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3101.奥大山の水　2L×12本

10,000円

内容:2L×12本中国地
方最高峰の大山中腹に
広がるブナの原生林に
浸透した天然水を汲み
上げ、工場でボトリン
グ。ミネラルをバラン
スよく含んだお水です
。受付期間：通年発送
時期：入金された翌月
の中旬提供元：…

3102.サントリー奥大山の天
然水　550ml×24本×2箱

10,000円

内容:550ml×24本×2
箱中国山地の最高峰・
大山とその周辺に広が
るブナの森を水源とす
るナチュラルミネラル
ウォーターです。受付
期間：通年発送時期：
入金された翌月末提供
元：サントリープロダ
クツ（株）天然水…

3103.奥大山のおいしい水　
バックインボックス（10L×
2箱）

10,000円

内容:10L×2箱硬度21
の天然水。10Lと大容
量でコック付きのため
、ご家庭でのご使用の
ほか、キャンプなどの
アウトドアやいざとい
う時のための備蓄用と
してもおすすめです。
受付期間：通年発送時
期：入金された翌…

3104．奥大山の天然水100％
の氷

10,000円

標高700ｍの奥大山に
立地し、地下200ｍよ
り揚水した天然水をそ
のまま凍らせた健康・
安心・美味しさを追求
した氷です。お家で美
味しい氷の贅沢な一杯
を！受付期間：通年提
供元：㈱グリーンステ
ージＴＥＬ：085…

3105.秀峰岩泉大吟醸
奥大山の雫

10,000円

内容:720ml×1本江府
町産の酒米と銘水「奥
大山の水」を仕込用水
に使い、巧みの技と豊
かな自然と風土が醸し
だした奥深い味わいを
是非ご賞味下さい。受
付期間：通年発送時期
：入金された翌月の中
旬提供元：大岩…

3106.特別栽培米コシヒカリ
・奥大山高原みそ

10,000円

内容:特別栽培米コシ
ヒカリ2kg×1袋奥大山
高原みそ900g奥大山の
水で育った県認証の特
別栽培米コシヒカリ。
そのお米と特別栽培の
大豆のみで作った奥大
山高原みそ。特別栽培
とは通常の栽培方法よ
りも減農薬（6割…

3107.奥大山高原みそ

10,000円

内容:奥大山高原みそ4
00g×5特別栽培のコシ
ヒカリ・大豆、そして
奥大山の水のみで仕込
み、地下タンクでじっ
くり転園醸造させたこ
だわりの田舎みそ。特
別栽培とは通常の栽培
方法よりも減農薬（6
割）・減化学肥…

3108.江府町産日野特別栽培
米コシヒカリ(精米）

10,000円

内容:コシヒカリ(精米
)4kg農薬や化学肥料を
できるだけ使用してい
ないお米。近くにはサ
ントリー「天然水　奥
大山」で知られる広大
なブナ林から湧き出た
水が豊富にあり、肥沃
な大山の黒ボクととも
に丁寧に育て…

3109.美用トマトケチャップ
プレミアムギフト

10,000円

内容: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本原料のト
マトは、すべて会員が
手作りで育てた完熟ト
マトです。加熱するこ
とでより一層旨み増し
た、だしが利いたよう
な旨みと甘みの味の…

3110.季節の野菜の詰め合わ
せ

10,000円

内容:江府町産野菜・
加工品等江府町内の農
家が作った安全で安心
な「おいしい野菜」で
す。旬のものをお届け
します。(季節によっ
て詰め合わせ内容が違
います)地元の野菜で
作った加工品も入りま
す受付期間：通年…

3111.米子屋旅館
大山おこわ

10,000円

内容:300g×5箱 地元
寒冷地産もち米100%と
手作業で一つずつ皮を
剥きしぶを取った栗。
 すべて国産の具材を
混ぜ合わせ蒸しあげま
す。 賞味期限：製造
日から4日受付期間：
通年発送時期：入金さ
れた翌月の中旬提供…

3112.門脇旅館　大山おこわ

10,000円

内容:300g×5箱祝い事
、祭り事には欠かせな
い郷土料理。明治3年
からの自慢の味を具だ
くさんで6代目が守り
続けています。賞味期
限：製造日から4日受
付期間：通年発送時期
：入金された翌月の中
旬提供元：門脇旅…

3113.おかもと旅館
大山おこわ

10,000円

内容:大山おこわ　250
g×5箱祝い事・祭り事
には欠かせない郷土料
理。地元もち米100%、
奥大山の恵み満載のお
こわです。賞味期限：
(チルド)製造日から5
日受付期間：通年発送
時期：入金された翌月
提供元：おかも…

3114.奥大山おこわ飯バーガ
ー

10,000円

内容:180g×5個奥大山
のもち米を蒸し上げた
大山おこわをバンズに
し、レタス・鳥取牛・
特製マヨネーズを挟ん
だ、奥大山の恵み満載
のライスバーガーです
。賞味期限：(チルド)
製造日から5日
受付期間：通年発送…

3115.生椎茸の詰め合わせ

10,000円

内容:800g～1kg※時価
相場により内容量が変
わります。江府町俣野
地内で原木椎茸栽培を
しています。農薬等を
一切使わない自然の椎
茸の本当の美味しさを
どうぞ。賞味期限：製
造日から5日受付期間
：4月～11月発送…

3116.乾椎茸の詰め合わせ

10,000円

内容:自家栽培乾椎茸
詰め合わせ160g江府町
俣野地内で原木椎茸栽
培をしています。農薬
等を一切使わない自然
の椎茸の本当の美味し
さをどうぞ。受付期間
：通年発送時期：入金
された翌月の中旬提供
元：SAC中尾椎…

3117.アペゼの手作り焼きド
ーナッツセット

10,000円

内容:8個入りアソート
×2セット（計16個）
油で揚げていないので
、とってもヘルシー‼
奥大山産ブルーベリー
をたっぷり使用したも
のをはじめいろいろな
味が楽しめるアソート
セットです。 賞味期
限：製造日から10…

3118.「奥大山ブルーベリー
ファーム」ペア招待券

10,000円

内容入園料+ソフトク
リーム兼×2名様分西
日本最大級「奥大山ブ
ルーベリーファーム」
でのブルーベリー狩り
体験。（7月上旬〜9月
中旬）寒暖差のある機
構で育ったブルーベリ
ーは、とても農耕で甘
熟した味わいです…

3119.奥大山自然薯・ムカゴ

10,000円

内容:奥大山自然薯500
gムカゴ300g標高700ｍ
のクロボク畑で育てた
「奥大山自然薯」。ね
ばり、味、香りとも最
高です。また、自然薯
の赤ちゃん「ムカゴ」
は炊き込みご飯やビー
ルのおつまみに最適で
す。受付期間…

3120.休暇村奥大山　割引券
1名様分（宿泊・食事に使用
可）（有効期限…

10,000円

内容:割引券１名様分
（宿泊・食事の際にご
利用いただけます）　
標高920mの高原で、春
は新緑、夏は避暑、秋
は紅葉、冬はウインタ
ースポーツと四季折々
の自然を満喫。有効期
限：令和２年３月３１
日受付期間：通…

3121.奥大山田舎セット

10,000円

内容：奥大山米ひとめ
ぼれしいたけ醤油　奥
大山奥大山椎茸入りみ
そ汁の具奥大山椎茸ご
はんの素田舎の物産は
やっぱりウマい飯が一
番！「奥大山のお米」
を中心に、奥大山自慢
の商品をセットにしま
した！受付期…

3122.江尾十七夜ツアー（8
月17日）

10,000円

内容江尾十七夜の案内
、記念品など500年の
伝統を誇る夏祭り「江
尾十七夜」を現地ガイ
ドがご案内します。地
元の人しか知らない、
歴史とロマンあふれる
散策ツアー受付期限4
月〜7月　発送時期
8月上旬提供元　…

3123.奥大山ファンクラブ

10,000円

内容一般会員カード、
奥大山グッズ奥大山江
府町のことだ好きな人
なら誰でも入会OK!奥
大山へ来て・見て・関
わって・応援してくれ
るファンの輪を一緒に
広げましょう!提供元
江府町観光協会　TEL
0859－75－60…

3124.竹酢配合植物系台所洗
剤　竹ピカ・竹酢

10,000円

内容:竹ピカ500ml×5
本竹酢1L×1本竹酢配
合植物系台所洗剤「竹
ピカ」は手荒れに悩む
方に大好評、リピータ
ー続出です。竹酢は、
台所・ペットの消臭、
虫さされガーデニング
で土の浄化にも大好評
です。受付期間：…

3125.鳥取和牛切落し
400ｇ　（冷凍）

10,000円

鳥取和牛切落し
400ｇ　（冷凍）鳥取
和牛は、脂の融点が通
常の肉より低く、口の
中に入れると「すーっ
と」とろけていくのが
分かるほどに柔らかい
舌触りが特徴です。肉
本来の味わいと、やさ
しい脂の甘味を実感…

3126.鳥取和牛ミックス焼肉
600ｇ　（冷凍）（カタ・モ
モ・バラの何…

30,000円

鳥取和牛ミックス焼肉
600ｇ　（冷凍）（カ
タ・モモ・バラの何れ
かの焼肉用600ｇ）鳥
取和牛は、脂の融点が
通常の肉より低く、口
の中に入れると「すー
っと」とろけていくの
が分かるほどに柔らか
い舌触りが特…

3127.鳥取和牛リブロース焼
肉　400ｇ　（冷凍）

30,000円

鳥取和牛リブロース焼
肉　400ｇ　（冷凍）
鳥取和牛は、脂の融点
が通常の肉より低く、
口の中に入れると「す
ーっと」とろけていく
のが分かるほどに柔ら
かい舌触りが特徴です
。肉本来の味わいと、
やさしい脂の甘…

3128.鳥取和牛肩ロース
すき焼き・しゃぶしゃぶ用
600ｇ　（冷凍）

30,000円

鳥取和牛肩ロース　す
き焼き・しゃぶしゃぶ
用　600ｇ　（冷凍）
鳥取和牛は、脂の融点
が通常の肉より低く、
口の中に入れると「す
ーっと」とろけていく
のが分かるほどに柔ら
かい舌触りが特徴です
。肉本来の味わ…

3129.鳥取和牛モモ
すき焼き・しゃぶしゃぶ用
700ｇ　（冷凍）

30,000円

鳥取和牛モモ　すき焼
き・しゃぶしゃぶ用
700ｇ　（冷凍）鳥取
和牛は、脂の融点が通
常の肉より低く、口の
中に入れると「すーっ
と」とろけていくのが
分かるほどに柔らかい
舌触りが特徴です。肉
本来の味わいと…

3130.鳥取和牛サーロインス
テーキ　660ｇ
（冷凍）（サーロインステ
…

50,000円

鳥取和牛サーロインス
テーキ　600ｇ　（冷
凍）（サーロインステ
ーキ約220ｇ×3枚）鳥
取和牛は、脂の融点が
通常の肉より低く、口
の中に入れると「すー
っと」とろけていくの
が分かるほどに柔らか
い舌触りが特徴…

3131.鳥取和牛肩ロース
すき焼き・しゃぶしゃぶ用
1ｋｇ　（冷凍）

50,000円

鳥取和牛肩ロース　す
き焼き・しゃぶしゃぶ
用　1ｋｇ　（冷凍）
鳥取和牛は、脂の融点
が通常の肉より低く、
口の中に入れると「す
ーっと」とろけていく
のが分かるほどに柔ら
かい舌触りが特徴です
。肉本来の味わ…

3132.鳥取和牛肩ロース
すき焼き・しゃぶしゃぶ用
800ｇ　（冷凍）

50,000円

鳥取和牛ロース　すき
焼き・しゃぶしゃぶ用
800ｇ　（冷凍）鳥取
和牛は、脂の融点が通
常の肉より低く、口の
中に入れると「すーっ
と」とろけていくのが
分かるほどに柔らかい
舌触りが特徴です。肉
本来の味わい…
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3133.大山ハム詰合せF（大
山ブランド会）

25,000円

"伝統の味と技を引き
継ぐロングセラー商品
の詰め合わせです。（
提供）大山ハム"【容
量】ｺｯﾎシンケン９５
ｇ・ペッパーシンケン
７２ｇ・生ハム（肩ロ
ース）４０ｇ・熟成乾
塩ベーコン８０ｇ・フ
ライシュケーゼ８…

3134.大山ハム詰合せF（大
山ブランド会）

20,000円

"伝統の味と技を引き
継ぐロングセラー商品
の詰め合わせです。（
提供）大山ハム"【容
量】ボンレスハム125g
・ペッパーシンケン72
g・カントリーロース
ト72g・フライシュケ
ーゼ80g・チーズリヨ
ナー90g・熟成乾塩…

3135.大山ハム詰合せF（大
山ブランド会）

30,000円

国産豚肩ロース肉に黒
胡椒をまぶして焼き上
げたﾍﾟｯﾊﾟｰｼﾝｹﾝや、人
気のカントリーロース
ト、国産牛ロース肉を
焙煎胡椒とドイツ岩塩
等で味付けし、香ばし
く焼き上げたロースト
ビーフの詰め合わせで
す。（提供）…

3136.〈大山ハム食べ比べコ
ース〉大山ハム詰合せF①②
③

50,000円

１回目：ブロックタイ
プで料理の幅が広がる
熟成乾塩ベーコンとも
もハムに加え、スライ
スタイプのこんがり焼
豚とモルタデッラ、ピ
リッと辛口なバーベキ
ューソーセージを詰め
合わせた5種類のバラ
エティ・セット…

3137.氷温製法　山陰産干物
詰合せ（大山ブランド会）

30,000円

山陰で漁獲された素材
を氷温製法で干物にし
ました。氷温で製造す
る事で鮮度を保ちなが
ら素材本来の旨みを引
き出す事ができます。
（提供）山陰大松【容
量】干しかれい130ｇ
、開きあじ80ｇ、のど
ぐろ開き60ｇ×…

3138.氷温熟成　干物＆西京
漬けセット（大山ブランド
会）

30,000円

山陰発祥の製法「氷温
熟成」で仕上げた、干
物と味噌漬けのセット
です。こだわりの逸品
が多くのバリエーショ
ンでお召し上がりいた
だけます。（提供）山
陰大松【容量】「銀鱈
、紅鮭、本鰆」西京漬
け80ｇ×各2、…

3139.氷温熟成　のどぐろ三
昧詰合せ（大山ブランド会
）

30,000円

白身魚の王様とも呼ば
れる「のどぐろ」を、
鳥取生まれの「氷温」
製法で仕上げました。
干物、煮付け、塩焼用
の３種の味で楽しむ、
プレミアムな逸品です
。（提供）山陰大松【
容量】のどぐろ干し、
のどぐろ煮つ…

3140.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…

30,000円

山陰発祥の製法「氷温
熟成」で仕上げた、干
物と味噌漬けのセット
です。こだわりの逸品
が多くのバリエーショ
ンでお召し上がりいた
だけます。（提供）山
陰大松【容量】えてか
れい130ｇ・本鰆西京
漬け80ｇ×各4、…

3141.氷温干し
のどぐろ（大山ブランド会
）

30,000円

山陰で生まれた氷温製
法で、白身のトロとい
われるのどぐろを干物
にしました。日本海の
荒波で育まれた美味し
さをお楽しみください
。（提供）山陰大松【
容量】干しのどぐろ80
ｇ×10

3142.境港サーモン詰合せ（
大山ブランド会）

20,000円

大山の伏流水で稚魚ま
で育ち、境港で育まれ
た「境港サーモン」を
塩と西京漬けの２種の
味わいでお楽しみくだ
さい。鳥取発祥の「氷
温熟成」で製法にもこ
だわりました。（提供
）山陰大松【容量】境
港サーモン塩…

3143.鳥取和牛モモしゃぶし
ゃぶすき焼き用（大山ブラ
ンド会）

30,000円

大山山麓に広がる大自
然と伏流水でたくさん
の愛情を受け育った良
牛『鳥取和牛』をお届
けします。（提供）は
なふさ【容量】モモし
ゃぶしゃぶすき焼き用
500ｇ

3144.鳥取和牛モモ焼肉用（
大山ブランド会）

30,000円

大山山麓に広がる大自
然と伏流水でたくさん
の愛情を受け育った良
牛『鳥取和牛』をお届
けします。（提供）は
なふさ【容量】モモ焼
肉用500ｇ

3145.鳥取和牛モモステーキ
用（大山ブランド会）

30,000円

大山山麓に広がる大自
然と伏流水でたくさん
の愛情を受け育った良
牛『鳥取和牛』をお届
けします。（提供）は
なふさ【容量】モモス
テーキ用500ｇ

3146.大山黒牛モモ焼肉用（
大山ブランド会）

30,000円

「大山黒牛」は恵まれ
た自然環境と一頭一頭
手間ひまかけて飼育さ
れ、見た目の美しさに
も目を見張る肉本来の
とろける食感、奥深い
旨みが特徴です。（提
供）はなふさ【容量】
モモ焼肉用500ｇ

3147.鳥取和牛特選モモステ
ーキ用（大山ブランド会）

50,000円

大山山麓に広がる大自
然と伏流水でたくさん
の愛情を受け育った良
牛『鳥取和牛』の特選
をお届けします。（提
供）はなふさ【容量】
特選モモステーキ用80
0ｇ

3148.鳥取和牛特選モモスラ
イス（大山ブランド会）

50,000円

大山山麓に広がる大自
然と伏流水でたくさん
の愛情を受け育った良
牛『鳥取和牛』の特選
をお届けします。（提
供）はなふさ【容量】
特選モモスライス800
ｇ

3149.鳥取和牛特選モモ焼肉
用（大山ブランド会）

50,000円

大山山麓に広がる大自
然と伏流水でたくさん
の愛情を受け育った良
牛『鳥取和牛』の特選
をお届けします。（提
供）はなふさ【容量】
特選モモ焼肉用800ｇ

3150.大山黒牛ローススライ
ス（大山ブランド会）

50,000円

「大山黒牛」は恵まれ
た自然環境と一頭一頭
手間ひまかけて飼育さ
れ、見た目の美しさに
も目を見張る肉本来の
とろける食感、奥深い
旨みが特徴です。（提
供）はなふさ【容量】
ローススライス500ｇ

3151.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）

65,000円

大山山麓に広がる大自
然と伏流水でたくさん
の愛情を受け育った良
牛『鳥取和牛』の特選
をお届けします。（提
供）はなふさ【容量】
特選ロースしゃぶしゃ
ぶすき焼き用500ｇ

3152.鳥取和牛特選ロースス
テーキ用（大山ブランド会
）

65,000円

大山山麓に広がる大自
然と伏流水でたくさん
の愛情を受け育った良
牛『鳥取和牛』の特選
をお届けします。(提
供）はなふさ【容量】
特選ロースステーキ20
0ｇ×2枚

3153.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）

100,000円

鳥取和牛A5ランクの中
でも㈱はなふさが選り
すぐった鳥取和牛をお
届けします。（提供）
はなふさ【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

3154.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）

100,000円

鳥取和牛A5ランクの中
でも㈱はなふさが選り
すぐった鳥取和牛をお
届けします。(提供）
はなふさ【容量】肩ロ
ース焼肉用1ｋｇ

3155.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）

100,000円

鳥取和牛A5ランクの中
でも㈱はなふさが選り
すぐった鳥取和牛をお
届けします。（提供）
はなふさ【容量】特選
赤身焼肉用1ｋｇ

3156.大山黒牛ステーキセッ
ト（大山ブランド会）

170,000円

「大山黒牛」は恵まれ
た自然環境と一頭一頭
手間ひまかけて飼育さ
れ、見た目の美しさに
も目を見張る肉本来の
とろける食感、奥深い
旨みが特徴です。（提
供）はなふさ【容量】
サーロインステーキ25
0ｇ×2枚、特選…

3157.鳥取和牛オレイン55し
ゃぶしゃぶすき焼きセット
（大山ブランド…

170,000円

まろやかな脂質が持ち
味で、バランスの良い
赤身と一緒に口に含め
ば、ジュワっと広がる
和牛本来の味わいが特
徴の「オレイン５５」
は牛肉脂肪中のオレイ
ン酸含有が５５％以上
という厳密な条件をク
リアしたもの…

3158.大山黒牛焼肉セット（
大山ブランド会）

170,000円

「大山黒牛」は恵まれ
た自然環境と一頭一頭
手間ひまかけて飼育さ
れ、見た目の美しさに
も目を見張る肉本来の
とろける食感、奥深い
旨みが特徴です。（提
供）はなふさ【容量】
モモ焼肉用800ｇ、ロ
ース焼肉用800ｇ

3159.〈鳥取和牛銘柄コース
〉万葉牛肩ロース・特選モ
モしゃぶしゃぶ…

200,000円

１回目：肉味に旨味が
あり、脂の融点が低く
口の中に入れるとすー
っと溶けておく口溶け
の良さが特徴です。(
提供）はなふさ２回目
：「大山黒牛」は恵ま
れた自然環境と一頭一
頭手間ひまかけて飼育
され、見た目の…

3160.鳥取和牛ローストビー
フ（大山ブランド会）

50,000円

大山山麓に広がる大自
然と伏流水でたくさん
の愛情を受け育った良
牛『鳥取和牛』をロー
ストビーフでご堪能く
ださい。（提供）はな
ふさ【容量】鳥取和牛
ローストビーフ
約250ｇ×2

3161.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）

100,000円

鳥取和牛A5ランクの中
でも㈱はなふさが選り
すぐった鳥取和牛を塊
肉でお届けします。（
提供）はなふさ【容量
】特選赤身ブロック80
0ｇ

3162.松葉がに（大山ブラン
ド会）

25,000円

山陰の冬の味覚「松葉
がに」を新鮮なうちに
ボイルしました。（提
供）米子中浦【容量】
300ｇ～500ｇ×１

3163.大山山麓米食べ比べセ
ット3ｋｇ（大山ブランド会
）

30,000円

大山の山麓で自然豊か
な土壌と水で育まれた
おいしいお米をお楽し
みください。（提供）
岩崎米穀【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

3164.大山山麓米食べ比べセ
ット5ｋｇ（大山ブランド会
）

50,000円

大山の山麓で自然豊か
な土壌と水で育まれた
おいしいお米をお楽し
みください。（提供）
岩崎米穀【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

3165.大山山麓米まるごと玄
米（大山ブランド会）

65,000円

大山の山麓で自然豊か
な土壌と水で育まれた
おいしいお米を玄米で
お届けします。（提供
）岩崎米穀【容量】特
別栽培こしひかり（玄
米）30ｋｇ

3166.鳥取和牛すき焼き用「
大山物語」（大山ブランド
会）

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。モ
モ肉は鳥取和牛の中で
も脂肪の少ないしっと
りとした味わいの赤身
の部位です。（提供）
ホクニチ【容量】鳥取
和牛モモスラ…

3167.大山豚ロース味噌漬け
セット「大山物語」（大山
ブランド会）

30,000円

肉質はきめ細かく柔ら
かで豚本来の旨味にも
富んだ鳥取県産の大山
豚。筋切りしたロース
肉を西京味噌と金山寺
味噌に2日間じっくり
と漬込むことでお肉に
程よく染みわたります
。コクのある甘みと焼
き上げた際の香…

3168.鳥取和牛焼肉用「大山
物語」（大山ブランド会）

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。（…

3169.ハンバーグ＆ロールス
テーキ（大山ブランド会）

30,000円

"鳥取和牛と大山豚の
旨味が凝縮され、ジュ
ーシーな肉汁と深い味
わいが特徴の柔らかい
ハンバーグです。肉質
はきめ細かく柔らかな
大山豚を薄くスライス
し手作業で丁寧に巻き
上げ、お箸でほぐれる
柔らかさのロー…

3170.〈鍋食べ比べコース〉
大山どり鍋セット①〈鍋食
べ比べコース〉大…

40,000円

１回目：ジューシーで
プリッとした歯ごたえ
の大山どりのモモ肉と
、柚子の風味が効いた
大山どりつみれは特製
ストレートスープと相
性バツグンです。お好
みの具材で歯ごたえ、
コク、旨みの三拍子揃
った大山どり…

3171山陰銘茶詰合せ（大山
ブランド会）

30,000円

大山山麓で収穫された
銘茶の風味をご堪能く
ださい。（提供）長田
茶店【容量】大山かぶ
せ煎茶80ｇ×10

3172.山陰銘茶・最中詰合せ
（大山ブランド会）

30,000円

お茶によく合う最中と
煎茶をセットでお届け
します。（提供）長田
茶店【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
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3173.山陰のどぐろ(中）・
えてがれい詰合せ-
A（大山ブランド会）

20,000円

「全国から人気の高い
山陰の干物」ノドグロ
。昔から「山陰で一番
よく食べられている干
物」えてがれい。「２
つの山陰NO.１」の２
種類の干物セットです
。（提供）ヤマサ食品
【容量】のどぐろ約７
０ｇ・えてがれ…

3174.山陰のどぐろ(中）・
えてがれい詰合せ-
B（大山ブランド会）

30,000円

「全国から人気の高い
山陰の干物」ノドグロ
。昔から「山陰で一番
よく食べられている干
物」えてがれい。「２
つの山陰NO.１」の２
種類の干物セットです
。（提供）ヤマサ食品
【容量】のどぐろ約７
０ｇ・えてがれ…

3175.山陰のどぐろ(中）・
えてがれい詰合せ-
C（大山ブランド会）

70,000円

「全国から人気の高い
山陰の干物」ノドグロ
。昔から「山陰で一番
よく食べられている干
物」えてがれい。「２
つの山陰NO.１」の２
種類の干物セットです
。（提供）ヤマサ食品
【容量】のどぐろ約７
０ｇ・えてがれ…

3176.吾左衛門鮓3本セット
（大山ブランド会）

20,000円

江戸時代に廻船問屋の
船子たちが食べていた
という弁当を再現した
「吾左衛門鮓」。「穴
子」「境港サーモン」
「蟹」の3種をご用意
しました。（提供）米
吾【容量】吾左衛門鮓
「穴子」「境港サーモ
ン」「蟹」

3177.こだわりの大山ブレン
ドと５種の珈琲豆セット（
大山ブランド会）

20,000円

JBrC決勝カップヘッド
ジャッジなども務める
焙煎師　本池達也が厳
選した各地のスペシャ
リティーコーヒー5種
類と、マンデリンベー
スの深くまろやかな味
わいが人気の「大山ブ
レンド」。飲み比べも
楽しめるたっぷ…

3178.弓浜絣
テーブルセンター
花文様（大山ブランド会）

20,000円

国指定伝統的工芸品　
　約250年前より弓浜
地方で自家用に織られ
てきた、木綿藍染手織
の絣織物で、花柄のテ
ーブルセンター（提供
）ごとう絣店【容量】
縦30×横49ｃｍ

3179.弓浜絣　大山柄テーブ
ルセンター（大山ブランド
会）

75,000円

国指定伝統的工芸品　
　名峰大山を織り込ん
だテーブルセンター（
提供）ごとう絣店【容
量】縦38×横65ｃｍ

3180.弓浜絣　手提バッグ　
束ね熨斗文様（大山ブラン
ド会）

40,000円

国指定伝統的工芸品　
　人と人とのつながり
や長寿の象徴など、様
々なおめでたい意味を
含む吉祥文様をポケッ
ト部分に使用（提供）
ごとう絣店【容量】縦
35×横30×マチ6ｃｍ

3181.弓浜絣　座布団
花菱文様（大山ブランド会
）

40,000円

国指定伝統的工芸品　
　家紋に多い花菱の文
様を織り込みました（
提供）ごとう絣店【容
量】幅約42ｃｍ

3182.弓浜絣　暖簾
海老文様（大山ブランド会
）

120,000円

国指定伝統的工芸品　
　伊勢海老文様は大変
豪華なモチーフで、長
寿の象徴や、祝い文様
として好まれます（提
供）ごとう絣店【容量
】縦141×横90ｃｍ

3183.祝旗
多色染(大山ブランド会）

100,000円

"県指定郷土工芸品　
　創業300年以上の歴
史ある老舗染物店　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
…

3184.のれん
多色染（大山ブランド会）

100,000円

"県指定郷土工芸品　
　創業300年以上の歴
史ある老舗染物店ご希
望のデザインを、５～
８色で染め上げます。
画像はサンプルです。
オーダーメードの為、
事業者より直接メール
又は電話にてご要望の
色柄等をお伺い…

3185.のれん
一色染（大山ブランド会）

50,000円

"県指定郷土工芸品　
創業300年以上の歴史
ある老舗染物店ご希望
のデザインを、単色で
染め上げます。画像は
サンプルです。オーダ
ーメードの為、事業者
より直接メール又は電
話にてご要望の色柄等
をお伺いさせて…

3186.かにしゃぶしゃぶ鍋セ
ットＡ（大山ブランド会）

30,000円

濃厚な甘みを持つ、ず
わいがにと紅ずわいが
に。ふっくら豊潤な身
は食べごたえ抜群。か
にの旨みがギュッと凝
縮。（提供）門永水産
【容量】生ずわいがに
棒ポーション４００ｇ
、ボイル紅ずわいがに
２本爪ポーシ…

3187.かにしゃぶしゃぶ鍋セ
ットＢ（大山ブランド会）

50,000円

新鮮な生ずわいがにと
ボイルした紅ずわいが
にを急速冷凍。かに本
来の旨みが楽しめるし
ゃぶしゃぶ鍋用のセッ
トにしました。（提供
）門永水産【容量】生
ずわいがに棒ポーショ
ン８００ｇ（４００ｇ
×２袋の場合も…

3188.日本海西部産　開きの
どぐろ干物４枚（大山ブラ
ンド会）

20,000円

"山陰沖で獲れるのど
ぐろ（赤ムツ）は、1
年を通して脂の乗りが
よく濃厚な旨味を感じ
させてくれる魚です。
甘塩仕立てで、ふっく
らとした白身には旨み
が凝縮。脂ののりが自
慢です。（提供）大海
"【容量】開きの…

3189.日本海産　干物詰合せ
５種１５枚（大山ブランド
会）

20,000円

日本海で水揚げされる
代表的な魚を旬と鮮度
にこだわり昔ながらの
製法加工で旨味を逃さ
ず干物に仕上げました
。（提供）大海【容量
】開きのどぐろ約２０
ｇ・開きあじ約９０ｇ
・はたはた約３０ｇ・
えてかれい約1…

3190.日本海西部産　開きの
どぐろ干物７枚（大山ブラ
ンド会）

35,000円

"山陰沖で獲れるのど
ぐろ（赤ムツ）は、1
年を通して脂の乗りが
よく濃厚な旨味を感じ
させてくれる魚です。
甘塩仕立てで、ふっく
らとした白身には旨み
が凝縮。脂ののりが自
慢です。（提供）大海
"【容量】開きの…

3191.日本海産　干物詰合せ
５種３０枚（大山ブランド
会）

35,000円

日本海で水揚げされる
代表的な魚を旬と鮮度
にこだわり昔ながらの
製法加工で旨味を逃さ
ず干物に仕上げました
。提供（大海）【容量
】開きのどぐろ約１２
０ｇ・開きあじ約９０
ｇ・えてかれい約1０
０ｇ・スルメイ…

3192.日本海西部産　開きの
どぐろ干物９枚（大山ブラ
ンド会）

50,000円

"山陰沖で獲れるのど
ぐろ（赤ムツ）は、1
年を通して脂の乗りが
よく濃厚な旨味を感じ
させてくれる魚です。
甘塩仕立てで、ふっく
らとした白身には旨み
が凝縮。脂ののりが自
慢です。（提供）大海
"【容量】開きの…

3193.ドリップバッグコーヒ
ー１５０袋（大山ブランド
会）

30,000円

創業37年を迎えるコー
ヒー専門店がこだわり
抜いたブレンドコーヒ
ーをドリップバッグで
包み込み、たっぷり3
種類合計150袋をご用
意しました。当店自慢
の3銘柄をぜひご賞味
ください。（提供）澤
井珈琲【容量】ゲ…

3194.かつお風味だしの素（
大山ブランド会）

35,000円

発売から40年以上のロ
ングセラーです。10g
の個包装でいつでも削
りたての鰹節の風味を
手軽に味わえます。全
国からお取り寄せのリ
ピートをいただく人気
商品です。（提供）日
本食品工業【容量】「
日食」かつお風…

3195純米大吟醸飲み比べ（
大山ブランド会）

35,000円

酒米にこだわった純米
大吟醸の3種を飲み比
べてください。（提供
）千代むすび酒造【容
量】純米大吟醸強力３
０・強力４０・山田錦
４０各７２０ｍｌ

3196.弓浜絣　トートバッグ
（大山ブランド会）

40,000円

地元産にこだわり、境
港産の伯州綿を使った
トートバッグです（提
供）弓浜絣工房B【容
量】縦43×横30×マチ
13ｃｍ

3197.弓浜絣　リバーシブル
トートバッグ（大山ブラン
ド会）

100,000円

地元産にこだわり、境
港産の伯州綿を使った
トートバッグです。（
提供)弓浜絣工房B【容
量】縦30×横40×マチ
13ｃｍ

3198.弓浜絣　巾着とポーチ
（大山ブランド会）

40,000円

巾着は「柳に燕」ポー
チには「初夢」の絵模
様が織り込まれていま
す。（提供）絲の文【
容量】巾着：横16×縦
２２ｃｍ　ポーチ：横
24×縦13×マチ８ｃｍ

3199.勢子（親）がに（大山
ブランド会）

30,000円

お腹の中と外に卵をた
くさん抱えた松葉ガニ
の雌。蟹肉に加えて卵
とミソをご堪能くださ
い。（提供）お魚セン
ターみくりや【容量】
勢子（親）がに（中）
×6枚

3200.あわび・さざえ海の貝
セット（大山ブランド会）

30,000円

天然物をセットにしま
した。コリコリとした
食感と磯の香りをお楽
しみください。（提供
）お魚センターみくり
や【容量】さざえ約1
ｋｇ（10～12個）・あ
わび約200ｇ×2個

3201.松葉がに（大山ブラン
ド会）

50,000円

冬の味覚「松葉ガニ」
。日本海で育ったぎっ
しりと身の詰まった旨
味と中のミソもお楽し
みください。（提供）
お魚センターみくりや
【容量】松葉がに（約
450ｇ）×2枚

3202.松葉・勢子（親）がに
詰合せ（大山ブランド会）

50,000円

冬の味覚「松葉ガニ」
。松葉ガニの身の旨味
に加え、卵とミソも味
わえる雌の勢子（親ガ
ニ）とセットで。（提
供）お魚センターみく
りや【容量】松葉がに
（約450ｇ）×1枚、勢
子（親）がに（中）×
5枚

3203.松葉・勢子（親）がに
詰合せ（大山ブランド会）

65,000円

冬の味覚「松葉ガニ」
。松葉ガニの身の旨味
に加え、卵とミソも味
わえる雌の勢子（親ガ
ニ）とセットで。（提
供）お魚センターみく
りや【容量】松葉がに
（約600ｇ）×1枚、勢
子（親）がに（中）×
3枚

3204.松葉がに（大山ブラン
ド会）

130,000円

冬の味覚「松葉ガニ」
。日本海で育ったぎっ
しりと身の詰まった旨
味と中のミソもお楽し
みください。（提供）
お魚センターみくりや
【容量】松葉がに（約
600ｇ）×2枚

3205.松葉がに（大山ブラン
ド会）

170,000円

冬の味覚「松葉ガニ」
。日本海で育ったぎっ
しりと身の詰まった旨
味と中のミソもお楽し
みください。（提供）
お魚センターみくりや
【容量】松葉がに(約8
00ｇ）×2枚

3206.五輝星（松葉がに）（
限定２０セットです）

200,000円

「とっとり松葉がに」
のうち、「甲幅」「重
さ」「形状」「色合い
」「身入り」の5つに
おいて目利き人が厳し
い目で選別した最上級
の松葉がにのトップブ
ランドが「五輝星（い
つきぼし）」です。（
提供）お魚セン…

3207.松葉がに（大山ブラン
ド会）

100,000円

冬の味覚「松葉ガニ」
。日本海で育ったぎっ
しりと身の詰まった旨
味と中のミソもお楽し
みください。（提供）
お魚センターみくりや
【容量】松葉がに約１
ｋｇ　１枚

3208.冷凍松葉がに1枚（大
山ブランド会）

30,000円

冬の味覚「松葉ガニ」
を冷凍でお届けします
。日本海で育ったぎっ
しりと身の詰まった旨
味と中のミソもお楽し
みください。（提供）
お魚センターみくりや
【容量】冷凍松葉がに
約５００ｇ×１

3209.松葉がに約１ｋｇ×２
（大山ブランド会）

180,000円

冬の味覚「松葉ガニ」
。日本海で育ったぎっ
しりと身の詰まった旨
味と中のミソもお楽し
みください。（提供）
お魚センターみくりや
【容量】松葉がに約１
ｋｇ×２

3210.あわび3個詰合せ（大
山ブランド会）

30,000円

山陰から新鮮な「あわ
び」をお届けします。
（提供）お魚センター
みくりや【容量】あわ
び約２００ｇ3個

3211.かぶせ茶「伯耆誉」詰
合せ（大山ブランド会）

20,000円

大山の麓で丹精こめて
育てた深蒸しかぶせ茶
「伯耆誉」を贅沢に５
本詰合せました。濃厚
な味をお楽しみくださ
い。（提供）井上青輝
園【容量】伯耆誉８０
ｇ×５

3212.銘茶詰合せ（大山ブラ
ンド会）

20,000円

海外で人気の品をバラ
エティ豊かに取り揃え
ました。各地の日本茶
好きに認められた味を
お楽しみください。（
提供）井上青輝園【容
量】伯耆誉８０ｇ・か
りがね５０ｇ各２・抹
茶「青輝」３０ｇ×１
・ドリップ茶「…



31403

鳥取県　江府町

3213.大山山麓そばセット（
大山ブランド会）

20,000円

"鳥取県大山町で収穫
した自社製粉そば黒そ
ばは香り高いそば白そ
ばは甘みのある味わい
そば茶そばは大山町の
そばとお茶を練り込ん
だ地元原料のそばそば
の味と香りをお楽しみ
ください。（提供）だ
いせん麺工房"…

3214.牛骨らーめん・カレー
らあめんｾｯﾄ（大山ブランド
会）

20,000円

"鳥取県のご当地らー
めんである牛骨らーめ
ん！古くから食されて
きた牛骨らーめんは麺
との相性もバッチリで
す。カレー味もご一緒
にお届けします。（提
供）だいせん麺工房"
【容量】牛骨らーめん
（90g×2食・スー…

3215.振り子付き
お木時計（大山ブランド会
）

75,000円

天然の木材を使用し、
時計の針も木でできて
います。材によって木
目や色味は多少違いが
あります。（提供）わ
くわく工房【容量】縦
(高さ)40×横23×奥行
15ｃｍ

3216.掛け時計（大山ブラン
ド会）

35,000円

天然の木材を使用し、
時計の針も木でできて
います。材によって木
目や色味は多少違いが
あります。（提供）わ
くわく工房【容量】縦
(高さ)30×横20×奥行
3ｃｍ

3217.横型お木時計（大山ブ
ランド会）

20,000円

天然の木材を使用し、
時計の針も木でできて
います。材によって木
目や色味は多少違いが
あります。（提供）わ
くわく工房【容量】縦
(高さ)10×横28×奥行
3ｃｍ

3218.ともに成長する子供テ
ーブル（大山ブランド会）

250,000円

重厚で堅く耐久性に優
れたナラ材を丁寧に面
取りして仕上げました
。★子供テーブル⇒踏
み台⇒飾り台⇒サイド
テーブルとして、いつ
までもそばに置いてお
きたくなる逸品です。
（提供）わくわく工房
【容量】縦30×横56…

3219.大山Gビール飲み比べ
セットF（大山ブランド会）

25,000円

「水」にこだわり大山
の源水（伏流水）を使
って醸造したビールで
す。バラエティ豊かな
数種のビールを飲み比
べてください。（提供
）大山Gビール【容量
】ピルスナー・ヴァイ
ツェン・ペールエール
・スタウト・八…

3220.大山Gビール飲み比べ
セットF（大山ブランド会）

35,000円

「水」にこだわり大山
の源水（伏流水）を使
って醸造したビールで
す。バラエティ豊かな
数種のビールを飲み比
べてください。（提供
）大山Gビール【容量
】ピルスナー・ヴァイ
ツェン・ペールエール
・スタウト各３…

3221.大山Gビール・大山ハ
ム詰合せF（大山ブランド会
）

35,000円

「水」にこだわり大山
の源水（伏流水）を使
って醸造したビールで
す。ビールによく合う
ハムとソーセージをセ
ットにしました。（提
供）大山Gビール【容
量】〈大山Ｇビール〉
ピルスナー・ヴァイツ
ェン・ペールエ…

3222.大山Gビール飲み比べ
セットF（大山ブランド会）

45,000円

「水」にこだわり大山
の源水（伏流水）を使
って醸造したビールで
す。バラエティ豊かな
数種のビールを飲み比
べてください。（提供
）大山G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・…

3223."大山Gビール・地酒・
梅酒セットF　オリジナル栓
抜き付（大山ブ…

45,000円

「水」にこだわり大山
の源水（伏流水）を使
って醸造したビールで
す。久米桜酒造の日本
酒と梅酒をセットにし
たバラエティ豊かな詰
合せです。（提供）大
山Gビール【容量】〈
大山Ｇビール〉ピルス
ナー・ヴァイツ…

3224.大山Gビール・大山ハ
ム詰合せF（大山ブランド会
）

55,000円

「水」にこだわり大山
の源水（伏流水）を使
って醸造したビールで
す。ビールによく合う
ハムとソーセージをセ
ットにしました。（提
供）大山Gビール【容
量】〈大山Ｇビール〉
ピルスナー・ヴァイツ
ェン・ペールエ…

3225.〈大山Gビール・大山
ハム頒布会コース〉大山Gビ
ール・大山ハム…

55,000円

バラエティ豊かな数種
のビールを飲み比べて
ください。（提供)大
山Gビール【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33
0ｍｌ×2〈大山ハム〉
バーベキューソー…

3226.「ビアホフガンバリウ
ス」お食事券F（大山ブラン
ド会）

20,000円

大山の麓標高３００ｍ
にある欧風レンガ造り
を基調としたビアレス
トランでビールによく
合うお料理と窯焼きピ
ッツァ、パスタなど大
人も子供もご満足いた
だけるメニューが楽し
めます。（提供）大山
Gビール【容量…

3227.くめざくら地酒・梅酒
飲み比べセットF（大山ブラ
ンド会）

25,000円

大山の麓で醸した久米
桜酒自慢の日本酒、梅
酒をご堪能ください。
（提供）久米桜酒造【
容量】特別純米「八郷
」・特別純米「強力」
・大吟醸「グリーン」
・純米吟醸「だいせん
」・久米桜純米・うめ
酒各３００ｍ…

3228.くめざくら地酒・梅酒
飲み比べセットF（大山ブラ
ンド会）

35,000円

大山の麓で醸した久米
桜酒自慢の日本酒、梅
酒をご堪能ください。
(提供）久米桜酒造【
容量】特別純米「八郷
」３００ｍｌ×4・特
別純米「強力」・大吟
醸「グリーン」・純米
吟醸「だいせん」・う
め酒各３００ｍｌ…

3229.かも鍋用スープセット
（大山ブランド会）

20,000円

秘伝の特製スープは化
学調味料一切なしのこ
だわり。臭みのない新
鮮な鴨肉は野菜との相
性抜群。程よい脂が口
の中でジュワッと弾け
ます。（提供）なんば
商店【容量】あい鴨ロ
ース肉150ｇ×２・あ
い鴨もも肉１５…

3230.手造り味噌（大山ブラ
ンド会）

20,000円

店主こだわりの味噌と
ごはんによく合う味噌
加工品をセットでお届
けします。（提供）田
村商店【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２５０ｇ・す
るめ糀漬２００ｇ

3231.玉鋼燿カップ＆ソーサ
ー（大山ブランド会）

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

3232.玉鋼
盃（大山ブランド会）

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

3233.白油滴
茶盌（大山ブランド会）

50,000円

"県指定郷土工芸品釉
薬の中の鉄分が結晶化
し、細かい滴模様が美
しい抹茶碗です。（提
供）大山焼久古窯"【
容量】径13×高さ8ｃ
ｍ

3234.大山友禅染
シルクストール
桜（大山ブランド会）

100,000円

"県指定郷土工芸品日
本の象徴「桜」を手描
染めしました。（提供
）手描染アトリエカワ
ハラ　"【容量】横50
×長さ176ｃｍ

3235.大山友禅染　シルクネ
クタイ＆チーフ（大山ブラ
ンド会）

90,000円

"県指定郷土工芸品伯
耆町にある、国の重要
文化財の「石製鴟尾」
をデザイン化しました
。（提供）手描染アト
リエカワハラ"【容量
】シルク100％

3236.覗きガエルのペンダン
ト（大山ブランド会）

50,000円

ペンダントトップの小
さな穴の向こうから生
物が！つるりとしたsi
lverの輝きごしに、可
愛いカエルがのぞいて
います。（提供）tree
frog【容量】縦2×横1
.2×奥行0.7ｃｍ
チェーン約70ｃｍ

3237.とっとりピンバッジ（
大山ブランド会）

20,000円

鳥取県をこよなく愛す
るあなたにぴったりの
銀製ピンバッチです。
（提供）treefrog【容
量】縦1.1×横2.4ｃｍ

3238.とっとりプチペンダン
ト（大山ブランド会）

25,000円

【容量】

3239.おおえ爺さんの自然薯
・じねんめん（大山ブラン
ド会）

20,000円

鳥取県日南町で栽培し
た自然薯、きめ細かく
粘りが強き、すりおろ
すとよくのびるのが特
徴です。うどんとそば
もセットでお届けしま
す。(提供）自然薯屋
おおえ【容量】自然薯
【萬年寿】（約1ｋｇ
）、じねんめん…

3240.トマトジュースセット
（大山ブランド会）

50,000円

トマトの名産地「鳥取
県日南町」産トマトを
使用したこだわりのト
マトジュースです。（
提供）日南トマト加工
【容量】音楽熟成トマ
トジュース・極純トマ
トジュース各７２０ｍ
ｌ6本計１２本

3241.鳥取県日野町産　有機
えごま油（大山ブランド会
）

25,000円

農薬を使用しないで栽
培した鳥取県日野町産
のえごまを独自の製法
で仕上げました。さま
ざまなお料理にお使い
いただけます。（提供
）THA【容量】有機え
ごま油105g×1本、有
機えごま油65g×2本

3242.鳥取県産
えごま油（大山ブランド会
）

20,000円

搾りたての鳥取県産え
ごま油のお得なボトル
です。（提供）THA【
容量】鳥取県産えごま
油280g×1

3243.鳥取県産　えごま油セ
ット（大山ブランド会）

35,000円

搾りたての鳥取県産え
ごま油と焙煎脱脂えご
まをお届けします。（
提供）THA【容量】鳥
取県産えごま油65g×5
、鳥取県日野町産有機
えごまミール50g×1　
鳥取県日野町産有機え
ごまパウダー50ｇ×1

3244.鳥取県日野町産　有機
えごま油バラエティーセッ
ト（大山ブラン…

40,000円

農薬を使用しないで栽
培した鳥取県日野町産
のえごまを独自の製法
で仕上げました。さま
ざまなお料理にお使い
いただけます。（提供
）THA【容量】鳥取県
日野町産有機えごま油
105g×2、鳥取県日野
町産有機えごま油…

3245.海藻米こしひかり（大
山ブランド会）

40,000円

中海で採れる海藻を肥
料として栽培された「
海藻米こしひかり」。
ふっくらとした甘みの
ある、環境にやさしい
美味しいお米です。（
提供）優栽【容量】鳥
取県日野町産海藻米こ
しひかり２ｋｇ×４

3246.ブルーベリージュース
セットA（大山ブランド会）

20,000円

奥大山産の完熟ブルー
ベリーをそのままぎゅ
っと絞ったストレート
果汁100％のジュース
です。（提供）奥大山
ブルーベリーファーム
【容量】ブルーベリー
ジュース500ml×3本

3247.ブルーベリージュース
セットB（大山ブランド会）

30,000円

奥大山産の完熟ブルー
ベリーをそのままぎゅ
っと絞ったストレート
果汁100％のジュース
です。（提供）奥大山
ブルーベリーファーム
【容量】ブルーベリー
ジュース500ml×5本

3248.ブルーベリーお楽しみ
セット（大山ブランド会）

30,000円

水資源の豊富な奥大山
で農薬を使わず丹精込
めて栽培した完熟ブル
ーベリーが堪能できる
バラエティ豊かなセッ
トです。（提供）奥大
山ブルーベリーファー
ム【容量】ブルーベリ
ージャム120g×2、ブ
ルーベリーコン…

3249.冷凍ブルーベリー（大
山ブランド会）（限定３０
セット）

20,000円

水資源の豊富な奥大山
で農薬を使わず丹精込
めて栽培したブルーベ
リーを数量限定でお届
けします。（提供）奥
大山ブルーベリーファ
ーム【容量】冷凍ブル
ーベリー500g×3パッ
ク

3250.天然水　奥大山24本（
大山ブランド会）

20,000円

大山の中腹に群生する
ブナの原生林に浸透し
た天然水を汲み上げボ
トリングしています。
硬度21の軟水でミネラ
ル豊富な水をお届けし
ます。（提供）奥大山
の水【容量】天然水
奥大山2L×24本　

3251.天然水　奥大山36本（
大山ブランド会）

25,000円

大山の中腹に群生する
ブナの原生林に浸透し
た天然水を汲み上げボ
トリングしています。
硬度21の軟水でミネラ
ル豊富な水をお届けし
ます。（提供）奥大山
の水【容量】天然水
奥大山2L×36本　

3252.大吟醸セット（大山ブ
ランド会）

20,000円

豊かな自然に恵まれた
立地条件の中、奥大山
（標高８００メートル
付近）から湧き出るき
れいな水と良質な米を
使い出雲杜氏の匠の技
で醸しました。（提供
）大岩酒造本店【容量
】大吟醸「奥大山の雫
」720ml×1、大…
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3253.純米酒飲み比べセット
（大山ブランド会）

20,000円

豊かな自然に恵まれた
立地条件の中、奥大山
（標高８００メートル
付近）から湧き出るき
れいな水と良質な米を
使い昔ながらの製法で
醸しました。（提供）
大岩酒造本店【容量】
秀峰岩泉純米吟醸1,80
0ml×1、純米原…

3254.ハーバリウム・フォト
スタンド（大山ブランド会
）

20,000円

自然豊かな鳥取県産の
四季折々のドライフラ
ワーハーバーリウムと
地元天然杉のフォトス
タンドとのコラボの実
用的雑貨。ハーバリウ
ムは入れ替えが可能で
す。写真はイメージで
す。季節により、お花
の種類や色合…

3255.季節のドライフラワー
リース（大山ブランド会）

20,000円

鳥取県産の鮮やかで、
長く楽しめるものを厳
選したドライフラワー
とプリザーブトフラワ
ーを織り交ぜた四季折
々のふんわりリースで
す。写真はイメージで
す。季節により、お花
の種類や色合いは変わ
ります。(提供…

3256.布目花器（大山ブラン
ド会）

250,000円

県指定郷土工芸品。明
治38年開窯以来、地元
の土とオリジナルの釉
薬を使い仕上げていま
す。当代の得意とする
布目技法を駆使して作
られた温かみのある花
器です。(提供）法勝
寺焼松花窯【容量】縦
23×横30×高さ13…

3257.一輪挿し（大山ブラン
ド会）

40,000円

県指定郷土工芸品。明
治38年開窯以来、地元
の土とオリジナルの釉
薬を使い仕上げていま
す。3種類の釉薬を使
い、茶花入れとして制
作。（提供）法勝寺焼
松花窯【容量】径12×
高さ23ｃｍ

3258.布目つる花入れ（大山
ブランド会）

120,000円

県指定郷土工芸品。明
治38年開窯以来、地元
の土とオリジナルの釉
薬を使い仕上げていま
す。当代の得意とする
布目技法を駆使して作
られた作品です。（提
供）法勝寺焼松花窯【
容量】本体：径13ｃｍ
×高さ11ｃｍ　…

3259.づけ丼の素
ぶり（大山ブランド会）

20,000円

新鮮な「ぶり」を特製
のたれに漬けこみまし
た。お魚さんならでは
の人気の逸品です。（
提供）山芳海産【容量
】天然ぶりづけ丼の素
１００ｇ×７

3260.づけ丼・昆布じめ丼・
くんせい詰合せ（大山ブラ
ンド会）

20,000円

日本海の海の幸が楽し
める特製の海鮮丼・く
んせいセットです。（
提供）山芳海産【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、白はたく
んせい120g×2

3261.木の箱で贈る器ギフト
（大山ブランド会）

40,000円

木箱には鳥取県産杉使
用。ふたはトレーとし
てもお使いいただけま
す。鳥取県で作られた
器を鳥取県産の木箱に
入れ、当地への思いを
いっぱいに詰め込みま
した。（提供）陶工房
Ashwork【容量】箱：
縦31×横26×高さ…

3262.ご当地マグカップと皿
鉢セット（大山ブランド会
）

40,000円

鳥取県の地図模様をあ
しらったマグカップと
多彩に使える皿鉢で、
鳥取県を身近に感じて
下さい。(提供）陶工
房Ashwork【容量】マ
グ：径9×高さ8ｃｍ、
皿鉢：径20×高さ5.5
ｃｍ
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