
04606

宮城県 南三陸町

[A01]海藻イチオシパック

5,000円

海藻の中でも人気のある商品を詰め
合わせました。海藻を食べて健康維
持。賞味期限が長いのでじっくり味
わえます。

[A03]海しょくにんわかめセット

5,000円

漁師直送わかめとオリジナルトート
バク

[A04]卵皇のカスタードチーズケー
キ

5,000円

南三陸産野菜・海産物や宮城県穀物
で育った自然卵の厳選卵黄のみ使用
したカスタードチーズケーキです。

[A05]吟醸赤味噌

5,000円

県内産大豆と米を使用して製造

[A06]味噌詰め合わせ（赤味噌2個・
米こうじ味噌１個）

5,000円

県内産大豆と米を使用して製造

[A07]味噌詰め合わせ（赤味噌1個・
米こうじ味噌2個）

5,000円

県内産大豆と米を使用して製造

[A08]こうじ味噌

5,000円

県内産大豆と米を使用して醸造

[A09]恋する珈琲神社
ドリップコーヒー8P

5,000円

里山の緑をイメージした浅煎り「ひ
ころブレンド」、ラムサールの海辺
の青をイメージした中煎り「かみわ
りブレンド」、燃えるようなつつじ
の赤をイメージした深煎り「たつが
ねブレンド」3種類をアソートでお
届けするコースです。

[A10]恋する珈琲神社
挽いたブレンドコーヒーのセット

5,000円

こちらのセットは、なにも器具を使
わず簡単に職場・ご家庭でも約20杯
お飲みいただけるコースです。なお
ブレンドの種類は選べません。こち
らのおまかせになります。

[A11]南三陸フォトセットA

5,000円

写真で南三陸の魅力と震災伝承の発
信

[A12]繭細工のフラワーアレンジメ
ント

5,000円

三陸産の天然繭を素材に、繭から糸
をゆっくり紡ぐように、全ての工程
「選定、染色、製作」を手作業で時
間をかけひとつひとつ丁寧に製作し
ております。

[A13]一筆箋・クリアファイルセッ
ト

5,000円

地元の写真を使用した商品です。ふ
るさとの風景が詰まった商品でお世
話になった方や想いを届けたい方に
一筆どうぞ。
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宮城県　南三陸町

[B01]三陸旨いもんパック

10,000円

食卓で簡単に南三陸の海産物を味わ
うことができるパックです。冷凍な
のでお好きな時に自然解凍して食べ
られます。

[B02]歌津小太郎めかぶ漬、ほや醤
油漬

10,000円

新芽のやわらかいめかぶと鮮度抜群
のほやを薄味の醤油漬けに。お得意
様から長年親しまれているベストコ
ラボセットです。

[B04]南三陸町塩蔵わかめセット

10,000円

南三陸町産のわかめと茎わかめの詰
め合わせです。それぞれの風味と食
感の良さをお楽しみください。

[B05]南三陸町モアイ乾物セット

10,000円

南三陸町のモアイ像にモチーフにし
た乾物セットです。宮城県の三陸沖
の海藻は、寒流（親潮）と黒潮（暖
流）がぶつかる栄養豊かな海で揉ま
れて育つため、最上級の品質と言わ
れております。水揚げ後、天日干し
をすることで自然本来の香りと旨み
をぎゅっと凝縮しております。サラ
ダやラーメン、味噌汁のトッピング
にもご利用いただけます。

[B06]缶詰タコ・カキ4種セット

10,000円

南三陸産のタコとカキを使った地元
お母さんたちの手作り缶詰。お酒の
おつまみのほかパスタや炊き込みご
飯の素としても。無添加です。

[B07]缶詰ホヤ4種セット

10,000円

南三陸産のホヤを使ったオリジナル
の手作り缶詰。ワインや日本酒のお
供としてお召し上がりください。た
きこみご飯の素としても。無添加で
す。

[B10]志津川ホルモンセット

10,000円

鮮度抜群、国産ホルモン味に自信あ
り！！

[B11]志津川ホルモン・味噌漬セッ
ト

10,000円

鮮度抜群、国産ホルモン、味に自信
あり！宮城野ポークの味噌漬は南三
陸町特製味噌を使用しています。

[B12]厚切り高級葱塩牛タンセット

10,000円

厚さ1cｍやわらかなタンをご賞味く
ださい。

[B13]牛タンおつまみセット

10,000円

そのまま食べられます。おつまみに
どうぞ！！

[B14]おかずセット

10,000円

ごはんのおかずに最適！！

[B15]卵皇のプリン

10,000円

南三陸産野菜・海産物や宮城県穀物
で育った自然卵のプリンです。
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宮城県　南三陸町

[B16]南三陸町なつかしのお菓子セ
ット

10,000円

南三陸町の昔ながらのお菓子です。
町民なら誰でも知っている懐かしい
お菓子の詰め合わせです。

[B17]恋する珈琲神社　ドリップコ
ーヒーと挽いたブレンドコーヒーの
セット

10,000円

ドリップコーヒーで浅煎り、中煎り
、深煎りのブレンド3種類が楽しめ
ます。ドリップペーパーフィルター
でお手軽に20杯ほどコーヒーをお楽
しみいただけます。ブレンドの種類
はお選びできませんがコーヒーミル
をお持ちでないコーヒー好きの方に
おすすめのコースです。

[B18]恋する珈琲神社
豆のままでブレンドコーヒー2種類

10,000円

恋する珈琲神社ってホントはコーヒ
ー擂（す）る珈琲神社なんです。コ
ーヒーは豆のままでの発送となりま
すのでご自分でコーヒー（恋？）す
ることになります。浅煎り、中煎り
、深煎りのブレンドのうち2種類お
送りいたします。

[B19]南三陸フォトセットB

10,000円

写真で南三陸の魅力と震災伝承の発
信

[B20]オクトパス君

10,000円

オクトパス君文鎮（赤）

[B21]ブランクナチュレ　5個セット

10,000円

繭玉そのものにも優れた洗浄・保湿
効果があります。天然素材の力です
べすべのシルク肌を手に入れられる
かもしれません。

[B22]海とともに生きる町セット

10,000円

南三陸町らしい大漁旗モチーフのラ
ンチバックと貴重な天日干しわかめ

[B23]南三陸藍染セット

10,000円

唯一無二本物のメイドイン南三陸な
一品

[B24]モアイセット

10,000円

福祉作業所が作るかわいいモアイ柄
のタオルセット

[B25]南三陸キラキラいくら丼セッ
ト1名様分

10,000円

海の見えるレストランシーサイドで
南三陸キラキラいくら丼をご賞味。

[C01]歌津小太郎煮物7点詰合せ

20,000円

創業以来、全国のお客様から高く評
価されている煮物づくしの詰合せ。
手づくりだからこそ伝わる素朴で優
しい味付けがファンを魅了していま
す。

[C03]海藻セット

20,000円

全品志津川産です。
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[C4]お楽しみ鮮魚セット(2～3人分)

20,000円

まだこ、生かき、季節の魚等2～3人
分をお送りします。食べたいものリ
クエストもＯＫです。

[C06]恋する珈琲神社
豆のままでブレンドコーヒー全3種
類

20,000円

コーヒーの基本は「ケチケチ買って
王様のように使う」。鮮度が大切で
す。王様や女王様気分を味わってみ
ませんか？いっぱいコーヒーを飲ん
でいただける方たちへ選んでいただ
ければ幸いです。なお、コーヒー豆
は風味期限として焙煎日から３ヶ月
ぐらいで表示させていただいており
ます。

[C07]ミニモアイ像3体＆マナ・モア
イ像セット

20,000円

■色ごとに異なる運気を上昇させる
モアイの縁起物。■砂製ながら、ち
ょっとやそっとでは崩れない頑丈な
作りです。■人気のミニモアイ像３
体と、南三陸町のモアイ像をそのま
まモチーフにしたマナモアイ像をセ
ットにしました。■モアイ像の素材
は南三陸町『サンオーレ袖浜の砂』
と、日本屈指のパワースポット『鳥
取砂丘の砂（国立公園外）』をブレ
ンドしたものです。■復興への願い
を込めて、南三陸町…

[C08]ウニ/ミナミサンリク柄小物４
点セット

20,000円

町自慢のウニをオリジナルデザイン
に起こした生地や南三陸の海産物を
モチーフにした生地で町の女性たち
が縫製した小物シリーズ。デザイン
は京都市立芸大の学生さんがキラキ
ラうに丼を食べた時の衝撃や町を巡
った時の印象をもとに図案を起こし
てくれました。ミナミサンリク柄は
、「南三陸」という漢字が絵文字に
なって図案に埋め込まれています。

[C09]南三陸町のギフト（カタログ
ギフト）

20,000円

セレクトされた南三陸町産品からお
好きな商品を選べます。

[B26]合格モアイ

10,000円

■合格祈願のモアイ像で、受験生を
応援しませんか？■手のひらサイズ
なので置き場所を選びません。勉強
机の限られたスペースにも飾ってい
ただけます。■モアイ像の素材は南
三陸町『サンオーレ袖浜の砂』と、
日本屈指のパワースポット『鳥取砂
丘の砂（国立公園外）』をブレンド
したものです。■復興への願いを込
めて、南三陸町の砂を活用しました
。■この２種類の砂を宇宙開発でも
採用された技術を使…

[C11]南三陸キラキラいくら丼セッ
ト2名様分

20,000円

海の見えるレストランシーサイドで
南三陸キラキラいくら丼をご賞味。

[D01]三陸の豪華海の恵みパック

30,000円

三陸の極上の海産物を旬に合わせて
詰め合わせたパックです。冷凍なの
でお好きな時に自然解凍して食べら
れます。

[D02]歌津小太郎自信作6点詰合せ

30,000円

歌津小太郎自慢の人気商品を詰合せ
たセット。少量パックで食べきりサ
イズなところも好評です。

[D04]三陸天然アワビとめかぶのセ
ット　Ｄコース

30,000円

天然あわびの品質と漁獲高は三陸が
日本一。とれたて新鮮アワビをプロ
トン瞬間冷結しました。南三陸産め
かぶこの旨さはやみつき必至。

[D05]お楽しみ鮮魚セット(5～6人分
)

30,000円

季節の魚、まだこ、生かき、ホヤ等
お送りします。食べたいものリクエ
ストＯＫです。　

[D06]特選お刺身用セット(3～4人分
)

30,000円

生まぐろ、たこ、いか、白身、その
他旬の魚をお届けします。
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[D08]南三陸フォトセットD

30,000円

写真で南三陸の魅力と震災伝承の発
信

[D09]オクトパス君多幸セット

30,000円

ミニ神社と赤いオクトパス君文鎮と
ぬいぐるみ

[D10]ミニモアイ像7体セット

30,000円

■色ごとに異なる運気を上昇させる
モアイの縁起物。■砂製ながら、ち
ょっとやそっとでは崩れない頑丈な
作りです。■モアイ像の素材は南三
陸町『サンオーレ袖浜の砂』と、日
本屈指のパワースポット『鳥取砂丘
の砂（国立公園外）』をブレンドし
たものです。■復興への願いを込め
て、南三陸町の砂を活用。■この２
種類の砂を宇宙開発でも採用された
技術を使いガッチリ固めました。■
もともと、モアイに…

[D11]マグネットモアイ像7体＆ミニ
モアイ像1他セット

30,000円

■色ごとに異なる運気を上昇させる
モアイの縁起物。■砂製ながら、ち
ょっとやそっとでは崩れない頑丈な
作りです。■背面にマグネットがつ
いたマグネットタイプのモアイ像は
、ホワイトボードや冷蔵庫に貼って
お使いいただけます。■オブジェタ
イプのミニモアイ像は、可愛いイン
テリア雑貨として飾ってお使いくだ
さい。■モアイ像の素材は南三陸町
『サンオーレ袖浜の砂』と、日本屈
指のパワースポット…

[D12]繭細工のフラワーBOX

30,000円

三陸産の天然繭を素材に繭から糸を
ゆっくり紡ぐように全ての工程「選
定・染色・製作」を作業で時間をか
けひとつひとつ丁寧に製作しており
ます。（色はおまかせ）

[D13]日帰り海鮮御膳

30,000円

個室でゆったりと食事を楽しみ、露
天風呂で大満喫。寛ぎの時間をどう
ぞごゆっくり。

[E01]贅沢蝦夷あわびパック

50,000円

南三陸の漁師がとった高級で希少な
あわびです。鮮度を保つため急速冷
凍しました。冷凍なのでお好きな時
に自然解凍して食べられます。

[E02]歌津小太郎磯の宝〈極〉

50,000円

歌津小太郎が誇る高級素材を詰め合
わせました。自信作の一品一品はど
れをとっても箸がとまらなくなるほ
どのおいしさです。

[E04]三陸天然アワビとめかぶのセ
ット

50,000円

三陸アワビの品質と漁獲高は三陸が
日本一。とれたて新鮮アワビをプロ
トン凍結しました。南三陸めかぶこ
の旨さはやみつき必至

[E05]特選お刺身セット(6～8人分)

50,000円

生まぐろ、まだこ、白身、その他季
節のおいしい魚をお届けします。

[E06]モアイマニアセット

50,000円

■色ごとに異なる運気を上昇させる
モアイの縁起物。■砂製ながら、ち
ょっとやそっとでは崩れない頑丈な
作りです。■南三陸のモアイ砂像シ
リーズから、人気の１１体をセット
にしました。■カラフルで可愛いミ
ニモアイ像、高級感あふれるプレミ
アムモアイ像、南三陸町のモアイ像
をそのままモチーフにしたマナモア
イ像。■モアイ像の素材は南三陸町
『サンオーレ袖浜の砂』と、日本屈
指のパワースポット…

[E07]南三陸ホテル観洋ペア宿泊券
（素泊まり）

50,000円

絶景の温泉露天風呂で大満喫。海か
ら上る日の出の光景に絶句！
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[F01]たっぷり三陸豪華海の恵みパ
ック

60,000円

三陸極上の海産物を旬に合わせて贅
沢に詰め合わせたパックです。冷凍
なのでお好きな時に自然解凍して食
べられます。

[F02]三陸天然あわびとめかぶのセ
ット　Ｆコース

60,000円

天然あわびの品質と漁獲高は三陸が
日本一。獲れたて新鮮アワビをプロ
トン凍結しました。南三陸産めかぶ
この旨さはやみつき必至。

[G01]三陸天然あわびとめかぶのセ
ット

80,000円

天然アワビの品質と漁獲高は三陸が
日本一。獲れたてのアワビをプロト
ン凍結しました。南三陸産めかぶこ
の旨さはやみつき必至。

[H01]歌津小太郎あわび煮貝5個詰合
せ

100,000円

南三陸町で水揚げされた天然アワビ
を昆布だしで煮貝に仕上げました。
アワビ本来の旨みがぎっしり詰まっ
た味わいは絶品です。

[H02]三陸天然アワビとめかぶのセ
ット

100,000円

天然あわびの品質と漁獲高は三陸が
日本一。獲れたて新鮮アワビをプロ
トン凍結しました。南三陸産めかぶ
この旨さはやみつき必至。

[H03]南三陸ホテル観洋ペア宿泊券
（1泊2食付）

100,000円

オーシャンビューの和室で、太平洋
一望の眺めを堪能。焼あわび丸ごと
一個を陶板焼等満載の海鮮御膳。

[000]みなさとクーポン

5,000円

寄付金額に応じて、贈呈する枚数が
変わります。南三陸町の宿泊施設等
で使えるクーポンです。【メニュー
内容】１枚①ひころの里　ばっかり
茶屋【ひころの里】②ちょい食べク
ーポン【さんさん商店街※観光協会
でみなさとクーポンと引き換え】③
合格祈願の縁起もの。オクトパス君
の色塗り体験（１枚タコロン、２枚
文鎮）【南三陸復興ダコの会】２枚
①旬の食材を使った春夏秋冬のキラ
キラ丼チケット【キ…
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