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　大山町（だいせんちょう）は、鳥取県西部に位置し、北は日本

海に面し、南は大山の山頂を含みます。人口約16,000人の小さ

な町ですが、子育て支援など町民がより住みやすくなるための事

業を行い、平成30年度には、合併以降14年間で初めて転入者

が転出者を上回りました。しかし、依然として人口は減り続けてお

り、高齢化が進んでいます。これからも人口減少対策に力を注い

でいく必要があります。

　みなさまからいただいたご寄附は、大山町の未来をつくっていく

ためのさまざまな事業や、「大山」の自然の恵みを受け継ぎ、その

豊かな自然資源を活かしたまちづくり・人づくりを進めるための事

業に活用させていただきます。

大山町を応援してくださる皆様へ

　中国地方最高峰の大山は、西日本最大規模のブナ林を抱く

自然の宝庫です。降った雪や雨をブナの森が受け止め、ゆっくり

と地面に浸透させることで、ミネラルをたっぷりと含んだ天然水が

つくられます。大山の恵みを受けた水は、豊かな農産物、海藻、魚

介類の源になっています。

　漁業では、サザエ、アワビ、サワラなどが県内屈指の漁獲量を

誇り、農業ではブロッコリーと梨の生産が盛んで、日本でも有数の

生産地です。さらに、観光地として、夏は登山、冬はスキーを楽し

むことができます。

　大山の恵みをたっぷりと受けたお礼の品をたくさんご用意しまし

た。是非ふるさと納税を通じて、大山町の魅力を感じてください。

名峰大山の恵みを受けたお礼の品
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大山の恵みをたっぷりと受けた
お礼の品の数々

…  梨

…  ブルーベリー・柿

…  野菜・花・味噌

…  大山そば・ラーメン

…  お米

…  お茶

…  酒

…  ジビエ

…  燻製

…  肉・ハム

…  ヨーグルト・牛乳・アイス

…  松葉ガニ・紅ズワイガニ

…  魚介類・海産加工品

…  パン

…  菓子・ジャム・落花生

…  体験

…  マッサージチェア

…  ふるさと納税について
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常温 常温 常温

常温

常温

常温 常温

頒 布 会
はん ぷ か い

楽しみが続くお礼の品です。 旬の梨を 3 回お届けします。

なつひめ梨 5kg

鳥取県の青梨系オリジナル品種です。
上品でさわやかな甘みと酸味があり、
シャリシャリとした食感で、果汁もたっ
ぷり。爽やかな清涼感のある夏にぴっ
たりの梨です。

○受付期間：7月下旬まで
○発送時期：8月中旬発送予定

青秀以上（赤秀または青秀）5kgを1箱

申込番号 DS-01
寄附金額 10,000円

申込番号 DS-11 寄附金額 32,000円

常温

二十世紀梨 5ｋｇ

独特のシャリシャリ感と、さっぱりとし
た酸味の中に上品な甘みもある逸品
です。1900年代初頭に生まれ、今な
お日本梨の代表品種として愛される
二十世紀梨を、是非一度味わってみ
て下さい。
○受付期間：8月中旬まで
○発送時期：８月下旬～9月中旬発送予定

青秀以上（赤秀または青秀）5kgを1箱

申込番号 DS-02
寄附金額 12,000円

新甘泉梨 5ｋｇ

鳥取県のオリジナルブランドの赤梨
で、圧倒的な糖度の高さが特徴です。
青梨のような歯触りの良い食感もあ
り、大変人気の品ですので、お早目に
お申込みください。

○受付期間：8月中旬まで
○発送時期：８月下旬～9月上旬発送予定

青秀以上（赤秀または青秀）5kgを1箱

申込番号 DS-03
寄附金額 14,000円

新甘泉梨 3ｋｇ

高い糖度が特徴の新甘泉梨のお手頃
3kgサイズです。酸味が少ないことが、
より甘さを際立たせます。是非一度お
試しください。

○受付期間：8月中旬まで
○発送時期：8月下旬～9月上旬発送予定

青秀以上（赤秀または青秀）3kgを1箱

申込番号 DS-15
寄附金額 10,000円

秋甘泉梨 5ｋｇ

「新甘泉」とならぶ甘くておいしい「秋甘
泉」です。秋らしいやさしく穏やかで心
地よい食感をお楽しみいただけます。
甘さが特徴で、果汁もたっぷりあり、口
の中にやさしい甘みが広がります。

○受付期間：8月下旬まで
○発送時期：9月上旬～9月中旬発送予定

青秀以上（赤秀または青秀）5kgを1箱

申込番号 DS-04
寄附金額 10,000円

梨の食べ比べ頒布会

○受付期間：8月中旬まで

二十世紀梨５ｋｇ、あきづき梨５ｋｇ、王秋梨5ｋｇを１回ずつ合
計３回お届け

○受付期間：11月上旬まで
○発送時期：11月中旬～11月下旬発送予定

○受付期間：8月中旬まで
○発送時期：８月下旬～9月上旬発送予定

○受付期間：11月中旬まで
○発送時期：12月上旬発送予定

○受付期間：8月中旬まで
○発送時期：８月下旬発送予定

大山町産の王秋梨の中でも、さらに
選果時に大山選果場の糖度センサー
を通し選別された商品です。化粧箱に
入れてお届け致しますので、贈答用に
もお使いいただきやすい商品です。

豊水梨は赤梨系の梨で、果肉はやわ
らかめで、甘味と酸味がうまく調和し
た濃厚な味わいとなっています。ほん
のり甘酸っぱい梨がお好きな方はお
すすめです。食後のデザートにも最適
です。

あたご梨の特徴はその大きさで、平
均で１ｋｇほど。果肉はシャリシャリとし
ており、程よい甘さに柔らかい酸味も
あります。また、日持ちも良く、お歳暮
のご贈答にもお使いいただけます。

秋栄（あきばえ）は「二十世紀梨」と、赤
梨の「幸水」を交配して生まれた品種で
す。一般の和梨の糖度が10～11度に
対し、秋栄梨の平均糖度は13～14度
と高くしっかりした甘さが特徴で女性に
人気です。

常温 常温 常温

王秋梨（化粧箱） 2ｋｇ
化粧箱2ｋｇを１箱

申込番号 DS-09
寄附金額 6,000円

豊水梨 ５kg
青秀以上（赤秀または青秀）5kgを1箱

申込番号 DS-14
寄附金額 10,000円

常温

あたご梨 5ｋｇ
青秀以上（赤秀または青秀）5kgを1箱

申込番号 DS-10
寄附金額 10,000円

秋栄梨 ５㎏
青秀以上（赤秀または青秀）5kgを1箱

申込番号 DS-13
寄附金額 10,000円

あきづき梨 5ｋｇ

「赤梨の完成形」とも言われる美味し
い梨で、糖度が高く、酸味よりも赤梨
らしいしっかりとした甘さが特徴で
す。また、果汁が多くとってもジュー
シーな食味をお楽しみいただけます。

○受付期間：8月下旬まで
○発送時期：９月中旬発送予定

青秀以上（赤秀または青秀）5kgを1箱

申込番号 DS-05
寄附金額 10,000円

常温

新興梨 5ｋｇ

シャリシャリとした歯ごたえと、糖度と
酸味のバランスのとれた味わいが特
徴の梨です。また、日持ちが良いのも
新興の特徴です。

○受付期間：9月下旬まで
○発送時期：10月中旬発送予定

青秀以上（赤秀または青秀）5kgを1箱

申込番号 DS-07
寄附金額 10,000円

王秋梨 5ｋｇ

ラグビーボールのような形の大きめ
の玉で、まさに「秋のフルーツの王
様」。果肉は白く、柔らかさもシャリ
シャリ感もあり、さっぱりとした上品な
味わいです。日持ちが良いことも特徴
です。
○受付期間：11月上旬まで
○発送時期：11月上旬～11月下旬発送予定

青秀以上（赤秀または青秀）5kgを1箱

申込番号 DS-08
寄附金額 10,000円

1回目のお届け

二十世紀梨  5kg
【発送時期：８月下旬～】

2回目のお届け

あきづき梨  5kg
【発送時期：9月中旬～】

3回目のお届け

王秋梨  5kg
【発送時期：１１月中旬～】

発送に関する
注意事項 提供事業者※玉サイズ・玉数は指定できません。　※品切れ次第受付終了となります。お早めにお申込ください。

※育成状況により発送時期が前後することがございます。 鳥取西部農協大山梨選果場 発送に関する
注意事項 提供事業者※玉サイズ・玉数は指定できません。　※品切れ次第受付終了となります。お早めにお申込ください。

※育成状況により発送時期が前後することがございます。 鳥取西部農協大山梨選果場

鳥取県といえば「二十世紀梨」が有名です。大山町は鳥取県の中でも有数の

梨の生産地で、毎年様々な品種の美味しい梨がたくさん採れます。

梨どころ大山町だからこそお届けできる旨い梨を是非お楽しみください。梨未来に残したい町の宝
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常温 常温 常温

常温

常温

常温 常温

頒 布 会
はん ぷ か い

楽しみが続くお礼の品です。 旬の梨を 3 回お届けします。

なつひめ梨 5kg

鳥取県の青梨系オリジナル品種です。
上品でさわやかな甘みと酸味があり、
シャリシャリとした食感で、果汁もたっ
ぷり。爽やかな清涼感のある夏にぴっ
たりの梨です。

○受付期間：7月下旬まで
○発送時期：8月中旬発送予定

青秀以上（赤秀または青秀）5kgを1箱

申込番号 DS-01
寄附金額 10,000円

申込番号 DS-11 寄附金額 32,000円

常温

二十世紀梨 5ｋｇ

独特のシャリシャリ感と、さっぱりとし
た酸味の中に上品な甘みもある逸品
です。1900年代初頭に生まれ、今な
お日本梨の代表品種として愛される
二十世紀梨を、是非一度味わってみ
て下さい。
○受付期間：8月中旬まで
○発送時期：８月下旬～9月中旬発送予定

青秀以上（赤秀または青秀）5kgを1箱

申込番号 DS-02
寄附金額 12,000円

新甘泉梨 5ｋｇ

鳥取県のオリジナルブランドの赤梨
で、圧倒的な糖度の高さが特徴です。
青梨のような歯触りの良い食感もあ
り、大変人気の品ですので、お早目に
お申込みください。

○受付期間：8月中旬まで
○発送時期：８月下旬～9月上旬発送予定

青秀以上（赤秀または青秀）5kgを1箱

申込番号 DS-03
寄附金額 14,000円

新甘泉梨 3ｋｇ

高い糖度が特徴の新甘泉梨のお手頃
3kgサイズです。酸味が少ないことが、
より甘さを際立たせます。是非一度お
試しください。

○受付期間：8月中旬まで
○発送時期：8月下旬～9月上旬発送予定

青秀以上（赤秀または青秀）3kgを1箱

申込番号 DS-15
寄附金額 10,000円

秋甘泉梨 5ｋｇ

「新甘泉」とならぶ甘くておいしい「秋甘
泉」です。秋らしいやさしく穏やかで心
地よい食感をお楽しみいただけます。
甘さが特徴で、果汁もたっぷりあり、口
の中にやさしい甘みが広がります。

○受付期間：8月下旬まで
○発送時期：9月上旬～9月中旬発送予定

青秀以上（赤秀または青秀）5kgを1箱

申込番号 DS-04
寄附金額 10,000円

梨の食べ比べ頒布会

○受付期間：8月中旬まで

二十世紀梨５ｋｇ、あきづき梨５ｋｇ、王秋梨5ｋｇを１回ずつ合
計３回お届け

○受付期間：11月上旬まで
○発送時期：11月中旬～11月下旬発送予定

○受付期間：8月中旬まで
○発送時期：８月下旬～9月上旬発送予定

○受付期間：11月中旬まで
○発送時期：12月上旬発送予定

○受付期間：8月中旬まで
○発送時期：８月下旬発送予定

大山町産の王秋梨の中でも、さらに
選果時に大山選果場の糖度センサー
を通し選別された商品です。化粧箱に
入れてお届け致しますので、贈答用に
もお使いいただきやすい商品です。

豊水梨は赤梨系の梨で、果肉はやわ
らかめで、甘味と酸味がうまく調和し
た濃厚な味わいとなっています。ほん
のり甘酸っぱい梨がお好きな方はお
すすめです。食後のデザートにも最適
です。

あたご梨の特徴はその大きさで、平
均で１ｋｇほど。果肉はシャリシャリとし
ており、程よい甘さに柔らかい酸味も
あります。また、日持ちも良く、お歳暮
のご贈答にもお使いいただけます。

秋栄（あきばえ）は「二十世紀梨」と、赤
梨の「幸水」を交配して生まれた品種で
す。一般の和梨の糖度が10～11度に
対し、秋栄梨の平均糖度は13～14度
と高くしっかりした甘さが特徴で女性に
人気です。

常温 常温 常温

王秋梨（化粧箱） 2ｋｇ
化粧箱2ｋｇを１箱

申込番号 DS-09
寄附金額 6,000円

豊水梨 ５kg
青秀以上（赤秀または青秀）5kgを1箱

申込番号 DS-14
寄附金額 10,000円

常温

あたご梨 5ｋｇ
青秀以上（赤秀または青秀）5kgを1箱

申込番号 DS-10
寄附金額 10,000円

秋栄梨 ５㎏
青秀以上（赤秀または青秀）5kgを1箱

申込番号 DS-13
寄附金額 10,000円

あきづき梨 5ｋｇ

「赤梨の完成形」とも言われる美味し
い梨で、糖度が高く、酸味よりも赤梨
らしいしっかりとした甘さが特徴で
す。また、果汁が多くとってもジュー
シーな食味をお楽しみいただけます。

○受付期間：8月下旬まで
○発送時期：９月中旬発送予定

青秀以上（赤秀または青秀）5kgを1箱

申込番号 DS-05
寄附金額 10,000円

常温

新興梨 5ｋｇ

シャリシャリとした歯ごたえと、糖度と
酸味のバランスのとれた味わいが特
徴の梨です。また、日持ちが良いのも
新興の特徴です。

○受付期間：9月下旬まで
○発送時期：10月中旬発送予定

青秀以上（赤秀または青秀）5kgを1箱

申込番号 DS-07
寄附金額 10,000円

王秋梨 5ｋｇ

ラグビーボールのような形の大きめ
の玉で、まさに「秋のフルーツの王
様」。果肉は白く、柔らかさもシャリ
シャリ感もあり、さっぱりとした上品な
味わいです。日持ちが良いことも特徴
です。
○受付期間：11月上旬まで
○発送時期：11月上旬～11月下旬発送予定

青秀以上（赤秀または青秀）5kgを1箱

申込番号 DS-08
寄附金額 10,000円

1回目のお届け
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【発送時期：８月下旬～】

2回目のお届け
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3回目のお届け

王秋梨  5kg
【発送時期：１１月中旬～】

発送に関する
注意事項 提供事業者※玉サイズ・玉数は指定できません。　※品切れ次第受付終了となります。お早めにお申込ください。

※育成状況により発送時期が前後することがございます。 鳥取西部農協大山梨選果場 発送に関する
注意事項 提供事業者※玉サイズ・玉数は指定できません。　※品切れ次第受付終了となります。お早めにお申込ください。
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鳥取県といえば「二十世紀梨」が有名です。大山町は鳥取県の中でも有数の

梨の生産地で、毎年様々な品種の美味しい梨がたくさん採れます。

梨どころ大山町だからこそお届けできる旨い梨を是非お楽しみください。梨未来に残したい町の宝
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頒 布 会
はん ぷ か い

楽しみが続くお礼の品です。 月 1 回、合計 3 回お届けします。

大きくて甘い柿
「輝太郎（きたろう）」（3ｋｇ）

大きくて甘い柿
「輝太郎（きたろう）」（6ｋｇ）

申込番号 MS-31 寄附金額 14,000円

申込番号 JK-02 寄附金額 12,000円申込番号 JK-01 寄附金額 8,000円

申込番号 JK-04 寄附金額 12,000円申込番号 JK-03 寄附金額 8,000円

冷凍

摘み取り後すぐに真空パックして冷凍しています。
新鮮そのままをお召し上がり下さい。そのままシャー
ベットで食べても美味しいです。

400ｇパック×3
※パックの粒は大・中・小のミックス構成。

6～8月収穫予定の生ブルーベリー1kｇです。限定100個となりますので、お早目にお申し込みください。
［提供事業者］ 一般財団法人 大山恵みの里公社

○受付期間：通年　
○発送時期：入金から1か月程度でお届け

［提供事業者］ 一般財団法人 大山恵みの里公社

冷蔵 冷蔵

ブルーベリー（冷凍）1.2ｋｇ

申込番号 MS-32
寄附金額 12,000円
新鮮生ブルーベリー
1kg（6月採れ）
ブルーベリー（生）1ｋｇ

○受付期間：5月末まで
○発送時期：6月中旬から随時発送予定

申込番号 MS-34
寄附金額 12,000円
新鮮生ブルーベリー
1kg（8月採れ）

○受付期間：7月末まで
○発送時期：8月上旬から随時発送

6～8月収穫予定の生ブルーベリー1.5ｋｇです。限定100個となりますので、お早目にお申し込みください。
［提供事業者］ 一般財団法人 大山恵みの里公社

※季節・収穫状況・天候等により野菜の種類・内容が変わります。中身については、生産者の
「お任せセット」となりますのでご了承下さい。

※季節・収穫状況・天候等により野菜の種類・内容が変わり
ます。中身については、生産者の「お任せセット」となりますの
でご了承下さい。

○受付期間：通年　
○発送時期：入金から1か月程度でお届け

※季節・収穫状況・天候等により野菜の種類・内容が変わります。中身については、生産者の
「お任せセット」となりますのでご了承下さい。

○受付期間：通年　
○発送時期：入金から1か月程度でお届け

申込番号 MS-02 寄附金額 9,000円

四季折々の旬の野菜、果物、加工品を合計10から１５種類程度詰合せてお届け
します。ボリューム満点の人気の返礼品です。

新鮮朝採れ野菜セット
冷蔵

季節の野菜・果物・加工品10～15種類

申込番号 MS-01 寄附金額 7,000円
新鮮朝採れ野菜　お手ごろセット

四季折々の旬の野菜、果物、加工品を６から8種類程度詰合せてお届けします。
野菜は腐らせちゃうから困ってしまうという方にもオススメの食べきりセットです。

冷蔵

季節の野菜、加工品6～8種類

申込番号 MS-03 寄附金額 21,000円
新鮮朝採れ野菜セット　
頒布会（計3回）

四季折々の旬の野菜、果物、加工品６種類程度の詰
合せを、ひと月に１回ずつ３か月間(合計３回)お届け
します。

○受付期間：通年
○発送時期：入金から1か月程度でお届け

季節の野菜、加工品6～8種類を計3回

冷蔵

常温

輝太郎柿は、鳥取県園芸試験場が育成した期待の新品種です。早生の甘柿としては大玉で糖度が高いのが
特徴です。なめらかな食感と上品な甘さをご堪能ください。

○受付期間：9月上旬まで　
○発送時期：10月上旬～10月下旬発送予定 ［提供事業者］ ＪＡとっとり西部

※育成状況により発送時期が前後することがございます。　※品切れ次第受付終了

輝太郎柿3ｋｇを1箱

常温

輝太郎柿6ｋｇを1箱

常温

果物のまろやかな甘味としっかり引き締まった肉質が特徴の柿です。実も大きく、味も絶品です。中でも
鳥取県産の富有柿は日持ちが良いため海外にも輸出されるなど、特産品として有名です。是非一度ご賞
味下さい。

○受付期間：10月中旬頃まで　
○発送時期：11月中旬～11月下旬発送予定 ［提供事業者］ ＪＡとっとり西部

富有柿　3㎏

※育成状況により発送時期が前後することがございます。　※品切れ次第受付終了

富有柿3ｋｇを1箱

常温富有柿　6.5㎏
富有柿6.5ｋｇを1箱

冷蔵 冷蔵 冷蔵

申込番号 MS-35
寄附金額 15,000円
新鮮生ブルーベリー
1.5㎏（6月採れ）

○受付期間：5月末まで
○発送時期：6月中旬から随時発送予定

申込番号 MS-36
寄附金額 15,000円
新鮮生ブルーベリー
1.5kg（7月採れ）

○受付期間：6月末まで
○発送時期：7月上旬から随時発送予定

申込番号 MS-37
寄附金額 15,000円
新鮮生ブルーベリー
1.5kg（8月採れ）

○受付期間：7月末まで
○発送時期：8月上旬から随時発送

ブルーベリー（生）1.5ｋｇブルーベリー（生）1.5ｋｇ ブルーベリー（生）1.5ｋｇ

冷蔵

申込番号 MS-33
寄附金額 12,000円
新鮮生ブルーベリー
1kg（7月採れ）

○受付期間：6月末まで
○発送時期：7月上旬から随時発送予定

ブルーベリー（生）1ｋｇ ブルーベリー（生）1ｋｇ

野菜
中国地方最高峰の名峰「大山」が育む四季折々の旬の野菜を、

農家さんが返礼品発送のその日の朝に収穫してお届けします。

鮮度抜群、栄養満点のおいしさを是非お楽しみください。

発送に関する
注意事項 提供事業者※季節、収穫状況、天候によりお届けまでに1か月以上お時間を頂戴することもございます 一般財団法人　大山恵みの里公社
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大山の自然が育んだ逸品の数々

自然薯350ｇ

自然薯500ｇ

自然薯850ｇ（2～3本）

だいせん麺工房の生そば
3色セット（白黒茶そば）

大山町の製麺所、「だいせん麺工房」
のこだわり蕎麦３種セットです。蕎麦
の甘皮ごと挽き込んだ黒そば、中の
実の一番良いところだけ使った白そ
ば、地元産のお茶を使った茶そばの
セットです。
［提供事業者］ だいせん麺工房

大山山麓黒そば2食入り（めんつゆ付）×2
大山山麓白そば2食入り（めんつゆ付）×2
大山山麓茶そば2食入り（めんつゆ付）×2

申込番号 MK-05
寄附金額 13,000円

大山の「黒ぼく」と呼ばれる肥沃な土壌と綺麗な水、寒暖差のある気候は自然薯の栽培に適しています。
地元の農家さんがこだわって育てた大山の自然薯は、とにかく粘りが強く、抜群の美味しさです。

冷蔵

冷蔵

冷蔵

大山産自然薯　350g

大山産自然薯　500g

申込番号 MS-06
寄附金額 16,000円

申込番号 MS-04
寄附金額 7,000円

申込番号 MS-05
寄附金額 9,000円

申込番号 MS-85
寄附金額 18,000円

申込番号 MS-83
寄附金額 13,000円

申込番号 MS-81
寄附金額 8,000円

大山産自然薯　850g

※在庫が無くなり次第受付終了となります。

糀屋さんが手作りした
「名和味噌」（1.4ｋｇ）

地元産の素材にこだわり、自家製の米糀の持つ発酵力だけでじっくり熟成させ、自然の甘み、香りを引き出しました。昔ながらの手法での正真正銘の手作り味噌です。
地元でも美味しいと評判の商品です。是非一度お試し下さい。

700ｇカップ×２

※気候にも左右されますが、熟成味噌の出荷期間は８月中旬から４月中旬の見込みです。※品切れ次第受付終了

常温 冷蔵

冷蔵
冷蔵

夏季

糀屋さんが手作りした
「名和味噌」（2.5ｋｇ）

2.5㎏（進物用樽入り）×１

常温 冷蔵
夏季

糀屋さんが手作りした
「名和味噌」詰め合わせ
（4.3ｋｇ）
450ｇカップ×3、1ｋｇ×3袋

常温 冷蔵
夏季

冷蔵

こだわりの大山そば（生麺）
（8食＋めんつゆ入り）

大山町産の蕎麦の甘皮を多く挽き込
み、大山の地下水で丁寧に練りあげ
ました。味わい深い田舎蕎麦をお楽し
みください。

［提供事業者］  
一般財団法人　大山恵みの里公社

めん100ｇ×8食、つゆ60ml×8袋

申込番号 MS-51
寄附金額 10,000円 冷蔵

玄そばを石臼で挽いた大山
そば（半生麺）（8食＋つゆ付）

大山町産の玄そばと国産の小麦粉だ
けを使って作りました。甘皮まで挽き
込んだ素朴で香り豊かなそばをご賞
味ください。

［提供事業者］ 
一般財団法人　大山恵みの里公社

大山そば2食入り（めん100ｇ×2、
つゆ40ｇ×2）×4パック

申込番号 MS-53
寄附金額 12,000円 常温

大山町産手折りげんこつそば
（乾麺）（7食＋つゆ付）

大山町産蕎麦を丁寧に石臼挽きし、
大山の伏流水で仕立てました。蕎麦
の香りと甘みをお楽しみください。

［提供事業者］  
一般財団法人　大山恵みの里公社

そば（乾麺）90g×7、つゆ60ml×7

申込番号 MS-52
寄附金額 10,000円 常温

だいせん麺工房のこだわり
ラーメン（牛骨味）

鳥取県のご当地ラーメンである牛骨
ラーメンを１２食セットでお届けしま
す。醤油ベースの牛骨スープは、あっ
さりしながらもコクがあり、麺との相
性も抜群です。

［提供事業者］ だいせん麺工房

牛骨ラーメン２食入(スープ付)×６

申込番号 MK-01
寄附金額 13,000円 常温

だいせん麺工房のこだわり
ラーメン（カレー味）

カレーラーメンを１２食セットでお届け
します。本醸造しょうゆに数種の香辛
料を加えて、和風だしの味わいの中に
キレのあるスパイシーな風味が引き
立つカレースープに仕上げました。是
非一度お試しください。

［提供事業者］ だいせん麺工房

カレーラーメン２食入(スープ付)×６

申込番号 MK-02
寄附金額 11,000円 常温

だいせん麺工房のこだわり
ラーメン（ざるラーメン）

そばでも、そうめんでも冷やし中華で
もない「ざるラーメン」を１２食セットで
お届けします。ラーメンの麺を麺つゆ
につけて食べるざるラーメンは、麺の
風味とおいしさが麺つゆで引き立て
られて癖になります。本当に是非一度
試してみてほしいです。
［提供事業者］ だいせん麺工房

ざるラーメン２食入(スープ付)×６

申込番号 MK-03
寄附金額 11,000円 常温

だいせん麺工房のこだわり
ラーメンセット（12食入り）

牛骨ラーメン、カレーラーメン、ざる
ラーメンを合計１２食セットにしまし
た。蕎麦屋が本気で作ったラーメンを
是非お試しください。

［提供事業者］ だいせん麺工房

牛骨ラーメン２食入(スープ付)×2
カレーラーメン２食入(スープ付)×2
ざるラーメン２食入(スープ付)×2

申込番号 MK-04
寄附金額 12,000円 常温

受付・発送 ○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け受付・発送 提供事業者○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け 一般財団法人　大山恵みの里公社

出雲そばと並び称される「大山そば」。８００年も昔から
伝わる風味豊かな田舎そばをご賞味ください。

大山町のそば製麺所「だいせん麺工房」がこだわりぬいたラーメンです。製麺のプロが心血を注いだ特製麺をお楽しみください。

普通の乾麺とは一味違う 食べて驚く特製ラーメン

大山そば

秀峰「大山」の恵みをうけたきれいな水と黒ぼく土で作られた鳥取県特産の
『白ねぎ』です。

大山の純白ねぎ
（３ｋｇ）

白ねぎ３ｋｇ

申込番号 MS-28
寄附金額 8,000円

申込番号 MS-26
寄附金額 8,000円

大山ブロッコリー「きら
きらみどり」
5本入り

鳥取県知事の認可を受けた農業
者のみ栽培できるブロッコリー。苦
みやえぐみの基準をクリアしたも
のだけが厳選され、出荷されます。

大山ブロッコリー「きらきらみどり」
5本入り（約1.5kg）

○発送時期：10月～3月に発送します

季節の花の詰め合わせ

パンジー、ビオラ等、季節のポット花。8～20ポット。

大山町の花農家さんが丹精こめた季節のお花をポットに入れて、詰め合わせて
お届けします。

常温申込番号 MS-140 寄附金額 10,000円

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社
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大山の自然が育んだ逸品の数々

自然薯350ｇ

自然薯500ｇ

自然薯850ｇ（2～3本）

だいせん麺工房の生そば
3色セット（白黒茶そば）

大山町の製麺所、「だいせん麺工房」
のこだわり蕎麦３種セットです。蕎麦
の甘皮ごと挽き込んだ黒そば、中の
実の一番良いところだけ使った白そ
ば、地元産のお茶を使った茶そばの
セットです。
［提供事業者］ だいせん麺工房

大山山麓黒そば2食入り（めんつゆ付）×2
大山山麓白そば2食入り（めんつゆ付）×2
大山山麓茶そば2食入り（めんつゆ付）×2

申込番号 MK-05
寄附金額 13,000円

大山の「黒ぼく」と呼ばれる肥沃な土壌と綺麗な水、寒暖差のある気候は自然薯の栽培に適しています。
地元の農家さんがこだわって育てた大山の自然薯は、とにかく粘りが強く、抜群の美味しさです。

冷蔵

冷蔵

冷蔵

大山産自然薯　350g

大山産自然薯　500g

申込番号 MS-06
寄附金額 16,000円

申込番号 MS-04
寄附金額 7,000円

申込番号 MS-05
寄附金額 9,000円

申込番号 MS-85
寄附金額 18,000円

申込番号 MS-83
寄附金額 13,000円

申込番号 MS-81
寄附金額 8,000円

大山産自然薯　850g

※在庫が無くなり次第受付終了となります。

糀屋さんが手作りした
「名和味噌」（1.4ｋｇ）

地元産の素材にこだわり、自家製の米糀の持つ発酵力だけでじっくり熟成させ、自然の甘み、香りを引き出しました。昔ながらの手法での正真正銘の手作り味噌です。
地元でも美味しいと評判の商品です。是非一度お試し下さい。

700ｇカップ×２

※気候にも左右されますが、熟成味噌の出荷期間は８月中旬から４月中旬の見込みです。※品切れ次第受付終了

常温 冷蔵

冷蔵
冷蔵

夏季

糀屋さんが手作りした
「名和味噌」（2.5ｋｇ）

2.5㎏（進物用樽入り）×１

常温 冷蔵
夏季

糀屋さんが手作りした
「名和味噌」詰め合わせ
（4.3ｋｇ）
450ｇカップ×3、1ｋｇ×3袋

常温 冷蔵
夏季

冷蔵

こだわりの大山そば（生麺）
（8食＋めんつゆ入り）

大山町産の蕎麦の甘皮を多く挽き込
み、大山の地下水で丁寧に練りあげ
ました。味わい深い田舎蕎麦をお楽し
みください。

［提供事業者］  
一般財団法人　大山恵みの里公社

めん100ｇ×8食、つゆ60ml×8袋

申込番号 MS-51
寄附金額 10,000円 冷蔵

玄そばを石臼で挽いた大山
そば（半生麺）（8食＋つゆ付）

大山町産の玄そばと国産の小麦粉だ
けを使って作りました。甘皮まで挽き
込んだ素朴で香り豊かなそばをご賞
味ください。

［提供事業者］ 
一般財団法人　大山恵みの里公社

大山そば2食入り（めん100ｇ×2、
つゆ40ｇ×2）×4パック

申込番号 MS-53
寄附金額 12,000円 常温

大山町産手折りげんこつそば
（乾麺）（7食＋つゆ付）

大山町産蕎麦を丁寧に石臼挽きし、
大山の伏流水で仕立てました。蕎麦
の香りと甘みをお楽しみください。

［提供事業者］  
一般財団法人　大山恵みの里公社

そば（乾麺）90g×7、つゆ60ml×7

申込番号 MS-52
寄附金額 10,000円 常温

だいせん麺工房のこだわり
ラーメン（牛骨味）

鳥取県のご当地ラーメンである牛骨
ラーメンを１２食セットでお届けしま
す。醤油ベースの牛骨スープは、あっ
さりしながらもコクがあり、麺との相
性も抜群です。

［提供事業者］ だいせん麺工房

牛骨ラーメン２食入(スープ付)×６

申込番号 MK-01
寄附金額 13,000円 常温

だいせん麺工房のこだわり
ラーメン（カレー味）

カレーラーメンを１２食セットでお届け
します。本醸造しょうゆに数種の香辛
料を加えて、和風だしの味わいの中に
キレのあるスパイシーな風味が引き
立つカレースープに仕上げました。是
非一度お試しください。

［提供事業者］ だいせん麺工房

カレーラーメン２食入(スープ付)×６

申込番号 MK-02
寄附金額 11,000円 常温

だいせん麺工房のこだわり
ラーメン（ざるラーメン）

そばでも、そうめんでも冷やし中華で
もない「ざるラーメン」を１２食セットで
お届けします。ラーメンの麺を麺つゆ
につけて食べるざるラーメンは、麺の
風味とおいしさが麺つゆで引き立て
られて癖になります。本当に是非一度
試してみてほしいです。
［提供事業者］ だいせん麺工房

ざるラーメン２食入(スープ付)×６

申込番号 MK-03
寄附金額 11,000円 常温

だいせん麺工房のこだわり
ラーメンセット（12食入り）

牛骨ラーメン、カレーラーメン、ざる
ラーメンを合計１２食セットにしまし
た。蕎麦屋が本気で作ったラーメンを
是非お試しください。

［提供事業者］ だいせん麺工房

牛骨ラーメン２食入(スープ付)×2
カレーラーメン２食入(スープ付)×2
ざるラーメン２食入(スープ付)×2

申込番号 MK-04
寄附金額 12,000円 常温

受付・発送 ○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け受付・発送 提供事業者○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け 一般財団法人　大山恵みの里公社

出雲そばと並び称される「大山そば」。８００年も昔から
伝わる風味豊かな田舎そばをご賞味ください。

大山町のそば製麺所「だいせん麺工房」がこだわりぬいたラーメンです。製麺のプロが心血を注いだ特製麺をお楽しみください。

普通の乾麺とは一味違う 食べて驚く特製ラーメン

大山そば

秀峰「大山」の恵みをうけたきれいな水と黒ぼく土で作られた鳥取県特産の
『白ねぎ』です。

大山の純白ねぎ
（３ｋｇ）

白ねぎ３ｋｇ

申込番号 MS-28
寄附金額 8,000円

申込番号 MS-26
寄附金額 8,000円

大山ブロッコリー「きら
きらみどり」
5本入り

鳥取県知事の認可を受けた農業
者のみ栽培できるブロッコリー。苦
みやえぐみの基準をクリアしたも
のだけが厳選され、出荷されます。

大山ブロッコリー「きらきらみどり」
5本入り（約1.5kg）

○発送時期：10月～3月に発送します

季節の花の詰め合わせ

パンジー、ビオラ等、季節のポット花。8～20ポット。

大山町の花農家さんが丹精こめた季節のお花をポットに入れて、詰め合わせて
お届けします。

常温申込番号 MS-140 寄附金額 10,000円

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社
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楽しみが続くお礼の品です。 月 1 回、合計 2 回お届けします。

大山の伏流水が極上米を育てる

鳥取のお米「星空舞」の
ふっくらごはん 10個入り

栄養満点！
GABAライス
（無洗米）3kg

栄養満点！
GABAライス
（無洗米）4.5kg

「星空舞（ほしぞらまい）」は、見た目が透き通っており、星がきれいな鳥取県から
生まれた「星のように輝くお米」であることから「星空舞」と命名されました。粒が
しっかりとして、適度な粘りがあり、甘さも特徴です。また、ご飯が水を抱き込む
量が多いため、冷めても食感が変わらず美味しいという特徴もあります。

鳥取県の新ブランド米「星空舞」のふっくらごはん
（パックごはん）を10個お届けします。

申込番号 AS-12
寄附金額 10,000円

申込番号 AS-13
寄附金額 13,000円

星空舞ふっくらごはん（パックごはん）150g×10個

［提供事業者］ アスパル

常温減農薬・減化学肥料
特別栽培米こしひかり
「白米」と「玄米」セット（各5ｋｇ 計10ｋｇ）
こしひかり（白米5㎏×1、玄米5㎏×1　計10㎏）

［提供事業者］ アスパル

常温
申込番号 MS-10
寄附金額 7,000円

減農薬・
減化学肥料
特別栽培米
こしひかり
3ｋｇ（白米）
こしひかり白米3ｋｇ×１

常温
申込番号 MS-11
寄附金額 9,000円

減農薬・
減化学肥料
特別栽培米
こしひかり
5ｋｇ（白米）
こしひかり白米5ｋｇ×１

常温
申込番号 MS-12
寄附金額 15,000円
減農薬・
減化学肥料
特別栽培米
こしひかり
10ｋｇ（白米）
こしひかり白米10㎏×１

常温減農薬・減化学肥料　
特別栽培米こしひかり3ｋｇ（玄米）
こしひかり玄米3㎏×１

常温減農薬・減化学肥料　
特別栽培米こしひかり5ｋｇ（玄米）
こしひかり玄米5㎏×１

常温減農薬・減化学肥料　
特別栽培米こしひかり10ｋｇ（玄米）
こしひかり玄米10㎏×１

白米なのに玄米に近い栄養価、ＧＡＢＡライスです。通常の白米に比べて、約5～10倍のＧＡＢＡを含んでいます。籾
の段階で水分を与えて温めることでお米が自ら栄養素を作り出すようにしており無添加で安全・安心なお米です。

GABA米1.5㎏×２袋

常温 常温

GABA米1.5㎏×3袋

［提供事業者］ アスパル

減農薬・減化学肥料　
特別栽培米こしひかり　
新米10ｋｇ
特別栽培米こしひかり（新米）10㎏
※10月中旬以降随時発送

常温 減農薬・減化学肥料　
特別栽培米こしひかり（5ｋｇ）と
もち米（3ｋｇ）セット
特別栽培米こしひかり5㎏、もち米3㎏

常温

減農薬・減化学肥料　特別栽培米 
こしひかり頒布会（5㎏×2回）
特別栽培米こしひかり5㎏×2回

常温

減農薬・減化学肥料　特別栽培米 
こしひかり頒布会（10㎏×2回）
特別栽培米こしひかり10㎏×2回

常温

減農薬・減化学肥料　特別栽培米
こしひかり 新米頒布会（10ｋｇ×2回）
特別栽培米こしひかり（新米）10㎏×2回

常温

常温
申込番号 AS-16 寄附金額 11,000円

申込番号 MS-17 寄附金額 18,000円

申込番号 MS-18 寄附金額 30,000円

申込番号 MS-20 寄附金額 30,000円

申込番号 AS-08 寄附金額 8,000円

申込番号 MS-19 寄附金額 15,000円申込番号 MS-16 寄附金額 15,000円 申込番号 MS-21 寄附金額 13,000円

申込番号 MS-15 寄附金額 15,000円申込番号 MS-14 寄附金額 9,000円申込番号 MS-13 寄附金額 7,000円

常温

申込番号 AS-09 寄附金額 9,000円
常温

申込番号 AS-10 寄附金額 15,000円
常温

星が綺麗な鳥取のお米　
「星空舞」4㎏
星空舞2㎏×2袋

星が綺麗な鳥取のお米
「星空舞」5㎏
星空舞5㎏×1袋

星が綺麗な鳥取のお米
「星空舞」10㎏
星空舞5㎏×2袋

提供事業者 一般財団法人　大山恵みの里公社受付・発送 ○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け 受付・発送 ○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け

注意事項 ※防腐剤・防虫剤等を使用しておりませんので、袋詰めのままの保存には適しておりません。到着後お早めに召し上がっていただくか、保存される場合は米櫃・タッパー等密
閉できる容器を使用していただくか、冷蔵庫で保管するようお願いいたします。

お米
農薬と有機肥料をできるだけ減らし、
自然そのままの「水」と「土」で特別に栽培した
優しいお米「特別栽培米」

※防腐剤・防虫剤等を使用しておりませんので、袋詰めのままの保存には適しておりません。到着後お早目に召し上がっていただくか、保存される場合は米櫃・タッ
パー等密閉できる容器を使用していただくか、冷蔵庫で保管するようお願いいたします。

※こちらの返礼品は、新米の時期に発送いたします
　10～11月頃に１回と12～1月頃に１回の計2回（合計20㎏）

鳥取発の新品種　
星のように輝くお米「星空舞」

［提供事業者］一般財団法人　大山恵みの里公社

頒 布 会
はん ぷ か い
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楽しみが続くお礼の品です。 月 1 回、合計 2 回お届けします。

大山の伏流水が極上米を育てる

鳥取のお米「星空舞」の
ふっくらごはん 10個入り

栄養満点！
GABAライス
（無洗米）3kg

栄養満点！
GABAライス
（無洗米）4.5kg

「星空舞（ほしぞらまい）」は、見た目が透き通っており、星がきれいな鳥取県から
生まれた「星のように輝くお米」であることから「星空舞」と命名されました。粒が
しっかりとして、適度な粘りがあり、甘さも特徴です。また、ご飯が水を抱き込む
量が多いため、冷めても食感が変わらず美味しいという特徴もあります。

鳥取県の新ブランド米「星空舞」のふっくらごはん
（パックごはん）を10個お届けします。

申込番号 AS-12
寄附金額 10,000円

申込番号 AS-13
寄附金額 13,000円

星空舞ふっくらごはん（パックごはん）150g×10個

［提供事業者］ アスパル

常温減農薬・減化学肥料
特別栽培米こしひかり
「白米」と「玄米」セット（各5ｋｇ 計10ｋｇ）
こしひかり（白米5㎏×1、玄米5㎏×1　計10㎏）

［提供事業者］ アスパル

常温
申込番号 MS-10
寄附金額 7,000円

減農薬・
減化学肥料
特別栽培米
こしひかり
3ｋｇ（白米）
こしひかり白米3ｋｇ×１

常温
申込番号 MS-11
寄附金額 9,000円

減農薬・
減化学肥料
特別栽培米
こしひかり
5ｋｇ（白米）
こしひかり白米5ｋｇ×１

常温
申込番号 MS-12
寄附金額 15,000円
減農薬・
減化学肥料
特別栽培米
こしひかり
10ｋｇ（白米）
こしひかり白米10㎏×１

常温減農薬・減化学肥料　
特別栽培米こしひかり3ｋｇ（玄米）
こしひかり玄米3㎏×１

常温減農薬・減化学肥料　
特別栽培米こしひかり5ｋｇ（玄米）
こしひかり玄米5㎏×１

常温減農薬・減化学肥料　
特別栽培米こしひかり10ｋｇ（玄米）
こしひかり玄米10㎏×１

白米なのに玄米に近い栄養価、ＧＡＢＡライスです。通常の白米に比べて、約5～10倍のＧＡＢＡを含んでいます。籾
の段階で水分を与えて温めることでお米が自ら栄養素を作り出すようにしており無添加で安全・安心なお米です。

GABA米1.5㎏×２袋

常温 常温

GABA米1.5㎏×3袋

［提供事業者］ アスパル

減農薬・減化学肥料　
特別栽培米こしひかり　
新米10ｋｇ
特別栽培米こしひかり（新米）10㎏
※10月中旬以降随時発送

常温 減農薬・減化学肥料　
特別栽培米こしひかり（5ｋｇ）と
もち米（3ｋｇ）セット
特別栽培米こしひかり5㎏、もち米3㎏

常温

減農薬・減化学肥料　特別栽培米 
こしひかり頒布会（5㎏×2回）
特別栽培米こしひかり5㎏×2回

常温

減農薬・減化学肥料　特別栽培米 
こしひかり頒布会（10㎏×2回）
特別栽培米こしひかり10㎏×2回

常温

減農薬・減化学肥料　特別栽培米
こしひかり 新米頒布会（10ｋｇ×2回）
特別栽培米こしひかり（新米）10㎏×2回

常温

常温
申込番号 AS-16 寄附金額 11,000円

申込番号 MS-17 寄附金額 18,000円

申込番号 MS-18 寄附金額 30,000円

申込番号 MS-20 寄附金額 30,000円

申込番号 AS-08 寄附金額 8,000円

申込番号 MS-19 寄附金額 15,000円申込番号 MS-16 寄附金額 15,000円 申込番号 MS-21 寄附金額 13,000円

申込番号 MS-15 寄附金額 15,000円申込番号 MS-14 寄附金額 9,000円申込番号 MS-13 寄附金額 7,000円

常温

申込番号 AS-09 寄附金額 9,000円
常温

申込番号 AS-10 寄附金額 15,000円
常温

星が綺麗な鳥取のお米　
「星空舞」4㎏
星空舞2㎏×2袋

星が綺麗な鳥取のお米
「星空舞」5㎏
星空舞5㎏×1袋

星が綺麗な鳥取のお米
「星空舞」10㎏
星空舞5㎏×2袋

提供事業者 一般財団法人　大山恵みの里公社受付・発送 ○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け 受付・発送 ○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け

注意事項 ※防腐剤・防虫剤等を使用しておりませんので、袋詰めのままの保存には適しておりません。到着後お早めに召し上がっていただくか、保存される場合は米櫃・タッパー等密
閉できる容器を使用していただくか、冷蔵庫で保管するようお願いいたします。

お米
農薬と有機肥料をできるだけ減らし、
自然そのままの「水」と「土」で特別に栽培した
優しいお米「特別栽培米」

※防腐剤・防虫剤等を使用しておりませんので、袋詰めのままの保存には適しておりません。到着後お早目に召し上がっていただくか、保存される場合は米櫃・タッ
パー等密閉できる容器を使用していただくか、冷蔵庫で保管するようお願いいたします。

※こちらの返礼品は、新米の時期に発送いたします
　10～11月頃に１回と12～1月頃に１回の計2回（合計20㎏）

鳥取発の新品種　
星のように輝くお米「星空舞」

［提供事業者］一般財団法人　大山恵みの里公社

頒 布 会
はん ぷ か い
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研ぎ澄まされた喉ごしを、
是非ご堪能ください  

陣構のお茶セット

大山の山麓、標高300mの丘陵地にある大山町の陣構（じんがまえ）地区では、およそ40年前から無農薬、有機農法にこだわった茶葉を生産しており、国内有数の和
紅茶の産地でもあります。豊かな風味と、素朴な味わいで人気の番茶・煎茶・玄米茶や紅茶を取り揃えました。

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

大山じんがまえ番茶（ティーバッグ8g×12p）×1、
煎茶100g×1、玄米茶「大山茶」180g×1

常温 陣構の
紅茶ティーバッグ
紅茶（2g×12p）を2袋

常温 陣構の紅茶・梨紅茶
（ティーバッグ入り）
紅茶2ｇ×12Ｐ、梨紅茶2ｇ×12Ｐ

常温

番茶、ほうじ茶、玄米茶、グリーンティーのセットをお
届けします。こだわりのお茶屋さんのお届けする普
段飲みセットは、いつもご自宅で飲むお茶を一味
違ったものにしてくれるはずです。

常温お茶屋さんのおいしいお茶
「井上青輝園」の普段飲みセット
ほうじ茶150ｇ、玄米茶300ｇ、番茶330ｇ
グリーンティー150ｇ

［提供事業者］ 井上青輝園

急須が無くても楽しめる、ドリップのお茶とティー
バッグのセットです。急須を持っていないけどおいし
いお茶がたまには飲みたい！そんな方にお勧めで
す。濃厚な味と水色が楽しめます。

常温お茶屋さんのおいしいお茶
「井上青輝園」のドリップ＆ティー
バッグセット
朝の雫（4g×2個）、夜の雫（4g×2個）
大山煎茶（2g×10個）、大山棒茶（2g×10個）

［提供事業者］ 井上青輝園

自園抹茶「青輝」とあま～いグリーンティーのセット
です。抹茶の生産は鳥取県内では１軒のみ、山陰地
方全域でも合計２軒と非常に貴重です。大山の麓で
有機肥料中心に土作りし育てられた茶葉、その茶葉
を原料に作った抹茶をお楽しみ下さい。

常温お茶屋さんのおいしいお茶
「井上青輝園」の抹茶と
グリーンティーセット
抹茶「青輝」30g、グリーンティー150g

［提供事業者］ 井上青輝園

申込番号 MS-44
寄附金額 10,000円
常温

大山町中山郷生まれの幻の酒米「強力（ごうりき）」。
その米を、伝統の製法で仕上げた鳥取県の新しい
地酒「夢語（ゆめかたらい）」です。まろやかですっき
りとした味わいをご賞味下さい。

常温

申込番号 HT-01
寄附金額 9,000円

純米吟醸酒
「夢語」

純米吟醸酒 
夢語720ｍｌ×１

冷蔵
夏季

常温 冷蔵
夏季

常温 冷蔵
夏季

常温
冷蔵
夏季

常温
冷蔵
夏季

常温 冷蔵
夏季

常温 冷蔵
夏季

「夢語」と、その酒粕を使ってブロッコリーの茎を漬
け込んだ「夢語漬」のセットです。米、水、ブロッコ
リー、酒粕と、全て地の物にこだわったオススメの
セット。

申込番号 HT-06 寄附金額 13,000円
「夢語」堪能セット

まろやかですっきりとした味わいの「夢語」、軽快な酸
味の中に深い味わいのある「強力の郷」、同じ酒米から
生まれた二つの味わいをぜひご賞味下さい。

申込番号 HT-07
寄附金額 13,000円
純米吟醸酒
「強力の郷」「夢語」
2本セット

夢語 720ｍｌ×1
強力の郷 500ｍｌ×１

「夢語」と「夢語(3年熟成)」のセットです。

申込番号 HT-08
寄附金額 18,000円
純米吟醸酒
「夢語」飲比べセット

純米吟醸酒 夢語720ｍｌ×１
純米吟醸酒 夢語（3年熟成）
720ｍｌ×１ 強力米を使って作ったオリジナル純米吟醸酒の３本

セット。

申込番号 HT-09
寄附金額 18,000円
純米吟醸酒
3本セット
夢語　720ｍｌ×1
強力の郷　500ｍｌ×１
のっかり美人　500ｍｌ×１

純米吟醸酒　夢語720ｍｌ×１
ブロッコリーの酒粕漬×3パック

ブロッコリーの茎の部分を酒粕に漬け込んで仕上げまし
た。店主の手作りした酒粕は、クリーミーでほのかな甘みと
コクがありそれだけでもご飯やお酒が進む逸品です。

常温 冷蔵
夏季

申込番号 HT-05 寄附金額 9,000円
酒屋手作りの逸品　粕漬「夢語漬」
ブロッコリーの酒粕漬（250g）×５ケース

まろやかですっきりとした味わいが特徴の夢語をさ
らに3年熟成させ、よりまるみを帯びた口あたりに
仕上げました。

申込番号 HT-02
寄附金額 10,000円
純米吟醸酒
「夢語（3年熟成）」

純米吟醸酒 夢語（3年熟成）
720ｍｌ×１

強力米の特徴の軽快な酸味の中に、深い味わいを
表現した純米吟醸酒です。

申込番号 HT-03
寄附金額 7,000円

純米吟醸酒
「強力の郷」

純米吟醸酒 強力の郷
500ｍｌ×１

申込番号 MS-41 寄附金額 8,000円 申込番号 MS-42 寄附金額 8,000円 申込番号 MS-49 寄附金額 8,000円

「井上青輝園」お勧めのセットです。是非お試し下さい。

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

お茶屋さんの
おいしいお茶
「井上青輝園」の
茶葉詰め合わせ
煎茶「伯耆誉」80ｇ×1、ほうじ茶150ｇ×１、玄米茶300ｇ×１

申込番号 IN-04
寄附金額 8,000円
常温

おいしいと評判のお茶の中でも、人気の高いかぶせ茶３つをセットにしました。
夏場には急須でサッと水出しもOK。
［提供事業者］ 井上青輝園

お茶屋さんの
おいしいお茶
「井上青輝園」の
かぶせ茶セット
伯耆誉80g、大山緑香50g、かりがね50g

申込番号 IN-03 寄附金額 7,000円申込番号 IN-02 寄附金額 7,000円申込番号 IN-01 寄附金額 7,000円

提供事業者 有限会社　はた酒店受付・発送 ○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け受付・発送 ○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け

大山の麓の農園で丁寧に栽培し、加工・出荷までを全て自社で行う
こだわりの品をご賞味ください。お茶

酒
柔らかい渋味と深い風味

大山山麓の「陣構」の和茶・和紅茶もオススメです。
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陣構のお茶セット

大山の山麓、標高300mの丘陵地にある大山町の陣構（じんがまえ）地区では、およそ40年前から無農薬、有機農法にこだわった茶葉を生産しており、国内有数の和
紅茶の産地でもあります。豊かな風味と、素朴な味わいで人気の番茶・煎茶・玄米茶や紅茶を取り揃えました。

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

大山じんがまえ番茶（ティーバッグ8g×12p）×1、
煎茶100g×1、玄米茶「大山茶」180g×1

常温 陣構の
紅茶ティーバッグ
紅茶（2g×12p）を2袋

常温 陣構の紅茶・梨紅茶
（ティーバッグ入り）
紅茶2ｇ×12Ｐ、梨紅茶2ｇ×12Ｐ

常温

番茶、ほうじ茶、玄米茶、グリーンティーのセットをお
届けします。こだわりのお茶屋さんのお届けする普
段飲みセットは、いつもご自宅で飲むお茶を一味
違ったものにしてくれるはずです。

常温お茶屋さんのおいしいお茶
「井上青輝園」の普段飲みセット
ほうじ茶150ｇ、玄米茶300ｇ、番茶330ｇ
グリーンティー150ｇ

［提供事業者］ 井上青輝園

急須が無くても楽しめる、ドリップのお茶とティー
バッグのセットです。急須を持っていないけどおいし
いお茶がたまには飲みたい！そんな方にお勧めで
す。濃厚な味と水色が楽しめます。

常温お茶屋さんのおいしいお茶
「井上青輝園」のドリップ＆ティー
バッグセット
朝の雫（4g×2個）、夜の雫（4g×2個）
大山煎茶（2g×10個）、大山棒茶（2g×10個）

［提供事業者］ 井上青輝園

自園抹茶「青輝」とあま～いグリーンティーのセット
です。抹茶の生産は鳥取県内では１軒のみ、山陰地
方全域でも合計２軒と非常に貴重です。大山の麓で
有機肥料中心に土作りし育てられた茶葉、その茶葉
を原料に作った抹茶をお楽しみ下さい。

常温お茶屋さんのおいしいお茶
「井上青輝園」の抹茶と
グリーンティーセット
抹茶「青輝」30g、グリーンティー150g

［提供事業者］ 井上青輝園

申込番号 MS-44
寄附金額 10,000円
常温

大山町中山郷生まれの幻の酒米「強力（ごうりき）」。
その米を、伝統の製法で仕上げた鳥取県の新しい
地酒「夢語（ゆめかたらい）」です。まろやかですっき
りとした味わいをご賞味下さい。

常温

申込番号 HT-01
寄附金額 9,000円

純米吟醸酒
「夢語」

純米吟醸酒 
夢語720ｍｌ×１

冷蔵
夏季

常温 冷蔵
夏季

常温 冷蔵
夏季

常温
冷蔵
夏季

常温
冷蔵
夏季

常温 冷蔵
夏季

常温 冷蔵
夏季

「夢語」と、その酒粕を使ってブロッコリーの茎を漬
け込んだ「夢語漬」のセットです。米、水、ブロッコ
リー、酒粕と、全て地の物にこだわったオススメの
セット。

申込番号 HT-06 寄附金額 13,000円
「夢語」堪能セット

まろやかですっきりとした味わいの「夢語」、軽快な酸
味の中に深い味わいのある「強力の郷」、同じ酒米から
生まれた二つの味わいをぜひご賞味下さい。

申込番号 HT-07
寄附金額 13,000円
純米吟醸酒
「強力の郷」「夢語」
2本セット

夢語 720ｍｌ×1
強力の郷 500ｍｌ×１

「夢語」と「夢語(3年熟成)」のセットです。

申込番号 HT-08
寄附金額 18,000円
純米吟醸酒
「夢語」飲比べセット

純米吟醸酒 夢語720ｍｌ×１
純米吟醸酒 夢語（3年熟成）
720ｍｌ×１ 強力米を使って作ったオリジナル純米吟醸酒の３本

セット。

申込番号 HT-09
寄附金額 18,000円
純米吟醸酒
3本セット
夢語　720ｍｌ×1
強力の郷　500ｍｌ×１
のっかり美人　500ｍｌ×１

純米吟醸酒　夢語720ｍｌ×１
ブロッコリーの酒粕漬×3パック

ブロッコリーの茎の部分を酒粕に漬け込んで仕上げまし
た。店主の手作りした酒粕は、クリーミーでほのかな甘みと
コクがありそれだけでもご飯やお酒が進む逸品です。

常温 冷蔵
夏季

申込番号 HT-05 寄附金額 9,000円
酒屋手作りの逸品　粕漬「夢語漬」
ブロッコリーの酒粕漬（250g）×５ケース

まろやかですっきりとした味わいが特徴の夢語をさ
らに3年熟成させ、よりまるみを帯びた口あたりに
仕上げました。

申込番号 HT-02
寄附金額 10,000円
純米吟醸酒
「夢語（3年熟成）」

純米吟醸酒 夢語（3年熟成）
720ｍｌ×１

強力米の特徴の軽快な酸味の中に、深い味わいを
表現した純米吟醸酒です。

申込番号 HT-03
寄附金額 7,000円

純米吟醸酒
「強力の郷」

純米吟醸酒 強力の郷
500ｍｌ×１

申込番号 MS-41 寄附金額 8,000円 申込番号 MS-42 寄附金額 8,000円 申込番号 MS-49 寄附金額 8,000円

「井上青輝園」お勧めのセットです。是非お試し下さい。

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

お茶屋さんの
おいしいお茶
「井上青輝園」の
茶葉詰め合わせ
煎茶「伯耆誉」80ｇ×1、ほうじ茶150ｇ×１、玄米茶300ｇ×１

申込番号 IN-04
寄附金額 8,000円
常温

おいしいと評判のお茶の中でも、人気の高いかぶせ茶３つをセットにしました。
夏場には急須でサッと水出しもOK。
［提供事業者］ 井上青輝園

お茶屋さんの
おいしいお茶
「井上青輝園」の
かぶせ茶セット
伯耆誉80g、大山緑香50g、かりがね50g

申込番号 IN-03 寄附金額 7,000円申込番号 IN-02 寄附金額 7,000円申込番号 IN-01 寄附金額 7,000円

提供事業者 有限会社　はた酒店受付・発送 ○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け受付・発送 ○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け

大山の麓の農園で丁寧に栽培し、加工・出荷までを全て自社で行う
こだわりの品をご賞味ください。お茶

酒
柔らかい渋味と深い風味

大山山麓の「陣構」の和茶・和紅茶もオススメです。
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猪肉モモ １㎏

こちらの品は脂身も少なく、焼き肉（塩・胡椒、たれを使用）に最適です。
※天然物のため、個体差・時期(夏季・冬季)により脂ののり具合に差がございますがご了承ください。

モモ及びウデ肉のスライス250g×4パック
冷凍猪肉モモ 500ｇ

モモ及びウデ肉のスライス250g×2パック
冷凍

猪肉モモ 2㎏
モモ及びウデ肉のスライス250g×8パック

冷凍猪肉モモ 1.5㎏
モモ及びウデ肉のスライス250g×6パック

冷凍

猪肉バラ １㎏

バラ肉は脂身と赤身のバランスが良く、旨みもしっかりしていて鍋やすき焼き、焼肉等で美味しくお召し上がりいただけます。
※天然物のため、個体差・時期(夏季・冬季)により脂ののり具合に差がございますがご了承ください。
※こちらの返礼品の発送は、イノシシに脂ののる狩猟期(11月以降)随時発送となります。

バラ肉のスライス250g×4パック
冷凍猪肉バラ 500ｇ

バラ肉のスライス250g×2パック
冷凍

猪肉バラ 2㎏
バラ肉のスライス250g×8パック

冷凍猪肉バラ 1.5㎏
バラ肉のスライス250g×6パック

冷凍

猪肉ロース １㎏

ロース肉は旨みもしっかりしていて鍋物に最適です。
※天然物のため、個体差・時期(夏季・冬季)により脂ののり具合に差がございますがご了承ください。
※こちらの返礼品の発送は、イノシシに脂ののる狩猟期(11月以降)随時発送となります。

ロース肉のスライス250g×4パック
冷凍猪肉ロース 500ｇ

ロース肉のスライス250g×2パック
冷凍

猪肉ロース 2㎏
ロース肉のスライス250g×8パック

冷凍猪肉ロース 1.5㎏
ロース肉のスライス250g×6パック

冷凍

申込番号 GB-02 寄附金額 11,000円申込番号 GB-01 寄附金額 7,000円

申込番号 GB-06 寄附金額 12,000円申込番号 GB-05 寄附金額 8,000円

申込番号 GB-10 寄附金額 15,000円申込番号 GB-09 寄附金額 9,000円

申込番号 GB-12 寄附金額 30,000円申込番号 GB-11 寄附金額 23,000円

申込番号 GB-08 寄附金額 24,000円申込番号 GB-07 寄附金額 18,000円

申込番号 GB-04 寄附金額 20,000円申込番号 GB-03 寄附金額 15,000円

名峰大山の豊かな自然で育ったイノシシ。町内の

加工施設で捕獲後すぐ処理しているから鮮度が

良く、ビタミン豊富でヘルシーです。しっかりとした

肉の旨みを是非お楽しみください。

名峰大山の豊かな自然で育ったイノシシ。町内の

加工施設で捕獲後すぐ処理しているから鮮度が

良く、ビタミン豊富でヘルシーです。しっかりとした

肉の旨みを是非お楽しみください。

ジビエ

発送に関する
注意事項 ※時期によりお届けまでにお時間を頂戴することがあります。

提供事業者 大山ジビエ振興会受付・発送 ○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け

燻製

ベーコン屋のオヤジの
無添加ベーコン（約670g）

店主の山内さんが｢完全無添加、味付けは塩だけ」にこだわって作ったベーコンです。肉の旨みがぎっしりつまって、ジューシーなベーコンは、口コミでどんどん人気が
広がりファンがハイペースで増殖中です。厚切りにして炙ってガッツリ食べるも良し、スープやカレーに入れるのも良し、絶品ベーコンを是非ご賞味下さい。

無添加塩だけベーコン 約670ｇ(2～4パック)

冷蔵

申込番号 DA-01 寄附金額 10,000円

ベーコン屋のオヤジの
無添加ベーコン特盛(約1.0kg)
無添加塩だけベーコン 約1kg(2～5パック)

冷蔵

申込番号 DA-02 寄附金額 15,000円

ベーコン屋のオヤジの
スモークチーズ(約560g)

スモークチーズは、燻製の風味がしっかり味わえる
人気の品です。ワインやビールのお酒のつまみ、パ
ンにはさんでサンドウィッチになど、様々にお楽しみ
いただけます。是非一度お試し下さい。

スモークチーズ 約560g 

冷蔵

申込番号 DA-04 寄附金額 11,000円
ベーコン屋のオヤジの
無添加ベーコン（約480g）と
スモークチーズ（約280g）

ベーコンとスモークチーズを組み合わせた、お酒の
つまみにピッタリのセット。

無添加塩だけベーコン 約480ｇ(2～3パック)
スモークチーズ 約280ｇ(1～2パック)

冷蔵

申込番号 DA-05 寄附金額 12,000円
ベーコン屋のオヤジの燻製3点セット
（無添加ベーコン・無添加スモークチキン・
 スモークチーズ）

ベーコンとスモークチキン、スモークチーズのおす
すめ３点セット。

無添加塩だけベーコン 約480ｇ(2～3パック)
無添加塩だけスモークチキン 約480ｇ(2～3パック)
スモークチーズ 約280ｇ(1～2パック)

冷蔵

申込番号 DA-06 寄附金額 17,000円

噛むほど広がる、風味と旨み

提供事業者 大山あけまの森のベーコン小舎受付・発送 ○受付期間：通年　○発送時期：人気返礼品のため発送まで3か月以上お待ち頂く場合がございます。
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猪肉モモ １㎏

こちらの品は脂身も少なく、焼き肉（塩・胡椒、たれを使用）に最適です。
※天然物のため、個体差・時期(夏季・冬季)により脂ののり具合に差がございますがご了承ください。

モモ及びウデ肉のスライス250g×4パック
冷凍猪肉モモ 500ｇ

モモ及びウデ肉のスライス250g×2パック
冷凍

猪肉モモ 2㎏
モモ及びウデ肉のスライス250g×8パック

冷凍猪肉モモ 1.5㎏
モモ及びウデ肉のスライス250g×6パック

冷凍

猪肉バラ １㎏

バラ肉は脂身と赤身のバランスが良く、旨みもしっかりしていて鍋やすき焼き、焼肉等で美味しくお召し上がりいただけます。
※天然物のため、個体差・時期(夏季・冬季)により脂ののり具合に差がございますがご了承ください。
※こちらの返礼品の発送は、イノシシに脂ののる狩猟期(11月以降)随時発送となります。

バラ肉のスライス250g×4パック
冷凍猪肉バラ 500ｇ

バラ肉のスライス250g×2パック
冷凍

猪肉バラ 2㎏
バラ肉のスライス250g×8パック

冷凍猪肉バラ 1.5㎏
バラ肉のスライス250g×6パック

冷凍

猪肉ロース １㎏

ロース肉は旨みもしっかりしていて鍋物に最適です。
※天然物のため、個体差・時期(夏季・冬季)により脂ののり具合に差がございますがご了承ください。
※こちらの返礼品の発送は、イノシシに脂ののる狩猟期(11月以降)随時発送となります。

ロース肉のスライス250g×4パック
冷凍猪肉ロース 500ｇ

ロース肉のスライス250g×2パック
冷凍

猪肉ロース 2㎏
ロース肉のスライス250g×8パック

冷凍猪肉ロース 1.5㎏
ロース肉のスライス250g×6パック

冷凍

申込番号 GB-02 寄附金額 11,000円申込番号 GB-01 寄附金額 7,000円

申込番号 GB-06 寄附金額 12,000円申込番号 GB-05 寄附金額 8,000円

申込番号 GB-10 寄附金額 15,000円申込番号 GB-09 寄附金額 9,000円

申込番号 GB-12 寄附金額 30,000円申込番号 GB-11 寄附金額 23,000円

申込番号 GB-08 寄附金額 24,000円申込番号 GB-07 寄附金額 18,000円

申込番号 GB-04 寄附金額 20,000円申込番号 GB-03 寄附金額 15,000円

名峰大山の豊かな自然で育ったイノシシ。町内の

加工施設で捕獲後すぐ処理しているから鮮度が

良く、ビタミン豊富でヘルシーです。しっかりとした

肉の旨みを是非お楽しみください。

名峰大山の豊かな自然で育ったイノシシ。町内の

加工施設で捕獲後すぐ処理しているから鮮度が

良く、ビタミン豊富でヘルシーです。しっかりとした

肉の旨みを是非お楽しみください。

ジビエ

発送に関する
注意事項 ※時期によりお届けまでにお時間を頂戴することがあります。

提供事業者 大山ジビエ振興会受付・発送 ○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け

燻製

ベーコン屋のオヤジの
無添加ベーコン（約670g）

店主の山内さんが｢完全無添加、味付けは塩だけ」にこだわって作ったベーコンです。肉の旨みがぎっしりつまって、ジューシーなベーコンは、口コミでどんどん人気が
広がりファンがハイペースで増殖中です。厚切りにして炙ってガッツリ食べるも良し、スープやカレーに入れるのも良し、絶品ベーコンを是非ご賞味下さい。

無添加塩だけベーコン 約670ｇ(2～4パック)

冷蔵

申込番号 DA-01 寄附金額 10,000円

ベーコン屋のオヤジの
無添加ベーコン特盛(約1.0kg)
無添加塩だけベーコン 約1kg(2～5パック)

冷蔵

申込番号 DA-02 寄附金額 15,000円

ベーコン屋のオヤジの
スモークチーズ(約560g)

スモークチーズは、燻製の風味がしっかり味わえる
人気の品です。ワインやビールのお酒のつまみ、パ
ンにはさんでサンドウィッチになど、様々にお楽しみ
いただけます。是非一度お試し下さい。

スモークチーズ 約560g 

冷蔵

申込番号 DA-04 寄附金額 11,000円
ベーコン屋のオヤジの
無添加ベーコン（約480g）と
スモークチーズ（約280g）

ベーコンとスモークチーズを組み合わせた、お酒の
つまみにピッタリのセット。

無添加塩だけベーコン 約480ｇ(2～3パック)
スモークチーズ 約280ｇ(1～2パック)

冷蔵

申込番号 DA-05 寄附金額 12,000円
ベーコン屋のオヤジの燻製3点セット
（無添加ベーコン・無添加スモークチキン・
 スモークチーズ）

ベーコンとスモークチキン、スモークチーズのおす
すめ３点セット。

無添加塩だけベーコン 約480ｇ(2～3パック)
無添加塩だけスモークチキン 約480ｇ(2～3パック)
スモークチーズ 約280ｇ(1～2パック)

冷蔵

申込番号 DA-06 寄附金額 17,000円

噛むほど広がる、風味と旨み

提供事業者 大山あけまの森のベーコン小舎受付・発送 ○受付期間：通年　○発送時期：人気返礼品のため発送まで3か月以上お待ち頂く場合がございます。
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［提供事業者］ アスパル

大山産豚肉しゃぶしゃぶセット(1㎏)

鳥取県西部の大山を中心とする山麓地域の豊かな自然の中
で、大山の伏流水を与えて育てた豚です。ストレスの少ない環
境で育てた豚は、柔らかくて、臭みが無い上品な肉質になりま
す。是非ご賞味下さい。

バラ、モモ、肩ロースまたはロースの各部位で合計約1㎏

冷凍申込番号 AS-02 寄附金額 10,000円

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

ブランド豚「大山ルビー豚」
焼肉セット（1.2ｋｇ）

大山ルビー豚のロースとバラを焼肉でお楽しみ下
さい。

ロース焼肉用600ｇ、バラ焼肉用600ｇ、合計1.2㎏

冷凍

申込番号 MS-63 寄附金額 16,000円

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

大山豚ロースセット
（約1.5㎏）

大山豚は、鳥取・大山を中心とする自然豊かな山麓
地帯に点在する農場で育てられた豚です。ご当地の
豚肉のロースを、大ボリュームのセットにしました。
是非ご賞味下さい。

大山豚ローススライス約500ｇ
大山豚ロースカツ約120ｇ×9枚

冷凍

申込番号 MS-62 寄附金額 16,000円

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

大山ルビー豚
しゃぶしゃぶセット（７００ｇ）

大山ルビー豚は、鳥取県のブランド豚です。赤豚と
黒豚のハイブリッドで、旨み成分のオレイン酸を多く
含み、肉の旨さ、柔らかさに優れた品種です。

もも350ｇ、ロース350ｇ

冷凍

申込番号 MS-61 寄附金額 12,000円

冷凍 冷凍

［提供事業者］ アスパル

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

幻の和製イベリコ豚
「ととりこ黒豚」しゃぶしゃぶセット
（800ｇ）

ととりこ黒豚は、国内では珍しくどんぐりを飼料に使った豚で、１頭１頭状態を見ながら丁寧に飼育するため、
年間１００頭程度しか出荷できない幻の豚と言われています。旨み成分のオレイン酸を多く含み、舌触りがよく
とろけるような味わいが特徴です。是非ご賞味ください。

ロース400ｇ、バラ400ｇ

申込番号 MS-65 寄附金額 16,000円
幻の和製イベリコ豚
「ととりこ黒豚」ブロック肉
（1.2ｋｇ）
ロース400ｇ、バラ約400ｇ、もも約400ｇ、総量1.2㎏

申込番号 MS-66 寄附金額 18,000円

鳥取牛をスライスにしてお届けし
ます。しゃぶしゃぶ、すき焼き、肉
じゃが等、様々なお料理にお使い
いただけます。

冷凍

鳥取牛スライスセット
（700g）
バラ約350g、肩ロース約350g
合計約700ｇ

［提供事業者］ アスパル

鳥取牛のサイコロステーキです。
晩御飯やお弁当のおかずにオス
スメです。

鳥取牛サイコロステーキ
650g
牛肩ロースサイコロステーキ
650g

［提供事業者］ アスパル

鳥取牛のカルビです。バーベキュー
や焼肉でお楽しみください。

鳥取牛カルビセット
500ｇ
牛三角バラ500g

［提供事業者］ アスパル

冷凍 冷凍

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

伝統の逸品 大山ハム３種詰め合せ

豚ロース肉を熟成させ、一本一本丁寧に糸で巻いてスモークした熟成糸巻
きロースハム、料理素材としても大変重宝するベーコンに、香ばしい焼豚
を詰め合わせました。お好みの厚さにスライスしてお召し上がりください。

熟成糸巻きロースハム320ｇ、焼豚310ｇ、ベーコン280ｇ

申込番号 MS-70 寄附金額 16,000円 冷蔵

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

食の匠工房 大山ハム8点詰め合わせ

大山ハムを代表するオリジナル7種・8点セットです。「大山ハム」の自信作を
ご堪能ください。

熟成乾塩ベーコン80g、チーズリヨナー90g、生ハム（肩ロース）40g、ボンレスハム125g、
ペッパーシンケン72g、ビアシンケン80g、あらびきポークウインナー120g×2

申込番号 MS-77 寄附金額 16,000円 冷蔵

大山ハーブ鶏
詰め合わせ（2㎏）

もも肉、むね肉、手羽元のセットです。様々なお料理
にご利用いただけます。

もも肉750ｇ、むね肉750ｇ、手羽元（または手羽先）500ｇ
　(合計約２ｋｇ)

申込番号 AS-03 寄附金額 10,000円

申込番号 AS-05 寄附金額 15,000円

申込番号 AS-07 寄附金額 15,000円申込番号 AS-06 寄附金額 15,000円

冷凍

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

大山町産ハーブチキン
丸鶏1羽（約2.2ｋｇ） 

中抜き丸鶏を１羽お届けします。パーティー等にピッ
タリの返礼品です。

丸鶏（中抜き）約2.2～2.5㎏を1羽

申込番号 MS-67 寄附金額 12,000円

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

オレガノハーブで育てた
大山産ハーブチキンセット（2.2㎏）

もも肉、むね肉、ささみ、手羽先、手羽元のセットで
す。ボリュームもありオススメです。

もも肉2枚、むね肉2枚、ささみ4本、手羽先4本
手羽元4本、合計2.2㎏

申込番号 MS-68 寄附金額 17,000円
冷凍 冷凍

［提供事業者］ アスパル

大山産豚肉スライス・
大山ハーブ鶏切り身セット（約1.5㎏）

大山産豚肉と大山ハーブ鶏のセットです。小分けに
しておりますので使い勝手も良くオススメです。

豚バラ・ロース・モモ詰め合わせ 約800g
大山ハーブ鶏モモ・ムネ詰め合わせ 約700g 合計約1.5㎏

申込番号 AS-04 寄附金額 10,000円
冷凍

受付・発送 ○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け 受付・発送 ○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け

鳥取の大山で育った「鳥取牛」も人気です大山育ちの豚肉は
上品で、柔らか。

臭みがなくヘルシーな大山の「ハーブチキン」

全国に誇る有名ブランド「大山ハム」
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［提供事業者］ アスパル

大山産豚肉しゃぶしゃぶセット(1㎏)

鳥取県西部の大山を中心とする山麓地域の豊かな自然の中
で、大山の伏流水を与えて育てた豚です。ストレスの少ない環
境で育てた豚は、柔らかくて、臭みが無い上品な肉質になりま
す。是非ご賞味下さい。

バラ、モモ、肩ロースまたはロースの各部位で合計約1㎏

冷凍申込番号 AS-02 寄附金額 10,000円

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

ブランド豚「大山ルビー豚」
焼肉セット（1.2ｋｇ）

大山ルビー豚のロースとバラを焼肉でお楽しみ下
さい。

ロース焼肉用600ｇ、バラ焼肉用600ｇ、合計1.2㎏

冷凍

申込番号 MS-63 寄附金額 16,000円

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

大山豚ロースセット
（約1.5㎏）

大山豚は、鳥取・大山を中心とする自然豊かな山麓
地帯に点在する農場で育てられた豚です。ご当地の
豚肉のロースを、大ボリュームのセットにしました。
是非ご賞味下さい。

大山豚ローススライス約500ｇ
大山豚ロースカツ約120ｇ×9枚

冷凍

申込番号 MS-62 寄附金額 16,000円

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

大山ルビー豚
しゃぶしゃぶセット（７００ｇ）

大山ルビー豚は、鳥取県のブランド豚です。赤豚と
黒豚のハイブリッドで、旨み成分のオレイン酸を多く
含み、肉の旨さ、柔らかさに優れた品種です。

もも350ｇ、ロース350ｇ

冷凍

申込番号 MS-61 寄附金額 12,000円

冷凍 冷凍

［提供事業者］ アスパル

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

幻の和製イベリコ豚
「ととりこ黒豚」しゃぶしゃぶセット
（800ｇ）

ととりこ黒豚は、国内では珍しくどんぐりを飼料に使った豚で、１頭１頭状態を見ながら丁寧に飼育するため、
年間１００頭程度しか出荷できない幻の豚と言われています。旨み成分のオレイン酸を多く含み、舌触りがよく
とろけるような味わいが特徴です。是非ご賞味ください。

ロース400ｇ、バラ400ｇ

申込番号 MS-65 寄附金額 16,000円
幻の和製イベリコ豚
「ととりこ黒豚」ブロック肉
（1.2ｋｇ）
ロース400ｇ、バラ約400ｇ、もも約400ｇ、総量1.2㎏

申込番号 MS-66 寄附金額 18,000円

鳥取牛をスライスにしてお届けし
ます。しゃぶしゃぶ、すき焼き、肉
じゃが等、様々なお料理にお使い
いただけます。

冷凍

鳥取牛スライスセット
（700g）
バラ約350g、肩ロース約350g
合計約700ｇ

［提供事業者］ アスパル

鳥取牛のサイコロステーキです。
晩御飯やお弁当のおかずにオス
スメです。

鳥取牛サイコロステーキ
650g
牛肩ロースサイコロステーキ
650g

［提供事業者］ アスパル

鳥取牛のカルビです。バーベキュー
や焼肉でお楽しみください。

鳥取牛カルビセット
500ｇ
牛三角バラ500g

［提供事業者］ アスパル

冷凍 冷凍

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

伝統の逸品 大山ハム３種詰め合せ

豚ロース肉を熟成させ、一本一本丁寧に糸で巻いてスモークした熟成糸巻
きロースハム、料理素材としても大変重宝するベーコンに、香ばしい焼豚
を詰め合わせました。お好みの厚さにスライスしてお召し上がりください。

熟成糸巻きロースハム320ｇ、焼豚310ｇ、ベーコン280ｇ

申込番号 MS-70 寄附金額 16,000円 冷蔵

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

食の匠工房 大山ハム8点詰め合わせ

大山ハムを代表するオリジナル7種・8点セットです。「大山ハム」の自信作を
ご堪能ください。

熟成乾塩ベーコン80g、チーズリヨナー90g、生ハム（肩ロース）40g、ボンレスハム125g、
ペッパーシンケン72g、ビアシンケン80g、あらびきポークウインナー120g×2

申込番号 MS-77 寄附金額 16,000円 冷蔵

大山ハーブ鶏
詰め合わせ（2㎏）

もも肉、むね肉、手羽元のセットです。様々なお料理
にご利用いただけます。

もも肉750ｇ、むね肉750ｇ、手羽元（または手羽先）500ｇ
　(合計約２ｋｇ)

申込番号 AS-03 寄附金額 10,000円

申込番号 AS-05 寄附金額 15,000円

申込番号 AS-07 寄附金額 15,000円申込番号 AS-06 寄附金額 15,000円

冷凍

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

大山町産ハーブチキン
丸鶏1羽（約2.2ｋｇ） 

中抜き丸鶏を１羽お届けします。パーティー等にピッ
タリの返礼品です。

丸鶏（中抜き）約2.2～2.5㎏を1羽

申込番号 MS-67 寄附金額 12,000円

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

オレガノハーブで育てた
大山産ハーブチキンセット（2.2㎏）

もも肉、むね肉、ささみ、手羽先、手羽元のセットで
す。ボリュームもありオススメです。

もも肉2枚、むね肉2枚、ささみ4本、手羽先4本
手羽元4本、合計2.2㎏

申込番号 MS-68 寄附金額 17,000円
冷凍 冷凍

［提供事業者］ アスパル

大山産豚肉スライス・
大山ハーブ鶏切り身セット（約1.5㎏）

大山産豚肉と大山ハーブ鶏のセットです。小分けに
しておりますので使い勝手も良くオススメです。

豚バラ・ロース・モモ詰め合わせ 約800g
大山ハーブ鶏モモ・ムネ詰め合わせ 約700g 合計約1.5㎏

申込番号 AS-04 寄附金額 10,000円
冷凍

受付・発送 ○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け 受付・発送 ○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け

鳥取の大山で育った「鳥取牛」も人気です大山育ちの豚肉は
上品で、柔らか。

臭みがなくヘルシーな大山の「ハーブチキン」

全国に誇る有名ブランド「大山ハム」
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［提供事業者］ pa cherry b.

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

［提供事業者］ 白バラ商事

［提供事業者］ pa cherry b.

［提供事業者］ ＪＡ香取開拓 香取村ミルクプラント
香取村の生乳100％こだわりヨーグルトです。安定剤等の余分なものを一切使用していない自然な風味の無糖ヨーグルトでオススメです。

香取村の生乳100%
こだわりヨーグルト（計1ｋｇ）
無糖プレーンヨーグルト５００ｇ×2個

冷蔵

冷蔵

申込番号 KA-01 寄附金額 5,000円

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

大山乳業の牛乳（1.8ℓ）と
カフェ・オ・レ（900ｍℓ）のセット
牛乳900ｍｌ×２本、カフェ・オ・レ９００ml×１本

冷蔵

申込番号 MS-122 寄附金額 14,000円
大山乳業ドリンク3種ギフト
牛乳900ml×１本、カフェ・オ・レ900ml×１本、のむヨー
グルト750ml×２本

冷蔵

申込番号 MS-124 寄附金額 14,000円
大山乳業の
「大山おいしい贈り物」
牛乳900ml×1本、カフェ・オ・レ900ml×1本

冷蔵

申込番号 MS-129 寄附金額 10,000円

「新鮮」、「濃厚」な味わい

受付・発送 ○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け

日本一老けない牛乳と注目を浴びた大山乳業の牛乳。
      工場より出来立てを直送します。

pa cherry b.ジェラート6個セット

鳥取自慢の白バラ牛乳を使って新鮮さをとじ込めた手作りジェラート。
ジェラートの本場イタリアのコンテストで受賞経験のあるオーナーが作るジェラートをご自宅でお楽しみください。

ジェラート90ml×6個（大山プレミアムミルク・アマレーナ・ピスタチオ・チョコレート・珈
琲・ラムレーズン 各1個）

申込番号 PC- 01 寄附金額 10,000円
pa cherry b.ジェラート12個セット
ジェラート90ml×12個（大山プレミアムミルク・アマレーナ・ピスタチオ・チョコレート・
珈琲・ラムレーズン 各2個）

申込番号 PC-02 寄附金額 15,000円

大山乳業のアイスクリーム（４種類・８個入り）

鳥取自慢の白バラ牛乳を使って新鮮さをとじ込めた手作りジェラート。井上青輝園
のお茶を使った特別セットです。お茶の美味しさをジェラートでもお楽しみください。

大山乳業のプレミアムアイス。美味しい牛乳がたっぷり詰まった後味すっきり濃
厚アイスのセットをお楽しみください。

110ml×2個（ミルク）、95ml×6個（いちご、ブルーベリー&クリームチーズ、黒蜜きな
こ 各2個）

申込番号 MS-121 寄附金額 14,000円

［提供事業者］ 白バラ商事

冷蔵
白バラ牛乳、白バラコーヒー、のむヨーグルトセット(6本入)

鳥取県民が愛してやまない「白バラ牛乳」。その中でも、特選牛乳とおなじみの白
バラコーヒー、のむヨーグルトをセットにしました。

特選大山山麓(牛乳)1000ｍｌ×2本、白バラコーヒー1000ｍｌ×2本、白バラのむヨー
グルト900ｇ×２本

申込番号 WR-01 寄附金額 10,000円

【大山町ふるさと納税限定】pa cherry b.ジェラート
大山町井上青輝園6個セット
ジェラート90ml×6個（大山プレミアムミルク2個、抹茶・煎茶ミルク・ヘーゼルほうじ・
煎茶ソルベ 各1個）

申込番号 PC-03 寄附金額 11,000円

受付・発送 ○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け

冷凍冷凍

冷凍 冷凍

鳥取県民はみんな一度は飲んだことがあるはずの「白バラコーヒー」のブリックセット
です。

鳥取県民みんな大好き！
白バラコーヒーブリック(22個入)
白バラコーヒーパック200ｍｌ×22個

申込番号 WR-02 寄附金額 10,000円
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香取村の生乳100％こだわりヨーグルトです。安定剤等の余分なものを一切使用していない自然な風味の無糖ヨーグルトでオススメです。
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こだわりヨーグルト（計1ｋｇ）
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      工場より出来立てを直送します。

pa cherry b.ジェラート6個セット

鳥取自慢の白バラ牛乳を使って新鮮さをとじ込めた手作りジェラート。
ジェラートの本場イタリアのコンテストで受賞経験のあるオーナーが作るジェラートをご自宅でお楽しみください。

ジェラート90ml×6個（大山プレミアムミルク・アマレーナ・ピスタチオ・チョコレート・珈
琲・ラムレーズン 各1個）
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白バラ牛乳、白バラコーヒー、のむヨーグルトセット(6本入)
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白バラコーヒーパック200ｍｌ×22個

申込番号 WR-02 寄附金額 10,000円

17 18



鳥取県内の漁船が水揚げした
甲羅が1 1センチ以上の松葉ガニは
最高級のブランド品。
その味はまさに最高の贅沢。

申込番号 OM-25 寄附金額 84,000円
冷蔵ブランドタグ付　

高級ボイル松葉ガニ
（特大約1㎏を１枚）
ブランドタグ付ボイル松葉ガニ約1㎏を1枚

申込番号 OM-23 寄附金額 45,000円
冷蔵ブランドタグ付　

高級ボイル松葉ガニ
（400ｇ～500ｇを２枚） 
ブランドタグ付ボイル松葉ガニ（400ｇ～500ｇ）を2枚

申込番号 OM-18 寄附金額 27,000円 冷蔵

ボイル松葉ガニ（600ｇ～700ｇを1枚）
ブランドタグ付ボイル松葉ガニ（600ｇ～700ｇ）を1枚

申込番号 OM-27 寄附金額 90,000円
冷蔵ブランドタグ付　

高級ボイル松葉ガニ
（600ｇ～700ｇを２枚）
ブランドタグ付ボイル松葉ガニ（600ｇ～700ｇ）を2枚

申込番号 OM-26 寄附金額 84,000円
冷蔵ブランドタグ付

高級生松葉ガニ
（特大約1㎏を1枚）
ブランドタグ付生松葉ガニ約1㎏を1枚

申込番号 OM-24 寄附金額 45,000円
冷凍【冷凍】ブランドタグ付　

ボイル松葉ガニ
（400ｇ～500ｇを２枚） 
冷凍ボイル松葉ガニ（400ｇ～500ｇ）を2枚

申込番号 OM-19 寄附金額 30,000円
冷蔵ボイル松葉ガニ

（400ｇ～500ｇを２枚）
ボイル松葉ガニ（400ｇ～500ｇ）を2枚

申込番号 OM-20 寄附金額 30,000円
冷凍【冷凍】ボイル松葉ガニ

（400ｇ～500ｇを２枚）
冷凍ボイル松葉ガニ（400ｇ～500ｇ）を2枚

申込番号 OM-17 寄附金額 20,000円
冷凍【冷凍】ボイル松葉ガニ

（300ｇ～400ｇを２枚）
冷凍ボイル松葉ガニ（300ｇ～400ｇ）を2枚

申込番号 OM-16 寄附金額 20,000円
冷蔵ボイル松葉ガニ

（300ｇ～400ｇを２枚）
ボイル松葉ガニ（300ｇ～400ｇ）を2枚

鳥取県は、カニの漁獲量日本一で、全国に流通する多くのカニが鳥取県で水揚げ
されます。松葉の特徴は何と言っても、しっとりとした身と濃厚な旨みです。鍋物にし
ても、焼いても、茹でても旨い冬の最高のご馳走を是非ともご堪能ください。

松葉ガニ松葉ガニ

極上の味覚に
　　酔いしれる

提供事業者 御来屋漁港 直販店 お魚センター みくりや受付・発送 ○受付期間：2月上旬まで　○発送時期：11月から3月頃まで随時発送 提供事業者 御来屋漁港 直販店 お魚センター みくりや受付・発送 ○受付期間：2月上旬まで　○発送時期：11月から3月頃まで随時発送

発送に関する
注意事項 ※冷蔵の品については、発送前に「お魚センターみくりや(0859-54-5511)」から在宅確認のお電話をさせていただきます。発送に関する

注意事項 ※冷蔵の品については、発送前に「お魚センターみくりや(0859-54-5511)」から在宅確認のお電話をさせていただきます。

このページのボイル品は、そのまま(冷凍品については解凍後そのまま)お召し上がりいただけます。 このページのボイル品は、そのまま(冷凍品については解凍後そのまま)お召し上がりいただけます。
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鳥取県内の漁船が水揚げした
甲羅が1 1センチ以上の松葉ガニは
最高級のブランド品。
その味はまさに最高の贅沢。

申込番号 OM-25 寄附金額 84,000円
冷蔵ブランドタグ付　

高級ボイル松葉ガニ
（特大約1㎏を１枚）
ブランドタグ付ボイル松葉ガニ約1㎏を1枚

申込番号 OM-23 寄附金額 45,000円
冷蔵ブランドタグ付　

高級ボイル松葉ガニ
（400ｇ～500ｇを２枚） 
ブランドタグ付ボイル松葉ガニ（400ｇ～500ｇ）を2枚

申込番号 OM-18 寄附金額 27,000円 冷蔵

ボイル松葉ガニ（600ｇ～700ｇを1枚）
ブランドタグ付ボイル松葉ガニ（600ｇ～700ｇ）を1枚

申込番号 OM-27 寄附金額 90,000円
冷蔵ブランドタグ付　

高級ボイル松葉ガニ
（600ｇ～700ｇを２枚）
ブランドタグ付ボイル松葉ガニ（600ｇ～700ｇ）を2枚

申込番号 OM-26 寄附金額 84,000円
冷蔵ブランドタグ付

高級生松葉ガニ
（特大約1㎏を1枚）
ブランドタグ付生松葉ガニ約1㎏を1枚

申込番号 OM-24 寄附金額 45,000円
冷凍【冷凍】ブランドタグ付　

ボイル松葉ガニ
（400ｇ～500ｇを２枚） 
冷凍ボイル松葉ガニ（400ｇ～500ｇ）を2枚

申込番号 OM-19 寄附金額 30,000円
冷蔵ボイル松葉ガニ

（400ｇ～500ｇを２枚）
ボイル松葉ガニ（400ｇ～500ｇ）を2枚

申込番号 OM-20 寄附金額 30,000円
冷凍【冷凍】ボイル松葉ガニ

（400ｇ～500ｇを２枚）
冷凍ボイル松葉ガニ（400ｇ～500ｇ）を2枚

申込番号 OM-17 寄附金額 20,000円
冷凍【冷凍】ボイル松葉ガニ

（300ｇ～400ｇを２枚）
冷凍ボイル松葉ガニ（300ｇ～400ｇ）を2枚

申込番号 OM-16 寄附金額 20,000円
冷蔵ボイル松葉ガニ

（300ｇ～400ｇを２枚）
ボイル松葉ガニ（300ｇ～400ｇ）を2枚

鳥取県は、カニの漁獲量日本一で、全国に流通する多くのカニが鳥取県で水揚げ
されます。松葉の特徴は何と言っても、しっとりとした身と濃厚な旨みです。鍋物にし
ても、焼いても、茹でても旨い冬の最高のご馳走を是非ともご堪能ください。

松葉ガニ松葉ガニ

極上の味覚に
　　酔いしれる

提供事業者 御来屋漁港 直販店 お魚センター みくりや受付・発送 ○受付期間：2月上旬まで　○発送時期：11月から3月頃まで随時発送 提供事業者 御来屋漁港 直販店 お魚センター みくりや受付・発送 ○受付期間：2月上旬まで　○発送時期：11月から3月頃まで随時発送

発送に関する
注意事項 ※冷蔵の品については、発送前に「お魚センターみくりや(0859-54-5511)」から在宅確認のお電話をさせていただきます。発送に関する

注意事項 ※冷蔵の品については、発送前に「お魚センターみくりや(0859-54-5511)」から在宅確認のお電話をさせていただきます。

このページのボイル品は、そのまま(冷凍品については解凍後そのまま)お召し上がりいただけます。 このページのボイル品は、そのまま(冷凍品については解凍後そのまま)お召し上がりいただけます。
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発送に関する
注意事項 ※冷蔵の品については、発送前に「お魚センターみくりや(0859-54-5511)」から在宅確認のお電話をさせていただきます。

発送に関する
注意事項 ※冷蔵の品については、発送前に「お魚センターみくりや(0859-54-5511)」から在宅確認のお電話をさせていただきます。

寄附金額 40,000円
申込番号 OM-13-1

寄附金額 34,000円
申込番号 OM-13-2

申込番号 MS-102
寄附金額 9,000円

申込番号 OM-07
寄附金額 12,000円

申込番号 OM-08
寄附金額 10,000円

申込番号 OM-09
寄附金額 20,000円

申込番号 MS-103 寄附金額 11,000円

水揚げやボイル加工、運送時に爪や脚が取れてしまったものや正規品として出回りにくいヤケ（甲羅や脚の黒
変）の状態の松葉ガニを詰め合わせに致しました。味は通常の松葉ガニと変わらないので、オススメＢ級品で
す。こちらはボイルしてありますので、解凍後そのままお召し上がり下さい。

冷凍

寄附金額 57,000円
申込番号 OM-14-1

寄附金額 47,000円
申込番号 OM-14-2

冷凍

旨いのに勿体ない！
訳あり松葉ガニ2㎏詰め合わせ（冷凍）
松葉ガニ（訳あり）を合計２㎏

旨いのに勿体ない！
訳あり松葉ガニ３㎏詰め合わせ（冷凍）
松葉ガニ（訳あり）を合計３㎏

大山町の「御来屋（みくりや）漁港」は、定置網・刺し網による漁がさかんです。
その日の朝獲れた旬の鮮魚をお届けします。

申込番号 OM-01 寄附金額 7,000円

冷蔵
獲れたて鮮魚 ハマチ約１kg（１匹）
ハマチ約１kg×１

○受付期間：通年　○発送時期：4月から12月随時発送　※夏季は発送中止させていただくことがあります

申込番号 OM-39 寄附金額 15,000円

冷蔵
みくりや季節の鮮魚セット（下処理済み）
アジ、サワラ、イカなどの朝獲れ鮮魚
（おまかせセット）
※写真はイメージです

申込番号 OM-04 寄附金額 15,000円

冷蔵
獲れたて鮮魚 サワラ約２kg（１匹）
新鮮サワラ約２kgを１匹

荒々しい名前ですが、プリプリの食感で、甘味と旨みは甘
エビ以上です。刺身でも、汁物にしていただいても美味し
く召し上がれます。

冷凍猛者エビ
（４００ｇ）
400ｇ入り1袋（刺身用）

［提供事業者］ 御来屋漁港 直販店 お魚センター みくりや

［提供事業者］ 御来屋漁港 直販店 お魚センター みくりや

○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け

○受付期間：2月上旬まで（年内お届けは11月末まで） 
※ボイルした状態での重さとなりますので、冷凍・解凍後には重さが減少する場合があります。

申込番号 OM-10 寄附金額 20,000円

日本海の「紅ズワイガニ」です。9月～6月に漁獲さ
れる紅ズワイガニは名前のとおり鮮やかな紅色が
特徴です。A級のカニをボイルして3枚セットでお届
けします。日本海の深海からの恵みを是非ご賞味く
ださい。

冷蔵ボイル紅ズワイガニ
（A級約350gを3枚）
ボイル紅ズワイガニＡ級（約350ｇ）を3枚

○受付期間：通年　
○発送時期：入金から1か月程度でお届け
※7月8月は漁期外のため発送できません

申込番号 OM-12 寄附金額 10,000円
冷蔵ボイル紅ズワイガニA級

１枚（約500g）
2月以降発送限定品
ボイル紅ズワイガニ約500gを1枚

日本海の「紅ズワイガニ」です。年が明けると正月商
戦開けのため紅ズワイガニは市場の値が崩れます。
その時期にだけ限定で特別に仕入れた大ぶりの紅
ズワイガニをお届けします。

○受付期間：3月末まで　
○発送時期：年明け２023年2月から随時発送

冷凍

大山町の港町、御来屋海岸で育つ生わかめを天然の風味を生か
しながら手作りで加工した美味しい佃煮です。ホカホカご飯にの
せて、混ぜて大山の自然の味をご賞味ください。

わかめ佃煮（450ｇ）
わかめ佃煮150ｇ×3個

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社
○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け

※品切れ次第受付終了　
※収穫状況により時期が前後することがございます

常温
手作業で１枚ずつ乾燥させた天然板わかめです。磯の香り
と塩味が広がる伝統の逸品です。是非ご賞味ください。

天然板わかめ
大山町御来屋産 天然板わかめ３０ｇ×３枚

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

○受付期間：6月末まで
○発送時期：4月中旬から7月にかけて随時発送

常温

ミネラルたっぷりの海で育った獲れたての新鮮な貝です。磯の香りそのままにお楽しみ下さい。

［提供事業者］ 御来屋漁港 直販店 お魚センター みくりや

○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け
※夏季は発送中止させていただくことがあります

サザエ　約1.5㎏
サザエ1.5㎏ 冷蔵

冷蔵

サザエ（1ｋｇ）と
アワビ（300ｇ）
セット（生）
サザエ1㎏
アワビ2枚（約300g）

通の間で人気の｢紅ズワイガニ｣

新鮮を直送でお届け

提供事業者 御来屋漁港 直販店 お魚センター みくりや

※こちらはボイルしてありますので、そのままお召し上がり
いただけます。

※こちらはボイルしてありますので、そのままお召し上がり
いただけます。

○お届け時期：
　2022年11月下旬～12月末

○お届け時期：
　2023年1月中旬～3月上旬

○お届け時期：
　2022年11月下旬～12月末

○お届け時期：
　2023年1月中旬～3月上旬
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発送に関する
注意事項 ※冷蔵の品については、発送前に「お魚センターみくりや(0859-54-5511)」から在宅確認のお電話をさせていただきます。

発送に関する
注意事項 ※冷蔵の品については、発送前に「お魚センターみくりや(0859-54-5511)」から在宅確認のお電話をさせていただきます。

寄附金額 40,000円
申込番号 OM-13-1

寄附金額 34,000円
申込番号 OM-13-2

申込番号 MS-102
寄附金額 9,000円

申込番号 OM-07
寄附金額 12,000円

申込番号 OM-08
寄附金額 10,000円

申込番号 OM-09
寄附金額 20,000円

申込番号 MS-103 寄附金額 11,000円

水揚げやボイル加工、運送時に爪や脚が取れてしまったものや正規品として出回りにくいヤケ（甲羅や脚の黒
変）の状態の松葉ガニを詰め合わせに致しました。味は通常の松葉ガニと変わらないので、オススメＢ級品で
す。こちらはボイルしてありますので、解凍後そのままお召し上がり下さい。

冷凍

寄附金額 57,000円
申込番号 OM-14-1

寄附金額 47,000円
申込番号 OM-14-2

冷凍

旨いのに勿体ない！
訳あり松葉ガニ2㎏詰め合わせ（冷凍）
松葉ガニ（訳あり）を合計２㎏

旨いのに勿体ない！
訳あり松葉ガニ３㎏詰め合わせ（冷凍）
松葉ガニ（訳あり）を合計３㎏

大山町の「御来屋（みくりや）漁港」は、定置網・刺し網による漁がさかんです。
その日の朝獲れた旬の鮮魚をお届けします。

申込番号 OM-01 寄附金額 7,000円

冷蔵
獲れたて鮮魚 ハマチ約１kg（１匹）
ハマチ約１kg×１

○受付期間：通年　○発送時期：4月から12月随時発送　※夏季は発送中止させていただくことがあります

申込番号 OM-39 寄附金額 15,000円

冷蔵
みくりや季節の鮮魚セット（下処理済み）
アジ、サワラ、イカなどの朝獲れ鮮魚
（おまかせセット）
※写真はイメージです

申込番号 OM-04 寄附金額 15,000円

冷蔵
獲れたて鮮魚 サワラ約２kg（１匹）
新鮮サワラ約２kgを１匹

荒々しい名前ですが、プリプリの食感で、甘味と旨みは甘
エビ以上です。刺身でも、汁物にしていただいても美味し
く召し上がれます。

冷凍猛者エビ
（４００ｇ）
400ｇ入り1袋（刺身用）

［提供事業者］ 御来屋漁港 直販店 お魚センター みくりや

［提供事業者］ 御来屋漁港 直販店 お魚センター みくりや

○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け

○受付期間：2月上旬まで（年内お届けは11月末まで） 
※ボイルした状態での重さとなりますので、冷凍・解凍後には重さが減少する場合があります。

申込番号 OM-10 寄附金額 20,000円

日本海の「紅ズワイガニ」です。9月～6月に漁獲さ
れる紅ズワイガニは名前のとおり鮮やかな紅色が
特徴です。A級のカニをボイルして3枚セットでお届
けします。日本海の深海からの恵みを是非ご賞味く
ださい。

冷蔵ボイル紅ズワイガニ
（A級約350gを3枚）
ボイル紅ズワイガニＡ級（約350ｇ）を3枚

○受付期間：通年　
○発送時期：入金から1か月程度でお届け
※7月8月は漁期外のため発送できません

申込番号 OM-12 寄附金額 10,000円
冷蔵ボイル紅ズワイガニA級

１枚（約500g）
2月以降発送限定品
ボイル紅ズワイガニ約500gを1枚

日本海の「紅ズワイガニ」です。年が明けると正月商
戦開けのため紅ズワイガニは市場の値が崩れます。
その時期にだけ限定で特別に仕入れた大ぶりの紅
ズワイガニをお届けします。

○受付期間：3月末まで　
○発送時期：年明け２023年2月から随時発送

冷凍

大山町の港町、御来屋海岸で育つ生わかめを天然の風味を生か
しながら手作りで加工した美味しい佃煮です。ホカホカご飯にの
せて、混ぜて大山の自然の味をご賞味ください。

わかめ佃煮（450ｇ）
わかめ佃煮150ｇ×3個

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社
○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け

※品切れ次第受付終了　
※収穫状況により時期が前後することがございます

常温
手作業で１枚ずつ乾燥させた天然板わかめです。磯の香り
と塩味が広がる伝統の逸品です。是非ご賞味ください。

天然板わかめ
大山町御来屋産 天然板わかめ３０ｇ×３枚

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

○受付期間：6月末まで
○発送時期：4月中旬から7月にかけて随時発送

常温

ミネラルたっぷりの海で育った獲れたての新鮮な貝です。磯の香りそのままにお楽しみ下さい。

［提供事業者］ 御来屋漁港 直販店 お魚センター みくりや

○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け
※夏季は発送中止させていただくことがあります

サザエ　約1.5㎏
サザエ1.5㎏ 冷蔵

冷蔵

サザエ（1ｋｇ）と
アワビ（300ｇ）
セット（生）
サザエ1㎏
アワビ2枚（約300g）

通の間で人気の｢紅ズワイガニ｣

新鮮を直送でお届け

提供事業者 御来屋漁港 直販店 お魚センター みくりや

※こちらはボイルしてありますので、そのままお召し上がり
いただけます。

※こちらはボイルしてありますので、そのままお召し上がり
いただけます。

○お届け時期：
　2022年11月下旬～12月末

○お届け時期：
　2023年1月中旬～3月上旬

○お届け時期：
　2022年11月下旬～12月末

○お届け時期：
　2023年1月中旬～3月上旬
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申込番号 YP-04

申込番号 YP-05

寄附金額 5,000円

寄附金額 10,000円

魔法のベジジャム（ビーツとりんご）2個

自家栽培の有機ビーツと大山町産りんご（化学肥料不使用）で作ったジャムです。

魔法のベジジャム（ビーツとりんご）130g×2個

常温申込番号 SF-01 寄附金額 7,000円
オーガニックティーセット

鳥取県有機ＪＡＳ認定農家大山スマイルファーム製のオーガニックティーです。

有機レモングラスティー1.5g×10パック、有機ホーリーバジルティー1.5g×8パック、
有機エキナセアティー1.5g×10パック

常温申込番号 SF-03 寄附金額 7,000円

大山ティータイムセット

オーガニック野菜パウダー「魔法のベジパ」を使って作った米粉パンケーキミック
スです。

ロールケーキ264ｇ×1個、チーズケーキ188ｇ×1個

ミルク風味豊かなホイップクリームを巻いたロールケーキと香り高いラムレーズ
ン入りのスフレチーズケーキのセットです。

申込番号 MS-126 寄附金額 12,000円
魔法のベジパンケーキ3種セット
ベジパンケーキミックス150g×3袋（ビーツ・モロヘイヤ・にんじん 各1袋）

常温申込番号 SF-04 寄附金額 8,000円

バターの香るバターケーキとキューブチョコとローストスライスアーモンドをトッ
ピングしたチョコバターケーキのセットです。

大山バターケーキセット
大山バターケーキ（約16.5ｃｍ）×1個、大山チョコバターケーキ（約16.5ｃｍ）×1個

常温申込番号 MS-127 寄附金額 10,000円

よしぱんの地元素材を
たっぷり使った5種パンセット

厳選5種のパンセットです。

ブリオッシュ食ぱん1本、大山こむぎ全粒食ぱん1本
あんこバター3本、ミルクフランス2本
よしぱんロール10個

冷凍

申込番号 YP-01 寄附金額 13,000円
よしぱんの地元素材を
たっぷり使った4種パンセット

厳選4種のパンセットです。

ブリオッシュ食ぱん1本、大山こむぎ全粒食ぱん1本
あんこバター3本、よしぱんロール5個

冷凍

申込番号 YP-02 寄附金額 11,000円

よしぱんのランチ＆パン商品券
（1,500円相当分）

ランチとパンの商品券です。地元食材をたっぷり使ったランチを、古民家ならではの落ち着いた空間でお楽しみください。人気店のため、必ず予約をしてからご利用
ください。

ベーカリー「よしぱん」の商品券1,500円相当（500円×3枚）。
お食事代、パンの購入代金として使えます。

よしぱんのランチ＆パン商品券
（3,000円相当分）
ベーカリー「よしぱん」の商品券3,000円相当（500円×6枚）。
お食事代、パンの購入代金として使えます。

「カリッ」「ふわっ」なもっちり生地

楽しみたくさん、よしぱん商品券 ランチして、おみやげパンを購入して♪ 家でも楽しんで♪

提供事業者 ベーカリーよしぱん受付・発送 ○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け 受付・発送 ○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け

よしぱん
［提供事業者］ 大山スマイルファーム

［提供事業者］ 大山スマイルファーム

［提供事業者］ 大山スマイルファーム

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

大山町産の落花生を香ばしく煎ってありますのでそのままお召し上がりください。

焙煎落花生 450g
じもピー(大山町産焙煎落花生)150ｇ×3袋

常温申込番号 MS-07 寄附金額 9,000円

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

冷凍
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申込番号 YP-04

申込番号 YP-05

寄附金額 5,000円

寄附金額 10,000円
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自家栽培の有機ビーツと大山町産りんご（化学肥料不使用）で作ったジャムです。
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常温申込番号 SF-01 寄附金額 7,000円
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鳥取県有機ＪＡＳ認定農家大山スマイルファーム製のオーガニックティーです。

有機レモングラスティー1.5g×10パック、有機ホーリーバジルティー1.5g×8パック、
有機エキナセアティー1.5g×10パック

常温申込番号 SF-03 寄附金額 7,000円

大山ティータイムセット

オーガニック野菜パウダー「魔法のベジパ」を使って作った米粉パンケーキミック
スです。

ロールケーキ264ｇ×1個、チーズケーキ188ｇ×1個

ミルク風味豊かなホイップクリームを巻いたロールケーキと香り高いラムレーズ
ン入りのスフレチーズケーキのセットです。

申込番号 MS-126 寄附金額 12,000円
魔法のベジパンケーキ3種セット
ベジパンケーキミックス150g×3袋（ビーツ・モロヘイヤ・にんじん 各1袋）

常温申込番号 SF-04 寄附金額 8,000円

バターの香るバターケーキとキューブチョコとローストスライスアーモンドをトッ
ピングしたチョコバターケーキのセットです。

大山バターケーキセット
大山バターケーキ（約16.5ｃｍ）×1個、大山チョコバターケーキ（約16.5ｃｍ）×1個

常温申込番号 MS-127 寄附金額 10,000円

よしぱんの地元素材を
たっぷり使った5種パンセット

厳選5種のパンセットです。

ブリオッシュ食ぱん1本、大山こむぎ全粒食ぱん1本
あんこバター3本、ミルクフランス2本
よしぱんロール10個

冷凍

申込番号 YP-01 寄附金額 13,000円
よしぱんの地元素材を
たっぷり使った4種パンセット

厳選4種のパンセットです。

ブリオッシュ食ぱん1本、大山こむぎ全粒食ぱん1本
あんこバター3本、よしぱんロール5個

冷凍

申込番号 YP-02 寄附金額 11,000円

よしぱんのランチ＆パン商品券
（1,500円相当分）

ランチとパンの商品券です。地元食材をたっぷり使ったランチを、古民家ならではの落ち着いた空間でお楽しみください。人気店のため、必ず予約をしてからご利用
ください。

ベーカリー「よしぱん」の商品券1,500円相当（500円×3枚）。
お食事代、パンの購入代金として使えます。

よしぱんのランチ＆パン商品券
（3,000円相当分）
ベーカリー「よしぱん」の商品券3,000円相当（500円×6枚）。
お食事代、パンの購入代金として使えます。

「カリッ」「ふわっ」なもっちり生地

楽しみたくさん、よしぱん商品券 ランチして、おみやげパンを購入して♪ 家でも楽しんで♪

提供事業者 ベーカリーよしぱん受付・発送 ○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け 受付・発送 ○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け

よしぱん
［提供事業者］ 大山スマイルファーム

［提供事業者］ 大山スマイルファーム

［提供事業者］ 大山スマイルファーム

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

大山町産の落花生を香ばしく煎ってありますのでそのままお召し上がりください。

焙煎落花生 450g
じもピー(大山町産焙煎落花生)150ｇ×3袋

常温申込番号 MS-07 寄附金額 9,000円

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

冷凍
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クッキーとマドレーヌの詰合せ

地元の「洋菓子店もえぎ」のクッキーとマドレーヌの詰め合わせです。

クッキー（玄米2枚、抹茶2枚、きなこ2枚、ほうじ茶2枚）
マドレーヌ（紅茶4個、レモン2個、抹茶2個）

常温申込番号 MS-132 寄附金額 10,000円
大山もなか

地元のお茶屋さんが作った、抹茶とほうじ茶を餡に練りこんだ「もなか」です。茶箱
をモチーフにした可愛らしい形もお楽しみ下さい。

大山もなか6個、大山ほうじ茶もなか4個

常温申込番号 MS-134 寄附金額 12,000円

地元の名菓 木の根まんじゅう

地元の「洋菓子店もえぎ」が自信をもってチョイスした焼き菓子の詰め合わせ
です。

老舗「木の根本舗」の名物、店近くの神社「木の根神社」のご神体を模した和菓子
です。

木の根まんじゅう6個入り×2袋

常温申込番号 MS-131 寄附金額 9,000円
もえぎさんの焼き菓子詰め合せ（15個）
フィナンシェ５個、マドレーヌ５個、パウンドケーキ５個

常温申込番号 MS-135 寄附金額 12,000円

養蜂農家さん
の蜂蜜（600ｇ）

大山養蜂園の100％大山町産のはちみつです。町内の菜の花畑にミツバチの巣
箱を置いて集めた蜂蜜を、自社で分離・精製したはちみつは、くせがなく大変ま
ろやかな味です。

はちみつ300g×2

申込番号 MS-137
寄附金額 12,000円

常温 大山町産
ブルーベリージャム
（6個）
900ｇ（150ｇ×6個）

申込番号 MS-138
寄附金額 15,000円

常温

ブルーベリー農家さんが作った、果実本来の自然の甘さを活かしたブルーベリー
ジャムです。中にブルーベリーの果肉がゴロゴロと入っていてとってもジューシー
です。パンにつけるだけでなく、クラッカーに乗せたり、ヨーグルトに混ぜたりと
様々な食材との相性も抜群です。

おこさんげのぽんがしせんべいセット

サクサクのぽん菓子を食べやすいように四角に固めたせんべいは柔らかすぎず
硬すぎないちょうどいい食べごたえで、優しい甘さが魅力です。6種類の味を
セットにしました。

ぽんがし煎餅（白米、玄米、あられ入り、丸型白米、丸型玄米、丸型えび入り 各1袋）

申込番号 OK-02 寄附金額 8,000円 常温

おこさんげのぽんがしセット
申込番号 OK-03 寄附金額 10,000円 常温

ぽんがし煎餅（白米、玄米、あられ入り、丸型白米、丸型玄米、丸型えび入り 各1袋）、ポ
ン菓子（白米、玄米 各1袋）、ぽん大豆 2袋

安心できる素材を使い添加物はなるべく控え、着色料も天然のものにこだわって
作っています。安定した品質になるよう、鳥取県発祥の氷温技術により熟成され
た米を使用しています。

［提供事業者］ ルートマンテン

昔懐かしい味
ぽん菓子セットA
（白米・玄米・あられ）

常温

ぽん菓子（白米）50g×2
ぽん菓子（玄米）50g×2
ぽん菓子（あられ入り）50g×2

申込番号 RT-01
寄附金額 5,000円

［提供事業者］ ルートマンテン

昔懐かしい味
ぽん菓子詰め合わせ

常温

ぽん菓子（白米）50g×1
ぽん菓子（玄米）50g×1
ぽん菓子（あられ入り）50g×1
ぽん菓子（雑穀入り）100g×1
ぽん菓子（きび唐）50g×1
ぽん菓子（みどり大豆）100g×1
ぽん菓子（きなこ大豆）50g×1

申込番号 RT-03
寄附金額 6,000円

［提供事業者］ 尾古ポン菓子店 ［提供事業者］ 尾古ポン菓子店

［提供事業者］ ルートマンテン

申込番号 RT-04 寄附金額 10,000円
昔懐かしい味　ぽん菓子キングサイズ

常温

ぽん菓子（白米）50g×8、ぽん菓子（玄米）50g×8
ぽん菓子（あられ入り）50g×8、合計24パック

提供事業者 一般財団法人　大山恵みの里公社受付・発送 ○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け受付・発送 ○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け

昔ながらの
優しい甘みの
素朴な味わい
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の蜂蜜（600ｇ）

大山養蜂園の100％大山町産のはちみつです。町内の菜の花畑にミツバチの巣
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提供事業者 一般財団法人　大山恵みの里公社受付・発送 ○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け受付・発送 ○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け

昔ながらの
優しい甘みの
素朴な味わい
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ファミリーイナダ大山工場で作られた世界に誇る
高性能マッサージチェアが日々の疲れを癒します

マッサージチェア

受付・発送 ○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け（ルピナスロボは米子髙島屋から発送時期調整のご連絡をします） 提供事業者 株式会社JU米子髙島屋（大山ブランド会）

“海の見えるゲレンデ”
だいせんホワイトリゾート
一日滑り放題！

「海の見えるゲレンデ」だいせんホワイトリゾートでご利用いただける一日リフト
券との引き換え券をお届けします。日本海の絶景を眺望できる最高のゲレンデを
お楽しみください。

［提供事業者］ だいせんホワイトリゾート

22-23シーズンリフト1日券引換券×１

寄附金額 14,000円
申込番号 DW-01

大山町に有るお子様に大人気のアスレチックパーク、「森の国」の入場券をお届け
します。体を動かしたい！自然が好き！とことん遊びたい人！そんな方におすすめで
す。アスレチックはレベルが初級～上級まであり、たくさんの人に楽しんでいただ
けます。アスレチック完全制覇！を目指して、ご家族･ご友人で遊びに来てください。

［提供事業者］ 森の国

本格的なアスレチックへ挑戦！
森の国入場券(2名様分)
入場券2名様分

申込番号 MO-01
寄附金額 6,000円

○受付期間：４月から11月頃まで　○発送時期：４月から11月頃まで ○受付期間：4月から10月まで　○発送時期：4月から10月まで

ブナの森ウォーク（ペア引換券）

大山国立公園内にある天然ブナの原生林へ地元ガイドが案内します。
●ペア（２名様）でのお申し込みとなります。地元通ガイドが１名つきます。
●集合場所：大山ツアーデスク（西伯郡大山町大山24-7）
　※大山ツアーデスクまでの交通費等はお客様負担となります。
●コース：約３時間の大山寺周辺の周遊コースとなります。

［提供事業者］ 一般財団法人大山観光局

ペア引換券１枚（※事前にご予約いただき、当日引換券をご持参ください）

申込番号 TO-01 寄附金額 34,000円

大山トリビア登山（引換券）

地元ガイドが登山にアテンドします。
●登山者２名から９名までに地元通の登山ガイド１名が一緒にご案内します。
●集合場所：大山ツアーデスク（西伯郡大山町大山24-7）
　※大山ツアーデスクまでの交通費等はお客様負担となります。
●コース：約６時間の登山コース

［提供事業者］ 一般財団法人大山観光局

引換券１枚（※事前にご予約いただき、当日引換券をご持参ください）

申込番号 TO-02 寄附金額 70,000円

大山乗馬センター 割引券1,500円分

大山町のオススメ穴場スポット、大山乗馬センターの割引券です。敷地内の乗馬
や本格的なトレッキングまで、様々なコースがあり小さいお子様から大人まで楽
しめるおすすめスポットです。

［提供事業者］ 大山乗馬センター

大山乗馬センター割引券 1,500円相当分×1

申込番号 DJ-01 寄附金額 5,000円

大山乗馬センター 割引券3,000円分
大山乗馬センター割引券 1,500円相当分×2

ルピナスロボ（Wi-Fiモデル）

指の第二関節まである手メカとＡＩの組み合わせによって、まるで人の手でもまれているかのような心地よさが体感できます。全身疲労回復などが目的のメディカルコー
スをはじめ、多彩なコースで心身のリフレッシュが行えます。
※ルピナスロボはインターネット接続が必要です。ご自宅で光インターネット回線等をご利用の方は「Wi-Fiモデル」、ご利用でない方は「LTEモデル」をお選びください。

●本体サイズ…幅108cm×高さ143（97）cm×奥行き135（222）cm
　↑（　）内：フルリクライニング時
●重量…約115kg
※製品について詳しくはファミリーイナダホームページをご覧ください。

カラー：アイボリー申込番号 2150-AT1 寄附金額 2,150,000円
カラー：ブラック申込番号 2150-AT2 寄附金額 2,150,000円

ルピナスロボ（LTEモデル）
カラー：アイボリー申込番号 2400-AT3 寄附金額 2,400,000円
カラー：ブラック申込番号 2400-AT4 寄附金額 2,400,000円

●本体サイズ…幅61cm×高さ78（35）cm×奥行き111（138）cm
　↑（　）内：フルリクライニング時
●重量…約26kg
※製品について詳しくはファミリーイナダホームページをご覧ください。

ボディケアチェア
カラー：ベージュ申込番号 500-AT7 寄附金額 500,000円
カラー：グレー申込番号 500-AT8 寄附金額 500,000円

ライフスタイルに溶け込む、ラグジュアリーなソファ型のボディケアチェアです。ＡＩを搭載したメカによる確かなもみ心地で様々なライフスタイル・疲れに合わせて選べる
コースラインナップ。約26㎏と軽量なので置き場所も自由に変更できます。

申込番号 DJ-02 寄附金額 10,000円

美しい自然、澄み渡る空気。「大山」に来れば、
都会の喧騒から解放される癒しがきっと見つかります。体験

○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け

「来て」、「見て」、「触れて」、大山を体感。

○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け ○受付期間：通年　○発送時期：入金から1か月程度でお届け
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ふるさと納税って何？ 大山町ふるさと納税について

ふるさと納税の流れ

大山町ふるさと納税に

関するお問い合わせ

「ふるさと納税」とは、自治体への寄附のことです。寄附金額のうち

2,000円を超える部分について、所得税と住民税から控除される

制度です。

※寄附者の所得に応じて控除対象となる寄附額

の上限額が異なります。詳しくは総務省の

「ふるさと納税ポータルサイト」でご確認下さい。

大山町のふるさと納税では5,000円以上のご寄附を頂いた方に、

金額に応じたお礼の品をお届けします。本カタログからお好きなもの

をお選び下さい。

お礼の品を選んで申し込む
お申込方法について
①「寄附申込書」でのお申込み
別紙の「寄附申込書」に必要事項をご記入の上、
郵送又はFAXにてお申込み下さい。

【お申込先】
〒689-3211　鳥取県西伯郡大山町御来屋328
大山町役場企画課　ふるさと納税担当
電話 0859-54-5202　FAX 0859-54-5216

②インターネットからのお申込み　
各種ふるさと納税ポータルサイトからお申込みいた
だけます。大山町HPのリンクからポータルサイトへ
アクセス下さい。または、

寄附金を支払う
お支払方法について
①郵便振込
お申込みの際に、添付しております「払込取扱票」
に「金額」「ご住所」「お名前」「お電話番号」をご
記入の上、お近くのゆうちょ銀行（郵便局）でお支
払下さい。

②クレジットカード決済
インターネットからのお申込みの場合、クレジットカー
ド決済が可能です。

寄附証明書を受け取る
入金確認の後、「寄附金受領証明書」をお届けいたしま
す。※確定申告をされる場合に必要な書類ですので、紛
失しないようご注意下さい。

税控除の手続きをする
①確定申告
税控除を受けるには、お届けの「寄附金受領証明書」を添付し確定申告をしていただく必要があります。

②ワンストップ特例の申請
もともと確定申告をする必要のない給与所得者等については、ワンストップ特例制度がご利用いただけます。ふるさと納
税をした後に確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる便利な仕組みです。ご希望の場合は、お申込書の所定の
欄にご記入下さい。※ワンストップ特例は、1年間で5自治体以内でのご利用に限ります。

お礼の品を受け取る
入金の後、1ヶ月程度でのお届けを予定しております。
※農産品や海産品など、季節限定品については
お礼の品毎の発送時期をご確認下さい。

※日付指定は承っておりませんので、予めご了承
下さい。

大山町役場 企画課 ふるさと納税担当
〒689-3211 鳥取県西伯郡大山町御来屋 328

電　話  0859-54-5202 FAX 0859-54-5216
E-mail　furusato@town.daisen.lg.jp
営業時間　平日 8時 30 分～ 17 時 15 分　（土日祝日を除く）

ふるさと納税の使い道について
皆様からいただいたご寄附は、大山町をより魅力あふれる良い町にするために活用させていただきます。

お申込みの際に、以下から寄附金の使途をお選び下さい。

大山町は、行政と地域の協働による地域づくりのため、住民で構
成される組織の活動を応援しています。

住みやすさの向上
・通学路などへの街灯設置　
・地域の疾病傾向や受診状況などの調査分析
　など

人口減少対策・子育て支援
・高等学校等通学者への
　定期乗車券購入支援　
・小中学校給食費補助

大山町の活力ある未来づくりに
向けた施策に活用

地域自主組織への応援
寄附額

5,000円以上みなさまからいただいた「この地域を応援する気持ち」を、大山町
の未来をつくっていくためのさまざまな事業に活用し、実際に見
ることのできる「カタチ」にしていきます。

自然環境の保護
・登山道の整備・維持管理　
・大山清掃活動
・海岸清掃
　など

大山の特色を活かした
施策に活用

中国地方最高峰「大山」の自然の恵みを受け継ぎ、その豊かな
自然資源を活かしたまちづくり・人づくりを進めるための事業等
に活用します。

・町内産品の商品力向上
・大山寺参道エリアの賑わい
復活のための整備
・日本遺産「地蔵信仰が育ん
だ日本最大の大山牛馬市」
を活用した誘客強化
など

事業例

地域の資源を活用した
施策に活用

大山町内の歴史文化遺産や食などの地域資源の磨き上げや、
訪れる方の満足度が向上するような総合的な地域の魅力を向
上させるための事業に活用します。

4-1 ふれあいの郷かあら山
旧大山町　高麗地区
高齢者向け配食サービスの実施、敬老
会、山菜会、美術学校、防災研修、孝
霊山への桜植樹、朝市などの活動をし
ています。　

4-2 やらいや逢坂
旧中山町　逢坂地区
交流カフェの運営、朝市の開催、敬老
会などの活動をしています。

4-5 かくわの郷庄内
旧名和町　庄内地区
交流カフェの開催、料理講習会の開催、
防災訓練の実施、海岸一斉清掃の実施、
健康づくりイベントの開催などの活動を
しています。

4-6 まちづくり大山
旧大山町　大山地区
孝霊山登山道整備、大山古道整備、仁
王堂公園の維持管理、登山イベント、お
助け隊活動などの活動をしています。

4-９ 大山の里所子
旧大山町　所子地区
所子地区防災フェスタ、海の日海岸清掃、
納涼の夕べへの協力、大山口農具市への
協力などの活動を展開しています。

4-4 支え合いのまち御来屋
旧名和町　御来屋地区
空家対策、巡回図書、交流サロンの開
催、防災訓練、鳥取大学との連携した
防災イベントの開催、夕日などの景観
整備などの活動をしています。

4-8 なわのわ
旧名和町　名和地区
「食」をきっかけとした、「集まる・つな
がる・やってみる」の環境づくり。コミュ
ニティキッチンをつくるため、旧名和保
育所をリノベーションしています。

4-3 きばらいや上中山
旧中山町　上中山地区
カフェの運営、書道教室の開催、ウオー
キング、草刈作業の実施、アートの集い、
甲川まつりの開催などの活動をしてい
ます。

4-7 楽しもなかやま
旧中山町　下中山地区
コミュニティー食堂「タノシー」の運営、
落語会の開催、ライブコンサートの開
催、海岸清掃の実施などの活動をして
います。

4-10 きらり光徳
旧名和町　光徳地区
広報誌発行、光徳レクリエーション大会、
薪割りプロジェクト、ツリーイングなど
の活動をしています。
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ふるさと納税って何？ 大山町ふるさと納税について

ふるさと納税の流れ

大山町ふるさと納税に

関するお問い合わせ

「ふるさと納税」とは、自治体への寄附のことです。寄附金額のうち

2,000円を超える部分について、所得税と住民税から控除される

制度です。

※寄附者の所得に応じて控除対象となる寄附額

の上限額が異なります。詳しくは総務省の

「ふるさと納税ポータルサイト」でご確認下さい。

大山町のふるさと納税では5,000円以上のご寄附を頂いた方に、

金額に応じたお礼の品をお届けします。本カタログからお好きなもの

をお選び下さい。

お礼の品を選んで申し込む
お申込方法について
①「寄附申込書」でのお申込み
別紙の「寄附申込書」に必要事項をご記入の上、
郵送又はFAXにてお申込み下さい。

【お申込先】
〒689-3211　鳥取県西伯郡大山町御来屋328
大山町役場企画課　ふるさと納税担当
電話 0859-54-5202　FAX 0859-54-5216

②インターネットからのお申込み　
各種ふるさと納税ポータルサイトからお申込みいた
だけます。大山町HPのリンクからポータルサイトへ
アクセス下さい。または、

寄附金を支払う
お支払方法について
①郵便振込
お申込みの際に、添付しております「払込取扱票」
に「金額」「ご住所」「お名前」「お電話番号」をご
記入の上、お近くのゆうちょ銀行（郵便局）でお支
払下さい。

②クレジットカード決済
インターネットからのお申込みの場合、クレジットカー
ド決済が可能です。

寄附証明書を受け取る
入金確認の後、「寄附金受領証明書」をお届けいたしま
す。※確定申告をされる場合に必要な書類ですので、紛
失しないようご注意下さい。

税控除の手続きをする
①確定申告
税控除を受けるには、お届けの「寄附金受領証明書」を添付し確定申告をしていただく必要があります。

②ワンストップ特例の申請
もともと確定申告をする必要のない給与所得者等については、ワンストップ特例制度がご利用いただけます。ふるさと納
税をした後に確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる便利な仕組みです。ご希望の場合は、お申込書の所定の
欄にご記入下さい。※ワンストップ特例は、1年間で5自治体以内でのご利用に限ります。

お礼の品を受け取る
入金の後、1ヶ月程度でのお届けを予定しております。
※農産品や海産品など、季節限定品については
お礼の品毎の発送時期をご確認下さい。

※日付指定は承っておりませんので、予めご了承
下さい。

大山町役場 企画課 ふるさと納税担当
〒689-3211 鳥取県西伯郡大山町御来屋 328

電　話  0859-54-5202 FAX 0859-54-5216
E-mail　furusato@town.daisen.lg.jp
営業時間　平日 8時 30 分～ 17 時 15 分　（土日祝日を除く）

ふるさと納税の使い道について
皆様からいただいたご寄附は、大山町をより魅力あふれる良い町にするために活用させていただきます。

お申込みの際に、以下から寄附金の使途をお選び下さい。

大山町は、行政と地域の協働による地域づくりのため、住民で構
成される組織の活動を応援しています。

住みやすさの向上
・通学路などへの街灯設置　
・地域の疾病傾向や受診状況などの調査分析
　など

人口減少対策・子育て支援
・高等学校等通学者への
　定期乗車券購入支援　
・小中学校給食費補助

大山町の活力ある未来づくりに
向けた施策に活用

地域自主組織への応援
寄附額

5,000円以上みなさまからいただいた「この地域を応援する気持ち」を、大山町
の未来をつくっていくためのさまざまな事業に活用し、実際に見
ることのできる「カタチ」にしていきます。

自然環境の保護
・登山道の整備・維持管理　
・大山清掃活動
・海岸清掃
　など

大山の特色を活かした
施策に活用

中国地方最高峰「大山」の自然の恵みを受け継ぎ、その豊かな
自然資源を活かしたまちづくり・人づくりを進めるための事業等
に活用します。

・町内産品の商品力向上
・大山寺参道エリアの賑わい
復活のための整備
・日本遺産「地蔵信仰が育ん
だ日本最大の大山牛馬市」
を活用した誘客強化
など

事業例

地域の資源を活用した
施策に活用

大山町内の歴史文化遺産や食などの地域資源の磨き上げや、
訪れる方の満足度が向上するような総合的な地域の魅力を向
上させるための事業に活用します。

4-1 ふれあいの郷かあら山
旧大山町　高麗地区
高齢者向け配食サービスの実施、敬老
会、山菜会、美術学校、防災研修、孝
霊山への桜植樹、朝市などの活動をし
ています。　

4-2 やらいや逢坂
旧中山町　逢坂地区
交流カフェの運営、朝市の開催、敬老
会などの活動をしています。

4-5 かくわの郷庄内
旧名和町　庄内地区
交流カフェの開催、料理講習会の開催、
防災訓練の実施、海岸一斉清掃の実施、
健康づくりイベントの開催などの活動を
しています。

4-6 まちづくり大山
旧大山町　大山地区
孝霊山登山道整備、大山古道整備、仁
王堂公園の維持管理、登山イベント、お
助け隊活動などの活動をしています。

4-９ 大山の里所子
旧大山町　所子地区
所子地区防災フェスタ、海の日海岸清掃、
納涼の夕べへの協力、大山口農具市への
協力などの活動を展開しています。

4-4 支え合いのまち御来屋
旧名和町　御来屋地区
空家対策、巡回図書、交流サロンの開
催、防災訓練、鳥取大学との連携した
防災イベントの開催、夕日などの景観
整備などの活動をしています。

4-8 なわのわ
旧名和町　名和地区
「食」をきっかけとした、「集まる・つな
がる・やってみる」の環境づくり。コミュ
ニティキッチンをつくるため、旧名和保
育所をリノベーションしています。

4-3 きばらいや上中山
旧中山町　上中山地区
カフェの運営、書道教室の開催、ウオー
キング、草刈作業の実施、アートの集い、
甲川まつりの開催などの活動をしてい
ます。

4-7 楽しもなかやま
旧中山町　下中山地区
コミュニティー食堂「タノシー」の運営、
落語会の開催、ライブコンサートの開
催、海岸清掃の実施などの活動をして
います。

4-10 きらり光徳
旧名和町　光徳地区
広報誌発行、光徳レクリエーション大会、
薪割りプロジェクト、ツリーイングなど
の活動をしています。
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