカシマヤ65-C1…
65,000円
鳥取和牛特選ロースステーキ【容量】特選ロース
ステーキ200ｇ×2枚

冷凍 時間指定

【管理番号】0257

鳥取和牛オレイン55サーロイン「焼肉」
800ｇ（大山ブランド会）高島屋タ…
69,000円
やわらかくて口溶けがよく肉汁がじゅわっと広が
る鳥取和牛を是非ご賞味ください。（提供）皆生
菊乃家【容量】鳥取和牛オレイン55サーロイン焼
肉800ｇ

冷凍 時間指定

【管理番号】0413

大山ブランド会おすすめ3回コース（大
山ブランド会）/高島屋タカシマヤ7…
70,000円
＼地元で人気のお品の詰め合わせ／【容量】1ヶ
月目：大山そば白・黒・茶（各90g×2・つゆ各15
ml×2）各４
２ヶ月目：贅沢二十世紀梨ジュース720ml×3
３ヶ月目：大山かぶせ煎茶80ｇ×10

常温

【管理番号】0769

小鳥のインテリアセット巣箱かわいい花
器/ことり70-q30645
70,000円
小鳥が喜びそうなかわいい巣箱に見立てた花器で
す。お部屋に可愛い～を。【容量】箱26.5×31.5
×10cm、鳥の巣13×19×4.5cm、小鳥7×9×10.5c
m、おうち3×3×5.5cm（煙含む：5×3.5×7cm、
鳥含む：4×3×10cm）※手作りのため、色や形が

常温

【管理番号】0645

カエルフィギュア「六蛙」（むかえる）
（大山ブランド会）高島屋タカシ…
70,000円
カエルが６匹（むかえる）【容量】幅19.5ｃｍ、
奥行7.5ｃｍ、高さ3.5ｃｍ

時間指定

【管理番号】0394
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鳥取県　江府町

ボディケアチェア専用チェアスタンド（
大山ブランド会）マッサージチェ…
70,000円
おしゃれに２WAY【容量】●本体サイズ…幅68㎝
×高さ34㎝×奥行き70㎝●色展開…シルバー●材
質…鉄（クロームメッキ・焼付け塗装）●重量…
約８㎏●適応体重…100㎏（※専用チェアスタン
ドのみボディケアチェアは別返礼品）

常温

【管理番号】0607

【定期便全6回】サントリー天然水（奥
大山）550ml計288本2箱×6ヶ月SUNTO…
72,000円
硬度約20の軟水です。赤ちゃんのミルクづくりに
も適しています。【容量】奥大山の天然水550ml
ペットボトル24本×2箱を全6回お届け

常温 定期 時間指定

【管理番号】0584

鍋定期便全4回コース鯖しゃぶ大山どり
大山豚あい鴨（大山ブランド会）高…
75,000円
地元で人気の商品を定期でお楽しみ【容量】1ヶ
月目：さばしゃぶ100ｇ×5、出汁350ｇ×1、スラ
イス玉ねぎ350ｇ×1、薬味（ねぎ）60ｇ×1、ポ
ン酢25ｇ×5
2ヶ月目：大山どりモモ角切り200g×2、大山どり

冷凍 時間指定

【管理番号】0862

カエルフィギュア「ナメコとヒキガエル
の樹｣（大山ブランド会）高島屋タ…
75,000円
＼ヒキガエルの背中がかわいい／【容量】幅7.5
ｃｍ、奥行10ｃｍ、高さ9ｃｍ

時間指定

【管理番号】0393

弓浜絣大山柄テーブルセンター（大山ブ
ランド会）高島屋タカシマヤ75-K2…
75,000円
伝統工芸弓浜絣鳥取の名峰大山の図柄です【容量
】縦38×横65ｃｍ

時間指定

【管理番号】0284

玉鋼盃（大山ブランド会）高島屋タカシ
マヤ75-b20337
75,000円
"県指定郷土工芸品
タタラ製鉄の理論を焼物に応用した、金属色の発
色が個性的に光ります。（提供）大山焼久古窯"
【容量】径8×高さ3.5ｃｍ

時間指定

【管理番号】0337

大山物語3回コース(大山ブランド会）/
高島屋タカシマヤ80-ﾊ80767
80,000円
＼地元で人気のお肉の詰め合わせ／【容量】1ヶ
月目：鳥取和牛モモスライス500ｇ
2ヶ月目：鳥取和牛肩ロース焼き肉用500ｇ
3ヶ月目：大山豚ロース西京味噌漬け120ｇ×6、
大山豚ロース金山寺味噌漬け120ｇ×6

冷凍

【管理番号】0767

【蒸し】タグ付き松葉ガニ中2枚/1枚500
～640ｇ前後ずわいがにカニTM1007…
80,000円
蒸し！松葉かに本場の味、鮮度のいいままに蒸し
あげた／蟹のうまみギュッと【容量】2枚(1枚500
～640g前後)※カニの相場が著しく高騰した場合
、ふるさと納税の返礼品提供ルールに準じ、内容
量を変更させていただくことがあります。

冷蔵 時間指定

【管理番号】0720

のどぐろ三昧2回コース(大山ブランド会
）/高島屋タカシマヤ80-ﾊ10760
80,000円
山陰が誇るのどぐろの逸品！【容量】1ヶ月目：
開きのどぐろ約150ｇ～170ｇ×９～11枚
2ヶ月目：のどぐろ干し、のどぐろ煮つけ、塩焼
き用のどぐろ各50ｇ×8

冷凍

【管理番号】0760
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鳥取県　江府町

山陰大松おたのしみ3回コース（大山ブ
ランド会）/高島屋タカシマヤ80-ﾊ2…
80,000円
山陰で人気の商品をお届け!【容量】1ヶ月目
境港サーモン塩漬け・西京漬け各70ｇ×6
2ヶ月目
のどぐろ干し、のどぐろ煮つけ、塩焼き用のどぐ
ろ各50ｇ×8

冷凍

【管理番号】0761

【蒸し】ご自宅用松葉ガニ大2枚/(1枚80
0～940g前後)ズワイガニかに訳あ…
90,000円
蒸し！松葉かに本場の味、鮮度のいいままに蒸し
あげた／蟹のうまみギュッと【容量】2枚(1枚800
～940g前後)

冷蔵 時間指定

【管理番号】0714

大山友禅染シルクネクタイ＆チーフ（大
山ブランド会）高島屋タカシマヤ9…
90,000円
大山友禅染のネクタイ＆スカーフ【容量】シルク
100％

時間指定

【管理番号】0340

はなふさプレミアム鳥取和牛肩ロース焼
肉用（大山ブランド会）高島屋タ…
100,000円
鳥取和牛A5肩ロース焼き肉用【容量】肩ロース焼
肉用1ｋｇ

冷凍 時間指定

【管理番号】0259

はなふさプレミアム鳥取和牛特選赤身焼
肉用（大山ブランド会）高島屋タ…
100,000円
鳥取和牛特選赤身1kg【容量】特選赤身焼肉用1ｋ
ｇ

冷凍 時間指定

【管理番号】 0260

はなふさプレミアム鳥取和牛特選赤身塊
肉（大山ブランド会）高島屋タカ…
100,000円
鳥取和牛A５ランク、憧れのかたまり肉【容量】
特選赤身ブロック800ｇ

冷凍 時間指定

【管理番号】0266

はなふさプレミアム鳥取和牛すき焼きセ
ット（大山ブランド会）高島屋タ…
100,000円
鳥取和牛A５ランク肩ロース／赤身【容量】肩ロ
ースしゃぶしゃぶすき焼き用、特選赤身しゃぶし
ゃぶすき焼き用各500ｇ

冷凍 時間指定

【管理番号】0258

松葉がに（大山ブランド会）高島屋タカ
シマヤ100-T90312
100,000円
鳥取県の旬の味覚、受付開始です【容量】松葉が
に約１ｋｇ１枚

冷蔵 時間指定

【管理番号】0312

ミ(訳あり)ミ蒸し松葉がに(ずわいがに)
4枚冷蔵発送カニ境港0502
100,000円
山陰・境港の旬の味覚松葉ガニ【容量】松葉ガニ
4枚
※生の状態で500ｇ以上の松葉ガニ×4枚を蒸して
から発送します。
※蒸した後は、生の状態よりも重さが１割から2

冷蔵 冷凍 時間指定

【管理番号】0502
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鳥取県　江府町

【蒸し】ご自宅用松葉ガニ中3枚/1枚500
～640g前後ずわいがにカニ訳ありT…
100,000円
蒸し！松葉かに本場の味、鮮度のいいままに蒸し
あげた／蟹のうまみギュッと【容量】3枚(1枚500
～640g前後)※カニの相場が著しく高騰した場合
、ふるさと納税の返礼品提供ルールに準じ、内容
量を変更させていただくことがあります

冷蔵 時間指定

【管理番号】0718

ねばり勝ち焼酎「白兎古譚」黒720ml×6
本セット(出荷箱タイプ)高島屋タカ…
100,000円
鳥取特産の長芋ねばりっこを使った個性的な芋焼
酎６本セット【容量】720ミリリットル×6本

常温 時間指定

【管理番号】0522

高分子もずくフコイダンフコミン実感セ
ットA100-AZ3（大山ブランド会）…
100,000円
「フコミン」は、海産物のきむらやが独自に開発
した抽出技術「ウルトラフィルトレーションF技
術」により抽出された、平均分子量30万レベルの
高分子もずくフコイダン原液です。数多くの特許
や鳥取大学医学部などとの豊富な共同研究の実…

冷蔵 時間指定

【管理番号】

祝旗多色染(大山ブランド会）オーダー
メイド高島屋タカシマヤ100-L10288
100,000円
老舗染物店による逸品オーダーメイドにてご要望
の色柄等承り〼【容量】縦110×横160ｃｍ

【管理番号】0288

のれん暖簾多色染オーダーメイド（大山
ブランド会）高島屋タカシマヤ100…
100,000円
歴史ある老舗染物店がオーダーメイドの「のれん
」をつくります【容量】縦120×横88ｃｍ

時間指定

【管理番号】0289

大山友禅染シルクストール桜（大山ブラ
ンド会）高島屋タカシマヤ100-c10…
100,000円
桜の図柄の大山友禅染ストール【容量】横50×長
さ176ｃｍ

時間指定

【管理番号】0339

玉鋼燿カップ＆ソーサー（大山ブランド
会）高島屋タカシマヤ100-b10336
100,000円
"県指定郷土工芸品
タタラ製鉄の理論を焼物に応用した、金属色の発
色が個性的に光ります。（提供）大山焼久古窯"
【容量】カップ径9×高さ7ｃｍソーサー径13.5×
高さ2.4ｃｍ

時間指定

【管理番号】0336

【蒸し】タグ付き松葉ガニ大２枚/(１枚
800～940ｇ前後)ズワイガニかにTM…
106,000円
蒸し！松葉かに本場の味、鮮度のいいままに蒸し
あげた／蟹のうまみギュッと【容量】2枚(1枚800
～940g前後)※カニの相場が著しく高騰した場合
、ふるさと納税の返礼品提供ルールに準じ、内容
量を変更させていただくことがあります

冷蔵 時間指定

【管理番号】0712

鳥取和牛4回コース（大山ブランド会）/
高島屋タカシマヤ120-ﾊ40763
120,000円
大山山麓の大自然と伏流水で育った鳥取和牛のお
肉です【容量】1ヶ月目：モモ焼肉用500ｇ
2ヶ月目：モモしゃぶしゃぶすき焼き用500ｇ
3ヶ月目：モモステーキ用500ｇ
4ヶ月目：鳥取和牛切り落とし1ｋｇ

冷凍

【管理番号】0763
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鳥取県　江府町

三井別館弥山の膳ペア１泊２食（大山ブ
ランド会）120-AH20419
120,000円
新鮮な海の幸などを楽しめる懐石料理のペア宿泊
プラン【容量】ペア1泊2食※ご利用不可期間：ゴ
ールデンウィークや年末年始などのハイシーズン
。詳しくは、三井別館（電話0859-22-4195）にお
問合せ下さい。※宿泊希望日が満室の場合でも返

【管理番号】0419

淀江傘番傘（大山ブランド会）高島屋タ
カシマヤ120-r10386
120,000円
伝統の淀江傘【容量】素材：竹、因州和紙サイズ
：径120ｃｍ、高さ80cm

時間指定

【管理番号】0386

松葉がに（大山ブランド会）高島屋タカ
シマヤ130-T60309
130,000円
鳥取県の旬の味覚、受付開始です【容量】松葉が
に（約600ｇ）×2枚

冷蔵 時間指定

【管理番号】0309

松涛園山海美味会席ペア１泊２食（大山
ブランド会）130-AC20404
130,000円
山陰の食が満喫できるペア宿泊コース【容量】ペ
ア１泊２食※申込受付：2023年3月末日迄。ご宿
泊期間：2023年7月22日迄※7月22日～8月22日利
用不可
※ご利用不可期間のご利用につきましては、別途

【管理番号】0404

いこい亭菊萬山海の幸をご堪能通年旬菜
プランペア１泊２食（大山ブラン…
150,000円
しゃぶしゃぶや山陰の海の幸を楽しめるペア宿泊
コース【容量】ペア1泊2食※画像はイメージです
。※ご宿泊期間：2023年7月末まで。※ご利用不
可期間：土曜・日曜・祝日前日・GW・お盆・年末
年始などのハイシーズン。詳しくは、いこい亭菊

時間指定

【管理番号】0402

高分子もずくフコイダンフコミン実感セ
ットB150-AZ4（大山ブランド会）…
150,000円
「フコミン」は、海産物のきむらやが独自に開発
した抽出技術「ウルトラフィルトレーションF技
術」により抽出された、平均分子量30万レベルの
高分子もずくフコイダン原液です。数多くの特許
や鳥取大学医学部などとの豊富な共同研究の実…

冷蔵 時間指定

【管理番号】

玉鋼燿酒器セット（徳利、ぐい呑2）（
大山ブランド会）高島屋タカシマヤ…
150,000円
とっくりとぐい飲みのセット【容量】徳利：径8
ｃｍ、高さ12ｃｍぐい呑：径6.5ｃｍ、高さ5ｃｍ

時間指定

【管理番号】0379

大山黒牛焼肉セットモモ／ロース（大山
ブランド会）0263.170-C16
170,000円
大山の豊かな自然環境で育った黒牛のお肉です【
容量】モモ焼肉用800ｇ、ロース焼肉用800ｇ

冷凍 時間指定

【管理番号】0263

大山黒牛ステーキセット（大山ブランド
会）高島屋タカシマヤ170-C140261
170,000円
大山黒牛サーロインステーキ／特選モモステーキ
【容量】サーロインステーキ250ｇ×2枚、特選モ
モステーキ250g×2枚

冷凍 時間指定

【管理番号】0261
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鳥取県　江府町

松葉がに（大山ブランド会）高島屋タカ
シマヤ170-T70310
170,000円
鳥取県の旬の味覚、受付開始です【容量】松葉が
に(約800ｇ）×2枚

冷蔵 時間指定

【管理番号】0310

銀の虫マイマイカブリ額装/metalinsect
series昆虫170-d40640
170,000円
銀のマイマイカブリの額装作品です。昆虫好きに
はたまらないユニーク作りです。【容量】額19.5
×18cm、作品を含めた厚み3.5cm(※手作りのため
、色や形が若干画像と異なる場合がございます。
カタツムリの殻は自然品のため、選べません。)

常温

【管理番号】0640

松葉がに約１ｋｇ×２（大山ブランド会
）高島屋タカシマヤ180-T110314
180,000円
鳥取県の旬の味覚、受付開始です【容量】松葉が
に約１ｋｇ×２

冷蔵 時間指定

【管理番号】0314

銀の虫カマキリ額装/metalinsectseries
180-d50641
180,000円
銀のカマキリの額装作品です。昆虫好きにはたま
らな美しくリアルなフォルム。【容量】額21cm×
13.5cm、作品を含めた厚み7cm※手作りのため、
色や形が画像と若干異なる場合がございます

常温

【管理番号】0641

定期便全３回〈鳥取和牛銘柄コース〉万
葉牛肩ロース・特選モモしゃぶし…
200,000円
鳥取和牛・大山黒牛の定期便3回コース【容量】1
回目：万葉牛肩ロース・特選モモしゃぶしゃぶす
き焼き用各600g
2回目：大山黒牛サーロインステーキ用250g×2枚
3回目：オレイン55ロース焼肉用・特選赤身焼肉

冷凍 定期 時間指定

【管理番号】0264

【定期配送1年計17回】奥大山のおいし
い水8L×3本(本州)ウォーターサーバ…
200,000円
奥大山のおいしい水をウォーターサーバーで手軽
に【容量】(３週毎)８リットル×３本１年間計１
７回

常温 定期

【管理番号】0508

いこい亭菊萬山海の幸をご堪能通年満喫
プランペア１泊２食（大山ブラン…
200,000円
鳥取和牛や海の幸を楽しめるペア宿泊コース【容
量】ペア1泊2食※画像はイメージです。※ご宿泊
期間：2023年7月末まで。※ご利用不可期間：土
曜・日曜・祝日前日・GW・お盆・年末年始などの
ハイシーズン。詳しくは、いこい亭菊萬（電話01

【管理番号】0401

淀江傘蛇の目傘（赤）（大山ブランド会
）高島屋タカシマヤ200-r20387
200,000円
江戸時代に生まれた淀江伝承の傘【容量】素材：
竹、因州和紙サイズ：径120ｃｍ、高さ80cm

時間指定

【管理番号】0387

鳥取和牛特選4回コース（大山ブランド
会）/高島屋タカシマヤ215-ﾊ70766
215,000円
大山山麓の大自然と伏流水で育った鳥取和牛のお
肉です【容量】1ヶ月目：特選モモステーキ用800
ｇ
2ヶ月目：特選ロースしゃぶしゃぶすき焼き用500
ｇ

冷凍

【管理番号】0766
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鳥取県　江府町

大山黒牛2回コース（大山ブランド会）/
高島屋タカシマヤ220-ﾊ30762
220,000円
大山の豊かな自然で育った黒牛のお肉です【容量
】1ヶ月目：モモ焼肉用800ｇ、ロース焼肉用800
ｇ
2ヶ月目：ローススライス500ｇ

冷凍

【管理番号】0762

【定期配送1年計17回】奥大山のおいし
い水8L×3本(東北)ウォーターサーバ…
220,000円
奥大山のおいしい水をウォーターサーバーで手軽
に【容量】天然水（３週毎）８リットル×３本１
年計１７回

常温 定期

【管理番号】0510

皆生菊乃家日本海かに三昧会席コースペ
ア１泊２食（大山ブランド会)0407…
250,000円
11月10日から利用可能活松葉ガニが楽しめるペア
宿泊コース【容量】ペア１泊２食※申込受付：20
23年3月末日迄。
ご宿泊期間：11月10日～2月末迄（2024年2月末迄
）※ご利用不可期間：土曜・日曜・祝日前日・GW

【管理番号】0407

布目花器（大山ブランド会）高島屋タカ
シマヤ250-n10360
250,000円
あたたかみのある花器【容量】縦23×横30×高さ
13ｃｍ

時間指定

【管理番号】0360

【定期配送1年計17回】奥大山のおいし
い水8L×3本(北海道)ウォーターサー…
260,000円
奥大山のおいしい水をウォーターサーバーで手軽
に【容量】天然水（３週毎）８リットル×３本１
年計１７回

常温 定期

【管理番号】0512

【定期配送2年計24回】奥大山のおいし
い水8L×3本(本州)ウォーターサーバ…
280,000円
奥大山のおいしい水をウォーターサーバーで手軽
に【容量】毎月８L×３本計２４L（２年間計２４
回）

常温 定期

【管理番号】0507

【定期配送2年計24回】奥大山のおいし
い水8L×3本(東北)ウォーターサーバ…
310,000円
奥大山のおいしい水をウォーターサーバーで手軽
に【容量】毎月８L×３本計２４L（２年間計２４
回）

常温 定期

【管理番号】0509

ねばり勝ち焼酎「白兎古譚」白/黒計24
本セット(出荷箱タイプ)高島屋タカ…
350,000円
鳥取特産の長芋ねばりっこを使った個性的な芋焼
酎計24本セット【容量】白兎古譚黒720ml×12本
、白兎古譚白720ml×12本

常温 時間指定

【管理番号】0521

【定期配送2年計24回】奥大山のおいし
い水8L×3本(北海道)ウォーターサー…
360,000円
奥大山のおいしい水をウォーターサーバーで手軽
に【容量】毎月８L×３本計２４L（２年間計２４
回）

常温 定期

【管理番号】0511
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鳥取県　江府町

布目蔦文花器（大山ブランド会）高島屋
タカシマヤ400-n50384
400,000円
蔦文様をあしらった花器【容量】径16ｃｍ、高さ
30ｃｍ

時間指定

【管理番号】0384

ランプ「光の小路」（大山ブランド会）
高島屋タカシマヤ500-u10391
500,000円
ガラスアート工房がつくったランプです【容量】
幅25ｃｍ、奥行20ｃｍ、高さ50ｃｍ

時間指定

【管理番号】0391

マッサージチェアボディケアチェア（ベ
ージュ）ファミリーイナダ大山ブ…
500,000円
もっと自由に、スマートにここから始まる新しい
ボディケアライフ【容量】●本体サイズ…幅61㎝
×高さ78㎝（35㎝）×奥行き111㎝（138㎝）←（
）内の数字はフルリクライニング時の寸法●色展
開…ベージュ●外装布地…合成繊維●付属品…電

常温

【管理番号】0605 

マッサージチェアボディケアチェア(グ
レー)ファミリーイナダ大山ブラン…
500,000円
もっと自由に、スマートにここから始まる新しい
ボディケアライフ【容量】●本体サイズ…幅61㎝
×高さ78㎝（35㎝）×奥行き111㎝（138㎝）←（
）内の数字はフルリクライニング時の寸法●色展
開…グレー●外装布地…合成繊維●付属品…電源

常温

【管理番号】0606 

弓浜絣作務衣上衣（大山ブランド会）高
島屋タカシマヤ500-K70375
500,000円
伝統の弓浜絣【容量】着丈80ｃｍ、裄70ｃｍ

時間指定

【管理番号】0375

弓浜絣作務衣下衣（大山ブランド会）高
島屋タカシマヤ500-K80376
500,000円
伝統の弓浜絣【容量】丈103ｃｍ、Ｗ80～100ｃｍ

時間指定

【管理番号】0376

ニホンヒキガエルレプリカ爬虫類変温/
蛙田畑雨降り515-v50649
515,000円
リアル！爬虫類好きにはたまらないヘビと一緒に
飾ると一段とリアルさを増します。【容量】125
×130㎜、体長110㎜※手作りのため、色や形が画
像と若干異なる場合がございます

常温

【管理番号】0649

はなふさセレクト4回コース（大山ブラ
ンド会）/高島屋タカシマヤ540-ﾊ50…
540,000円
選りすぐりの鳥取和牛と大山黒牛をお楽しみくだ
さい【容量】1ヶ月目：肩ロースしゃぶしゃぶす
き焼き用、特選赤身しゃぶしゃぶすき焼き用各50
0ｇ
2ヶ月目：サーロインステーキ250ｇ×2枚、特選

冷凍

【管理番号】0764

鳥取和牛堪能7回コース（大山ブランド
会）/高島屋タカシマヤ685-ﾊ60765
685,000円
選りすぐりのお肉セットをお楽しみください【容
量】1ヶ月目：サーロインステーキ250ｇ×2枚、
特選モモステーキ250g×2枚
2ヶ月目：肩ロースしゃぶしゃぶすき焼き用、特
選赤身しゃぶしゃぶすき焼き用各500ｇ

冷凍

【管理番号】0765
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鳥取県　江府町

ニホンマムシレプリカ爬虫類/ヘビ毒田
畑730-v40648
730,000円
リアル！爬虫類好きにはたまらないカエルと一緒
に飾ると一段とリアルさを増します。【容量】21
5×145㎜、体長545㎜※手作りのため、色や形が
画像と若干異なる場合がございます

常温

【管理番号】0648

弓浜絣作務衣上下セット（大山ブランド
会）高島屋タカシマヤ1000-K60374
1,000,000円
江戸時代から織られている伝統工芸、弓浜絣【容
量】上衣：着丈80ｃｍ、裄70ｃｍ下衣：丈103cm
、Ｗ80～100ｃｍ

時間指定

【管理番号】0374

玉鋼燿天目茶盌（大山ブランド会）高島
屋タカシマヤ1000-b40377
1,000,000円
釉薬が特徴的な焼き物【容量】径12ｃｍ、高さ6.
5ｃｍ

時間指定

【管理番号】0377

布目水花文鉢桜春の川/水面ゆうやく焼
物窯かま碧あお1500-n70644
1,500,000円
水面に漂う桜の花。風情を感じる一品です。【容
量】径45×高さ14.5cm※手作りのため、色や形が
画像と若干異なる場合がございます

常温

【管理番号】0644

キャラボCALABOdeluxeグレーマッサージ
チェアファミリーイナダ(大山ブラ…
1,830,000円
あなたのお家が今日からリラクゼーションサロン
に！！【容量】●本体サイズ…幅85㎝×奥行き11
9㎝（175㎝）×高さ120㎝（72㎝）×奥行き111㎝
（138㎝）←（）内の数字はフルリクライニング
時の寸法

常温

【管理番号】0835

キャラボCALABOdeluxeベージュマッサー
ジチェアファミリーイナダ(大山ブ…
1,830,000円
あなたのお家が今日からリラクゼーションサロン
に！！【容量】●本体サイズ…幅85㎝×奥行き11
9㎝（175㎝）×高さ120㎝（72㎝）×奥行き111㎝
（138㎝）←（）内の数字はフルリクライニング
時の寸法

常温

【管理番号】0834

ルピナスロボWi-Fiモデル（アイボリー
）（大山ブランド会）マッサージチ…
2,900,000円
AIハイブリッドメカで、気持ちよさの真髄へ。【
容量】●本体サイズ…幅108㎝×高さ143㎝（97㎝
）×奥行き135㎝（222㎝）←（）内の数字はフル
リクライニング時の寸法●色展開…アイボリー●
外装布地…合成皮革●付属品…タブレット（10.1

常温

【管理番号】0599

マッサージチェアルピナスロボWi-Fiモ
デル（ブラック）ファミリーイナダ…
2,900,000円
AIハイブリッドメカで、気持ちよさの真髄へ。【
容量】●本体サイズ…幅108㎝×高さ143㎝（97㎝
）×奥行き135㎝（222㎝）←（）内の数字はフル
リクライニング時の寸法●色展開…ブラック●外
装布地…合成皮革●付属品…タブレット（10.1イ

常温

【管理番号】0600

マッサージチェアシャア専用ルピナスロ
ボWi-Fiモデルファミリーイナダガ…
3,110,000円
人の手を超える“もみ心地”を実現したニュータ
イプの登場！【容量】●本体サイズ…幅100㎝×
高さ143㎝（110㎝）×奥行き143㎝（217㎝）←（
）内の数字はフルリクライニング時の寸法●色展
開…レッド●外装布地…合成皮革●付属品…タブ

常温

【管理番号】0603
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鳥取県　江府町

マッサージチェアルピナスロボLTEモデ
ル（アイボリー）ファミリーイナダ…
3,200,000円
AIハイブリッドメカで、気持ちよさの真髄へ。【
容量】●本体サイズ…幅108㎝×高さ143㎝（97㎝
）×奥行き135㎝（222㎝）←（）内の数字はフル
リクライニング時の寸法●色展開…アイボリー●
外装布地…合成皮革●付属品…タブレット（10.1

常温

【管理番号】0601

マッサージチェアルピナスロボLTEモデ
ル（ブラック）ファミリーイナダ大…
3,200,000円
AIハイブリッドメカで、気持ちよさの真髄へ。【
容量】●本体サイズ…幅108㎝×高さ143㎝（97㎝
）×奥行き135㎝（222㎝）←（）内の数字はフル
リクライニング時の寸法●色展開…ブラック●外
装布地…合成皮革●付属品…タブレット（10.1イ

常温

【管理番号】0602 

マッサージチェアシャア専用ルピナスロ
ボLTEモデルファミリーイナダ大山…
3,400,000円
人の手を超える“もみ心地”を実現したニュータ
イプの登場！【容量】●本体サイズ…幅100㎝×
高さ143㎝（110㎝）×奥行き143㎝（217㎝）←（
）内の数字はフルリクライニング時の寸法●色展
開…レッド●外装布地…合成皮革●付属品…タブ

常温

【管理番号】0604 
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