


2,400円YMI-0021
soyショコラ3種(各50g)/soyランタン(2枚)
きなこボーロ(1袋10個)

斬新な発想で朝倉山椒や八鹿浅
黄の商品を多数リリースしてい
る養父市のイタリアンレストラン
の人気商品をギュッと詰め込み
ました。

ヴェルデピアット

養父市の特産品

さぬきうどん工房 草庵

本格生麺 ざるうどん(打ち立て急速冷凍)10人前

YSA-0003-F 3,400円
YSA-0003-N 3,400円

朝倉山椒ほのかに香る八鹿豚コロッケ

YBR-0003 2,592円
420g(70g×6個)×2セット
(合計で12個です)

こだわりの純米酒セット
【天瀧 & 夫婦杉 自然米酒 】
YYS-0012 4,550円

各720ml 

やぶらぶセット
【夫婦杉 本醸造原酒&天瀧】
YYS-0011 3,850円

各720ml 

※こちらはお酒です。未成年者の
　飲酒は法律で禁止されています。

※こちらはお酒です。未成年者の
　飲酒は法律で禁止されています。

YNJ-0014 4,100円
万能だし 1L/ええあんばい酢 1L
醤油屋のこだわりぽん酢　500ml
うすくちしょうゆ 1L/こいくちしょうゆ 1L
さしみしょうゆ 300ml
しょうゆ屋の味ごまふりかけ 90g
完熟仕上もろみみそ 200g

ご贈答セット
有限会社中野醸造

YMF-0008 2,780円
クリーンな屋内水耕栽培のリーフレタスです。
バタビア約80g×5個、フリルアイス約100g×5個
※配送箱に簡易熨斗となります。（包装紙には対応しておりません）

※おだがきさん家の八鹿豚とんかつ用、八鹿豚ローススライスしゃぶしゃぶは、配達日のご指定が
　出来ない商品となります。

まんてんファーム

八鹿酒造有限会社

凡ライス店

ギフトセット「和(なごみ)」
YTJ-0039 3,650円  
但馬の美女ー酢 2゙00ml/そのままかける但馬の料理酢360ml
但馬のゆずぽん酢「華」360ml/昔ながらの但馬の酢360ml
養父ジンジャー200ml

但馬醸造所

めん:170g×10束/ざるつゆ:100ml×10

おだがきさん家の八鹿豚
ほくぶ

YHK-0011 2,592円
5枚（計600g）

但馬牛ももスライス
YHG-0002-BA 4,860円

400g

平山牛舗

但馬牛肩ローススライス
YHG-0011-BA 7,020円

400g

但馬牛ロース（焼肉用）
YHG-0013-BA 11,340円

400g

有機野菜たっぷりノンオイルドレッシングセット
YDS-0022 4,320円
有機ノンオイルドレッシング各200ml
（しょうが・さんしょう・たまねぎ・とまと・かぼちゃ）

大徳醤油株式会社

こうのとり醤油と有機ドレッシングのセット
YDS-0026 2,700円
こうのとり醤油300ml
有機ノンオイルドレッシング各200ml(しょうが・さんしょう)

大徳醤油株式会社

こがね味噌 詰め合わせ 4個入
YKM-0012-41 3,240円
こがね味噌 ×2/白味噌×1/赤だし味噌×1  各500ｇ

こがね味噌

YMI-0018 2,700円
山椒ジェノベーゼ(90g)×3

山椒本来の楽しみ方から、一風変わ
ったイタリアンまで、さまざまなお料
理に相性抜群の調味料セットです。

YSE-0102 5,660円
朝倉さんしょカレー200ｇ×3/朝倉さんしょの佃煮　80g
朝倉さんしょ炊き込みごはんの素150g/ゆず山椒90g
こうのとり純米酢360ml/そのままかける但馬の酢360ml
八鹿浅黄きな粉100g
※配送時のラベルデザインが異なる場合があります。

YMI-0016 2,700円
佃煮80ｇ/山椒ジェノベーゼ90ｇ/赤みそ115ｇ

YMI-001７ 2,700円
佃煮80ｇ/山椒ジェノベーゼ90ｇ/白みそ115ｇ

八鹿鉱泉株式会社

朝倉山椒って

ほかにはないバラエティ
豊かな養父市特産品
詰合せセット！

YVP-0004 3,564円
乾燥朝倉山椒(ミル入り)15g×1
朝倉山椒のシュガーパイ(4本入)×1
朝倉山椒の焼きチョコ(2個入)×1
朝倉山椒のアーモンドテュイル(8枚入)×1
朝倉山椒のペペロンオイル(110g)×1

赤米グラノーラ セット
YKC-0003  3,180円 

250g×3袋

養父市八鹿町朝倉が発祥の朝倉山椒は、
大粒で柑橘系のフルーティーな香りとあと
に残らない辛みが特徴です。大名が江戸幕
府へ献上した記録なども残っており、優れ
た品質と由緒ある歴史を持った養父市が
誇る農産物です。

畑特産物生産出荷組合

特産「朝倉さんしょ」と、農薬や
化学肥料を一切使わず生産した
八鹿浅黄を、手作り加工した味噌
ときな粉のオリジナルギフト

ギフトショップサンエー

太生麺
本生麺

八鹿浅黄って
青大豆の在来種である八鹿浅黄は、コ
クと甘みが強く、豆腐や湯葉、味噌など
にしてもとてもおいしいです。生産者の
減少で一時はその姿を消した「幻の大
豆」ですが、近年その価値が見直され復
活への取り組みが進められています。

ようかあさぎ

あさくらさんしょ

八鹿酒造有限会社

朝倉山椒と、おだがきさん家の
八鹿豚が、さくさくホクホクの美
味しいコロッケになりました。

養父市の特産品の特徴を活かし
た小佐の赤米グラノーラ。
毎日の朝食から、おいしく健康に
導いてくれます。

YTJ-0043 2,991円
人気の飲むお酢2種類と、長期熟成させた
酒粕(純米粕)のみを使用した「但馬の赤酢」
が入った体に優しいお酢のセットです。

但馬の美女ー酢 2゙00ml/但馬の赤酢200ml
養父ジンジャー200ml

但馬醸造所

まんてんサラダのリーフレタス詰合せ

ヘルシービネガー3本set

2,400円YSW-0001

株式会社サン・ウォーター

非加熱 但馬天然水24本入

550ml×24本

おだがきさん家の八鹿豚のギフトセット
YMI-0001 3,000円
スモークベーコン100g×2袋
スモークハム100g スモークウインナー100g

YMI-0002 5,000円
スモークベーコン100g×2袋
スモークハム100g×2袋
スモークウインナー100g×3種
            (ノーマル・チーズ・山椒)

2,4000円
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetststststststststttstts BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBoxoxoxoxoxoxoxoxoxxxoxooxoxooxooxxxxxxxxeeeeeeeeeeeetsttstststststst BBBBBBBBBoxoxoxoxoxoxoxoxxxxxxxxx
1
50g)/soyランタタン(2枚)
0個)

斬新な発想で朝倉山椒や八鹿浅
黄の商品を多数リリースしてい
る養父市のイタリアンレストラン
の人気商品をギュッと詰め込み
ました。

ヴェルデピアット
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YMI-0021
soyショコラ3種(各5
きなこボーロ(1袋10

養父市の特産品

さぬきうどん工房 草庵

本格生麺 ざるるうどん(打ち立て急速冷凍)10人前本格生麺 ざるるうどん(打ち立て急速冷凍)10人前

YSA-0003-FYSA-00003-FYSA 00003 F 3 400円3,400円3 400円
YSA-00003-N 3,400円

八鹿豚コロッケ八鹿豚コロッケ

003 2,592円
6個)×2セット
です)

こだわりの純米米酒セットこだわりの純米米酒セット
【天瀧 & 夫婦杉 自自然米酒 】
YYS-0012 4,550円

各720ml 

やぶらぶセット
【夫婦杉 本醸造原酒&天瀧
YYS-0011 3,85

各720ml 

※こちらはお酒酒です。未成年者の
飲酒は法律で禁止されています。

※こちらはお酒です。未成年年者
　飲酒は法律で禁

YNJ-0014 4,100円
万能だだし 1L/ええあんばい酢 1L
醤油屋屋のこだわりぽん酢　500ml
うすくちしょうゆ 1L/こいくちしょうゆ 1L
さしみみしょうゆ 300ml
しょううゆ屋の味ごまふりかけ 90g
完熟仕仕上もろみみそ 200g

ご贈贈答セットご贈贈答セット
有限会会社中野醸造

YMF--0008 2,780円
クリーンなな屋内水耕栽培のリーフレタスです。
バタビア約約80g×5個、フリルアイス約100g×5個
※配送箱にに簡易熨斗となります。（包装紙には対応しておりません）

まんてんんファーム

八鹿酒造有限会社

ギフトセッット「和(なごみ)」ギフトセッット「和(なごみ)」
YTJ-00339 3,650円  
但馬の美女ー酢゛゙200ml/そのままかける但馬の料理酢360ml
但馬のゆずぽん酢酢「華」360ml/昔ながらの但馬の酢360ml
養父ジンジャー2200ml

但馬醸造所

めん:170g××10束/ざるつゆ:100ml×10

但馬牛ももスライス但馬牛ももスライス
YHG-0002-BA 44,860円

400g

平山牛舗

但馬牛肩ローススライス但馬牛肩ローススライイス但馬牛肩ロ ススライイス但馬牛肩ロ ススライイス
YHG-0011-BA 77,020円

400g

但馬牛ロース（焼肉用用）但馬牛ロ ス（焼肉用用）
YHG-0013-BA 111,340円

400g

有機野菜たっぷりりノンオイルドレッシングセット有機野菜たっぷりりノンオイルドレッシングセット
YDS-0022 4,320円
有機ノンオイルドレッシンング各200ml
（しょうが・さんしょう・たたまねぎ・とまと・かぼちゃ）

大徳醤油株式会社社

こうのとり醤油と有有機ドレッシングのセットこうのとり醤油と有有機ドレッシングのセット
YDS-0026 22,700円
こうのとり醤油300ml
有機ノンオイルドレッシング各各200ml(しょうが・さんしょう)

大徳醤油株式会社

こがねね味噌 詰め合わせ 4個入こがねね味噌 詰め合わせ 4個入
YKM--0012-41 3,240円
こがね味噌噌 ×2/白味噌×1/赤だし味噌×1  各500ｇ

こがね味味噌
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YMI-0018 2,7700円

山椒ジェノベーーゼ(90g)×3

山椒本来の楽しみ方から、一風変わ
ったイタリアンまで、さまざまなお料
理に相性抜群の調味料セットです。
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YSSE-0102 5,660円
朝倉さんしょカレーー200ｇ×3/朝倉さんしょの佃煮80g
朝倉さんしょ炊きき込みごはんの素150g/ゆず山椒90g
こうのとり純米酢3360ml/そのままかける但馬の酢360ml
八鹿浅黄きな粉1000g
※配送時のラベルルデザインが異なる場合があります。
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YMI-0016 22,700円

佃煮80ｇ/山椒ジェノベーゼ90ｇ/赤みそ115ｇ
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YMI-001７ 22,700円

佃煮80ｇ/山椒ジェノベーゼ900ｇ/白みそ115ｇ

八鹿鉱泉株式会社

朝倉山椒って

ほかにはないバラエティ
豊かな養父市特産品
詰合せセット！

YVP-0004

朝倉朝倉朝倉朝倉朝倉朝倉朝倉朝倉朝倉朝朝倉朝倉朝朝朝倉朝倉朝倉朝倉朝倉朝倉朝倉朝倉倉山椒山椒山椒山椒山椒山椒山椒山椒山椒山椒山椒山椒山椒山椒椒山椒山椒山椒山椒山椒山椒山山椒椒山椒山 のアのアのアのアのアのアのアのアのアのアのアのアのアのアのアのアのアのののの ソーソーソーソーソーソーソーソーソソーソーーソーソーソーーートギトギトトギトギトギトギトギトギトギトギギトトトトギトギギトギギトギトギトギトトギギギギギギギギギギギギギギギギフトフトフトフトフトフフトフトフトフトフトフフトフトフトフトフトフトフトフトフトフトフフト朝倉朝倉朝倉朝倉朝倉朝倉朝倉朝倉倉倉倉山椒山椒山椒山椒山椒山椒山椒山椒椒のアのアのアのアのアのアのアのアソソソソソソソソ トギトギトギトギトギトギトギトギギギギギギギギギフトフトフトフトフトフトフトフトト
3,564円

乾燥朝倉山椒(ミル入り)15g×1
朝倉山椒のシュガーパイ(4本入)×1朝倉山椒のシ ガ イ(4本入入) 1朝倉山椒のシュガーパイ(4本入入)×1
朝倉山椒の焼きチョコ(2個入)×1
朝倉山椒のアーモンドテュイルル(8枚入)×1
朝倉山椒のペペロンオイル(110g)×1

赤米米グラノーラ セット赤米米グラノーラ セット
YKKC-0003  0円 3,180

3袋250g×3

養父市八鹿町朝倉が発祥の朝倉山椒は、
大粒で柑橘系のフルーティーな香りとあと
に残らない辛みが特徴です。大名が江戸幕
府へ献上した記録なども残っており、優れ府へ献

由緒ある歴史を持った養父市がた品質と由緒ある歴史を
誇る農産物です。

畑特産物生産出荷組合

特産「朝倉さんしょ」と、農薬や
化学肥料を一切使わず生産した
八鹿浅黄を、手作り加工した味噌
ときな粉のオリジナルギフト

ギフトショップサンエー

太生麺太生麺太生麺
本生麺

八鹿浅黄って
青大豆の在来種である八鹿浅黄は、コ
クと甘みが強く、豆腐や湯葉、味噌など
にしてもとてもおいしいです。生産者の
減少で一時はその姿を消した「幻の大
豆」ですが、近年その価値が見直され復
活への取り組みが進められています。

ようかあさぎ

あさくらさんしょ

八鹿酒造有限会社八鹿酒造有限会社

朝倉山山椒ほのかに香る八朝倉山山椒ほのかに香る八

YBR-00
420g(70g×6
(合計で12個で

瀧】
50円
20 l

凡ライスス店

椒と、おだがきさん家のの朝倉山椒
が、さくさくホクホクの美美八鹿豚が
ロッケになりました。味しいコ

養父市の特産品の特徴を活かし
た小佐の赤米グラノーラ。
毎日の朝食から、おいしく健康に
導いてくれます

まんてんんフんんんん

YTJ-0043 2,9991円
人気の飲むお酢2種類と、長期熟成成させた
酒粕(純米粕)のみを使用した「但馬馬の赤酢」
が入った体に優しいお酢のセットでです。

但馬の美女ー酢 2゙00ml/但馬の赤赤酢200ml
養父ジンジャー200ml

但馬醸造所

まんててんサラダのリーフレタス詰合せ合せまんててんサラダのリ フレタス詰合せ

ヘルシービネガー33本setヘルシービネガー33本set

2 400円2,400円2 400円YYYSW-0001SWW-0001SWW 0001

株式会会社サン・ウォーター

非加加熱 但馬天然水24本入非加加熱 但馬天然水24本入

550mll×24本

おだがきささん家の八鹿豚のギフトセットおだがきささん家の八鹿豚のギフトセット
YYMI-0001 3,000円
ススモークベーコン100g×2袋
ススモークハム100g スモークウインナー100g

YMI-0002YYMI-0002YYMI 0002 5 000円5,000円5 000円
スモークベーコン100g×2袋
スモークハム100g×2袋

種スモークウインナー100g×3種
椒)            (ノーマル・チーズ・山椒

赤米米グラノ ラ セ ト

導いてくれます。

斬
黄
る
の
ま

八鹿豚ローススライスしゃぶしゃぶ八鹿豚とんかつ用 八鹿豚ローススライスし

ほくぶ

YHK-0009 2,160円
500g

朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝
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