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631【12月発送分】平成30年「福井
県産いちほまれ」5kg

15,000円

【数量限定】【平成30年産の新米を
お届け!!】「絹のような白さと艶」
、「粒感と粘りの最高の調和」、「
口に広がる優しい甘さ」が特徴の福
井県の新しいブランド米です。提供
：福井県米穀株式会社

632【12月発送分】平成30年「福井
県産いちほまれ」5kg×2

25,000円

【数量限定】【平成30年産の新米を
お届け!!】「絹のような白さと艶」
、「粒感と粘りの最高の調和」、「
口に広がる優しい甘さ」が特徴の福
井県の新しいブランド米です。提供
：福井県米穀株式会社

720【蟹問屋越前田村屋究極の逸品
】越前がに小(600g)2杯セット(年内
発送)

100,000円

福井県がほこる特産ブランド越前ズ
ワイ蟹。特に越前港で水揚げされる
蟹が最上とされています。活きた蟹
を発送当日に茹であげて送ります。
※かにばさみ１つ、かにスプーン２
つ、かに酢が付きます。※重さはい
ずれも生の状態です。ボイル後は、
重さが1～2割減ります。※天候…

719【蟹問屋越前田村屋究極の逸品
】越前がに中(900g)2杯セット(年内
発送)

170,000円

福井県がほこる特産ブランド越前ズ
ワイ蟹。特に越前港で水揚げされる
蟹が最上とされています。活きた蟹
を発送当日に茹であげて送ります。
※かにばさみ１つ、かにスプーン２
つ、かに酢が付きます。※重さはい
ずれも生の状態です。ボイル後は、
重さが1～2割減ります。※天候…

718【蟹問屋越前田村屋究極の逸品
】越前がに大(1.1kg)1杯(年内発送)

120,000円

福井県がほこる特産ブランド越前ズ
ワイ蟹。特に越前港で水揚げされる
蟹が最上とされています。活きた蟹
を発送当日に茹であげて送ります。
※かにばさみ１つ、かにスプーン２
つ、かに酢が付きます。※重さはい
ずれも生の状態です。ボイル後は、
重さが1～2割減ります。※天候…

717【蟹問屋越前田村屋究極の逸品
】越前がに特大(1.2kg)2杯セット(
年内発送)

240,000円

福井県がほこる特産ブランド越前ズ
ワイ蟹。特に越前港で水揚げされる
蟹が最上とされています。活きた蟹
を発送当日に茹であげて送ります。
※かにばさみ１つ、かにスプーン２
つ、かに酢が付きます。※重さはい
ずれも生の状態です。ボイル後は、
重さが1～2割減ります。※天候…

716【蟹問屋越前田村屋究極の逸品
】越前がに極1杯(年内発送)

500,000円

福井県がほこる特産ブランド越前ズ
ワイ蟹。特に越前港で水揚げされる
蟹が最上とされています。活きた蟹
を発送当日に茹であげて送ります。
※かにばさみ１つ、かにスプーン２
つ、かに酢が付きます。※重さはい
ずれも生の状態です。ボイル後は、
重さが1～2割減ります。※天候…

382【成前特選】せいこがに中×3杯
(11月発送)

30,000円

オスより小さく、お腹に卵を抱えて
います。濃厚な蟹味噌と赤い卵(内
子)、つぶつぶの卵(外子)は通をう
ならせます。資源保護のため漁期は
11月～12月下旬まで。２ヶ月弱の限
定漁となります。※重さはいずれも
生の状態です。茹でると身が締まり
、重さが10～15％程減少します…

384【成前特選】せいこがに中×5杯
(11月発送)

50,000円

オスより小さく、お腹に卵を抱えて
います。濃厚な蟹味噌と赤い卵(内
子)、つぶつぶの卵(外子)は通をう
ならせます。資源保護のため漁期は
11月～12月下旬まで。２ヶ月弱の限
定漁となります。※重さはいずれも
生の状態です。茹でると身が締まり
、重さが10～15％程減少します…

386【成前特選】せいこがに大×3杯
(11月発送)

40,000円

オスより小さく、お腹に卵を抱えて
います。濃厚な蟹味噌と赤い卵(内
子)、つぶつぶの卵(外子)は通をう
ならせます。資源保護のため漁期は
11月～12月下旬まで。２ヶ月弱の限
定漁となります。※重さはいずれも
生の状態です。茹でると身が締まり
、重さが10～15％程減少します…

388【成前特選】せいこがに特大×2
杯(11月発送)

40,000円

オスより小さく、お腹に卵を抱えて
います。濃厚な蟹味噌と赤い卵(内
子)、つぶつぶの卵(外子)は通をう
ならせます。資源保護のため漁期は
11月～12月下旬まで。２ヶ月弱の限
定漁となります。※重さはいずれも
生の状態です。茹でると身が締まり
、重さが10～15％程減少します…

390【成前特選】越前かに(800～900
g)×1杯(11月発送)

100,000円

肉厚でふくよかな甘さの蟹身。皇室
にも献上されている越前かに。確か
な品質と、越前かにである証拠を示
す黄色いブランドタグ付きです。※
重さはいずれも生の状態です。茹で
ると身が締まり、重さが10～15％程
減少します。※天候や漁獲状況によ
り、お届けが遅れる、又は早…
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393【成前特選】越前かに(1.0～1.1
kg)×1杯(11月発送)

120,000円

肉厚でふくよかな甘さの蟹身。皇室
にも献上されている越前かに。確か
な品質と、越前かにである証拠を示
す黄色いブランドタグ付きです。※
重さはいずれも生の状態です。茹で
ると身が締まり、重さが10～15％程
減少します。※天候や漁獲状況によ
り、お届けが遅れる、又は早まるこ
とがあります。※発送前に事業者か
ら寄付者様へ連絡をいたします。連
絡がついた方から順次発送いたしま
すので、お申し込…

396【成前特選】越前かに(1.1～1.2
kg)×1杯(11月発送)

130,000円

肉厚でふくよかな甘さの蟹身。皇室
にも献上されている越前かに。確か
な品質と、越前かにである証拠を示
す黄色いブランドタグ付きです。※
重さはいずれも生の状態です。茹で
ると身が締まり、重さが10～15％程
減少します。※天候や漁獲状況によ
り、お届けが遅れる、又は早まるこ
とがあります。※発送前に事業者か
ら寄付者様へ連絡をいたします。連
絡がついた方から順次発送いたしま
すので、お申し込…

399【成前特選】越前かに(1.3～1.4
kg)皇室献上級×1杯(11月発送)

170,000円

肉厚でふくよかな甘さの蟹身。皇室
にも献上されている越前かに。確か
な品質と、越前かにである証拠を示
す黄色いブランドタグ付きです。※
重さはいずれも生の状態です。茹で
ると身が締まり、重さが10～15％程
減少します。※天候や漁獲状況によ
り、お届けが遅れる、又は早まるこ
とがあります。※発送前に事業者か
ら寄付者様へ連絡をいたします。連
絡がついた方から順次発送いたしま
すので、お申し込…

402【成前特選】越前かに(1.2～1.3
kg)×1杯＋せいこがに大×3杯(11月
発送)

170,000円

肉厚でふくよかな甘さの蟹身。皇室
にも献上されている越前かに。確か
な品質と、越前かにである証拠を示
す黄色いブランドタグ付きです。※
重さはいずれも生の状態です。茹で
ると身が締まり、重さが10～15％程
減少します。※天候や漁獲状況によ
り、お届けが遅れる、又は早まるこ
とがあります。※発送前に事業者か
ら寄付者様へ連絡をいたします。連
絡がついた方から順次発送いたしま
すので、お申し込…

404【成前特選】越前かに(1.2～1.3
kg)×2杯(11月発送)

300,000円

肉厚でふくよかな甘さの蟹身。皇室
にも献上されている越前かに。確か
な品質と、越前かにである証拠を示
す黄色いブランドタグ付きです。※
重さはいずれも生の状態です。茹で
ると身が締まり、重さが10～15％程
減少します。※天候や漁獲状況によ
り、お届けが遅れる、又は早まるこ
とがあります。※発送前に事業者か
ら寄付者様へ連絡をいたします。連
絡がついた方から順次発送いたしま
すので、お申し込…

407【成前特選】越前かに極×1杯(1
1月発送)

500,000円

【毎月５杯限定】越前かにの最上級
ブランド「極(きわみ)」「茹でる前
の重さ1.5kg以上、茹でた後の重さ1
.3kg以上。甲羅幅14.5cm以上。爪幅
3cm以上」さらに姿かたち、甲羅の
硬さ、生きているかどうかなど、厳
しい基準をクリアした越前かにのみ
与えられる称号巨大で偉大なこの越
前かには、感動以外の言葉はなし。
※水揚げ状況等により、「極(きわ
み)」はご用意できない場合がござ
います。その場合…

043【年内発送】日本料理やなぎ町
厳選越前せいこがに4杯(日本料理や
なぎ町特製かに酢付)

70,000円

越前ずわいがにのメスの蟹です。数
あるせいこがにの中でも、日本海の
宝石とも呼ばれる「内子」「外子」
という非常に美味な卵が多く入って
いるせいこがにを厳選してご用意い
たします。※重さはいずれも生の状
態です。ボイル後は、重さが1～2割
減ります。※天候や漁獲状況により
、お届けが遅れる、又は早まること
があります。※発送前に事業者から
寄付者様へ連絡をいたします。連絡
がついた方から順…

042【年内発送】日本料理やなぎ町
厳選越前ずわいがに中サイズ約700g
(日本料理やなぎ町特製かに酢付)

80,000円

最高の越前ずわいがにを味わって頂
く為に、目利き、鮮度、茹でる時間
と塩加減、全てにこだわり抜きまし
た。また、厳選した昆布と鰹節で特
製のかに酢がかにの美味しさを引き
立てます。※重さはいずれも生の状
態です。ボイル後は、重さが1～2割
減ります。※天候や漁獲状況により
、お届けが遅れる、又は早まること
があります。※発送前に事業者から
寄付者様へ連絡をいたします。連絡
がついた方から順…

041【年内発送】日本料理やなぎ町
厳選越前ずわいがに大サイズ900g～
1kg(日本料理やなぎ町特製かに酢…

100,000円

最高の越前ずわいがにを味わって頂
く為に、目利き、鮮度、茹でる時間
と塩加減、全てにこだわり抜きまし
た。また、厳選した昆布と鰹節で特
製のかに酢がかにの美味しさを引き
立てます。※重さはいずれも生の状
態です。ボイル後は、重さが1～2割
減ります。※天候や漁獲状況により
、お届けが遅れる、又は早まること
があります。※発送前に事業者から
寄付者様へ連絡をいたします。連絡
がついた方から順…

702【年内発送】かど七厳選越前が
にメス（せいこがに）250g以上×3
杯

50,000円

福井の冬の味覚の王者「越前がに」
。黄色いタグがブランドがにの証で
す。メスのせいこがにはオスに比べ
ると小型ですが、甘みのある身が味
わえます。また、赤いダイヤと呼ば
れ、濃厚な内子や、プチプチした食
感の外子など、いろいろな味が楽し
めるのもメスのせいこがにならでは
です。新鮮な越前がにをボイルして
お届けいたします。ぜひ一度ご賞味
ください。※重さはいずれも生の状
態です。ボイル…

703【年内発送】かど七厳選越前が
にオス（中）600g以上×1杯

50,000円

福井の冬の味覚の王者「越前がに」
。黄色いタグがブランドがにの証で
す。全国各地にあるカニの中でもと
りわけ美味しいと評判で、明治時代
から皇室に献上している「献上がに
」としても有名です。また、長い脚
にぎっしりつまった身は、繊細でや
さしい甘みがあり、多くの旨み成分
を含み、味わい深いのが特徴です。
新鮮な越前がにをボイルしてお届け
いたします。ぜひ一度ご賞味くださ
い。※重さはい…

704【年内発送】かど七厳選越前が
にわけあり詰め合わせ

80,000円

福井の冬の味覚の王者「越前がに」
。黄色いタグがブランドがにの証で
す。全国各地にあるカニの中でもと
りわけ美味しいと評判で、明治時代
から皇室に献上している「献上がに
」としても有名です。また、長い脚
にぎっしりつまった身は、繊細でや
さしい甘みがあり、多くの旨み成分
を含み、味わい深いのが特徴です。
サイズや足折れの程度は、こちらに
おまかせになりますが、複数杯の詰
合せでお値打…
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701【年内発送】かど七厳選越前が
にオス（大）1kg以上×1杯

100,000円

福井の冬の味覚の王者「越前がに」
。黄色いタグがブランドがにの証で
す。全国各地にあるカニの中でもと
りわけ美味しいと評判で、明治時代
から皇室に献上している「献上がに
」としても有名です。また、長い脚
にぎっしりつまった身は、繊細でや
さしい甘みがあり、多くの旨み成分
を含み、味わい深いのが特徴です。
新鮮な越前がにをボイルしてお届け
いたします。ぜひ一度ご賞味くださ
い。※重さはい…

376濃厚せいこがにグラタン甲羅2個
セット(冷蔵)

10,000円

せいこがにを丸ごと一杯分詰め込み
ました。内子の濃厚なクリーム感と
、外子のプチプチ感の両方の味が楽
しめます。添加物を使用せず、１つ
１つ丁寧に作りました。提供：(株)
越前かに成前

378濃厚せいこがにグラタン甲羅1個
と器1個食べ比べセット(冷蔵)

15,000円

せいこがにの風味がいっぱいの甲羅
のグラタンと、熱々の上品な器のグ
ラタンのセットです。添加物を使用
せず、１つ１つ丁寧に作りました。
提供：(株)越前かに成前

380濃厚せいこがにグラタン器5個(
冷蔵)

40,000円

せいこがにを丸ごと一杯分詰め込み
ました。内子の濃厚なクリーム感と
、外子のプチプチ感の両方の味が楽
しめます。添加物を使用せず、１つ
１つ丁寧に作りました。器のグラタ
ンを木箱に入れた贅沢な贈り物です
。提供：(株)越前かに成前

282若狭牛ロースすきやき肉約350ｇ

20,000円

北陸福井の銘柄和牛「若狭牛」の甘
みたっぷりロース肉のすき焼き肉で
す。やわらかな肉質と濃厚なお肉の
甘みが楽しめます。提供：(株)カワ
グチ

283若狭牛赤身肉ステーキ約80ｇ×4
枚

20,000円

北陸福井の銘柄和牛「若狭牛」の赤
身もも肉のステーキです。上質な赤
身肉の中から柔らかい肉質を厳選し
たステーキは、お肉本来の上質な旨
味を堪能できます。提供：(株)カワ
グチ

599若狭牛A5ランクとふくいポーク
しゃぶしゃぶ用お試しセット(ポン
酢付き)

20,000円

若狭牛A5ランクのロース・バラ肉と
、ふくいポークのロース・バラ肉を
一つにしたバラエティ豊かな特別な
セットです。一子相伝のポン酢とと
もに、しゃぶしゃぶ専門店の味を是
非ご家庭でご賞味ください。提供：
しゃぶしゃぶ万両

281若狭牛サーロインしゃぶしゃぶ
肉約300ｇ

25,000円

北陸福井の銘柄和牛「若狭牛」の最
高級部位サーロインの贅沢しゃぶし
ゃぶ肉です。濃厚でとろける風味が
くちいっぱいに広がります。提供：
(株)カワグチ

596若狭牛A5ランクしゃぶしゃぶ用
ロース(ポン酢付き)500ｇ

40,000円

さっとくぐらせた最高級A5ランクの
若狭牛は、口の中でふんわりととろ
けながら「パンチの効いた」旨みを
放ちます。一子相伝のポン酢ととも
に、しゃぶしゃぶ専門店の味を是非
ご家庭でご賞味ください。提供：し
ゃぶしゃぶ万両

600若狭牛A5ランクすき焼き用もも
肉500g

40,000円

若狭牛もも肉は赤身肉でありながら
程よいサシが入っており、お年寄り
からお子様まで大変喜ばれる部位で
す。厳選した最高級もも肉はすき焼
きでも美味しくいただけます。提供
：しゃぶしゃぶ万両

601若狭牛A5ランクしゃぶしゃぶ用
ロースとふくいポークロース(ポン
酢付き)

40,000円

ふくいポークは福井県産の人気ブラ
ンド豚肉です。肉質は締りがよく、
やわらかできめが細かく、良質のタ
ンパク質やビタミンB1が豊富です。
ダイレクトに肉の旨みを味わえるし
ゃぶしゃぶです。若狭牛とともにご
堪能ください。提供：しゃぶしゃぶ
万両

597若狭牛A5ランクしゃぶしゃぶ用
ロース(ポン酢付き)800ｇ

50,000円

さっとくぐらせた最高級A5ランクの
若狭牛は、口の中でふんわりととろ
けながら「パンチの効いた」旨みを
放ちます。一子相伝のポン酢ととも
に、しゃぶしゃぶ専門店の味を是非
ご家庭でご賞味ください。提供：し
ゃぶしゃぶ万両
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598若狭牛A5ランクすき焼き用ロー
ス1kg

60,000円

越前若狭の四季に富んだ気候、豊か
な風土の中で丹精込めて育てた和牛
。それが若狭牛です。間違えなくお
口の中で溶けていきます。提供：し
ゃぶしゃぶ万両

141若狭牛(A5ランク)焼肉300g

20,000円

きめ細かで上品なサシと柔らかさが
特徴の最高級若狭牛です。研究を重
ねて飼料を改良し、与える回数や量
も調整しております。提供：福井県
贈答品業協同組合

142若狭牛(A5ランク)ロースすき焼
き300g

20,000円

きめ細かで上品なサシと柔らかさが
特徴の最高級若狭牛です。研究を重
ねて飼料を改良し、与える回数や量
も調整しております。提供：福井県
贈答品業協同組合

144若狭牛(A5ランク)しゃぶしゃぶ3
00g

20,000円

きめ細かで上品なサシと柔らかさが
特徴の最高級若狭牛です。薄くスラ
イスされており、冷しゃぶとしても
大変美味しくお召し上がりいただけ
ます。提供：福井県贈答品業協同組
合

589北の庄純米酒「長命酔」

8,000円

福井県産のお米だけで仕込んだ純米
酒は、お米の旨みが後口に感じてヌ
ル燗から、冷やまで美味しく飲めま
す。提供：舟木酒造合資会社

590北の庄蔵元造り和リキュール「
ブルーベリー酒」

8,000円

地元で栽培したブルーベリーを、蔵
元で製造した日本酒に漬けた和リキ
ュールで、添加物を一切加えない、
安心・安全なアルコール分が８％の
甘く飲みやすいリキュールです。提
供：舟木酒造合資会社

269食卓カバー(市松)

8,000円

国内シェアNo.1の蚊帳メーカーが、
一つ一つ手作りで仕上げた食卓カバ
ー。ワンタッチで簡単に開け閉めが
出来るので、お年寄りの方やお子様
でも楽に取り扱えます。提供：タナ
カ販売(株)

270食卓カバー(マール)

8,000円

国内シェアNo.1の蚊帳メーカーが、
一つ一つ手作りで仕上げた食卓カバ
ー。ワンタッチで簡単に開け閉めが
出来るので、お年寄りの方やお子様
でも楽に取り扱えます。提供：タナ
カ販売(株)

302かゞみやのうに豆220g

8,000円

大ぶりのそら豆に、うにのコーティ
ングをしました。ポリポリっとした
食感でお菓子としておつまみとして
お召し上がりいただけます。提供：
(株)かゞみや

442大麦焼きドーナツセット(10個)

8,000円

大麦の豊潤な香りを閉じ込めてひと
つずつ丁寧にしっとりと焼き上げた
焼きドーナツ。六条大麦粉50％配合
でバニラ・チョコ・抹茶・ラズベリ
ー・とみつ金時の5種類を2個ずつの
セットです。提供：福井大麦倶楽部

556冷凍かりんとう饅頭10個入り

8,000円

創業元禄12年の御素麺屋で人気№1
商品のかりんとう饅頭を冷凍にてお
届け。ご自宅で揚げることで、「お
好きな時に」「お好きな数だけ」揚
げたてのかりんとう饅頭を召し上が
ることができます。提供：(株)御素
麺屋

691和珈屋のまろやか水出しアイス
コーヒーとドリップバッグ5個セッ
ト

8,000円

1ヶ月で1000袋以上売れる和珈屋の
水出しアイスコーヒー。まろやかで
、豆本来の甘さきわだつ上品な味わ
いでリピータ続出。アイスコーヒー
でありながら通年売れ続けています
。もう１つの人気商品、和珈屋のド
リップバッグ(こくまろ5個入)とセ
ットでどうぞ。提供：(株)和珈屋
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692和珈屋のドリップバッグ(こくま
ろ15袋入)　

8,000円

ちょっと1人分だけという時に便利
。職場に旅行のお供に、手土産にも
喜ばれる和珈屋の大人気ドリップバ
ッグ。ハイシーズンには月に1万袋
も売れる高リピート商品。苦み、酸
味を抑え、豆の甘さを感じられるブ
レンド。提供：(株)和珈屋

061みやま長寿そば1箱

10,000円

美山南宮地在来種そばおいしい福井
の蕎麦をご自宅で…「みやま長寿そ
ば」は、古くから美山に伝わる“南
宮地在来種”を使用。山々に囲まれ
、清らかな水が流れる土地で育った
玄そばは、大粒で香り高く、大変高
い評価を受けております。生産量が
少なく、とても貴重な南宮地在来種
そば。是非、ご賞味ください。提供
：越前みやまそば元気の会

102越前おみそ汁６食セット

10,000円

大本山永平寺の味噌蔵の味「蔵みそ
」を使ったフリーズドライタイプの
おみそ汁です。提供：(株)米五

103米五のみそセット

10,000円

大本山永平寺の味噌蔵の味「蔵すり
みそ」と本店人気№1の「馬鹿ばや
しみそ」をセットにしました。提供
：(株)米五

104米五まんぷくジューシーセット

10,000円

永平寺御用達みそ「蔵」で味付けを
した「みそ生餃子」、「福井県産豚
ロースみそ漬け」、「福井県産健康
鶏みそ漬け」の3点セット。フライ
パンで焼くだけで簡単に調理ができ
ます。提供：(株)米五

107米五工場見学＆みそカフェラン
チ

10,000円

米五のカフェmisolaでのペアランチ
と工場見学がセットになった企画で
す。味噌の製造現場を見学し、そこ
で作られた味噌を使った美味しいラ
ンチが食べられるコースです※有効
期限は商品の受け取りから約1年で
す。※事前予約が必要です。※工場
見学の所要時間は約３０分です。提
供：(株)米五

117福井米菓あられ詰め合せ

10,000円

福井の「米」の旨さを引き出せる逸
品に仕上がった「福井米菓あられ」
詰め合わせです。提供：福井市農業
協同組合

135福千歳圓山廃純米

10,000円

福千歳と言えば『山廃仕込』福千歳
圓山廃純米は、お米だけで作られた
お米の国の日本人にはぴったりのお
酒です。※未成年の飲酒は法律で禁
止されています。提供：福井県贈答
品業協同組合

151クリップ式チタンスプーンＳ＋
Ｍサイズ２個セット

10,000円

クリップ式でグラスのフチに簡単に
引っかけられ、邪魔にならない常設
のマドラー。（約４ｇ、グラスの深
さはサイズＳで80mm以上、Ｍで100m
m以上に対応）例えば氷入り飲料の
水っぽさを常に解消でき、青汁など
粉末飲料の沈殿や、スムージー飲料
なども繰り返し混ぜられ、最後まで
美味しくお飲み頂けます。チタンは
錆び難くアレルギーレスで体にも優
しくスプーンとして最適な素材です
。またクリップ…

181バジル生サブレ10枚セット

10,000円

純度と香り高い福井市産のバジルを
ホワイトチョコレートに混ぜ込んだ
至極の一品。外はサクサク、中はし
っとり。新しい美味しさです。提供
：(株)キヨカワ

221すいせん香大バラ

10,000円

福井県の花、すいせんの香りをモチ
ーフに白檀(びゃくだん)の香りを調
和させたお線香です。香りは初めて
の方でも馴染めるようすっきりした
甘い香りです。提供：(株)小大黒屋
商店

261JAS有機米コシヒカリ「ふくい東
郷米」3kg

10,000円

３年以上農薬不使用３年以上化学肥
料不使用福井県の最高級ブランド米
「ふくい東郷米コシヒカリ」。国際
的基準で農水省が定めた、有機農産
物規格の【安心安全】なお米です。
また真空パックでお届けするため、
長期保存に優れ、いつでも精米した
てのおいしさが味わえます。コシヒ
カリ生誕の地、福井県の中でも、豊
かな自然と肥沃な土壌を誇る東郷地
区。周囲の水田からの農薬等の混入
を防ぐため、…
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271タナカの純水2リットル×12袋セ
ット

10,000円

福井市東郷の地下水を1万分の5ミク
ロンの逆浸透膜でろ過し、不純物を
徹底的に取り除いた純水です。アレ
ルギーやアトピー、赤ちゃんにも最
適です。また、コーヒーや紅茶、水
割りにもおすすめです。提供：タナ
カ販売(株)

285黒毛和牛入りハンバーグ・全国
金賞メンチカツ詰め合わせセット

10,000円

人気の黒毛和牛入りハンバーグと全
国コロッケグランプリメンチカツ部
門金賞(2013、2016年)メンチカツの
贅沢詰め合わせセットです。焼くだ
け、揚げるだけで食卓で贅沢レスト
ラン体験ができます。※画像はメン
チカツの写真です。提供：(株)カワ
グチ

321福井の手土産セット

10,000円

日本最古の醤油蔵元「室次」の人気
商品を詰合せました。提供：(株)室
次　醤油醸造場

323お醤油屋さんの手作り焼きメレ
ンゲ詰め合わせ

10,000円

口の中でしゅわ～っととろけるメレ
ンゲ、アーモンドの食感、ほのかな
お醤油の香りと旨み、ひとくちで３
度おいしい焼きメレンゲの詰め合わ
せです。提供：(株)室次醤油醸造場

324無添加しょうゆ３種セット

10,000円

日本最古の醤油蔵元「室次」の無添
加しょうゆ３種セットです。提供：
(株)室次醤油醸造場

377濃厚せいこがにグラタン甲羅2個
セット(冷凍)

10,000円

せいこがにを丸ごと一杯分詰め込み
ました。内子の濃厚なクリーム感と
、外子のプチプチ感の両方の味が楽
しめます。添加物を使用せず、１つ
１つ丁寧に作りました。提供：(株)
越前かに成前

421福井名物元祖羽二重餅50ヶ入

10,000円

創業弘化四年(1847年)、当店祖初代
紅谷伊三郎が考慮し、藩主に献上し
た羽二重餅です。提供：錦梅堂

423羽二重餅詰合せ40ヶ入

10,000円

あんなし羽二重餅20ヶと白あん入羽
二重餅20ヶの詰合せです。提供：錦
梅堂

424錦梅堂詰合せ

10,000円

羽二重餅12ヶ入、羽二重やき5ヶ入
、羽二重もなか5ヶ入の詰合せです
。提供：錦梅堂

623雪と蛍の米
食べ比べセット（３合×３個）

10,000円

コシヒカリの故郷「福井県」の中で
も。冬には山一面真っ白い雪が舞い
降り初夏にはふんわりと蛍が舞う「
福井市美山地区」美味しいお米は水
と気温がポントです。美山地区は山
に囲まれ、寒暖の差が激しく、また
冬に積もった雪解け水で澄んだ水の
証拠である蛍の舞う自然環境で美味
しいお米に育っています。その鮮度
・美味しさをそのまま真空パックに
しました。提供：(有)エッチ・ジェ
イ・ケイ

693珈琲鑑定士が選ぶコーヒー飲み
比べ5種セット

10,000円

コーヒーの焙煎や抽出など競技会3
部門での全国準優勝の実績を持つ和
珈屋目利き、腕利きの珈琲鑑定士達
が選ぶ飲み比べセット。提供：(株)
和珈屋

708ホテルメイドアイス6個セット

10,000円

上品な甘さと濃厚な口当たり。ホテ
ルメイドのアイスクリーム詰め合わ
せ。提供：(株)ユアーズホテルフク
イ
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714羽二重餅18袋入り

10,000円

口に含めば、ふわりととろけ、ほん
のりともち米の優しい甘さが広がる
餅菓子です。福井を代表する銘菓・
羽二重餅ですが、元祖ならではの絹
のような軽やかな食感をお楽しみい
ただけます。提供：(株)松岡軒

101米五オリジナル詰合せセット

12,000円

米五のオリジナル商品を詰め合わせ
たセットです。提供：(株)米五

113福井米地域限定コシヒカリ「美
山米」

12,000円

各地域では良質なお米が収穫される
地区があります。美山地区は杉木立
が美しい山間部にあり、昼夜の寒暖
差が大きいため【食味の良いコシヒ
カリ】が収穫されます。 その地で
育まれたコシヒカリは、『香り』、
『艶』、『食感』が定評！また、噛
むほどにお米の甘味が口の中に広が
ります。ぜひ、一度お召し上がりく
ださい♪提供：福井市農業協同組合

111福井米特別栽培コシヒカリ「ゆ
うたくん」

12,000円

通常栽培されるコシヒカリに対して
農薬は“５割以上削減”、“化学肥
料不使用”で栽培される特別なコシ
ヒカリ。環境への配慮を考えた自然
にやさしい栽培により安心・安全は
もちろんのこと、お米の自然なおい
しさも追及しました！安心・安全な
お米を美味しく食べる・・・特別な
コシヒカリどうぞ一度お召し上がり
ください♪提供：福井市農業協同組
合

112福井米コシヒカリ「ひかるちゃ
ん」

12,000円

肥沃な大地「福井平野」東には昼夜
の寒暖差を生み出す山々が広がり、
そこより流れ出る豊富な清流肥沃な
大地と清らかな水で育ったお米は私
たちに恵みと幸を届けてくれます。
“福井県は全国でも有数な米の生産
地！”農地の９割は水田地帯であり
、全国で一番おいしいお米と称され
ている「コシヒカリ」生誕の地でも
あります。ぜひ、一度お召し上がり
ください♪提供：福井市農業協同組
合

301かゞみやのもみわかめ缶入り

12,000円

乾燥したわかめを細かくし、ごはん
などにふりかけのようにかけてお召
し上がりいただけます。かゞみやが
厳選した逸品です。提供：(株)かゞ
みや

422羽二重やき5個入り×3箱

12,000円

羽二重餅とつぶあんをカステラで包
みました。提供：錦梅堂

441レトルト六条大麦カレー・シチ
ューセット

12,000円

全国生産日本一の六条大麦(大麦粉)
が原料レトルトカレー・シチューの
５個セット。小麦をはじめ７大アレ
ルゲン不使用で、特にカレー辛口・
ビーフシチューは若狭牛すじ肉を使
った高級感のある逸品です。提供：
福井大麦倶楽部

531フリーズドライフルーツ・ハー
バリウム２本セット

12,000円

ひまわり油にフリーズドライフルー
ツを漬け込みました。そのままお召
し上がりいただけるほか、アイスク
リーム・サラダ・ヨーグルト・パン
などへのトッピング、チーズなどと
合わせてお召し上がりいただく事が
できます。観賞用としてお部屋に飾
ってお楽しみ頂くこともできます。
提供：(株)FullCastWin

534フルコレ3本セット

12,000円

フリーズドライフルーツ、フルーツ
シュガー、玄米グラノーラの詰め合
わせのセットです。そのまま召し上
がっていただくほか、トッピングな
ど幅広くお楽しみいただけます。提
供：(株)FullCastWin

535フルーツ甘酒3本セット

12,000円

生のフルーツから水分だけを取り除
いたフリーズドライフルーツ・酒粕
にお砂糖をブレンドしました。お湯
に溶かすだけで、いつでもどこでも
甘くておいしいフルーツ甘酒が楽し
めます。提供：(株)FullCastWin

106米五食卓菜彩セット

12,000円

【そば味噌、田楽みそ、永平寺ごま
味噌、ゆず味噌、カレー味噌、もろ
み味噌】。食べ方のアレンジはあな
た次第、種類豊富なおかず味噌を取
り揃えたシリーズです。提供：(株)
米五



18201

福井県　福井市

557冷凍かりんとう饅頭20個入り

12,000円

創業元禄12年の御素麺屋で人気№1
商品のかりんとう饅頭を冷凍にてお
届け。ご自宅で揚げることで、「お
好きな時に」「お好きな数だけ」揚
げたてのかりんとう饅頭を召し上が
ることができます。提供：(株)御素
麺屋

588ワイングラスで美味しい富成喜
純米大吟醸原酒

12,000円

香りは華やかで、米の旨みがあり、
お買い得感のある純米大吟醸の原酒
は、食前酒として最高です。食後の
１杯としてもお楽しみ頂ける原酒、
冷やしても美味しいが４０度くらい
のヌル燗も良し提供：舟木酒造合資
会社

707やわらかプリン6個セット

12,000円

濃厚でなめらか。口の中に広がるブ
ランデーの香り。ネット注文でも人
気のホテルスイーツ。提供：(株)ユ
アーズホテルフクイ

715羽二重どら焼き10個入り

12,000円

ふっくら焼き上げたどら焼きの生地
に、北海道産小豆をたっぷり使った
つぶあんと、羽二重餅を挟んだジャ
ンボなどら焼きです。普通のどら焼
きとは異なり、舌の上に最後まで羽
二重餅の感触が残り、やさしい風味
を味わえます。提供：(株)松岡軒

182バジル生サブレ15枚セット

15,000円

純度と香り高い福井市産のバジルを
ホワイトチョコレートに混ぜ込んだ
至極の一品。外はサクサク、中はし
っとり。新しい美味しさです。提供
：(株)キヨカワ

183越前バジルオリジナルセット

15,000円

純度と香り高い福井市産のバジルを
ホワイトチョコレートに混ぜ込んだ
生サブレと人気の高いバジル塩・パ
スタをセットにしたオリジナル商品
です。提供：(株)キヨカワ

222手描き花ろうそくと燭台のセッ
ト

15,000円

手描きの絵蝋燭です。ひとつひとつ
職人が描く花は、他に同じものがあ
りません。仏事のお供えやお土産に
とても人気があります。柄はアソー
トです。提供：(株)小大黒屋商店

262JAS有機米コシヒカリ「ふくい東
郷米」5kg

15,000円

３年以上農薬不使用３年以上化学肥
料不使用福井県の最高級ブランド米
「ふくい東郷米コシヒカリ」。国際
的基準で農水省が定めた、有機農産
物規格の【安心安全】なお米です。
また真空パックでお届けするため、
長期保存に優れ、いつでも精米した
てのおいしさが味わえます。コシヒ
カリ生誕の地、福井県の中でも、豊
かな自然と肥沃な土壌を誇る東郷地
区。周囲の水田からの農薬等の混入
を防ぐため、…

284黒毛和牛入りハンバーグ約150ｇ
×8個

15,000円

楽天グルメ大賞2012、2013ハンバー
グジャンル大賞。和牛の風味と国産
豚のコク、赤ワイン風味のオリジナ
ルソースのコラボレーションが人気
です。クチコミ件数6,000件超は楽
天市場のハンバーグでは最多です。
提供：(株)カワグチ

325無添加しょうゆ５種セット

15,000円

日本最古の醤油蔵元「室次」の無添
加しょうゆ５種セットです。提供：
(株)室次醤油醸造場

352お茶の詰合せセット

15,000円

福井独自の豆入ほうじ茶、豆入番茶
の詰合せです。提供：(有)お茶の金
津屋

379濃厚せいこがにグラタン甲羅1個
と器1個食べ比べセット(冷凍)

15,000円

せいこがにの風味がいっぱいの甲羅
のグラタンと、熱々の上品な器のグ
ラタンのセットです。添加物を使用
せず、１つ１つ丁寧に作りました。
提供：(株)越前かに成前
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431味噌フラボンぼん「恋する呉汁
」１２個セット

15,000円

福井の越前海岸地域の伝承料理「呉
汁」が美味しく手軽に食べられる即
席呉汁として誕生しました。呉汁と
は、生大豆粉をお味噌汁の具として
炊き上げた汁物です。提供：(株)ご
ーる堂

432精進アイス＋どら焼きアイスセ
ット

15,000円

豆乳をベースに乳・卵を使用しない
100％植物性アイス。福井県産大豆
粉を加えて焼き上げたしっとり感の
ある「どら焼きの皮」に豆乳アイス
を美味しくサンドしたアイスのセッ
トです。提供：(株)ごーる堂

433大豆県「越前まめのこ」セット

15,000円

福井県民は大豆加工食品を多く消費
します。健康長寿県で全国ランキン
グも上位に入ります。越前海岸地域
の伝承料理「呉汁」が出来る素、即
席呉汁、大豆の恵ふりかけ、福井の
きな粉の大豆セットです。提供：(
株)ごーる堂

411ふわとろブッセ10個入り（5種×
各2個）

15,000円

チーズ風味のふんわり生地に生クリ
ームと福井県産の果物コンフィチュ
ールをサンドしたブッセです。苺、
ブルーベリー、いちじく、柚子、梅
と、5つの味でご用意しました。（5
種×各2個）提供：(株)髙井屋

412ふわとろカスタード10個入り（5
種×各2個）

15,000円

チーズ風味のふんわり生地にカスタ
ードクリームと福井県産の果物コン
フィチュールをサンドしたブッセで
す。苺、ブルーベリー、いちじく、
柚子、梅と、5つの味でご用意しま
した。（5種×各2個）提供：(株)髙
井屋

413越前ロールケーキ12個入り（3種
×各4個）

15,000円

福井県産コシヒカリの米粉を使用し
た、ふんわりしっとりロールケーキ
です。レモン、抹茶と小豆、とみつ
金時のキャラメルと、3つの味でご
用意しました。（3種×各4個）提供
：(株)髙井屋

414越前ロールケーキ2本入り

15,000円

福井県産コシヒカリの米粉を使用し
た、ふんわりしっとりロールケーキ
です。抹茶と小豆のロール1本、と
みつ金時のキャラメルロール1本の
詰め合わせになります。提供：(株)
髙井屋

533フリーズドライフルーツ3本セッ
ト

15,000円

生のフルーツから水分だけを取り除
きました。そのまま召し上がってい
ただけるほか、ヨーグルトやアイス
へのトッピング、ワインや炭酸水に
入れてお召し上がりいただくことも
出来ます。ジューサーで攪拌すると
フレッシュジュースが、アイスクリ
ームといっしょにミキサーにかけれ
ばフルーツアイスにもなります。提
供：(株)FullCastWin

105米五手作りみそセット

15,000円

自宅で味噌作りが楽しめるセット。
すべての材料と分かりやすい説明書
付きで誰でも気軽に自家製味噌の仕
込が出来ます。【出来上がり約5.3k
g】提供：(株)米五

558冷凍かりんとう饅頭30個入り

15,000円

創業元禄12年の御素麺屋で人気№1
商品のかりんとう饅頭を冷凍にてお
届け。ご自宅で揚げることで、「お
好きな時に」「お好きな数だけ」揚
げたてのかりんとう饅頭を召し上が
ることができます。提供：(株)御素
麺屋

566国体マスコットはぴりゅうくん
のぬいぐるみとピンズのセット

15,000円

国体マスコットはぴりゅうくんのぬ
いぐるみとピンズのセットです。提
供：(株)大津屋

567国体マスコットはぴりゅうくん
のタオルと木製グッズのセット

15,000円

国体マスコットはぴりゅうくんのタ
オルと木製グッズのセットです。提
供：(株)大津屋
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587北の庄越前・福井の逸品セット

15,000円

吟醸酒の「越前」と　純米吟醸の「
北の庄」の７２０ｍｌの２本セット
は、スッキリした吟醸酒で、魚介類
との相性良く、純米吟醸は食中酒と
して綺麗で丸みある飲みやすい福井
市らしい清酒提供：舟木酒造合資会
社

622菜野里（菜野葉、菜野実詰合わ
せ）

15,000円

春夏秋冬の季節毎の旬の野菜にこだ
わった、プレミアムな手作りかきも
ち詰合わせです。もち米、コシヒカ
リ、野菜の「こだわり」の原材料は
、すべて福井県美山地区産で、着色
料も一切使用せず、素材の色をその
まま生かした彩も華やかな商品です
。人気商品菜野葉、菜野実4袋ずつ
の詰合わせです。提供：(有)エッチ
・ジェイ・ケイ

647永平寺胡麻豆腐詰合せ

15,000円

精進料理として親しまれている胡麻
豆腐。葛には吉野本葛を使用した滑
らかでまったりとした舌触りと芳醇
な香りが人気の秘密。試行錯誤を重
ねながら作り上げたマーブル状の胡
麻豆腐は見た目でも楽しめる逸品で
す。提供：(有)米又

648福井の水ようかん色々

15,000円

福井の冬の風物詩一枚流しの水よう
かんを、通年常温可能にしました。
さらりとしたのど越しの良い黒糖風
味の水ようかんと、深くローストし
たほろ苦い珈琲風味、アールグレイ
ティーで炊き上げた芳醇な香り、福
井県産大豆入りほうじ茶で炊き上げ
た4種類の詰合せです。提供：(有)
米又

700はっくつバウム

15,000円

丸でなく四角い形が特徴　福井県産
卵使用和三盆糖を使用した優しい甘
味の和テイスト恐竜の焼き印を押し
恐竜王国福井をPR提供：お菓子処
丸岡家

709アイスもなか12個セット

15,000円

ホテルで人気のアイスをもなかに詰
め込んだ和風スイーツ。4種類の味
を楽しめます。提供：(株)ユアーズ
ホテルフクイ

140水ようかん食べ比べセット

15,000円

福井の冬の風物詩である水ようかん
をアソートしました。昔から庶民に
愛されてきた冬の銘菓を食べ比べが
出来るように、少量ずつセットにし
ました。提供：福井県贈答品業協同
組合

143若狭牛入りハンバーグ(100g×2
ヶ・50g×6ヶ)

15,000円

若狭牛のミンチを贅沢に使用したハ
ンバーグです。お子様でも食べやす
いサイズのハンバーグが入ったファ
ミリー向けのセットです。提供：福
井県贈答品業協同組合

134福千歳福と北の庄望セット

20,000円

福千歳福山廃純米大吟醸は、福千歳
得意の山廃仕込（昔ながらの伝統醸
造法）による純米大吟醸。山廃仕込
ならではのふくよかな味わいと芳醇
な香りが特長です。和食だけでなく
　いろんなお料理との相性も抜群！
（フレンチやイタリアンともお楽し
みいただけます）香りも上品、大吟
醸でありながら　大手をふって温度
を上げることのできる、贅沢な燗酒
の最高峰でもあります。北の庄望純
米大吟醸は、…

136ふくいポークセット

20,000円

きめが細かくやわらかいのが特長の
ふくいポークを味付けし、加熱する
だけで召し上がることができます。
提供：福井県贈答品業協同組合

137ソースカツ丼セット

20,000円

福井のB級グルメで有名なソースカ
ツ丼をご家庭でお楽しみいただけま
す。ロースとヒレカツの2種類と専
用のソースも2種類そろえ、色々な
味をお楽しみいただけます。提供：
福井県贈答品業協同組合

138黒龍吟醸豚デリカセット

20,000円

福井県の老舗酒造「黒龍」の吟醸酒
粕を中心とした配合飼料で飼育され
た豚の加工品です。提供：福井県贈
答品業協同組合
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152縁起箸「あげだるま箸セット」
ペア2膳（朱／黒）

20,000円

福井の眼鏡製造技術を活かして箸の
先端内部に錘芯材を内蔵し、起き上
がり小法師と同じ原理で箸絵柄が常
に上を向くだるまの縁起箸となって
います。箸表面は、越前漆器（下村
漆器店）の職人が塗り加工し、食洗
機対応・高耐熱で高耐久。箸置きは
、日本六古窯・越前焼（宗山窯）伝
統工芸士・宗倉克幸氏作日本伝統の
縁起物・起き上がり小法師と同じ原
理にあやかり「家内安全・子宝」祈
願でご結婚・…

153縁起箸「あげだるま箸セット」
ペア2膳（緑／桃）

20,000円

福井の眼鏡製造技術を活かして箸の
先端内部に錘芯材を内蔵し、起き上
がり小法師と同じ原理で箸絵柄が常
に上を向くだるまの縁起箸となって
います。箸表面は、越前漆器（下村
漆器店）の職人が塗り加工し、食洗
機対応・高耐熱で高耐久。箸置きは
、日本六古窯・越前焼（宗山窯）伝
統工芸士・宗倉克幸氏作日本伝統の
縁起物・起き上がり小法師と同じ原
理にあやかり「家内安全・子宝」祈
願でご結婚・…

154クリップ式ココアスプーン＆越
前焼カップの２客ペアセット

20,000円

クリップ式ココアスプーンは、材質
は人体に有害な物質を一切含まない
高耐久・高耐熱のトライタン樹脂の
採用により、永く衛生的にお使い頂
けます。（耐熱温度100℃、食洗機
や煮沸も可）コーヒーや特にココア
やコーンスープなどの粉末飲料で繰
り返し混ぜられる滑り落ちない便利
なマドラーです。会社内やキャンプ
場などカップに引っ掛けて衛生的に
持ち歩け、グループでご使用時はカ
ップマーカー（…

171越前おろしそば名人の技9食入り

20,000円

こだわり！！福井県産そば粉・霊峰
白山水系の伏流水主体のおいしい水
および卓越のそば打ち技術に裏打ち
された【越前おろしそば名人の技】
。福井市のふくいの恵み認定商品で
す。提供：九頭竜工房

062みやま長寿そば3箱

20,000円

美山南宮地在来種そばおいしい福井
の蕎麦をご自宅で…「みやま長寿そ
ば」は、古くから美山に伝わる“南
宮地在来種”を使用。山々に囲まれ
、清らかな水が流れる土地で育った
玄そばは、大粒で香り高く、大変高
い評価を受けております。生産量が
少なく、とても貴重な南宮地在来種
そば。是非、ご賞味ください。提供
：越前みやまそば元気の会

114福井米地域限定コシヒカリ「美
山米」と福井米ハナエチゼン「はな
ちゃん」のセット

20,000円

美山地区で育まれた噛むほどにお米
の甘味が口の中に広がる「美山米」
と、福井生まれでふっくらとした丸
みのあるお米で、コシヒカリと比べ
ると歯ごたえがあり、冷めても美味
しいハナエチゼン「はなちゃん」の
セットです。提供：福井市農業協同
組合

115福井米特別栽培コシヒカリ「ゆ
うたくん」と福井米ハナエチゼン「
はなちゃん」のセット

20,000円

農薬は “５割以上削減” 、“化学
肥料不使用” で栽培される特別な
コシヒカリ「ゆうたくん」と、福井
生まれでふっくらとした丸みのある
お米で、コシヒカリと比べると歯ご
たえがあり、冷めても美味しいハナ
エチゼン「はなちゃん」のセットで
す。提供：福井市農業協同組合

116福井米コシヒカリ「ひかるちゃ
ん」と福井米ハナエチゼン「はなち
ゃん」のセット

20,000円

東には昼夜の寒暖差を生み出す山々
が広がり、そこより流れ出る豊富な
清流肥沃な大地と清らかな水で育っ
た福井米コシヒカリ「ひかるちゃん
」と、福井生まれでふっくらとした
丸みのあるお米で、コシヒカリと比
べると歯ごたえがあり、冷めても美
味しいハナエチゼン「はなちゃん」
のセットです。提供：福井市農業協
同組合

223絵ならべろうそくと越前焼き燭
台

20,000円

絵ならべろうそくとは、7本を揃え
ると大きなひとつの風景になる新し
い絵ろうそく。１本でもそれぞれの
絵柄の変化を楽しんでいただくこと
ができ、お供えにはもちろんのこと
、飾ってインテリアとしてもご利用
いただけます。提供：(株)小大黒屋
商店

242ふくいブルー酒盃2点セット

20,000円

継体天皇が1500年前に発見したと言
われる、古の時代より福井に伝わる
笏谷石。希少価値の高い笏谷石を器
という「用の美」に形を変えて暮ら
しの中に蘇りました。盃セットは驚
くような軽さ、お酒を注ぐとブルー
に変化し、皆様の目も楽しませてく
れる事でしょう。提供：福井窯業(
株)

263JAS有機米コシヒカリ「ふくい東
郷米」6kg

20,000円

３年以上農薬不使用３年以上化学肥
料不使用福井県の最高級ブランド米
「ふくい東郷米コシヒカリ」。国際
的基準で農水省が定めた、有機農産
物規格の【安心安全】なお米です。
また真空パックでお届けするため、
長期保存に優れ、いつでも精米した
てのおいしさが味わえます。コシヒ
カリ生誕の地、福井県の中でも、豊
かな自然と肥沃な土壌を誇る東郷地
区。周囲の水田からの農薬等の混入
を防ぐため、…

322【ふるさと納税限定】室次十五
代目の特薦セット

20,000円

日本最古の醤油蔵元「室次」のふる
さと納税限定セットです。提供：(
株)室次醤油醸造場
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351玉露、特上かりがね、緑光お茶
の詰合せセット

20,000円

京都宇治茶のお茶で独自ブレンドで
茶です。第60回全国植樹祭に天皇皇
后両陛下がお召し上がりになられた
お茶です。提供：(有)お茶の金津屋

532フルーツハーバリウム3本セット

20,000円

ひまわり油にフリーズドライフルー
ツを漬け込みました。そのままお召
し上がりいただけるほか、アイスク
リーム・サラダ・ヨーグルト・パン
などへのトッピング、チーズなどと
合わせてお召し上がりいただく事が
できます。観賞用としてお部屋に飾
ってお楽しみ頂くこともできます。
提供：(株)FullCastWin

536フルーツ甘酒6本セット

20,000円

生のフルーツから水分だけを取り除
いたフリーズドライフルーツ・酒粕
にお砂糖をブレンドしました。お湯
に溶かすだけで、いつでもどこでも
甘くておいしいフルーツ甘酒が楽し
めます。提供：(株)FullCastWin

559冷凍かりんとう饅頭40個入り

20,000円

創業元禄12年の御素麺屋で人気№1
商品のかりんとう饅頭を冷凍にてお
届け。ご自宅で揚げることで、「お
好きな時に」「お好きな数だけ」揚
げたてのかりんとう饅頭を召し上が
ることができます。提供：(株)御素
麺屋

568国体マスコットはぴりゅうくん
のぬいぐるみと木製グッズとピンズ
のセット

20,000円

国体マスコットはぴりゅうくんのぬ
いぐるみと木製グッズとピンズのセ
ットです。提供：(株)大津屋

621菜野里（バラエティセット）

20,000円

春夏秋冬の季節毎の旬の野菜にこだ
わった、プレミアムな手作りかきも
ち詰合わせです。もち米、コシヒカ
リ、野菜の「こだわり」の原材料は
、すべて福井県美山地区産で、着色
料も一切使用せず、素材の色をその
まま生かした彩も華やかな商品です
。かきもち、あられ、かりんとう、
ポン菓子、2袋ずつの詰合わせです
。提供：(有)エッチ・ジェイ・ケイ

624雪と蛍の米
食べ比べセット（１㎏×３個）

20,000円

コシヒカリの故郷「福井県」の中で
も。冬には山一面真っ白い雪が舞い
降り初夏にはふんわりと蛍が舞う「
福井市美山地区」美味しいお米は水
と気温がポントです。美山地区は山
に囲まれ、寒暖の差が激しく、また
冬に積もった雪解け水で澄んだ水の
証拠である蛍の舞う自然環境で美味
しいお米に育っています。その鮮度
・美味しさをそのまま真空パックに
しました。提供：(有)エッチ・ジェ
イ・ケイ

646永平寺朝がゆ詰合せ

20,000円

福井県今立郡池田町で作られた特別
栽培米コシヒカリを使用したおかゆ
６種類の詰合せです。朝作り立ての
豆乳を使用した豆乳がゆや福井県産
大豆入りほうじ茶のおかゆ等原料に
こだわり独自の技法で炊き上げまし
た。提供：(有)米又

710ホテルメイドアイス12個セット

20,000円

上品な甘さと濃厚な口当たり。ホテ
ルメイドのアイスクリーム詰め合わ
せ。提供：(株)ユアーズホテルフク
イ

172越前おろしそば名人の技12食入
り

25,000円

こだわり！！福井県産そば粉・霊峰
白山水系の伏流水主体のおいしい水
および卓越のそば打ち技術に裏打ち
された【越前おろしそば名人の技】
。福井市のふくいの恵み認定商品で
す。提供：九頭竜工房

560冷凍かりんとう饅頭50個入り

25,000円

創業元禄12年の御素麺屋で人気№1
商品のかりんとう饅頭を冷凍にてお
届け。ご自宅で揚げることで、「お
好きな時に」「お好きな数だけ」揚
げたてのかりんとう饅頭を召し上が
ることができます。提供：(株)御素
麺屋

586北の庄大吟醸大吟匠

25,000円

杜氏の技術の結晶とも言える一品で
す。最高級の酒造好適米を半分以上
磨き、小仕込の手作業で仕込みまし
た。華やかな香りとスッキリした優
しい飲み口のお酒です。冷やしてお
楽しみください。提供：舟木酒造合
資会社
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611イチョウのまな板(立て付)19×3
4×3㎝

25,000円

イチョウのまな板はすべて１枚板で
作っています。特徴は油分が多く、
抗菌力も有り、弾力がある為、包丁
の当たりがとても良いです。提供：
(株)双葉商店

028トラッシュスタンド(生成-茶)

30,000円

おしゃれ、ギミック、コンパクトを
テーマに福井のコーティングメーカ
ーが作ったオリジナル・アウトドア
用品です。アウトドアモンスターの
ロゴがかわいいおしゃれなゴミケー
スです。しっかりした帆布製で底は
濡れたモノに対応するメッシュ製で
す。ご家庭ではランドリーボックス
にも如何でしょうか。提供：みのる
産業(株)

029トラッシュスタンド(生成-赤)

30,000円

おしゃれ、ギミック、コンパクトを
テーマに福井のコーティングメーカ
ーが作ったオリジナル・アウトドア
用品です。アウトドアモンスターの
ロゴがかわいいおしゃれなゴミケー
スです。しっかりした帆布製で底は
濡れたモノに対応するメッシュ製で
す。ご家庭ではランドリーボックス
にも如何でしょうか。提供：みのる
産業(株)

030トラッシュスタンド(黒-黒)

30,000円

おしゃれ、ギミック、コンパクトを
テーマに福井のコーティングメーカ
ーが作ったオリジナル・アウトドア
用品です。アウトドアモンスターの
ロゴがかわいいおしゃれなゴミケー
スです。しっかりした帆布製で底は
濡れたモノに対応するメッシュ製で
す。ご家庭ではランドリーボックス
にも如何でしょうか。提供：みのる
産業(株)

173越前おろしそば名人の技15食入
り

30,000円

こだわり！！福井県産そば粉・霊峰
白山水系の伏流水主体のおいしい水
および卓越のそば打ち技術に裏打ち
された【越前おろしそば名人の技】
。福井市のふくいの恵み認定商品で
す。提供：九頭竜工房

224アロマ和ろうそく灯之香中サイ
ズ(金・カモミール)

30,000円

現代生活に溶け込むアロマ和ろうそ
く。伝統工芸品である越前和紙を巻
いたろうそくからゆらぐ灯りとほの
かな香りが生活に癒しを与え、空間
を美しく演出します。※色は金・銀
・黒、香りはカモミール・森林から
選べます。提供：(株)小大黒屋商店

225アロマ和ろうそく灯之香中サイ
ズ(銀・カモミール)

30,000円

現代生活に溶け込むアロマ和ろうそ
く。伝統工芸品である越前和紙を巻
いたろうそくからゆらぐ灯りとほの
かな香りが生活に癒しを与え、空間
を美しく演出します。※色は金・銀
・黒、香りはカモミール・森林から
選べます。提供：(株)小大黒屋商店

226アロマ和ろうそく灯之香中サイ
ズ(黒・カモミール)

30,000円

現代生活に溶け込むアロマ和ろうそ
く。伝統工芸品である越前和紙を巻
いたろうそくからゆらぐ灯りとほの
かな香りが生活に癒しを与え、空間
を美しく演出します。※色は金・銀
・黒、香りはカモミール・森林から
選べます。提供：(株)小大黒屋商店

227アロマ和ろうそく灯之香中サイ
ズ(金・森林)

30,000円

現代生活に溶け込むアロマ和ろうそ
く。伝統工芸品である越前和紙を巻
いたろうそくからゆらぐ灯りとほの
かな香りが生活に癒しを与え、空間
を美しく演出します。※色は金・銀
・黒、香りはカモミール・森林から
選べます。提供：(株)小大黒屋商店

228アロマ和ろうそく灯之香中サイ
ズ(銀・森林)

30,000円

現代生活に溶け込むアロマ和ろうそ
く。伝統工芸品である越前和紙を巻
いたろうそくからゆらぐ灯りとほの
かな香りが生活に癒しを与え、空間
を美しく演出します。※色は金・銀
・黒、香りはカモミール・森林から
選べます。提供：(株)小大黒屋商店

229アロマ和ろうそく灯之香中サイ
ズ(黒・森林)

30,000円

現代生活に溶け込むアロマ和ろうそ
く。伝統工芸品である越前和紙を巻
いたろうそくからゆらぐ灯りとほの
かな香りが生活に癒しを与え、空間
を美しく演出します。※色は金・銀
・黒、香りはカモミール・森林から
選べます。提供：(株)小大黒屋商店

264JAS有機米コシヒカリ「ふくい東
郷米」9kg

30,000円

３年以上農薬不使用３年以上化学肥
料不使用福井県の最高級ブランド米
「ふくい東郷米コシヒカリ」。国際
的基準で農水省が定めた、有機農産
物規格の【安心安全】なお米です。
また真空パックでお届けするため、
長期保存に優れ、いつでも精米した
てのおいしさが味わえます。コシヒ
カリ生誕の地、福井県の中でも、豊
かな自然と肥沃な土壌を誇る東郷地
区。周囲の水田からの農薬等の混入
を防ぐため、…
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343手づくり木製時計(タモ材クルミ
材のコンビ)

30,000円

タモ材とクルミ材(いずれも国産)の
天然無垢材を使用して一つ一つ手作
りしています。木目や木肌の状況に
より、写真のものとは表情に違いが
生じますので、世界で一つだけのオ
リジナル時計となります。提供：(
有)ウッディ工房美樹

344手づくり木製時計(タモ材ケヤキ
材のコンビ)

30,000円

タモ材とケヤキ材(いずれも国産)の
天然無垢材を使用して一つ一つ手作
りしています。木目や木肌の状況に
より、写真のものとは表情に違いが
生じますので、世界で一つだけのオ
リジナル時計となります。提供：(
有)ウッディ工房美樹

345手づくり木製時計(クルミ材カエ
デ材のコンビ)

30,000円

クルミ材とカエデ材(いずれも国産)
の天然無垢材を使用して一つ一つ手
作りしています。木目や木肌の状況
により、写真のものとは表情に違い
が生じますので、世界で一つだけの
オリジナル時計となります。提供：
(有)ウッディ工房美樹

044日本料理やなぎ町厳選福井の鮮
魚一夜干しセット

30,000円

福井の鮮度抜群の魚を一夜干しにし
てご用意致します。お刺身で食べる
ことが出来る鮮度の魚で作る一夜干
しは、旨みが違います。季節に応じ
て旬の魚で作らせて頂きます。提供
：(株)やなぎ町

356カモフラストール(ナチュラル)

30,000円

プリントではなく、柄デザインすべ
てを糸で表現するので、品があり落
ち着いた雰囲気に仕上がっています
。機能糸を使っているので吸湿速乾
涼感作用もあります。提供：(有)森
川レース

357カモフラストール(チャコール)

30,000円

プリントではなく、柄デザインすべ
てを糸で表現するので、品があり落
ち着いた雰囲気に仕上がっています
。機能糸を使っているので吸湿速乾
涼感作用もあります。提供：(有)森
川レース

358カモフラストール(アクア)

30,000円

プリントではなく、柄デザインすべ
てを糸で表現するので、品があり落
ち着いた雰囲気に仕上がっています
。機能糸を使っているので吸湿速乾
涼感作用もあります。提供：(有)森
川レース

359花柄ストール(ブラック)

30,000円

大きな花模様をあしらった、ラッセ
ルレースを使用。光沢のある糸を部
分的に使用しているので、華やかな
雰囲気があり、オールシーズン使用
できます。提供：(有)森川レース

360花柄ストール(アイボリー)

30,000円

大きな花模様をあしらった、ラッセ
ルレースを使用。光沢のある糸を部
分的に使用しているので、華やかな
雰囲気があり、オールシーズン使用
できます。提供：(有)森川レース

361花柄ストール(ラベンダー)

30,000円

大きな花模様をあしらった、ラッセ
ルレースを使用。光沢のある糸を部
分的に使用しているので、華やかな
雰囲気があり、オールシーズン使用
できます。提供：(有)森川レース

362コットンストール(ナチュラル)

30,000円

中央の首周りに触れる部分は、あえ
て柄を少なくし、綿混素材の良さを
感じられるように、また両端にはエ
レガントな柄をほどこし華やかな雰
囲気に仕上げています。提供：(有)
森川レース

363コットンストール(ネイビー)

30,000円

中央の首周りに触れる部分は、あえ
て柄を少なくし、綿混素材の良さを
感じられるように、また両端にはエ
レガントな柄をほどこし華やかな雰
囲気に仕上げています。提供：(有)
森川レース
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364コットンストール(グレー)

30,000円

中央の首周りに触れる部分は、あえ
て柄を少なくし、綿混素材の良さを
感じられるように、また両端にはエ
レガントな柄をほどこし華やかな雰
囲気に仕上げています。提供：(有)
森川レース

368オリジナルレースコサージュ(グ
レー)

30,000円

福井の布花作家marumeromashuro(マ
ルメロマシュロ)さんと森川レース
のコラボ商品です。一枚一枚の花び
らを手染めして丁寧に仕上げた一点
ものです。受注生産の為、納品まで
に２ヶ月ほどかかります。提供：(
有)森川レース

569福福館はぴりゅうステーション
グッズオール詰め合わせセット

30,000円

福福館はぴりゅうステーショングッ
ズオール詰め合わせセットです。提
供：(株)大津屋

612イチョウのまな板(立て付)21×3
6×3㎝

30,000円

イチョウのまな板はすべて１枚板で
作っています。特徴は油分が多く、
抗菌力も有り、弾力がある為、包丁
の当たりがとても良いです。提供：
(株)双葉商店

615イチョウのまな板(立て付)24×4
2×2㎝

30,000円

イチョウのまな板はすべて１枚板で
作っています。特徴は油分が多く、
抗菌力も有り、弾力がある為、包丁
の当たりがとても良いです。提供：
(株)双葉商店

072サウルコス福井2018タオルマフ
ラー、マグネット、ステッカーセッ
ト

40,000円

福井県をホームとするサッカークラ
ブ、サウルコス福井の応援グッズで
す！全て福井の企業で作られた商品
になります。特にタオルマフラーは
福井県の銘品を散りばめたデザイン
になっており、他では買えない逸品
です！提供：NPO福井にJリーグチー
ムをつくる会

155縁起箸「起き上がり個箸」ペア2
膳

40,000円

福井の眼鏡製造技術を活かして箸の
先端内部に錘芯材を内蔵し、起き上
がり小法師と同じ原理で箸絵柄が常
に上を向くだるまの縁起箸。箸表面
は、越前漆器の伝統工芸士が丁寧に
漆を手塗りしており、食洗機対応で
、爪では傷つかない高耐久の漆塗り
箸。箸絵柄「金達磨」は、金運・財
力の向上や繁栄の象徴と言われてい
ます。この他にも福井の産業「漆器
・眼鏡」や県花「水仙」と福井ゆか
りの絵柄が散…

174越前おろしそば名人の技18食入
り

40,000円

こだわり！！福井県産そば粉・霊峰
白山水系の伏流水主体のおいしい水
および卓越のそば打ち技術に裏打ち
された【越前おろしそば名人の技】
。福井市のふくいの恵み認定商品で
す。提供：九頭竜工房

243ふくいブルー酒盃3点セット

40,000円

継体天皇が1500年前に発見したと言
われる、古の時代より福井に伝わる
笏谷石。希少価値の高い笏谷石を器
という「用の美」に形を変えて暮ら
しの中に蘇りました。盃セットは驚
くような軽さ、お酒を注ぐとブルー
に変化し、皆様の目も楽しませてく
れることでしょう。提供：福井窯業
(株)

244ふくいブルー花瓶（小）壁掛け(
木箱入り)

40,000円

継体天皇が1500年前に発見したと言
われる、古の時代より福井に伝わる
笏谷石。希少価値の高い笏谷石を器
という「用の美」に形を変えて暮ら
しの中に蘇りました。花瓶に水を注
ぐとブルーに変化し、花と共に皆様
の目を楽しませてくれる事でしょう
。提供：福井窯業(株)

266JAS有機米コシヒカリ「ふくい東
郷米」15kg(お米券3枚)

40,000円

３年以上農薬不使用３年以上化学肥
料不使用福井県の最高級ブランド米
「ふくい東郷米コシヒカリ」。国際
的基準で農水省が定めた、有機農産
物規格の【安心安全】なお米です。
お米券と引き換えに郵送させていた
だきますので、お好きな時に精米し
たてのお米を食べることが出来ます
。提供：タナカ販売(株)

021ジャグスタンドⅡ（レッド）

40,000円

おしゃれ、ギミック、コンパクトを
テーマに福井のコーティングメーカ
ーがノウハウをアウトドア用品に活
かしました。エクスパンドメタルを
素材とした大きい上棚にジャグポッ
トを置き、その下の小棚にカップを
置くと、簡単にドリンクが注げます
。キャンプだけではなく、工事現場
でも重宝します。提供：みのる産業
(株)
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022ジャグスタンドⅡ（ブラック）

40,000円

おしゃれ、ギミック、コンパクトを
テーマに福井のコーティングメーカ
ーがノウハウをアウトドア用品に活
かしました。エクスパンドメタルを
素材とした大きい上棚にジャグポッ
トを置き、その下の小棚にカップを
置くと、簡単にドリンクが注げます
。キャンプだけではなく、工事現場
でも重宝します。提供：みのる産業
(株)

023マルチスタンドⅡ（レッド）

40,000円

おしゃれ、ギミック、コンパクトを
テーマに福井のコーティングメーカ
ーがノウハウをアウトドア用品に活
かしました。広い下段ラックに大型
のクーラーを置くことができます。
上段の小棚は、クーラー内の食材を
置いたり、飲み物を注ぐのに便利で
す。また、180°回転することが出
来るので、2段ラックとしても使え
ます。提供：みのる産業(株)

024マルチスタンドⅡ（ブラック）

40,000円

おしゃれ、ギミック、コンパクトを
テーマに福井のコーティングメーカ
ーがノウハウをアウトドア用品に活
かしました。広い下段ラックに大型
のクーラーを置くことができます。
上段の小棚は、クーラー内の食材を
置いたり、飲み物を注ぐのに便利で
す。また、180°回転することが出
来るので、2段ラックとしても使え
ます。提供：みのる産業(株)

031オリジナルシェラカップ
6個セット

40,000円

アウトドアの飲食時、あるいは料理
に重宝するステンレス製カップです
。持ち手が付いており、沸かす、焼
く、煮るの場面でお使いください。
50ml～250mlのメモリ付です。アウ
トドアモンスターおよびネイトンモ
ンキーがデザインされています。提
供：みのる産業(株)

045日本料理やなぎ町厳選福井のブ
ランド和牛(若狭牛)の西京味噌漬け
(80g×4枚)

40,000円

福井のブランド和牛「若狭牛」と大
豆を日本で一番消費する福井の文化
の組み合わせで作られた、福井のブ
ランド和牛「若狭牛」の西京味噌漬
け。福井のブランド和牛「若狭牛」
の旨みを西京味噌が引き立てます。
また、この商品は日本航空の地元客
室乗務員が美味しいものを紹介する
OnTripJALにも取り上げられていま
す。提供：(株)やなぎ町

365ドットストール(蛍光イエロー)

40,000円

プリントではなく、柄デザインすべ
てを糸で表現しました。機能糸を使
用しているので、吸湿速乾涼感作用
があり、UVカット機能もあります。
鮮やかな色が、首元を華やかに演出
してくれます。提供：(有)森川レー
ス

366ドットストール(蛍光ブルー)

40,000円

プリントではなく、柄デザインすべ
てを糸で表現しました。機能糸を使
用しているので、吸湿速乾涼感作用
があり、UVカット機能もあります。
鮮やかな色が、首元を華やかに演出
してくれます。提供：(有)森川レー
ス

367ドットストール(サーモンピンク
)

40,000円

プリントではなく、柄デザインすべ
てを糸で表現しました。機能糸を使
用しているので、吸湿速乾涼感作用
があり、UVカット機能もあります。
鮮やかな色が、首元を華やかに演出
してくれます。提供：(有)森川レー
ス

381濃厚せいこがにグラタン器5個(
冷凍)

40,000円

せいこがにを丸ごと一杯分詰め込み
ました。内子の濃厚なクリーム感と
、外子のプチプチ感の両方の味が楽
しめます。添加物を使用せず、１つ
１つ丁寧に作りました。器のグラタ
ンを木箱に入れた贅沢な贈り物です
。提供：(株)越前かに成前

515デニム表札Dタイプ（16×3.5cm
）

40,000円

成形した粘土にデニム調の布目をつ
け、デニムのような色合いの黒や青
の釉薬（ゆうやく）をかけ焼成した
デニム風タイル表札です。控えめな
サイズが人気です。カラー、文字書
体、文字位置をお選び頂けます。専
用ボンド付きなのでご自身で簡単に
取付できます。入金確認後、事業者
よりご連絡します。ご注文確定後、
1ヶ月程度でお届けとなります。提
供：(株)廣部硬器

613イチョウのまな板(立て付)26×4
5×3㎝

40,000円

イチョウのまな板はすべて１枚板で
作っています。特徴は油分が多く、
抗菌力も有り、弾力がある為、包丁
の当たりがとても良いです。提供：
(株)双葉商店

614イチョウのまな板(立て付)丸型3
0㎝×3㎝

40,000円

イチョウのまな板はすべて１枚板で
作っています。特徴は油分が多く、
抗菌力も有り、弾力がある為、包丁
の当たりがとても良いです。提供：
(株)双葉商店
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616イチョウのまな板赤太(立て付)1
8×32×3㎝

40,000円

樹令２００年以上のイチョウの中心
部分(赤太)で仕上げた商品です。特
に油分が多い為、水はけがよく汚れ
にくいです。提供：(株)双葉商店

673R.C-TOTEBAG(ブラック)

40,000円

ダイナミックに、柄を使ったトート
バッグ。ハンプは丈夫で、持ち手も
革で出来ているので、使い勝手もよ
く、長く愛用頂けると思います。底
の加工もしっかりしています。柄を
生かしたトートバックなので、飾り
や色はシンプルに仕上げてあります
。提供：YUSHI

674R.C-TOTEBAG(ホワイト)

40,000円

ダイナミックに、柄を使ったトート
バッグ。ハンプは丈夫で、持ち手も
革で出来ているので、使い勝手もよ
く、長く愛用頂けると思います。底
の加工もしっかりしています。柄を
生かしたトートバックなので、飾り
や色はシンプルに仕上げてあります
。提供：YUSHI

1002SSTらんど宿泊券

50,000円

ＳＵＮ（太陽）、ＳＴＡＲ（星）、
ＴＲＥＥ（木）の頭文字を組み合わ
せて名付けられたＳＳＴらんど。名
前のとおり自然を満喫できる緑のス
ポットです。総合案内所を中心に、
バーベキューハウス、アスレチック
、「オズの魔法使い」がテーマの童
話の森、ログハウス風のバンガロー
（5棟）、パターゴルフ場（27ホー
ル）などがあり、家族で友人で太陽
の光を浴び、星を眺め、木々の香り
を楽しむのに最…

1003リズムの森宿泊券

50,000円

バーベキューやアスレチック、カブ
ト虫飼育場など多彩な施設を備え、
自然に親しみ楽しく遊べるキャンプ
場です。キャンプファイヤー広場も
あり、大自然の中で高らかに燃える
炎をみんなで囲むなど、特別な思い
出をつくることができます。夜はテ
ント・バンガロー・コテージなど自
然に包まれながら眠りにつくことが
できます。※有効期限は商品の受け
取りから1年です。※事前予約が必
要です。※開園期…

617イチョウのまな板赤太(立て付)2
1×36×3㎝

50,000円

樹令２００年以上のイチョウの中心
部分(赤太)で仕上げた商品です。特
に油分が多い為、水はけがよく汚れ
にくいです。提供：(株)双葉商店

680Square-SHOULDER(キャメル)

50,000円

カメラバッグをイメージしたボック
ス型のショルダーとリュック。アパ
レル用のナイロンに裏をメリヤス張
りの加工をした少し厚みをつけた生
地使用です。素材はナイロンながら
ナチュラルな質感でデザイン的には
スマートに仕上げたデイリーバッグ
です。それぞれの色に合わせたファ
スナーや革のポイントカラーがバッ
グをよりひきたたせています。提供
：YUSHI

681Square-SHOULDER(グリーン)

50,000円

カメラバッグをイメージしたボック
ス型のショルダーとリュック。アパ
レル用のナイロンに裏をメリヤス張
りの加工をした少し厚みをつけた生
地使用です。素材はナイロンながら
ナチュラルな質感でデザイン的には
スマートに仕上げたデイリーバッグ
です。それぞれの色に合わせたファ
スナーや革のポイントカラーがバッ
グをよりひきたたせています。提供
：YUSHI

694(数量限定)世界一周稀少豆コー
ヒー定期便(全6回お届け)

50,000円

和珈屋の珈琲鑑定士達が選ぶ生豆の
品質をしっかりチェックし、買い付
けた稀少豆の定期便です。実際に農
園まで行かないと手に入らない稀少
豆やコンクール入賞豆など、通常流
通しない豆の定期便(1パックずつ6
回)です。(月2回・３ヶ月)お申込み
時期によって種類は変わります。何
が来るかはお楽しみ。種類はお選び
いただけません。提供：(株)和珈屋

1001ガラガラ山キャンプ場宿泊券

60,000円

ガラガラ山という一風変わった愛称
で、古くから親しまれてきた山の中
腹にある、アウトドアレジャーやス
ポーツが楽しめるキャンプ場です。
眼下には、日本海が広がる抜群の景
色と環境のなか、さまざまなレクリ
エーションを思いっきりエンジョイ
できるリゾート施設です。温泉付き
のログキャビンやドッグランなど、
施設を充実。自然の中でゆっくりキ
ャンプをすることができます。※有
効期限は商品の…

071サウルコス福井2018レプリカユ
ニフォーム(ナンバー、ネームなし)

60,000円

２０１８シーズン、サウルコス福井
のレプリカユニフォームです！生地
・エンブレムの製作は転写・縫製ま
で全て福井で行われています。左肩
には恐竜のマークがあしらわれてお
り、福井愛が存分に感じられるレプ
リカユニフォームとなっております
。これを着てチームを応援して下さ
い！※サイズは４サイズからお選び
いただき、希望のサイズを備考欄等
に記入してください。提供：NPO福
井にJリーグチー…

677CURRENT-SHOULDERBAG(ワイン)

60,000円

小ぶりのショルダーは男性にも女性
にも使いやすい大きさです。ショル
ダーを短くして背中にしょって自転
車で軽快に！かぶせを開けたところ
と後ろの方にもポケットが有り便利
さも抜群です。提供：YUSHI
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676CURRENT-SHOULDERBAG(ネイビー)

60,000円

小ぶりのショルダーは男性にも女性
にも使いやすい大きさです。ショル
ダーを短くして背中にしょって自転
車で軽快に！かぶせを開けたところ
と後ろの方にもポケットが有り便利
さも抜群です。提供：YUSHI

025カフェテーブル（ダークブラウ
ン）

70,000円

おしゃれ、ギミック、コンパクトを
テーマに福井のコーティングメーカ
ーがノウハウをアウトドア用品に活
かしました。テーブルは木材を使用
してアウトドアになじみやすくしま
した。センターハンガーにランタン
を掛けれるので、夜間の使用時にも
便利です。また、コンパクトに折り
たためるのも特徴です。提供：みの
る産業(株)

038カフェテーブル（レッド）

70,000円

おしゃれ、ギミック、コンパクトを
テーマに福井のコーティングメーカ
ーがノウハウをアウトドア用品に活
かしました。テーブルは木材を使用
してアウトドアになじみやすくしま
した。センターハンガーにランタン
を掛けれるので、夜間の使用時にも
便利です。また、コンパクトに折り
たためるのも特徴です。提供：みの
る産業(株)

513デニム表札Aタイプ（24×8cm）

70,000円

成形した粘土にデニム調の布目をつ
け、デニムのような色合いの黒や青
の釉薬（ゆうやく）をかけ焼成した
デニム風タイル表札です。カラー、
文字書体、面取の有無などをお選び
頂けます。漢字表記や番地入れもOK
です。専用ボンド付きなのでご自身
で簡単に取付できます。入金確認後
、事業者よりご連絡します。ご注文
確定後、1ヶ月程度でお届けとなり
ます。提供：(株)廣部硬器

514デニム表札Cタイプ（13×13cm）

70,000円

成形した粘土にデニム調の布目をつ
け、デニムのような色合いの黒や青
の釉薬（ゆうやく）をかけ焼成した
デニム風タイル表札です。カラー、
文字書体、面取の有無などをお選び
頂けます。漢字表記や番地入れもOK
です。専用ボンド付きなのでご自身
で簡単に取付できます。入金確認後
、事業者よりご連絡します。ご注文
確定後、1ヶ月程度でお届けとなり
ます。提供：(株)廣部硬器

156縁起箸「起き上がり個箸」ペア
４膳＋越前焼だるま箸置き４色

80,000円

福井の眼鏡製造技術を活かして箸の
先端内部に錘芯材を内蔵し、起き上
がり小法師と同じ原理で箸絵柄が常
に上を向くだるまの縁起箸。箸表面
は、越前漆器の伝統工芸士が丁寧に
漆を手塗りしており、食洗機対応で
、爪では傷つかない高耐久の漆塗り
箸。箸絵柄の「七転八起」は、日本
の伝統の縁起物「赤達磨」が、苦難
を乗り越え願い事を叶え達成する象
徴として古くから人々に親しまれて
きました。ま…

245ふくいブルー花瓶（中）(木箱入
り)

80,000円

継体天皇が1500年前に発見したと言
われる、古の時代より福井に伝わる
笏谷石。希少価値の高い笏谷石を器
という「用の美」に形を変えて暮ら
しの中に蘇りました。花瓶は水を注
ぐとブルーに変化し、花と共に皆様
の目を楽しませてくれる事でしょう
。提供：福井窯業(株)

241ふくいブルー夫婦湯呑みセット

80,000円

継体天皇が1500年前に発見したと言
われる、古の時代より福井に伝わる
笏谷石。希少価値の高い笏谷石を器
という「用の美」に形を変えて暮ら
しの中に蘇りました。夫婦セットは
優しい手触り感、驚くような軽さ、
目を楽しませてくれるブルーが安ら
ぎを与えます。提供：福井窯業(株)

618イチョウのまな板赤太(立て付)2
4×42×3㎝

80,000円

樹令２００年以上のイチョウの中心
部分(赤太)で仕上げた商品です。特
に油分が多い為、水はけがよく汚れ
にくいです。提供：(株)双葉商店

671R.C-RUCKSACK(ブラック)

80,000円

ボタニカル柄の縦長のリュック。大
き目の作りになっているので、お出
かけやちょっとした旅行などにも。
内・外ポケットも多めについていま
す。赤のタックや肩ベルトは背負っ
たときのシルエットが特徴的。提供
：YUSHI

672R.C-RUCKSACK(ホワイト)

80,000円

ボタニカル柄の縦長のリュック。大
き目の作りになっているので、お出
かけやちょっとした旅行などにも。
内・外ポケットも多めについていま
す。赤のタックや肩ベルトは背負っ
たときのシルエットが特徴的。提供
：YUSHI

678Square-RUCKSACK(キャメル)

80,000円

ショルダーと同様かぶせが特徴のリ
ュックで、筒型のスタイリッシュな
リュックです。背中の方にはスポン
ジでクッションを入れて背中にも優
しく。持ち手などには牛革を使用し
、ナイロンと革の組み合わせになっ
ています。提供：YUSHI
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679Square-RUCKSACK(グリーン)

80,000円

ショルダーと同様かぶせが特徴のリ
ュックで、筒型のスタイリッシュな
リュックです。背中の方にはスポン
ジでクッションを入れて背中にも優
しく。持ち手などには牛革を使用し
、ナイロンと革の組み合わせになっ
ています。提供：YUSHI

675CURRENT-
BRIEF&SHOULDER(ワイン)

80,000円

しっかりした存在感のある6号ハン
プと上質なつや消しヌメ革を使った
本物志向のユニセックスなバッグ。
一般的なビジネス用ブリーフとは一
味違い、ネイビーとワインの色がオ
ン・オフ両方のシチュエーションで
ご使用いただけます。ノートパソコ
ンや雑誌などが入るよう横幅は大き
目にデザインされています。普通の
ブリーフとは違い、かっちりとした
作りではなく、入れるもの、持ち方
によって形を変…

026バーカウンターテーブル（ダー
クブラウン）

90,000円

おしゃれ、ギミック、コンパクトを
テーマに福井のコーティングメーカ
ーがノウハウをアウトドア用品に活
かしました。ランタンやシェラカッ
プを吊るせるハンガー部、落ち着い
た木製の天板、大きな調理具も置く
ことが出来る下部の網棚の三段構造
です。キャンプだけではなく、室内
でもおしゃれな使い方が出来ます。
また、コンパクトに折りたためるの
も特徴です。提供：みのる産業(株)

027ピクニックテーブルL（ダークブ
ラウン）

90,000円

おしゃれ、ギミック、コンパクトを
テーマに福井のコーティングメーカ
ーがノウハウをアウトドア用品に活
かしました。ヴィンテージの風合い
を出した手作り品です。自然と溶け
合う木材を基調にしていますので、
文字どおりご家族でのキャンプに最
適な使い心地をお約束します。また
、収納時は2つ折りになりコンパク
トに持ち運びできます。提供：みの
る産業(株)

032サイドアップボックス＆テーブ
ルSサイズ（レッド）

100,000円

アウトドアで活躍する便利なコンテ
ナ→テーブルの可変ボックスです。
サイドを跳ね上げ展開してテーブル
としてお使いください。天板は大き
く左右に広げることができるので出
し入れが容易です。金属メッシュと
木材のデザインをお楽しみください
。提供：みのる産業(株)

033サイドアップボックス＆テーブ
ルSサイズ（ダークブラウン）

100,000円

アウトドアで活躍する便利なコンテ
ナ→テーブルの可変ボックスです。
サイドを跳ね上げ展開してテーブル
としてお使いください。天板は大き
く左右に広げることができるので出
し入れが容易です。金属メッシュと
木材のデザインをお楽しみください
。提供：みのる産業(株)

1005国民宿舎鷹巣荘宿泊券

100,000円

越前加賀特定公園内に佇む鷹巣荘の
温泉は、お湯がやわらかいと評判で
、日本海を眼下に望む源泉かけ流し
の天然温泉が楽しめます。客室は全
室オーシャンビューで、日本海を眺
めながらゆったりとくつろげる公共
の宿です。温泉と共に、1泊2食の極
みコースも楽しめるペア宿泊券です
。※有効期限は商品の受け取りから
1年です。※別途入湯税100円がかか
ります。　現地にてお支払い下さい
。※事前予約が必…

1006美山森林温泉みらくる亭宿泊券

100,000円

杉木立にひっそりとたたずむ「みら
くる亭」。開放感溢れる全面ガラス
張りの大浴場の向こうには、緑あふ
れる自然が皆様をお出迎え。森林浴
とマイナスイオンを全身で感じてく
ださい。みらくる亭の温泉には癒し
があります。地下1001メートルから
湧き出す湯量豊富な天然泉で、無色
透明、においも無く飲用としても特
効があります。赤ちゃんや女性の肌
にもやさしいナトリウム・カルシウ
ム硫酸塩泉の…

230香炉セット

100,000円

香炉、オリジナルの香合、香炉セッ
トです。灰や炭、香木もセットとな
っているので、初めての方でもすぐ
にお使いになれます。提供：(株)小
大黒屋商店

341木製(県産林杉)２人掛けベンチ

100,000円

福井市の中心部を流れる足羽川の上
流で育った杉材を使用し、１台ずつ
手作りで丈夫に仕上げています。座
面の窪みがソフトな座り心地を、木
の節面が面白い表情(写真のものと
は一つ一つ違いが生じます)を生み
出しています。脚は折りたたむこと
ができるので、収納に便利です。提
供：(有)ウッディ工房美樹

511インテリア家紋（モノトーン仕
上げ）※やきものです

100,000円

やきもの（磁器）で作った直径15cm
の白・黒仕上げのシックな家紋。屋
根や屋外の壁に取付けられることが
多い家紋ですが、インテリアとして
飾って頂けるようにスタンドとセッ
トでお届けします。全国シェアNo.1
の警察紋章と同じように職人の手が
ひとつひとつ生み出す製品です。入
金確認後、事業者よりご連絡します
。ご注文確定後、1～1.5ヶ月程度で
お届けとなります。提供：(株)廣部
硬器

619イチョウのまな板赤太(立て付)2
7×47×3㎝

100,000円

樹令２００年以上のイチョウの中心
部分(赤太)で仕上げた商品です。特
に油分が多い為、水はけがよく汚れ
にくいです。提供：(株)双葉商店
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695(数量限定)世界一周稀少豆コー
ヒー定期便(全12回お届け)

100,000円

和珈屋の珈琲鑑定士達が選ぶ生豆の
品質をしっかりチェックし、買い付
けた稀少豆の定期便です。実際に農
園まで行かないと手に入らない稀少
豆やコンクール入賞豆など、通常流
通しない豆の定期便(1パックずつ12
回)です。(月2回・6ヶ月)お申込み
時期によって種類は変わります。何
が来るかはお楽しみ。種類はお選び
いただけません。提供：(株)和珈屋

682WAVE-SHOULDERBAG(ブラック)

100,000円

ウェーブ状にしわ加工して風合いの
ある革を使った革のショルダー。底
巾をうすくして、身体にフィットす
るショルダーバッグに仕上げました
。前後の深めのポケットは折りたた
み傘とか薄めの雑誌など入れやすく
便利です。＊受注生産となるためお
渡しは１～２か月かかります。提供
：YUSHI

683WAVE-SHOULDERBAG(ブラウン)

100,000円

ウェーブ状にしわ加工して風合いの
ある革を使った革のショルダー。底
巾をうすくして、身体にフィットす
るショルダーバッグに仕上げました
。前後の深めのポケットは折りたた
み傘とか薄めの雑誌など入れやすく
便利です。＊受注生産となるためお
渡しは１～２か月かかります。提供
：YUSHI

684CROSS-
SHOULDER&TOTEBAG(キャメル)

100,000円

フィット感のあるかぶせを折ったシ
ョルダーは片方のショルダーを外し
てDカンに通すことでショルダーが2
重になりトートバッグとしても使え
るミニマムでスタイリッシュなバッ
グです。＊受注生産となるためお渡
しは１～２か月かかります。提供：
YUSHI

685CROSS-SHOULDER&TOTEBAG(クロ)

100,000円

フィット感のあるかぶせを折ったシ
ョルダーは片方のショルダーを外し
てDカンに通すことでショルダーが2
重になりトートバッグとしても使え
るミニマムでスタイリッシュなバッ
グです。＊受注生産となるためお渡
しは１～２か月かかります。提供：
YUSHI

686CROSS-
SHOULDER&TOTEBAG(レッド)

100,000円

フィット感のあるかぶせを折ったシ
ョルダーは片方のショルダーを外し
てDカンに通すことでショルダーが2
重になりトートバッグとしても使え
るミニマムでスタイリッシュなバッ
グです。＊受注生産となるためお渡
しは１～２か月かかります。提供：
YUSHI

034サイドアップボックス＆テーブ
ルLサイズ（レッド）

120,000円

アウトドアで活躍する便利なコンテ
ナ→テーブルの可変ボックスです。
サイドを跳ね上げ展開してテーブル
としてお使いください。天板は大き
く左右に広げることができるので出
し入れが容易です。金属メッシュと
木材のデザインをお楽しみください
。提供：みのる産業(株)

035サイドアップボックス＆テーブ
ルLサイズ（ダークブラウン）

120,000円

アウトドアで活躍する便利なコンテ
ナ→テーブルの可変ボックスです。
サイドを跳ね上げ展開してテーブル
としてお使いください。天板は大き
く左右に広げることができるので出
し入れが容易です。金属メッシュと
木材のデザインをお楽しみください
。提供：みのる産業(株)

342木製(県産林杉)３人掛けベンチ

120,000円

福井市の中心部を流れる足羽川の上
流で育った杉材を使用し、１台ずつ
手作りで丈夫に仕上げています。座
面の窪みがソフトな座り心地を、木
の節面が面白い表情(写真のものと
は一つ一つ違いが生じます)を生み
出しています。脚は折りたたむこと
ができるので、収納に便利です。提
供：(有)ウッディ工房美樹

512インテリア家紋（純金・黒仕上
げ）※やきものです

120,000円

やきもの（磁器）で作った直径15cm
の純金・黒仕上げの鮮やかな家紋。
屋根や屋外の壁に取付けられること
が多い家紋ですが、インテリアとし
て飾って頂けるようにスタンドとセ
ットでお届けします。全国シェアNo
.1の警察紋章と同じように職人の手
がひとつひとつ生み出す製品です。
入金確認後、事業者よりご連絡しま
す。ご注文確定後、1～1.5ヶ月程度
でお届けとなります。提供：(株)廣
部硬器

001蛇の目洋傘雨傘（緋赤）

150,000円

完全受注生産（お仕立て１~2ヵ月）
○曹洞宗の総本山「永平寺」のご用
達福井の伝統的な産業、文化を受け
継ぎ、現代の技術を合わせたお品で
ございます。○福井県産業を活かし
た蛇の目①蛇の目洋傘は、優雅にし
て気品に満ちた伝統ある蛇の目傘を
現代風にアレンジして仕上げました
。生地には、福井県の繊維技術を活
かし、ポリエステルを使用しながら
紬様の風合いで織り上げ、混繊羽二
重を再現しました…

002蛇の目洋傘雨傘（墨黒）

150,000円

完全受注生産（お仕立て１~2ヵ月）
○曹洞宗の総本山「永平寺」のご用
達福井の伝統的な産業、文化を受け
継ぎ、現代の技術を合わせたお品で
ございます。○福井県産業を活かし
た蛇の目①蛇の目洋傘は、優雅にし
て気品に満ちた伝統ある蛇の目傘を
現代風にアレンジして仕上げました
。生地には、福井県の繊維技術を活
かし、ポリエステルを使用しながら
紬様の風合いで織り上げ、混繊羽二
重を再現しました…
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003蛇の目洋傘雨傘（古代紫）

150,000円

完全受注生産（お仕立て１~2ヵ月）
○曹洞宗の総本山「永平寺」のご用
達福井の伝統的な産業、文化を受け
継ぎ、現代の技術を合わせたお品で
ございます。○福井県産業を活かし
た蛇の目①蛇の目洋傘は、優雅にし
て気品に満ちた伝統ある蛇の目傘を
現代風にアレンジして仕上げました
。生地には、福井県の繊維技術を活
かし、ポリエステルを使用しながら
紬様の風合いで織り上げ、混繊羽二
重を再現しました…

004ヌレンザ雨傘（ボルドー）

150,000円

完全受注生産（お仕立て１~2ヵ月）
糸の織構造で撥水力を出した傘です
。表面が蓮の葉の様な作りになって
おり、水滴がビー玉の様な形になり
水がスパッと切れる傘となっており
傘を閉じる際、2，3回開閉し水滴を
飛ばして頂きますと生地表面にほと
んど水滴が残らない作りになってお
ります。元々がお客様のお困りごと
をお聞きして開発した傘で、機能性
に非常に特化した商品です。また、
傘自体の重量…

005ヌレンザ雨傘（黒）

150,000円

完全受注生産（お仕立て１~2ヵ月）
糸の織構造で撥水力を出した傘です
。表面が蓮の葉の様な作りになって
おり、水滴がビー玉の様な形になり
水がスパッと切れる傘となっており
傘を閉じる際、2，3回開閉し水滴を
飛ばして頂きますと生地表面にほと
んど水滴が残らない作りになってお
ります。元々がお客様のお困りごと
をお聞きして開発した傘で、機能性
に非常に特化した商品です。また、
傘自体の重量…

006ヌレンザ雨傘（つつじ）

150,000円

完全受注生産（お仕立て１~2ヵ月）
糸の織構造で撥水力を出した傘です
。表面が蓮の葉の様な作りになって
おり、水滴がビー玉の様な形になり
水がスパッと切れる傘となっており
傘を閉じる際、2，3回開閉し水滴を
飛ばして頂きますと生地表面にほと
んど水滴が残らない作りになってお
ります。元々がお客様のお困りごと
をお聞きして開発した傘で、機能性
に非常に特化した商品です。また、
傘自体の重量…

007ヌレンザ雨傘（ききょう）

150,000円

完全受注生産（お仕立て１~2ヵ月）
糸の織構造で撥水力を出した傘です
。表面が蓮の葉の様な作りになって
おり、水滴がビー玉の様な形になり
水がスパッと切れる傘となっており
傘を閉じる際、2，3回開閉し水滴を
飛ばして頂きますと生地表面にほと
んど水滴が残らない作りになってお
ります。元々がお客様のお困りごと
をお聞きして開発した傘で、機能性
に非常に特化した商品です。また、
傘自体の重量…

008ヌレンザ雨傘（赤）

150,000円

完全受注生産（お仕立て１~2ヵ月）
糸の織構造で撥水力を出した傘です
。表面が蓮の葉の様な作りになって
おり、水滴がビー玉の様な形になり
水がスパッと切れる傘となっており
傘を閉じる際、2，3回開閉し水滴を
飛ばして頂きますと生地表面にほと
んど水滴が残らない作りになってお
ります。元々がお客様のお困りごと
をお聞きして開発した傘で、機能性
に非常に特化した商品です。また、
傘自体の重量…

009ヌレンザ雨傘（すみれ）

150,000円

完全受注生産（お仕立て１~2ヵ月）
糸の織構造で撥水力を出した傘です
。表面が蓮の葉の様な作りになって
おり、水滴がビー玉の様な形になり
水がスパッと切れる傘となっており
傘を閉じる際、2，3回開閉し水滴を
飛ばして頂きますと生地表面にほと
んど水滴が残らない作りになってお
ります。元々がお客様のお困りごと
をお聞きして開発した傘で、機能性
に非常に特化した商品です。また、
傘自体の重量…

010ヌレンザ雨傘（キンモクセイ）

150,000円

完全受注生産（お仕立て１~2ヵ月）
ヌレンザの新色として、いち早くご
用意いたしました！糸の織構造で撥
水力を出した傘です。表面が蓮の葉
の様な作りになっており、水滴がビ
ー玉の様な形になり水がスパッと切
れる傘となっており傘を閉じる際、
2，3回開閉し水滴を飛ばして頂きま
すと生地表面にほとんど水滴が残ら
ない作りになっております。元々が
お客様のお困りごとをお聞きして開
発した傘で、…

011ヌレンザ雨傘（トキワ）

150,000円

完全受注生産（お仕立て１~2ヵ月）
ヌレンザの新色として、いち早くご
用意いたしました！糸の織構造で撥
水力を出した傘です。表面が蓮の葉
の様な作りになっており、水滴がビ
ー玉の様な形になり水がスパッと切
れる傘となっており傘を閉じる際、
2，3回開閉し水滴を飛ばして頂きま
すと生地表面にほとんど水滴が残ら
ない作りになっております。元々が
お客様のお困りごとをお聞きして開
発した傘で、…

036キッチンカウンターテーブルフ
ルセット（レッド）

150,000円

キッチンカウンターテーブル（下に
網棚付）にもう1段のテーブルとラ
ンタンハンガーを付けたフルセット
で構成しました。キッチンペーパー
、カップ類、まな板は勿論、メタル
部を設けて熱い鍋も置けます。ゴミ
捨ても考えた調理スペースあり、キ
ッチン設備フル装備です。提供：み
のる産業(株)

037キッチンカウンターテーブルフ
ルセット（ダークブラウン）

150,000円

キッチンカウンターテーブル（下に
網棚付）にもう1段のテーブルとラ
ンタンハンガーを付けたフルセット
で構成しました。キッチンペーパー
、カップ類、まな板は勿論、メタル
部を設けて熱い鍋も置けます。ゴミ
捨ても考えた調理スペースあり、キ
ッチン設備フル装備です。提供：み
のる産業(株)

551【受注生産】千両箱（拭き漆）

700,000円

福井県指定郷土工芸品の三国箪笥の
手法で作られた千両箱。今では、イ
ンテリア金庫としてアクセサリー・
小物の保管に最適。受注生産なので
、お渡しは約４ヶ月後になります。
提供：(有)匠工芸
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