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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…
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

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

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０…
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

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…
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

しいたけ醤油奥大山３６０ｍｌ１本調味
料道の駅０５６７
3,000円
原木しいたけ使用。くせになるおいしさ。【容量
】360ｍｌ×1本

しいたけゴマドレ奥大山２８０ｍｌ１本
道の駅０５６８
3,000円
椎茸とごま風味と栄養たっぷり【容量】280ｍｌ
×1

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

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…
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

奥大山の銘酒＆そばセットＡ／純米吟醸
蕎麦道の駅０５７１
4,000円
雪解け水の湧水で作ったお酒にソバ、ツーの楽し
み方どうですか【容量】純米吟醸180ml蕎麦乾麺2
食分
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鳥取県　江府町

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０５…
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

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…
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

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2
80ml各1本

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

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

星空舞（ほしぞらまい）２ｋｇ×１袋／
精米こめ星取県ＪＡアスパル０５９３
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

奥大山の銘酒＆そばセットＢ／大岩酒造
純米吟醸ばんじまして３００ｍｌ…
5,000円
ブナ原生林の雪解け水で作られたお酒とおそば、
粋な楽しみ方しませんか【容量】純米吟醸ばんじ
まして300ml×1奥大山蕎麦乾麺2食分

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…
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

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
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鳥取県　江府町

星空舞（ほしぞらまい）２ｋｇ×２袋計
４キロ令和２年産新米精米ＪＡこめ…
6,000円
令和２年産／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

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…
6,000円
「星空舞」がレトルトごはんになりました！【容
量】150g×5

無洗米ＧＡＢＡライス１．５ｋｇ１袋／
栄養こめギャバごはんＪＡアスパ…
6,000円
GABAとは天然アミノ酸【容量】1.5ｋｇ×1

奥大山の銘酒＆そばセットＤ／大岩酒造
大吟醸１５０ｍｌ大岩酒造純米吟…
6,000円
雪解け水の湧水で作ったお酒にソバ、粋の楽しみ
方どうですか【容量】大岩酒造大吟醸奥大山150m
l×1本純米吟醸180ml×1本奥大山蕎麦乾麺2食入
×1袋

ＳＵＮＴＯＲＹ天然水（奥大山）１箱５
５０ｍｌ×２４本ナチュラルミネラ…
6,000円
５５０ミリペットボトル１箱２４本入り【容量】
550ml×24本

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…
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

星空舞（ほしぞらまい）５ｋｇ×１袋精
米令和２年産新米ＪＡこめコメ５キ…
7,000円
令和２年産／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

江府町産日野特別栽培米コシヒカリ４ｋ
ｇお米コメ送料無料精米４キロこ…
8,000円
＼精米したてをお届けします／【容量】コシヒカ
リ(精米)4kg

みちくさお勧めのお米（コシヒカリ）５
ｋｇこめ鳥取県江府町産０３６７
8,000円
天然水のまちで育ったコシヒカリ【容量】こしひ
かり白米５キロ
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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…
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

アペゼの手作り焼きドーナッツセット１
６個入りお菓子アソート０２１７
8,000円
地元でも人気の焼きドーナッツ【容量】

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

奥大山高原みそ４００ｇ×５パック計２
キロ特別栽培味噌０２０７
8,000円
こだわりの田舎みそ【容量】

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…
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）

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

０２０６．特別栽培米コシヒカリ２ｋｇ
・奥大山高原みそ９００ｇ
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）・減化学肥料（9割）の安
…

奥大山のふっくらごはん７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×７個

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…
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



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2021 09 10

鳥取県　江府町

星空舞（ほしぞらまい）２ｋｇ×３袋計
６キロ／精米こめ鳥取県ＪＡアスパ…
10,000円
星取県の手に届く星空です。【容量】星空舞2kg
×3袋計6kg

無洗米ＧＡＢＡライス１．５ｋｇ２袋／
栄養こめギャバごはん３ｋｇＪＡ…
10,000円
GABAとは天然アミノ酸【容量】1.5kg×2計3ｋｇ

０２１１．米子屋旅館大山おこわ３００
ｇ×５箱
10,000円
鳥取のご当地グルメ大山おこわ【容量】

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】

０２１３．おかもと旅館大山おこわ２５
０ｇ×５箱
10,000円
鳥取のご当地グルメ大山おこわ【容量】

０２１０．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(※1月～3月発送の商品は
生…

０２１６．乾椎茸の詰め合わせ１６０ｇ

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中尾椎茸屋http://siitakeya.comTE
…

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５０…
10,000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）

０２０３．奥大山のおいしい水１０Ｌ×
２箱バックインボックス（ＢＩＢ）
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



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2021 09 10

鳥取県　江府町

奥大山の天然水１００％の氷（１．１ｋ
ｇ×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

０２０９．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トマトで仕上げた逸品です
…

０２２０．休暇村奥大山割引券１名様分
（宿泊・食事に使用可）（有効期…
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４年３月３
１日受付期間：通年発送時期：入金された翌月…

０２１４．エミーズカフェランチ＋アフ
ターコーヒー券（３名様分）お土…
10,000円
スペシャルブレンド奥大山の美味しいコーヒーと
、エミーズカフェのランチ券です。【容量】

０２２２．竹ピカセット

10,000円
内容:竹ピカ500ml×3本竹酢1L×1本「竹ピカ」は
、竹酢配合植物系台所用洗剤です。お肌に優しい
洗剤で、手荒れに悩む方に大好評！原材料の「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使用できます。受付期間：通
…

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…
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）

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×３ＪＡア…
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

ＳＵＮＴＯＲＹ天然水（奥大山）５５０
ｍｌ計４８本２４本×２箱ナチュラ…
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】

星空舞（ほしぞらまい）２ｋｇ×４袋計
８キロ／精米こめ鳥取県ＪＡアスパ…
13,000円
星取県の手に届く星空です。【容量】星空舞2kg
×4袋計8kg
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鳥取県　江府町

星空舞（ほしぞらまい）５ｋｇ×２袋計
１０キロ令和２年産新米精米ＪＡこ…
14,000円
令和２年産／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

無洗米ＧＡＢＡライス１．５ｋｇ３袋／
栄養こめギャバごはん４．５ｋｇ…
14,000円
GABAとは天然アミノ酸【容量】1.5kg×3計4.5ｋ
ｇ

細工かまぼこ詰合せ（大山ブランド会）
高塚かまぼこ店高島屋タカシマヤ…
15,000円
鯛や鶴などの細工かまぼこが入ったセットです【
容量】かまぼこ(鯛)・(鶴)・(亀)・(松)・(竹)・
(梅)各1、大半ぺん(2個入)×1、長いもかまぼこ
×1

天ぷら・ちくわ詰合せ（大山ブランド会
）高塚かまぼこ店高島屋タカシマ…
15,000円
鳥取名産とうふちくわやあご天などのバラエティ
セットです【容量】あご天・かに天・じゃこ天・
チーズ天・ごぼうだらけ天・あごカツ各(2枚入)
×1長いもかまぼこ(1本入)×1、あごちくわ・と
うふちくわ各3本

中尾さんちの乾椎茸（大山ブランド会）
原木栽培スライス３００ｇ高島屋…
15,000円
原木栽培しいたけスライス【容量】乾椎茸（100g
）×3

中尾さんちの乾椎茸・切干大根・乾にん
じん（大山ブランド会）各１００…
15,000円
原木栽培しいたけ／切り干し大根／乾にんじん【
容量】乾椎茸（50g）×2、切干大根（50g）×2、
乾にんじん（50g）×2

４７５（よなご）ビール８本セット（大
山ブランド会）クラフトビール高…
15,000円
鳥取・米子市生まれの地ビール【容量】アメリカ
ンペールエール・ピルスナー各330ｍｌ×3・コー
ヒーポーター330ｍｌ×2

０２０５．秀峰岩泉大吟醸奥大山の雫７
２０ｍｌ
15,000円
【２０歳未満の飲酒は法律で禁止されています】
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
…

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０…
15,000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（令和２年産生産者：林和敏ほか）
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鳥取県　江府町

鳥南カレー×６個セット（大山ブランド
会）高校生考案オリジナル商品高島…
15,000円
高校生がプロのカレー店と開発したオリジナルの
キーマカレー／パッケージもこだわり有【容量】
鳥南カレー（200g）×6

大山黒牛赤身肉プレミアム・ローストビ
ーフ（大山ブランド会）牛肉高島…
20,000円
＼和牛オリンピック「肉牛の部」日本一／限定数
100個【容量】大山黒牛赤身肉ローストビーフ300
ｇ限定数100個

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…
20,000円
鳥取和牛もも！／【容量】き焼き・しゃぶしゃぶ
用700ｇ（冷凍）

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）

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…
20,000円
＼鳥取和牛／【容量】600ｇ（冷凍）

鳥取和牛ミックス焼肉６００ｇ（冷凍）
（カタ・モモ・バラ６００ｇ）／…
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）

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

奥大山のふっくらごはん１４個（レトル
トパックご飯）特別栽培米コシヒ…
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×１４個

江府町産特別栽培米天恵米コシヒカリ１
０ｋｇ１袋／精米こめコメＪＡア…
20,000円
＼精米したてをお届けします／【容量】10
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鳥取県　江府町

冷凍ブルーベリー（大山ブランド会）高
島屋タカシマヤ０３８０．２０－…
20,000円
農薬不使用の奥大山ブルーベリー【容量】冷凍ブ
ルーベリー500g×3パック

山陰のどぐろ（中）・えてがれい詰合せ
－Ａ（大山ブランド会）高島屋タ…
20,000円
のどぐろ・えてがれいの山陰干物セットです【容
量】のどぐろ約７０ｇ・えてがれい約９０ｇ各４

日本海西部産開きのどぐろ干物４～６枚
（大山ブランド会）高島屋タカシ…
20,000円
＼たっぷりノドグロ４～6枚／【容量】開きのど
ぐろ約150～170ｇ×4～6枚

境港サーモン詰合せ（大山ブランド会）
高島屋タカシマヤのし対応可０２…
20,000円
境港サーモン２種類の味わいをお楽しみください
【容量】境港サーモン塩漬け７０ｇ・西京漬け７
０ｇ各６

づけ丼の素ぶり（大山ブランド会）１０
０ｇ×７個入り高島屋タカシマヤ０…
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

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

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０…
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」

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／白ハタくんせい【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、白はたくんせい120
g×2

おおえ爺さんの自然薯・じねんめん（大
山ブランド会）高島屋タカシマヤ…
20,000円
きめ細かく粘りの強い自然薯です【容量】自然薯
【萬年寿】（約１ｋｇ）、じねんめんうどん（２
２０ｇ・つゆ３６ｇ×２）・じねんめんそば（２
２０ｇ・つゆ２５ｇ×２）
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鳥取県　江府町

大吟醸セット（大山ブランド会）高島屋
タカシマヤ０３５６．２０－ｋ１
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

純米酒飲み比べセット２本（大山ブラン
ド会）日本酒一升高島屋タカシマ…
20,000円
純米酒2本セット【容量】秀峰岩泉純米吟醸1,800
ml×1、純米原酒岩泉生酛1,800ml×1

天然水奥大山２４本（大山ブランド会）
高島屋タカシマヤ０３５５．２０…
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

【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…
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。

【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…
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。

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０３…
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

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０４２…
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

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０５２…
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

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０３１６…
20,000円
深蒸しかぶせ茶【容量】伯耆誉８０ｇ×５
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鳥取県　江府町

銘茶詰合せ（大山ブランド会）高島屋タ
カシマヤ０３１７．２０－Ｕ２
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

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）高島屋…
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
も楽しめるたっぷり1㎏コーヒー豆セットです。
…

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

大山山麓そばセット（大山ブランド会）
高島屋タカシマヤ０３１８．２０…
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

自然薯そば大山どりつゆ付き２食入り×
１０袋計２０食セット蕎麦タカシマ…
20,000円
自然薯を練りこんだのど越しのよい蕎麦、つゆ付
き【容量】自然薯そば2食入り×10袋つゆ付き

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…
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
ープ…

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…
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

手造り味噌（大山ブランド会）高島屋タ
カシマヤ０３３５．２０－ａ１
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２５０ｇ・するめ糀漬２００ｇ

「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…
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）
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鳥取県　江府町

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…
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×2、ブルーベリードレッシング×2

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０３…
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

ローズ・フルール（大山ブランド会）高
島屋タカシマヤ０３８２．２０－…
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

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…
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。（提供）フラワーギャラリーエフツ…

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０３５…
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

ＴＡＫＥＺＵＭＩＭＡＴ（竹炭マット）
（大山ブランド会）クッション高…
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

とっとりピンバッジ（大山ブランド会）
高島屋タカシマヤ０３４２．２０…
20,000円
よく犬の形と言われます【容量】縦1.1×横2.4ｃ
ｍ

弓浜絣テーブルセンター花文様（大山ブ
ランド会）高島屋タカシマヤ０２…
20,000円
伝統工芸弓浜絣のテーブルセンター縦30×横49㎝
【容量】縦30×横49ｃｍ

横型お木時計（大山ブランド会）高島屋
タカシマヤ０３２２．２０－Ｗ３
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



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2021 09 10

鳥取県　江府町

星空舞（ほしぞらまい）５ｋｇ×３袋計
１５キロ／精米こめ鳥取県ＪＡアス…
24,000円
鳥取県イチ押しのご当地米です。【容量】星空舞
5kg×3袋計15ｋｇ

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…

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

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０…
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

大山ハムバラエティ詰合せ／生ハム／モ
ルタデッラほか（大山ブランド会…
25,000円
＼贅沢5種類／ハム返礼品の詰め合わせです【容
量】熟成乾塩ベーコン200ｇ×2、ももハム340ｇ
×2、生ハム（ロース）40ｇ、モルタデッラ75ｇ
、バーベキューソーセージ120ｇ

ズワイガニ爪肉１ｋｇ（大山ブランド会
）切れ目入り高島屋タカシマヤ０…
25,000円
切れ目入りで食べやすいズワイガニの爪肉１ｋｇ
【容量】ズワイガニ爪肉1ｋｇ

松葉がに（大山ブランド会）ボイル高島
屋０２６７．２５－Ｄ１
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（予約商品のため
、発送は１１月中旬以降となります）【容量】30
0ｇ～500ｇ×1

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…
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

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
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鳥取県　江府町

天然水とお米セットＢ天然水奥大山２Ｌ
×６本江府町産こしひかり１０キロ…
25,000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１０kg（令和２年産生産者：林和敏ほか）

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

ＧＯＯＤＢＬＥＳＳＧＡＲＤＥＮＳＡＵ
ＮＡ＆ＳＴＡＹ宿泊チケット２枚…
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【…

とっとりプチペンダント銀（大山ブラン
ド会）高島屋タカシマヤ０３４３…
25,000円
よく犬の形と言われます【容量】縦1.0×横2.5ｃ
ｍチェーン約40ｃｍ

オリジナル毛氈敷折織三段飾り用（大山
ブランド会）高島屋タカシマヤ０…
25,000円
オリジナルの毛氈（もうせん）【容量】幅125ｃ
ｍ、奥行180ｃｍ

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

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

鳥取和牛モモ焼肉用（大山ブランド会）
高島屋タカシマヤ０２４９．３０…
30,000円
鳥取和牛モモ焼き肉用500g【容量】モモ焼肉用50
0ｇ

鳥取和牛モモステーキ用（大山ブランド
会）高島屋タカシマヤ０２５０．…
30,000円
鳥取和牛モモステーキ用500g【容量】モモステー
キ用500ｇ
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鳥取県　江府町

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０２５…
30,000円
大山黒牛モモ焼き肉用500g【容量】モモ焼肉用50
0ｇ

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…
30,000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

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

鳥取和牛切り落とし（大山ブランド会）
高島屋タカシマヤ３７０．３０－…
30,000円
鳥取和牛切り落とし1kg【容量】1ｋｇ

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

大山ハムバラエティ詰合せローストビー
フ／生ハム／熟成乾塩ベーコンほ…
30,000円
＼贅沢7種類／ハム返礼品の詰め合わせです【容
量】ローストビーフ200ｇ×2、ペッパーシンケン
72ｇ、カントリーロースト72ｇ、生ハム（肩ロー
ス）40ｇ、チーズリヨナー90ｇ、フライシュケー
ゼ80ｇ×2、熟成乾塩ベーコン80ｇ

こだわりの生ハンバーグ２４０ｇ×８個
東伯牛＆大山豚砂丘長芋入りタカシ…
30,000円
肉の旨みあふれ出すこだわり生ハンバーグ【容量
】240g×8個入り

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…
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

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
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鳥取県　江府町

氷温干しのどぐろ１０枚（大山ブランド
会）高島屋タカシマヤのし対応可…
30,000円
＼のどぐろの干物／【容量】干しのどぐろ80ｇ×
10

山陰のどぐろ（中）・えてがれい詰合せ
－Ｂ（大山ブランド会）高島屋タ…
30,000円
山陰特産のどぐろ&えてがれい【容量】のどぐろ
約７０ｇ・えてがれい約９０ｇ各５

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…
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

氷温製法山陰産干物詰合せ（大山ブラン
ド会）高島屋タカシマヤのし対応…
30,000円
人気の山陰ノドグロほか、４種の干物詰合せ【容
量】干しかれい130ｇ、開きあじ80ｇ、のどぐろ
開き60ｇ×各6、干しハタハタ40ｇ×8

氷温熟成干物＆西京漬けセット（大山ブ
ランド会）高島屋タカシマヤのし…
30,000円
氷温熟成の干物と西京漬けのセット【容量】「銀
鱈、紅鮭、本鰆」西京漬け80ｇ×各2、干しかれ
い130ｇ・白いか80ｇ×各3、開きあじ80ｇ×4

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０３０…
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

あわび３個詰合せ（大山ブランド会）高
島屋タカシマヤ０３１５．３０－…
30,000円
鳥取のあわびです【容量】あわび約２００ｇ3個

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

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…
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
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鳥取県　江府町

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）…
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

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…
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

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０３５…
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

摘みたてブルーベリージュース７２０ｍ
ｌ×８本セット国産高島屋タカシマ…
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

贅沢二十世紀梨ジュース１８０ｍｌ計１
８本セット（出荷箱入り）高島屋…
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

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０２７６…
30,000円
大山かぶせ煎茶【容量】大山かぶせ煎茶80ｇ×10

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０…
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

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

星空舞（ほしぞらまい）５ｋｇ×４袋計
２０キロ／精米こめ鳥取県ＪＡアス…
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
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鳥取県　江府町

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…
35,000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

大山ハムバラエティ詰合せ／ローストビ
ーフほか（大山ブランド会）髙島…
35,000円
＼ローストビーフが2つも入った／ハム返礼品の
詰め合わせです【容量】熟成糸巻きロースハム32
0ｇ、ももハム340ｇ、焼豚340ｇ、ローストビー
フ200ｇ×2

日本海西部産開きのどぐろ干物７~９枚
（大山ブランド会）高島屋タカシマ…
35,000円
＼たっぷりノドグロ７～9枚／【容量】開きのど
ぐろ約150～170ｇ×７～9枚

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

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…
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

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ＥＰ…
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

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…
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

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…
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・
…

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０３００…
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
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鳥取県　江府町

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

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…
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

かつお風味だしの素（大山ブランド会）
高島屋タカシマヤ０２９９．３５…
35,000円
世代を越えて愛されるかつお風味だし【容量】「
日食」かつお風味だしの素５００ｇ（１０ｇ×５
０袋）×６

掛け時計（大山ブランド会）高島屋タカ
シマヤ０３２１．３５－Ｗ２
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

【定期便全３回】ＳＵＮＴＯＲＹ天然水
（奥大山）５５０ｍｌ計１４４本…
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

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×４2回目：大
山豚ローススライス２００ｇ×３・白ねぎぽん酢
１８０ｍｌ×１3回目：あい鴨モモスライス１５
０ｇ×…

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…
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

五ツ星お米マイスターのブレンド米１８
ｋｇ（３キロ×６袋）（大山ブラン…
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。

定期便全２回海の幸Ｂコース天然ぶりづ
け丼／平目昆布じめ丼／ノドグロ…
40,000円
のどぐろの干物・天然ぶりのづけ丼他、山陰の味
を堪能できるセットです【容量】（1ヶ月目）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（2ヶ月目）開きのどぐろ
１２…
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【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…
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。

【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…
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。

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…
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

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…
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

弓浜絣トートバッグ（大山ブランド会）
高島屋タカシマヤ０３０１．４０…
40,000円
鳥取境港産の伯州綿を使っています【容量】縦43
×横30×マチ13ｃｍ

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…
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

弓浜絣座布団花菱文様（大山ブランド会
）高島屋タカシマヤ０２８６．４…
40,000円
伝統工芸弓浜絣の座布団【容量】幅約42ｃｍ

一輪挿し（大山ブランド会）高島屋タカ
シマヤ０３６１．４０－ｎ２
40,000円
茶花入れ（一輪挿し）です【容量】径12×高さ23
ｃｍ

五ツ星お米マイスターのブレンド米計２
０ｋｇ（５キロ×４袋）（大山ブラ…
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。
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【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×…
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。

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…
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

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…
45,000円
鳥取のクラフトビール・日本酒を飲み比べ【容量
】

オリジナル毛氈敷折織七段飾り用（大山
ブランド会）高島屋タカシマヤ０…
45,000円
オリジナルの毛氈（もうせん）【容量】幅140ｃ
ｍ、奥行300ｃｍ

０２３５．鳥取和牛サーロインステーキ
６６０ｇ（冷凍）（サーロインス…
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
い舌触りが特徴です。肉本来の味わいと、やさし
…

大山黒牛プレミアム・ローストビーフ食
べ比べセット（大山ブランド会）…
50,000円
＼箱入りのローストビーフ食べ比べ／【容量】大
山黒牛赤身肉ローストビーフ・大山黒牛サーロイ
ンローストビーフ各300ｇ×1限定数100個

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０２５…
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

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０２５３…
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

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０２５４．…
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
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０２３６．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1ｋ
ｇ（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し…

０２３７．鳥取和牛ロースすき焼き・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
本来の味わいと、やさしい脂の甘味を実感して…

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０２５５．…
50,000円
大山黒牛ロース500g【容量】ローススライス500
ｇ

定期便大山ハム食べ比べ全３回コース計
１３種類（大山ブランド会）髙島…
50,000円
＼定期便で様々なハムを食べ比べ／【容量】1か
月目：生ハム（ロース）40ｇ、モルタデッラ75ｇ
、バーベキューソーセージ120ｇ、ももハム340ｇ
、熟成乾塩ベーコン200ｇ2か月目：ローストビー
フ200ｇ×23か月目：生ハム（肩ロース）40ｇ、
…

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…
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

【定期便】かに三昧３回コース（大山ブ
ランド会）海鮮丼／焼きガニ／鍋…
50,000円
山陰の海の幸かにをお楽しみいただけるセットの
3回コースです。【容量】①海鮮丼かにトロ丼の
素60ｇ×2、長芋20ｇ×2、かにトロのたれ40ｇ×
1、いかの醤油漬け70ｇ×2、本マグロの醤油漬け
（5切入×2）②焼きがに詰合せ甲羅焼き（かに身
）×2、…

松葉がに（大山ブランド会）高島屋タカ
シマヤ０３０６．５０－Ｔ３
50,000円
旬の味覚松葉ガニ【容量】松葉がに（約450ｇ）
×2枚

ミ（訳あり）ミ浜茹で松葉がに（ずわい
がに）２枚冷蔵発送カニ境港０５…
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枚を茹
でてから発送します。※茹でた後は、生の状態よ
りも重さが１割から2割減少する場合があります
。

ミ（訳あり）ミカット浜茹で松葉がに（
ずわいがに）２枚冷蔵発送カニ０…
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枚を茹で
てから発送します。※茹でた後は、生の状態より
も重さが１割から2割減少する場合があります。
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日本海西部産開きのどぐろ干物９～１１
枚（大山ブランド会）高島屋タカ…
50,000円
＼たっぷりノドグロ９～11枚／【容量】開きのど
ぐろ約150～170ｇ×９

定期便全２回海の幸Ａコース境港サーモ
ン／のどぐろ干物ほか（大山ブラ…
50,000円
境港サーモン&山陰特産の干物ノドグロ他【容量
】１ヶ月目：境港サーモン塩漬け７０ｇ・西京漬
け７０ｇ各６２ヶ月目：干しかれい130ｇ、開き
あじ80ｇ、のどぐろ開き60ｇ×各6、干しハタハ
タ40ｇ×8

定期便お手軽ご馳走セット（大山ブラン
ド会）かまぼこ／ぶり漬け丼他全…
50,000円
定期便全3回グルメコースとうふちくわ／天然ぶ
り漬け丼／ご当地カレーほか【容量】1ヶ月目：
あご天・かに天・じゃこ天・チーズ天・ごぼうだ
らけ天・あごカツ各（2枚入）×1、長いもかまぼ
こ（1本入）×1、あごちくわ・とうふちくわ各（
1…

「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－…
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

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…
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

珈琲飲み比べコース（大山ブランド会）
焙煎工房本池／澤井珈琲高島屋タ…
50,000円
定期便全2回焙煎工房本池／澤井珈琲コーヒー好
きな方ににおすすめです【容量】1ヶ月目：大山
ブレンド珈琲500g・珈琲豆エチオピア・ブラジル
・グァマテラ・コロンビア・マンデリン各100g（
いずれもレギュラーコーヒーをペーパー用でお届
…

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０３４１．…
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

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０…
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

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…
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…
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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…
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×１2回目：〈大山Ｇビール〉
ピル…

玉鋼滴央燿ぐい呑（大山ブランド会）高
島屋タカシマヤ０３７８．５５－…
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…

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…
60,000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

定期便山陰干物堪能セット（大山ブラン
ド会）全２回頒布会高島屋タカシ…
60,000円
定期便計2回のどぐろ他、山陰の干物が楽しめる
セットです【容量】1ヶ月目：｢銀鱈・紅鮭・本鰆
｣西京漬け80g×各2、干しかれい130g・白いか80g
×各3、開きあじ80g×42ヶ月目：のどぐろ約70g
・えてがれい約90g各5

定期便ジュースコース（大山ブランド会
）にんじん／トマト／ブルーベリ…
60,000円
こだわりトマトジュース／にんじんジュース／ブ
ルーベリージュース【容量】１ヶ月目：熟王3本
＆にんじんジュース3本セット２ヶ月目：ブルー
ベリージュース500ml×5本

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

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０２…
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

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…
65,000円
カエルが６匹（むかえる）【容量】幅19.5ｃｍ、
奥行7.5ｃｍ、高さ3.5ｃｍ

山陰のどぐろ（中）・えてがれい詰合せ
－Ｃ（大山ブランド会）高島屋タ…
70,000円
のどぐろ・えてがれいの山陰干物セットです【容
量】のどぐろ約７０ｇ・えてがれい約９０ｇ各１
３
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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）

【定期便全６回】サントリー天然水（奥
大山）５５０ｍｌ計２８８本２箱×…
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

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…
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

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０２…
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

玉鋼盃（大山ブランド会）高島屋タカシ
マヤ０３３７．７５－ｂ２
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

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…
90,000円
大山友禅染のネクタイ＆スカーフ【容量】シルク
100％

定期便ステーキ３種コース（大山ブラン
ド会）鳥取和牛全３回高島屋タカ…
95,000円
鳥取和牛の定期便全3回鳥取和牛オレイン55サー
ロインほか【容量】1ヶ月：モモステーキ用500g2
ヶ月目：鳥取和牛×大山豚手作りハンバーグ100g
×8、大山豚手作りロールステーキ80g×103ヶ月
目：鳥取和牛オレイン55サーロインステーキ用18
0g×2

定期便鳥取和牛ステーキコース（大山ブ
ランド会）全２回高島屋タカシマ…
100,000円
＼鳥取和牛ステーキの定期便全2回／【容量】1ヶ
月：特選ロースステーキ200g×2枚2ヶ月目：鳥取
和牛オレイン55サーロインステーキ用180g×2

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
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鳥取県　江府町

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

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

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

松葉がに（大山ブランド会）高島屋タカ
シマヤ０３１２．１００－Ｔ９
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

ねばり勝ち焼酎「白兎古譚」黒７２０ｍ
ｌ×６本セット（出荷箱タイプ）高…
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

東光園スタンダード会席プランペア１泊
２食（大山ブランド会）０４１５…
100,000円
日本海の海の幸を中心とした会席料理プランです
。温泉に浸ってリフレッシュしてください。（提
供）東光園【容量】ペア１泊２食※繁忙期にはシ
ーズン料金を別途頂く場合がございます。詳しく
は、東光園（電話0859-34-1111）にお問合せ下…

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０２８８…
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

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０…
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

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０３３…
100,000円
桜の図柄の大山友禅染ストール【容量】横50×長
さ176ｃｍ
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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０３３６．…
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7ｃ
ｍソーサー径13.5×高さ2.4ｃｍ

三井別館弥山の膳ペア１泊２食（大山ブ
ランド会）０４１９．１２０－Ａ…
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※繁忙期にはシーズ
ン料金を別途頂く場合がございます。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金は出来ませ
…

弓浜絣暖簾のれん海老文様（大山ブラン
ド会）高島屋タカシマヤ０２８７…
120,000円
伝統工芸弓浜絣／伊勢海老文様は長寿の象徴です
／お祝いのプレゼントにも【容量】縦141×横90
ｃｍ

布目つる花入れ（大山ブランド会）高島
屋タカシマヤ０３６２．１２０－…
120,000円
県指定郷土工芸品。明治36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13
ｃｍ×高さ11ｃｍ蔓横16×高さ18ｃｍ

淀江傘番傘（大山ブランド会）高島屋タ
カシマヤ０３８６．１２０－ｒ１
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

松葉がに（大山ブランド会）高島屋タカ
シマヤ０３０９．１３０－Ｔ６
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

松涛園山海美味会席ペア１泊２食（大山
ブランド会）０４０４．１３０－…
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※繁忙期にはシーズン料金を別途頂く
場合がございます。詳しくは、松涛園（電話0859
-22-3107）にお問合せ下さい。※宿泊希望日が満
室の場合でも返金は出来ませんので、早めにご予
…

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※繁忙期にはシーズ
ン料金を別途頂く場合がございます。詳しくは、
いこい亭菊萬（電話0120-036-088）にお問合せ下
さい。※宿泊希望日が満室の場合でも返金は出来
…

東光園美と健康コースプランペア１泊２
食（大山ブランド会）０４１４．…
150,000円
からだにうれしい・おいしい【容量】ペア１泊２
食※繁忙期にはシーズン料金を別途頂く場合がご
ざいます。詳しくは、東光園（電話0859-34-1111
）にお問合せ下さい。※宿泊希望日が満室の場合
でも返金は出来ませんので、早めにご予約下さい
。
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鳥取県　江府町

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…
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

大山黒牛焼肉セットモモ／ロース（大山
ブランド会）０２６３．１７０－…
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

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０２６１．…
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

松葉がに（大山ブランド会）高島屋タカ
シマヤ０３１０．１７０－Ｔ７
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

松葉がに約１ｋｇ×２（大山ブランド会
）高島屋タカシマヤ０３１４．１８…
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

三井別館かにづくし満足会席ペア１泊２
食（大山ブランド会）０４１８．…
180,000円
9月から利用可能な宿泊プランです【容量】ペア
１泊２食※繁忙期にはシーズン料金を別途頂く場
合がございます。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
室の場合でも返金は出来ませんので、早めにご予
…

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600g2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
・特選赤身焼肉用各500g

五輝星いつきぼし限定２０セットとっと
り松葉がに高島屋タカシマヤ０３…
200,000円
鳥取県（蟹取県）のスターです【容量】五輝星（
いつきぼし）約1.2ｋｇ×1枚

【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…
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】
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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※繁忙期にはシーズン料金を別
途頂く場合がございます。詳しくは、いこい亭菊
萬（電話0120-036-088）にお問合せ下さい。※宿
泊希望日が満室の場合でも返金は出来ませんので
…

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）０…
200,000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※繁忙期にはシ
ーズン料金を別途頂く場合がございます。詳しく
は、皆生菊乃家（電話0859-22-6560）にお問合せ
下さい。※宿泊希望日が満室の場合でも返金は出
…

淀江傘蛇の目傘（赤）（大山ブランド会
）高島屋タカシマヤ０３８７．２…
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

【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…
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】

華水亭特選グルメ会席プランペア１泊２
食（大山ブランド会）０４１７．…
220,000円
四季折々の山陰の味覚を用いた、最上の会席料理
をご堪能ください。（提供）華水亭【容量】ペア
１泊２食※繁忙期にはシーズン料金を別途頂く場
合がございます。詳しくは、華水亭（電話0859-3
3-0001）にお問合せ下さい。※宿泊希望日が満室
…

布目花器（大山ブランド会）高島屋タカ
シマヤ０３６０．２５０－ｎ１
250,000円
あたたかみのある花器【容量】縦23×横30×高さ
13ｃｍ

【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…
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】

【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…
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】

【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…
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】
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華水亭松葉蟹づくし膳プランペア１泊２
食（大山ブランド会）０４１６．…
330,000円
華水亭で旬の松葉蟹を堪能、ペア宿泊コース（11
月15日から利用可能）【容量】ペア１泊２食※繁
忙期にはシーズン料金を別途頂く場合がございま
す。詳しくは、華水亭（電話0859-33-0001）にお
問合せ下さい。※宿泊希望日が満室の場合でも返
…

ねばり勝ち焼酎「白兎古譚」白／黒計２
４本セット（出荷箱タイプ）高島…
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

【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…
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】

布目蔦文花器（大山ブランド会）高島屋
タカシマヤ０３８４．４００－ｎ５
400,000円
蔦文様をあしらった花器【容量】径16ｃｍ、高さ
30ｃｍ

布目蔦文壺（大山ブランド会）高島屋タ
カシマヤ０３８５．４００－ｎ６
400,000円
蔦文様をあしらった壷【容量】径25.5ｃｍ、高さ
25.5ｃｍ

ランプ「光の小路」（大山ブランド会）
高島屋タカシマヤ０３９１．５０…
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

ボディケアチェア（ベージュ）（大山ブ
ランド会）ファミリーイナダ高島…
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
源コード●…

ボディケアチェア（グレー）（大山ブラ
ンド会）マッサージチェアーファ…
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
コード●リ…

弓浜絣作務衣上衣（大山ブランド会）高
島屋タカシマヤ０３７５．５００…
500,000円
伝統の弓浜絣【容量】着丈80ｃｍ、裄70ｃｍ
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弓浜絣作務衣下衣（大山ブランド会）高
島屋タカシマヤ０３７６．５００…
500,000円
伝統の弓浜絣【容量】丈103ｃｍ、Ｗ80～100ｃｍ

プレミアムイートで懐石ディナーペア一
泊二食宿泊プラン皆生やど紫苑亭…
750,000円
特別なお部屋で最高のおもてなしを【容量】・本
券は平日利用のペアチケットとなっております。
設定日によりお受けができないお日にちもござい
ますので、ご希望日につきましては予めお電話に
てお問合せくださいませ。・ご宿泊の際には、…

スイートルームで松葉ガニディナーペア
一泊二食宿泊プラン皆生やど紫苑…
900,000円
新鮮な松葉かに懐石を特別なお部屋で／【容量】
・本券は平日利用のペアチケットとなっておりま
す。設定日によりお受けができないお日にちもご
ざいますので、ご希望日につきましては予めお電
話にてお問合せくださいませ。・ご宿泊の際に…

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０３７４．…
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

玉鋼燿天目茶盌（大山ブランド会）高島
屋タカシマヤ０３７７．１０００…
1,000,000円
釉薬が特徴的な焼き物【容量】径12ｃｍ、高さ6.
5ｃｍ

つる付大土瓶（大山ブランド会）高島屋
タカシマヤ０３８３．１０００－…
1,000,000円
県指定郷土工芸品【容量】幅50ｃｍ、奥行42ｃｍ
、高さ60ｃｍ

貴賓室で松葉ガニディナーペア一泊二食
宿泊プラン皆生やど紫苑亭（大山…
1,200,000円
贅沢で優雅なひと時を味わってください。【容量
】・本券は平日利用のペアチケットとなっており
ます。設定日によりお受けができないお日にちも
ございますので、ご希望日につきましては予めお
電話にてお問合せくださいませ。・ご宿泊の際…

貴賓室で贅沢鉄板焼きディナーペア一泊
二食プラン皆生やど紫苑亭（大山…
1,200,000円
特別なお部屋で贅沢な懐石を／【容量】・本券は
平日利用のペアチケットとなっております。設定
日によりお受けができないお日にちもございます
ので、ご希望日につきましては予めお電話にてお
問合せくださいませ。・ご宿泊の際には、別途…

ルピナスロボＷｉ－Ｆｉモデル（ブラッ
ク）（大山ブランド会）ファミリ…
2,150,000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
ンチ）●も…
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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…
2,150,000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
インチ）●…

シャア専用ルピナスロボＷｉ－Ｆｉモデ
ル（大山ブランド会）ガンダム赤…
2,300,000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
レット（10.1…

ルピナスロボＬＴＥモデル（ブラック）
（大山ブランド会）ファミリーイ…
2,400,000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
ンチ）●も…

ルピナスロボＬＴＥモデル（アイボリー
）（大山ブランド会）ファミリー…
2,400,000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
インチ）●…

シャア専用ルピナスロボＬＴＥモデル（
大山ブランド会）赤い彗星ガンダ…
2,500,000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
レット（10.1…
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