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大山町を想って頂いた

方々へのお返しとして、

大山で育まれた逸品たちを選りすぐりました。



大山の恵みをたっぷりと受けた
お礼の品の数々
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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。人口は、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、高齢化の一途を辿っています。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。
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　梨の育成は難しい。木は一年一年歳を重ねる人間さな

がら、毎年違った様相を見せ、剪定・交配・灌水・袋かけ、と

非常に手間がかかる。また、経年植物であるため、年によっ

て果実の数や大きさが変わりやすいだけでなく、気温や雨量

で梨の味も大きく変わってしまう。あげくの果てには、せっかく

手間をかけて良い梨を育てても収穫前に台風で全滅という

こともあり得る。例年通りの収穫が出来る保障など一切ない

のだ。

　2019年も、7月頃の時点で前年比90％程度の収穫見込

みと少なく、また、春先に気温が低かったせいで果実の大き

さや糖度に不安もある状況だった。大山町の梨を楽しみに

して下さっている寄附者の期待に応えることができるだろうか

と、日々気が気でなかった。

　そんな時、米澤誠一部長の言葉に胸を打たれた。

　「美味しいものを一生懸命つくって、ひと玉ひと玉丁寧に

大切に出荷しよう。そうすればきっと去年以上になる」。

　出荷前に行われる品評会で組合員へ語られた言葉だっ

た。ごく当たり前のことを言っているのかもしれないが、その言

葉の重さと込められた想いに、私は胸に熱いものを感じた。

　古くから大山町は県内でも有数の梨の生産地で、育成

方法が梨の木と共に親から子へ引き継がれてきた。しかし、

選果場組合員が昨年にはついに100人を切り、一面梨畑

だった景色は、ひとつ、またひとつと梨の木が減ってきている。

農家は高齢化し、跡継ぎも少ない。売上高は年々減っていく

のが自然の摂理だ。

　米澤さんもそれはわかっている。しかし、環境は変わっても、

ただひたすらに良いものを作り続けることが、「大山町の梨」

の未来につながるという揺るぎない信念と職人としての心意

気が、「去年を超える」という言葉に表れているように思えて

ならなかった。

　結果として、大山町の梨の売り上げは近年で最高となっ

た。2019年度、大山町ふるさと納税での梨の出荷数も

11,000箱を超え、梨の返礼品の取り扱いを開始して以来最

高実績を記録した。

　新甘泉、王秋梨、二十世紀をはじめ多くの品種が好評

で、全国の寄附者の皆様から「美味しくてびっくりした」「今

まで食べた梨で一番おいしかった」とたくさんのメッセージも

頂いた。

　大山町の梨農家の想いが、全国の人 に々届いたことがた

だただ嬉しかった。

　2020年もまた、梨のシーズンがやって来る。今年も大山町

の梨が楽しみで仕方がない。

2019年度、最高実績となる11,000箱を超える出荷数。

「大山町の梨」の魅力が、全国の人々に届いた。

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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　梨の育成は難しい。木は一年一年歳を重ねる人間さな

がら、毎年違った様相を見せ、剪定・交配・灌水・袋かけ、と

非常に手間がかかる。また、経年植物であるため、年によっ

て果実の数や大きさが変わりやすいだけでなく、気温や雨量

で梨の味も大きく変わってしまう。あげくの果てには、せっかく

手間をかけて良い梨を育てても収穫前に台風で全滅という

こともあり得る。例年通りの収穫が出来る保障など一切ない

のだ。

　2019年も、7月頃の時点で前年比90％程度の収穫見込

みと少なく、また、春先に気温が低かったせいで果実の大き

さや糖度に不安もある状況だった。大山町の梨を楽しみに

して下さっている寄附者の期待に応えることができるだろうか

と、日々気が気でなかった。

　そんな時、米澤誠一部長の言葉に胸を打たれた。

　「美味しいものを一生懸命つくって、ひと玉ひと玉丁寧に

大切に出荷しよう。そうすればきっと去年以上になる」。

　出荷前に行われる品評会で組合員へ語られた言葉だっ

た。ごく当たり前のことを言っているのかもしれないが、その言

葉の重さと込められた想いに、私は胸に熱いものを感じた。

　古くから大山町は県内でも有数の梨の生産地で、育成

方法が梨の木と共に親から子へ引き継がれてきた。しかし、

選果場組合員が昨年にはついに100人を切り、一面梨畑

だった景色は、ひとつ、またひとつと梨の木が減ってきている。

農家は高齢化し、跡継ぎも少ない。売上高は年々減っていく

のが自然の摂理だ。

　米澤さんもそれはわかっている。しかし、環境は変わっても、

ただひたすらに良いものを作り続けることが、「大山町の梨」

の未来につながるという揺るぎない信念と職人としての心意

気が、「去年を超える」という言葉に表れているように思えて

ならなかった。

　結果として、大山町の梨の売り上げは近年で最高となっ

た。2019年度、大山町ふるさと納税での梨の出荷数も

11,000箱を超え、梨の返礼品の取り扱いを開始して以来最

高実績を記録した。

　新甘泉、王秋梨、二十世紀をはじめ多くの品種が好評

で、全国の寄附者の皆様から「美味しくてびっくりした」「今

まで食べた梨で一番おいしかった」とたくさんのメッセージも

頂いた。

　大山町の梨農家の想いが、全国の人 に々届いたことがた

だただ嬉しかった。

　2020年もまた、梨のシーズンがやって来る。今年も大山町

の梨が楽しみで仕方がない。

鳥取県西部農業協同組合 大山梨選果場
住　　所 ／ 〒689‐3123 鳥取県西伯郡大山町住吉535
主要事業 ／ 梨の生産指導・選果・販売
取扱商品 ／ 二十世紀・ハウス二十世紀・なつひめ・新甘泉・南水・豊水・
　　　　　  新興・秋栄・あきづき・新高・王秋・あたご・その他
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常温 常温 常温

常温 常温 常温

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月中旬頃発送予定

赤秀または青秀混合５kgを1箱

申込番号 DS-01
寄附金額 10,000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月下旬まで
○発送時期：８月下旬から随時発送予定

赤秀または青秀混合５ｋｇを１箱

申込番号 DS-02
寄附金額 10,000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月下旬まで
○発送時期：８月下旬から随時発送予定

赤秀または青秀混合５ｋｇを１箱

申込番号 DS-03
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月中旬頃から随時発送予定

赤秀または青秀混合５ｋｇを１箱

申込番号 DS-04
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月中旬頃から随時発送予定

赤秀または青秀混合５ｋｇを１箱

申込番号 DS-05
寄附金額 10,000円

常温

南水梨 5ｋｇ

9月中旬頃が旬の南水梨は、甘みが
特徴の梨です。サクサクとした歯ごた
えで、果汁も多く食味の良い美味しい
梨です。酸味よりも甘い梨が好きとい
う方には、オススメです。

○受付期間：8月下旬まで
○発送時期：９月中旬頃から随時発送予定

赤秀または青秀混合５ｋｇを１箱

申込番号 DS-06
寄附金額 10,000円

新興梨 ７.5ｋｇ

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。７．５ｋｇとボリューム
もたっぷりで、おススメです。

○受付期間：9月下旬まで
○発送時期：10月中旬頃から随時発送予定

赤秀または青秀混合7.5ｋｇ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月中旬まで
○発送時期：11月中旬頃から随時発送予定

赤秀または青秀混合５ｋｇを１箱

申込番号 DS-08
寄附金額 10,000円

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
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常温

頒 布 会 楽しみが続くお礼の品です。 旬の梨を 3 回お届けします。

申込番号 DS-11 寄附金額 30,000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月中旬まで
○発送時期：11月中旬頃から随時発送予定

○受付期間：8月中旬まで
○発送時期：８月下旬から随時発送予定

○受付期間：11月中旬まで
○発送時期：12月上旬頃から随時発送予定

○受付期間：8月中旬まで
○発送時期：８月下旬から随時発送予定

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 ５kg
5㎏を1箱

申込番号 DS-14
寄附金額 10,000円

常温

あたご梨 5ｋｇ
赤秀または青秀混合５ｋｇを１箱

申込番号 DS-10
寄附金額 10,000円

秋栄 ５㎏
5㎏を1箱

申込番号 DS-13
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
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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

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：9月下旬頃から随時発送 ［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：10月下旬頃から随時発送 ［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
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頒 布 会 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。

※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

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達を、

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）

ピーナッツバターは焙煎落花生から作った濃厚な逸品。無糖ですので、色々な料
理に使えます。

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、とても美味しい自然薯です。

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

焙煎落花生と
ピーナッツバター
セット
焙煎落花生150g×2袋　
ピーナッツバター170ｇ×1瓶

常温

申込番号 MS-09
寄附金額 10,000円

常温

申込番号 MS-07
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
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

早出し味噌は、通常の味噌に比べ熟成期間が2～3ヶ月程短く、白味のある色をしたお味噌です。通常熟成よりも塩味の効いた糀の芳醇な香りを楽しむことが
できます。
※品切れ次第受付終了

常温 冷蔵
夏季

申込番号 MS-86
寄附金額 18,000円

申込番号 MS-84
寄附金額 13,000円

申込番号 MS-82
寄附金額 8,000円

糀屋さんが手作りした
早出し味噌（1.4ｋｇ）

700ｇカップ×２

常温 冷蔵
夏季

糀屋さんが手作りした
早出し味噌（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
早出し味噌詰め合わせ
（4.3ｋｇ）
450ｇカップ×3、1ｋｇ×3袋

常温 冷蔵
夏季

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

焙煎落花生　
450g

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。

じもピー(大山町産焙煎落花
生)150ｇ×3袋
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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
の甘皮ごと引き込んだ黒そば、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 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引き込
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。甘皮まで引き
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120ｇ×2、
つゆ60ｇ×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

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。

そば屋が本気で作ったラーメン！？

大山そば
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大山の伏流水が極上米を育てる

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㎏）

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

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

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

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

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」
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頒 布 会 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。

星空舞2㎏と
ご当地カレー3食セット

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。

「星空舞」2㎏と、ご当地の豚肉「大山豚」を使ったレ
トルトカレーの詰め合わせセットをお届けします。

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2㎏×1袋、大山豚カレー1食入り×3箱

［提供事業者］ アスパル［提供事業者］ アスパル

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-11 寄附金額 10,000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
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

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

※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
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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
柔らかい渋味と深い風味

心に優しく響く、本物の味わい

　井上さんに初めてお会いした際に頂いたお茶は、本当に

美味しかった。

　「コクがある」「茶葉の旨味を感じる」「柔らかい」等々、あ

れこれ井上さんのお茶を説明する言葉を考えてみてもなかな

かうまくいかないが、普段コーヒーやお茶などには全く無頓着

な私にとって「お茶が美味しい」ということは驚き以外の何物

でもなく、２杯目をおかわりしてしまったのを覚えている。

　井上青輝園の茶葉は、山陰では数軒しかない「かぶせ

茶」と言われる製法のお茶で、渋みが柔らかく、風味と味わい

が深いのが特徴である。有機肥料をつかい、農薬を減らし、自

社で茶葉の栽培から加工・出荷まで行うこだわりの品は、国

内外からの評価も高く、羽田空港のラウンジや海外の星付き

レストランでも扱われる本物の味わいだ。

　井上青輝園さんのお茶を飲んだ時に、私はいつもほっとす

るような心地良い安心感を感じる。私には、それが、このお茶を

作られた井上さんの人柄によるものだと思えてならない。昔な

がらの機械や商品を本当に大切に丁寧に扱われていて、井

上さん自身も、優しくやわらかい話し方で、一緒にいて心地よい

時間を与えてくれる誠実な方だ。きっと今飲んでいるこのお茶

も、そんな井上さんが心を込めて作られたものだと思うともう1杯

飲みたくなってしまう。

井上青輝園（いのうえせいきえん）
住　　所 ／ 〒689‐3101 鳥取県西伯郡大山町潮音寺９２
電　　話 ／ 0858‐58‐2154
ホームページ ／ http://www.daisen-ocha.jp/
　　　　　  インターネット上でのお茶のご注文も承っております。
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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「名和みどり」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 紅茶５種セット
ストレートティー
午後のハーブティー（ラベンダー・レモングラス）
朝のハーブティー（カモミール・スペアミント）
二十世紀梨ティー・ゆずティー各30ｇ

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
パックのセットです。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
パックセット
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

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-43 寄附金額 9,000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

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

大山山麓の「陣構」の和茶・和紅茶もオススメです。
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研ぎ澄まされた喉ごしを、
是非ご堪能ください  

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

常温 冷蔵
夏季

「のっかり」とは地元の方言で「落ち着いた」「安心し
た」という意味で、やや甘口の飲みやすい、腰の据
わった味わいです。

純米吟醸酒
「のっかり美人」

純米吟醸酒 
のっかり美人500ｍｌ×１

「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

申込番号 HT-04
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

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
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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500g×2パック
冷凍猪肉モモ 500ｇ

モモ及びウデ肉のスライス500g×1パック
冷凍

猪肉モモ 2㎏
モモ及びウデ肉のスライス500g×4パック

冷凍猪肉モモ 1.5㎏
モモ及びウデ肉のスライス500g×3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500g×2パック
冷凍猪肉バラ 500ｇ

バラ500g×1パック
冷凍

猪肉バラ 2㎏
バラ500g×4パック

冷凍猪肉バラ 1.5㎏
バラ500g×3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500g×2パック
冷凍猪肉ロース 500ｇ

ロース500g×1パック
冷凍

猪肉ロース 2㎏
ロース500g×4パック

冷凍猪肉ロース 1.5㎏
ロース500g×3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
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「完全無添加」、「味付けは塩だけ」。

シンプルな製法と手作りだからこそ生まれる味わいです。

燻製

美味しいものを作りたかった。ただそれだけ

　「こだわりの逸品」「こだわりの商品」等々、世の中に「こだ

わり」という修飾語がつく事柄は山ほどあるが、大山町あけま

の森にあるベーコン小舎の店主山内さんには「こだわり」とい

う言葉がしっくりくる。

　山内さんは、もともとは、京都の食品メーカーで食品衛生管

理の仕事をされていたが、縁があって大山町へIターン。ベー

コンを作り出したのは、約3年前から。そのきっかけも「昔は町

の肉屋が自分の店で燻製してベーコンを作ってたんです。子

どもの頃食べたその味が忘れられなくていっそ自分で作ってみ

ようと思ったの。」とのことである。

　「完全無添加」、「味付けは塩だけ」とシンプルな製法で、

昔ながらの“肉屋のベーコンの味”にこだわって作った山内さ

んの燻製は、肉の味と燻した香ばしい風味がしっかり味わえる

逸品。塩はボリビア産の天然岩塩、燻製用のチップは風味

の出やすい桜、と試行錯誤のうえで選び抜いた素材を使った

商品は「おいしい」と地元でも口コミで話題になり、今では製

造が追いつかないほどだ。

　ベーコンの他にも、スモークチーズやスモークチキン、地元

の猪肉の燻製や、鳥取和牛を使った燻製、ラム肉のスモーク

等も作っておられる。どれも人気で、特にチーズはすぐに売れ

てしまうそうだが、「うちは元々肉屋なのに、チーズが売れても

喜んでいいものかどうかよくわからないんですよね。」と複雑な表

情であった。新商品の開発にも熱心で、最近だと焼鳥の燻

製が一押しだそうだ。

　店主こだわりの逸品を是非お試しあれ。

こだわりが生み出した、他には無い逸品

大山あけまの森のベーコン小舎　
Cabana de tocino（カバーニャデトシノ）
住　　所 ／ 〒689‐3319 鳥取県西伯郡大山町赤松313‐15
電　　話 ／ 0859‐57‐4030
営業時間 ／ 10：00～17：00
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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
無添加スモークチキン（約700g）

燻製の風味とほどよい塩味がマッチして、サラダや
サンドウィッチにオススメのスモークチキン。

無添加塩だけスモークチキン 約700ｇ(2～5パック)

冷蔵

申込番号 DA-03 寄附金額 10,000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 10,000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 16,000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：人気商品のため発送まで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

申込番号 MS-66 寄附金額 18,000円

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

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。

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㎏

冷凍

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）
ロース400ｇ、バラ400ｇ

冷凍申込番号 MS-65 寄附金額 16,000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

大山育ちの豚肉は
上品で、柔らか。

とろける食感。幻の黒豚。
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［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

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

［提供事業者］ 一般財団法人　大山恵みの里公社

伝統の逸品
大山ハム詰め合わせ8点セット

大山ハムオリジナル8点セットです。全国に誇る有名
ブランド「大山ハム」をご堪能下さい。

熟成乾温ベーコン80ｇ、こんがり焼豚105ｇ、ロースト
ポーク135ｇ、スモークロース92ｇ、生ハム（ロース）40ｇ
×2、バーベキューソーセージ120ｇ×2

申込番号 MS-71 寄附金額 16,000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

冷蔵 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

鳥取の大山で育った「鳥取牛」も人気です

臭みがなくヘルシーな大山の「ハーブチキン」
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［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

申込番号 KA-01 寄附金額 5,000円
香取村の生乳100%
こだわりヨーグルト（計2ｋｇ）
無糖プレーンヨーグルト５００ｇ×4個

冷蔵

申込番号 KA-02 寄附金額 7,000円
香取村の生乳100%
こだわりヨーグルト定期便（計3ｋｇ）
無糖プレーンヨーグルト５００ｇ×３個を２回お届け致しま
す。（２回目のお届けは１回目発送の約２週間後）

冷蔵

申込番号 KA-03 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

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

冷蔵

申込番号 MS-123 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

「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。
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　海もある大山町は、山から海まで自然の恵みの宝庫だ。

　海の恵みが一堂に集う場所、それが御来屋漁港直営の

「お魚センターみくりや」である。

　漁場の日本海は、大山を含む中国山地の山々から栄養

分がたっぷり含まれた水が流れている。その栄養分が豊富な

プランクトンを育み、たくさんの種類の魚介が水揚げできる。

　1階の直売所に並ぶ、新鮮な光り輝くおさかなたちとそれに

負けず劣らず活発な店長とスタッフ。店先で出会った日には、

活きのいい魚とともに虜になる。今日のオススメは何ですか？

　お店では、その日に獲れた色とりどりな魚介類を取り揃えて

いる。鳥取県内でも屈指の漁獲量を誇る御来屋漁港。中で

も、サザエ、アワビ、サワラは県内No.1だ。

　2階にある地魚料理「恵比須」は、県外からもこのお店を目

当てに多くのお客さんが訪れる人気店である。40席の店内に

はお客さんが代わる代わる訪れ、いつも満杯だ。

　お客さんの多くが注文する海鮮丼。日替わりの鮮度抜群な

海の幸を、丼が覆いつくされるほど盛り、そのボリュームと良心

的な値段にリピーターが絶えない。

　お店の窓からは日本海が一望できるオーシャンビューとなっ

ていて、天気が良い日であれば、真っ青な海が広がる素敵な

空間になる。

大山の雪どけ水は、天然ブナ林を通る過程で土中の養分を豊富に含んだ

伏流水となって海に流れ出ます。ミネラルを豊富に含んだ大山沖は古くから

豊かな漁場として栄え、私たちに海の恵みを与えてくれています。

魚介類
県内屈指の漁獲量を誇る漁港。

大山より流れる水で育った魚介。

お魚センターみくりや
住　　所 ／ 〒689‐3211 鳥取県西伯郡大山町御来屋29-4
電　　話 ／ 0859‐54‐5511
営業時間 ／ 9：00～16：00（2F 地魚料理店「恵比須」は11時～14時30分）
定 休 日 ／ 火曜日
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申込番号 OM-18 寄附金額 25,000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-19 寄附金額 27,000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 27,000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 18,000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 18,000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：通年　○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。

このページのボイル商品は、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 77,000円
冷蔵ブランドタグ付　

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

申込番号 OM-23 寄附金額 40,000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-21 寄附金額 34,000円
冷蔵ボイル松葉ガニ

（300ｇ～400ｇを４枚）
ボイル松葉ガニ（300ｇ～400ｇ）を4枚

申込番号 OM-27 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
（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 77,000円
冷蔵ブランドタグ付

高級生松葉ガニ
（特大1㎏以上）
ブランドタグ付生松葉ガニ1㎏以上を1枚

申込番号 OM-24 寄附金額 40,000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-22 寄附金額 34,000円
冷凍【冷凍】ボイル松葉ガニ

（300ｇ～400ｇを４枚）
ボイル松葉ガニ（300ｇ～400ｇ）を4枚

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：通年　○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。

このページのボイル商品は、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。

申込番号 OM-13 寄附金額 27,000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一切変わらないので、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いただけます。冷凍ですので、遠方の方でも安心し
てお申込み下さい。

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）を合計約２㎏（約3～5枚程度）

申込番号 OM-14 寄附金額 40,000円 冷凍
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）を合計約３㎏（約6～10枚程度）

○受付期間：通年　○発送時期：11月から3月頃まで随時発送 
※人気商品のためお届けまでに2か月以上お時間を頂戴することがあります

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。A級のカニを3枚セッ
トにいたしました。

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

申込番号 OM-11 寄附金額 20,000円
冷凍【冷凍】紅ズワイガニ

（A級を３枚）
冷凍ボイル紅ズワイガニＡ級を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）
1月以降発送限定返礼品
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：通年　
○発送時期：年明け２021年1月中旬頃から随時発送
※日付指定はできかねますのでご了承下さい。

通の間で人気の｢紅ズワイガニ｣

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(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。
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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。

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

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-03 寄附金額 10,000円
冷蔵獲れたて鮮魚　アジ

アジ約３～4匹程度
※サイズによって匹数が変わります。

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

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）

新鮮を直送でお届け
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　9年前にオープンしたベーカリーよしぱんは、自家製あんこの

「あんこバター」パンや、町内農家が大切に育てた野菜を

使ったランチが人気のパン屋さん。開店時間すぐから客足が

絶えず、お昼過ぎには完売することも多い。パンに合う週替わり

ランチは、ソースやスープも手作り。古民家ならではの落ち着い

た空間で楽しむことができる。人気のため、予約は必須だ。

　町内外に「よしぱん大好き！」というファンが多くいる。

　よしぱん代表の栗田由美（よしみ）さんは、会社員を経て、

香川県のベーカリーで修業後、鳥取県内のフレンチレストラン

やベーカリーに勤務。「自分が育ってきた大山町のおいしいも

のを使ってお客様に提供したい」と、ご自宅の古民家を改修

して開業された。

　栗田さんが素材などすべて選んできたパン。ソフト系、ハード

系どちらもおすすめだ。タンパク質の含有量が多く、吸水が良

い「大山こむぎ」を100％使用した全粒食パンは、もっちりとした

食感で、特に味わい深い。パンやクッキーに使う卵は、すべて

町内の小川養鶏場のもの。大山のふもとでのびのび育った鶏

の卵は、新鮮で黄身の味がとても濃い。どれも「生産者の顔

が見えるから」と思いを込めて使っている。

　4～5時間かけて一つのパンを作る。栗田さんのこだわりは

「なるべく地元のものを使うこと。自分がおいしいと思うこと。毎

日でも食べたいと思うこと。」だそう。

　ランチはパンによく合うメニューが中心。厨房に入ると、お客

さんと会話するときの優しい雰囲気から一転し、きりりとした真

剣な眼差しで食材に向かう。「絶対にお客様に失礼があって

はいけない。」と一皿一皿丁寧に仕上げている。

　一番人気の「あんこバター」のあんこは、丁寧に練った自

家製。たっぷり入ったあんの優しい甘さと、バターの強すぎな

い塩味も絶妙だ。ハード系のパンとよく合う。

　よしぱんのハード系のパンは、中がもっちりしていて食べ応え

がある。少しトースターで焼くと、外はカリッと、中はふわりとした

食感に。香ばしく、スモーキーな小麦の香りが、他のパン屋と

の一番の違いかもしれない。

　「県外へ転勤になったけれど、よしぱんのパンがやっぱり食

べたい」「遠くに嫁いだ娘に食べさせたい」という常連客のお

願いから、始めた冷凍パン。ぜひご賞味ください。

よしぱん
スモーキーな小麦の香りと
もっちりとした食感のパンが絶品

ベーカリーよしぱん
住　　所 ／ 〒689‐3204 鳥取県西伯郡大山町東坪849
営業時間 ／ パン販売…9：00～17：00（売り切れ次第終了）
 ランチ…11：30～14：00
営 業 日 ／ 毎週水曜日～土曜日

地元の素材を使った 美味しさへのこだわり
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申込番号 YP-04
寄附金額 5,000円

申込番号 YP-05
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 12,000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 10,000円

よしぱんのラスクと
クッキーの7種セット

甘さ控えめのラスクとクッキーのセットです。ワイン
にも合う大人のラスクは、贈答用パッケージでお届
けします。

ラスク（ミルクバター、フィブノア、アンチョビバター、
アップルバタースパイス、ガナッシュ）、クッキー（オート
ミールチョコチップ、アールグレイとレモンピール）

常温

申込番号 YP-03 寄附金額 9,000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
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地元の喫茶店「茶茶」の人気NO.1のスティックタイ
プのチーズケーキです。全国で有名な大山乳業さ
んの生クリームをたっぷりと使用した、なめらかで
しっとりとした舌触りと濃厚な味わいが魅力のチー
ズケーキです。

地元人気喫茶店「茶茶」の
手作りスティックチーズケーキ
（6本入り）
手作りスティックチーズケーキ×6本

冷蔵
申込番号 CC-01 寄附金額 7,000円

［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］ café 茶茶

［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

地元人気喫茶店「茶茶」の
手作りスティックチーズケーキ
（13本入り）
手作りスティックチーズケーキ×13本

冷蔵
申込番号 CC-02 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

昔ながらの
優しい甘みの
素朴な味わい
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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

もえぎさんの焼き菓子詰め合せ（25個）

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。

クッキー ５枚、フィナンシェ５個、マドレーヌ５個、パウンドケーキ５個、丸ケーキ５個

常温申込番号 MS-136 寄附金額 16,000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。

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
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“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スキー場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

20-21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-1

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

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

［提供事業者］ 合同会社 エッグ総研

キャンピングカー2泊3日（オールシーズン対応）
・チェックイン16時～19時/チェックアウト9時～12時 
・乗員定員：7名　就寝定員：7名　
サイズ：全長4980×幅2100×高さ2840㎜
(TOYOTAハイエースセレンゲティ4WD)

キャンピングカー2泊3日
（オールシーズン利用可能）

キャンピングカー2泊3日（ハイシーズン、プレミアム
シーズン以外対応）
・チェックイン16時～19時/チェックアウト9時～12時 
・乗員定員：7名　就寝定員：7名　
サイズ：全長4980×幅2100×高さ2840㎜
(TOYOTAハイエースセレンゲティ4WD)

キャンピングカー2泊3日
（ハイシーズン・プレミアム
シーズン以外限定）

自由気ままに鳥取県大山の大自然を満喫できます。日中はアクティビティやＢＢＱで楽しみ、夜は星取県の夜空を見ながらそのまま車で就寝。車内は冷蔵庫や室内ＬＥＤ
照明が装備されており、テレビも見れるなどリビングのような感覚でゆったり過ごせます。大きなロフトもあり、秘密基地のようなワクワク感で子供は大はしゃぎです。

キャンピングカー1泊2日利用券（ハイシーズン・プレミ
アムシーズン以外。月曜から木曜の利用に限る）
乗員定員：7名　就寝定員：7名　
サイズ：全長4980×幅2100×高さ2840㎜
(TOYOTAハイエースセレンゲティ4WD)

キャンピングカー1泊2日
（オフシーズン・平日限定）

申込番号 CR-01 寄附金額 50,000円 申込番号 CR-02 寄附金額 130,000円 申込番号 CR-03 寄附金額 190,000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

「来て」、「見て」、「触れて」、大山を体感。
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○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

BIKAI お食事券
(1,500円相当分)

大山町のカフェレストランＢＩＫＡＩのお食事券をお届けします。テラスから一望でき
る日本海のオーシャンビューがおすすめです。是非一度お越しください。

［提供事業者］ BIKAI

カフェレストランＢＩＫＡＩの
お食事券1,500円相当　1枚

申込番号 BK-01
寄附金額 5,000円

BIKAI お食事券
(3,000円相当分)
カフェレストランＢＩＫＡＩの
お食事券3,000円相当　1枚

申込番号 BK-02
寄附金額 10,000円

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 26,000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 64,000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

申込番号 DJ-02
寄附金額 10,000円

体験

○受付期間：通年　○発送時期：入金から2週間程度でお届け○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

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。

1

2

3

4

事業例

事業例
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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

には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。

商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
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　
各種ふるさと納税ポータルサイトからお申込いただ
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、季節商品については商
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@daisen.jp
営業時間　平日 8時 30 分～ 17 時 15 分　（土日祝日を除く）

寄附額
5,000円以上

1 2

3 4

5

STEP STEP

STEP

STEP

STEP

ふるさと　大山
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大山町


