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宮城県 南三陸町

[№5233-0001]自然卵「卵皇」使用
　たつがねケーキ～カスタードチー
ズケーキ～　ほろほろしっとり

5,000円

自家農園の自然卵「卵皇」の卵黄を
たっぷり使用したカスタードクリー
ムとオーストラリア産ナチュラルチ
ーズで焼いたほろほろチーズケーキ
です。ほろほろしっとりの食感にこ
だわって分量・焼成温度・時間を何
度も微調整しながらレシピが出来上
がりました。卵白の状態は…

[№5233-0002]自家農園の自然卵「
卵皇」のプリン　6本入り

10,000円

自家農園の自然卵「卵皇」が1本に3
5％の割合で配合しているので弾力
がありしっかりした食感のプリンに
なっています。旨味を高める為、卵
黄の比率を出来るだけ上げ、脂肪分
3・6以上の牛乳を使用しています。
卵に臭みがないためバニラ香料等は
使用していません。卵黄を使…

[№5233-0003]肉厚な南三陸戸倉産
わかめ入り！無添加、風味豊かな海
藻で免疫力アップ！海藻イチオシパ
…

5,000円

私たちのカラダに欠かせないミネラ
ルを豊富に含んだ海藻。簡単に美味
しく食べてカラダの元気を維持して
いただきたく、すべて無添加で風味
・食感のいい海藻を選んでいます。
賞味期限が長いため、重宝します。
・塩蔵わかめ：種から収穫、塩蔵ま
で自社で手掛けたわかめで…

[№5233-0004]銀鮭発祥の地、南三
陸志津川産！鮭づくしパック

5,000円

GI（地理的表示）を取得した志津川
産ブランド銀鮭は脂がのっていて冷
めても柔らかく、美味しくいただけ
ます。また今では希少となった天然
ものの三陸沖の秋鮭は身がしっかり
としています。2種類の味わいをぜ
ひご賞味ください。※画像はイメー
ジです。※離島にはお届けでき…

[№5233-0005]三陸の海鮮の旨味が
詰まってます！旨いもんパック

10,000円

新鮮な素材の味を活かして丁寧に加
工したものばかりです。冷凍なので
お好きな時に自然解凍して食べられ
ます。・たこわさび：アワビを食べ
て育つセレブな南三陸志津川産ブラ
ンドたこの大きなぶつ切りは、旨味
が凝縮されています。わさびの茎を
加えた、ピリ辛濃厚な高級…

[№5233-0006]肉厚な南三陸戸倉産
わかめ入り！無添加、風味豊かな海
藻で免疫力アップ！磯の恵み・海藻
…

10,000円

私たちのカラダに欠かせないミネラ
ルを豊富に含んだ海藻。簡単に美味
しく食べてカラダの元気を維持して
いただきたく、すべて無添加で風味
・食感のいい海藻を選んでいます。
賞味期限が長いため、重宝します。
・楽ちんわかめ：種から収穫、塩蔵
まで自社で手掛けたわかめ…

[№5233-0007]三陸の希少な海鮮、
あわび、いくら、うに入り！豪華・
海の恵みパック

30,000円

新鮮な素材の味を活かして丁寧に加
工したものばかりです。冷凍なので
お好きな時に自然解凍して食べられ
ます。・蝦夷あわび：新鮮な高級天
然あわびを、国内屈指のあわび専門
問屋さんが独自製法で急速冷凍した
ものをお届けしています。三陸の豊
かな海が育んだあわびの凝…

[№5233-0008]三陸の希少な海鮮、
いくら、ほたて、たこ入り！海のご
ちそうパック

30,000円

新鮮な素材の味を活かして丁寧に加
工したものばかりです。冷凍なので
お好きな時に自然解凍して食べられ
ます。・真だこ：「西の明石、東の
志津川」とその名を馳せる南三陸町
志津川産のブランドたこ。あわびを
食べて育つ「セレブたこ」の凝縮さ
れた旨味は絶品です。・汐…

[№5233-0009]三陸の希少な海鮮、
高級あわび！贅沢・蝦夷あわびパッ
ク

50,000円

新鮮な高級天然あわびを、国内屈指
のあわび専門問屋さんが独自製法で
急速冷凍したものをお届けしていま
す。三陸の厳しい自然が育む、凝縮
した旨味と甘味をぜひご堪能くださ
い。冷凍なのでお好きな時に自然解
凍して召し上がれます。※画像はイ
メージです。※離島にはお届…

[№5233-0010]三陸の希少な海鮮、
あわび、いくら、うにを存分に！た
っぷり豪華・海の恵みパック

60,000円

新鮮な素材の味を活かして丁寧に加
工したものばかりです。冷凍なので
お好きな時に自然解凍して食べられ
ます。・蝦夷あわび：新鮮な高級天
然あわびを、国内屈指のあわび専門
問屋さんが独自製法で急速冷凍した
ものをお届けしています。三陸の豊
かな海が育んだあわびの凝…

[№5233-0011]天然素材繭細工のフ
ラワーアレンジメント

6,000円

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
てひとつひとつ丁寧に製作しており
ます。ブリザーブドフラワーのよう
にお手入れいらずです。お花の色は
お任せになりますのでご了承くださ
い。※画像はイメージです。…

[№5233-0012]【置くと（試験に）
パス】！オクトパス君文鎮（赤）

9,000円

南三陸町の名産であるタコをモチー
フとした文鎮で「置くと（試験に）
パス」する合格祈願の縁起ものです
。愛くるしい見た目と600gある重さ
で、大人気です。鉄でできており、
非常に存在感のある置物です。受験
のお供にいかがでしょうか。※画像
はイメージです。事業者：南…
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宮城県　南三陸町

[№5233-0013]天然繭でスキンケア
ブランクナチュレ　5個セット

12,000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。※画像はイメージ
です。事業者：南三陸復興ダコの会

[№5233-0014]天然素材繭細工のフ
ラワーBOX

37,000円

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
てひとつひとつ丁寧に製作しており
ます。（色はおまかせ）※画像はイ
メージです。事業者：南三陸復興ダ
コの会

[№5233-0015]こだわり！ホルモン2
種（辛みそ、塩）牛たんさがりカル
ビセット

10,000円

ホルモンと牛たんの贅沢なセット。
ご飯のお供にどうぞ！※画像はイメ
ージです。※離島にはお届けできま
せん。事業者：株式会社佐利

[№5233-0016]【厚切り】高級ねぎ
塩牛たん【国産牛】もつ鍋セット

15,000円

厚切りでも柔らかく、ジューシーな
おいしさ。牛たん好きにはオススメ
です。もつ鍋は、ご家庭で簡単にプ
ロの味が再現できます。脂がとろけ
て、旨味たっぷり！※画像はイメー
ジです。※離島にはお届けできませ
ん。事業者：株式会社佐利

[№5233-0017]【厚切り】高級ねぎ
塩牛たん120g×3

12,000円

厚切りでも柔らかく、ジューシーな
おいしさ。牛たん好きにはオススメ
です。※画像はイメージです。※離
島にはお届けできません。事業者：
株式会社佐利

[№5233-0018]こだわりホルモン
3点セット（みそ、塩、辛みそ）

12,000円

こだわりの新鮮なホルモンをふんだ
んに使用。コクのある辛みそ、さっ
ぱりとした塩はヤミツキになります
。※画像はイメージです。※離島に
はお届けできません。事業者：株式
会社佐利

[№5233-0019]魚市場キッチンアヒ
ージョ4種セット（タコ、カキ、ホ
ヤ、ムール貝）

10,000円

魚市場キッチンのアヒージョの缶詰
4種セット。震災後に立ち上がった
「南三陸おふくろの味研究会」のメ
ンバーが作る無添加の手作り缶詰。
震災時の食料不足の時に全国から届
いた缶詰で助けられたことから今度
は恩返しに全国の皆様に南三陸の海
産物の美味しさを届けたいと愛情込
めて作っています。そのままでも美
味しいですがパスタソースなどにも
ご利用頂けます。※画像はイメージ
です。事業者：…

[№5233-0020]山の幸もぜひ！
南三陸町産ひとめぼれ6kg

11,000円

南三陸町入谷地区で作られたひとめ
ぼれです。南三陸町は海の幸で知ら
れていますが、手入れされた森の栄
養と豊かできれいな水が大地に流れ
込み、とても美味しい農作物が育ち
ます。自慢の美味しいお米です。※
画像はイメージです。事業者：株式
会社南三陸さんさんマルシェ

[№5233-0021]魚市場キッチンホヤ4
種セット醤油麹煮アヒージョトマト
ソース煮バター醤油煮

9,000円

魚市場キッチンのホヤの缶詰4種セ
ット。震災後に立ち上がった「南三
陸おふくろの味研究会」のメンバー
が作る無添加の手作り缶詰。震災時
の食料不足の時に全国から届いた缶
詰で助けられたことから今度は恩返
しに全国の皆様に南三陸の海産物の
美味しさを届けたいと愛情込めて作
っています。そのままでも美味しい
ですがパスタソースや炊き込みご飯
の素としてもご利用頂けます。※画
像はイメージで…

[№5233-0022]資源循環型南三陸町
めぐりん米ひとめぼれ6kg

11,000円

南三陸町内で回収された生ごみをバ
イオマスで有機液肥にし、その有機
液肥を使用して丁寧に育てられた資
源循環型ひとめぼれです。南三陸町
は海の幸で知られていますが、森の
栄養が豊富でとても美味しい農作物
が育ちます。自慢の美味しいお米で
す。※画像はイメージです。事業者
：株式会社南三陸さんさんマルシェ

[№5233-0023]南三陸ワインとアヒ
ージョセット（デラウェア、デラウ
ェアスパークリング、タコ・カキア
…

20,000円

南三陸ワイナリー製造のワイン「デ
ラウェア」、「デラウェアスパーク
リング」と魚市場キッチンの定番商
品「タコのアヒージョ」、「カキの
アヒージョ」との組み合わせになり
ます。デラウェアで作られたすっき
りとした味わいの白ワインとスパー
クリングワイン、オイルが控えめな
アヒージョ2種類との相性は抜群で
す。ワインとアヒージョでぜひ南三
陸を味わって下さい。※画像はイメ
ージです。※未成…

[№5233-0024]南三陸ワインとアヒ
ージョセット（デラウェア、デラウ
ェアスパークリング、タコ・ムール
…

20,000円

南三陸ワイナリー製造のワイン「デ
ラウェア」、「デラウェアスパーク
リング」と魚市場キッチンの定番商
品「タコのアヒージョ」、「ムール
貝のアヒージョ」との組み合わせに
なります。各アヒージョはそのまま
つまみになる他、パスタやブルスケ
ッタ、パエリアの具材としてもご利
用いただけます。すっきりとした辛
口ワイン2種類との相性は抜群です
。ワインとアヒージョでぜひ南三陸
を味わって下さ…
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宮城県　南三陸町

[№5233-0025]南三陸ワインとアヒ
ージョセット（デラウェア、カキの
アヒージョ）

10,000円

南三陸ワイナリー製造のワイン「デ
ラウェア」と魚市場キッチンの缶詰
「カキのアヒージョ」との組み合わ
せになります。カキのアヒージョは
オイル控えめでさっぱりしており、
すっきりとしたデラウェアとの相性
は抜群です。こちらはパスタソース
としてもご利用頂けます。ワインと
アヒージョでぜひ南三陸を味わって
下さい。※画像はイメージです。※
未成年者の飲酒は法律で禁止されて
います。未成年…

[№5233-0026]南三陸ワインとアヒ
ージョセット（デラウェア、ムール
貝のアヒージョ）

10,000円

南三陸ワイナリー製造のワイン「デ
ラウェア」と魚市場キッチンの缶詰
「ムール貝のアヒージョ」との組み
合わせになります。ムール貝のアヒ
ージョはパスタやパエリアの具材と
してもご利用いただけます。すっき
りとした辛口ワインとの相性は抜群
です。ワインとアヒージョでぜひ南
三陸を味わって下さい。※画像はイ
メージです。※未成年者の飲酒は法
律で禁止されています。未成年者の
申し受けは致し…

[№5233-0027]魚市キッチン缶詰4種
セット（タコ、カキの醤油麹煮とア
ヒージョ）

10,000円

魚市場キッチンの缶詰4種セット。
震災後に立ち上がった「南三陸おふ
くろの味研究会」のメンバーが作る
無添加の手作り缶詰。震災時の食料
不足の時に全国から届いた缶詰で助
けられたことから今度は恩返しに全
国の皆様に南三陸の海産物の美味し
さを届けたいと愛情込めて作ってい
ます。そのままでも美味しいですが
パスタソースや炊き込みご飯の素と
してもご利用頂けます。※画像はイ
メージです。事…

[№5233-0028]【食比べ】南三陸　
塩蔵わかめセット湯通し塩蔵わかめ
、塩蔵元茎わかめ、塩蔵茎わかめ

10,000円

南三陸町産のわかめは歯ごたえが抜
群です。部位によって味わいが違い
ますので食べ比べをお楽しみ下さい
。※画像はイメージです。事業者：
株式会社南三陸さんさんマルシェ

[№5233-0029]南三陸町海の幸おつ
まみセット（カキ、タコ、ホヤ、ム
ール貝、ほたて
アヒージョ、醤油…

20,000円

お酒好きにはたまらない南三陸町産
の海の幸のおつまみセットです。非
常時の防災食としてもご利用頂けま
す。※画像はイメージです。事業者
：株式会社南三陸さんさんマルシェ

[№5233-0031]吟醸赤味噌500g3個詰
め

5,000円

吟醸赤みそ500g3個詰めの商品です
宮城県産の大豆と米を原料にして製
造した粒赤味噌です。吟醸赤みそは
大豆の表皮を取り除く方法で製造い
たしましたので滑らかな感じをお試
しください。※画像はイメージです
。事業者：髙長醸造

[№5233-0032]淡色米こうじ味噌500
g3個詰め

5,000円

淡色米こうじ（白）500g3個のセッ
トです。宮城県産の大豆と米を原料
にして製造した粒味噌です。県内で
は生産量が少ない淡色系タイプの味
噌です。※画像はイメージです。事
業者：髙長醸造

[№5233-0033]味噌2種詰め合わせ（
赤味噌2個・米こうじ味噌1個）

5,000円

吟醸赤みそ500g2個と淡色米こうじ5
00g1個の2種類の味噌詰合せのセッ
トです。それぞれの味の違いを楽し
めますし、お好みで2種類を合わせ
味噌にしても楽しめます。どちらも
宮城県産の大豆と米を原料にして製
造した粒味噌です。吟醸赤みそは大
豆の表皮を取り除く方法で製造いた
しましたので滑らかな感じをお試し
ください。※画像はイメージです。
事業者：髙長醸造

[№5233-0034]味噌2種詰め合わせ（
赤味噌1個・米こうじ味噌2個）

5,000円

吟醸赤みそ500g1個と淡色米こうじ5
00g2個の2種類の味噌詰合せのセッ
トです。それぞれの味の違いを楽し
めますし、お好みで2種類を合わせ
味噌にしても楽しめます。どちらも
宮城県産の大豆と米を原料にして製
造した粒味噌です。吟醸赤みそは大
豆の表皮を取り除く方法で製造いた
しましたので滑らかな感じをお試し
ください。※画像はイメージです。
事業者：髙長醸造

[№5233-0035]専門問屋が送る三陸
天然アワビ（4個入）活き締め冷凍
刺身ステーキ個包装

30,000円

【三陸天然活き締め冷凍アワビ】当
社は、昭和32年創業のアワビ専門問
屋です。長年培ってきた「活かす」
技術で、高品質で活きの良いエゾア
ワビの安定供給を行っています。リ
アスの寒冷な荒波に揉まれ良質な海
藻で育った三陸産天然アワビをお届
けします。本商品は、活きの良いア
ワビを瞬間凍結しました。鮮度抜群
なのでお刺身はもちろんステーキな
どでお楽しみください。※画像はイ
メージです。※…

[№5233-0036]専門問屋が送る三陸
天然アワビ（7個入）活き締め冷凍
刺身ステーキ個包装

50,000円

【三陸天然活き締め冷凍アワビ】当
社は、昭和32年創業のアワビ専門問
屋です。長年培ってきた「活かす」
技術で、高品質で活きの良いエゾア
ワビの安定供給を行っています。リ
アスの寒冷な荒波に揉まれ良質な海
藻で育った三陸産天然アワビをお届
けします。本商品は、活きの良いア
ワビを瞬間凍結しました。鮮度抜群
なのでお刺身はもちろんステーキな
どでお楽しみください。※画像はイ
メージです。※…

[№5233-0037]南三陸湯通しめかぶ
特製タレ付き肉厚しっかり食感食べ
きりサイズ

10,000円

【湯通しめかぶ】ミネラル豊富な海
で育まれた南三陸町のめかぶを使用
。独自製法で肉厚なしっかりとした
食感で風味豊かに仕上げました。※
画像はイメージです。※本商品は冷
凍品です。冷蔵庫で自然解凍し、解
凍後はお早めにお召し上がりくださ
い。事業者：株式会社マルヤ五洋水
産
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宮城県　南三陸町

[№5233-0038]三陸天然アワビと湯
通しめかぶ（アワビ）活き締め冷凍
刺身ステーキ個包装（めかぶ）特製
…

20,000円

【三陸天然活き締め冷凍アワビ】当
社は、昭和32年創業のアワビ専門問
屋です。長年培ってきた「活かす」
技術で、高品質で活きの良いエゾア
ワビの安定供給を行っています。リ
アスの寒冷な荒波に揉まれ良質な海
藻で育った三陸産天然アワビをお届
けします。本商品は、活きの良いア
ワビを瞬間凍結しました。鮮度抜群
なのでお刺身はもちろんステーキな
どでお楽しみください。【湯通しめ
かぶ】ミネラ…

[№5233-0039]三陸天然活き締めア
ワビと絶品酒蒸し計10個個包装

100,000円

当社は、昭和32年創業のアワビ専門
問屋です。長年培ってきた「活かす
」技術で、高品質で活きの良いエゾ
アワビの安定供給を行っています。
リアスの寒冷な荒波に揉まれ良質な
海藻で育った三陸産天然アワビをお
届けします。【三陸天然活き締め冷
凍アワビ】本商品は、活きの良いア
ワビを瞬間凍結しました。鮮度抜群
なのでお刺身はもちろんステーキな
どでお楽しみください。【アワビの
酒蒸し】純米…

[№5233-0040]魚屋お任せ！南三陸
お楽しみ鮮魚セット2～3人分

20,000円

魚屋お任せの鮮魚パック2～3人分　
南三陸志津川のたこの他はこちらの
お任せ詰め合わせになります。※画
像はイメージです。※こちらは消費
期限冷蔵4日の商品です。※漁の状
況により、発送が遅れる場合がござ
います。※お届け前にメールを致し
ます。※生物になりますので商品到
着後はなるべくお早めに召し上がり
下さい。生食用かき、ほや、ほたて
など当日食べきれない分は加熱して
お召し上がり下さい…

[№5233-0041]魚屋お任せ！南三陸
お楽しみ鮮魚セット5～6人分

30,000円

魚屋お任せの鮮魚パック5～6人分　
南三陸志津川のたこの他はこちらの
お任せ詰め合わせになります。※画
像はイメージです。※こちらは消費
期限冷蔵4日の商品です。※漁の状
況により、発送が遅れる場合がござ
います。※お届け前にメールを致し
ます。※生物になりますので商品到
着後はなるべくお早めに召し上がり
下さい。生食用かき、ほや、ほたて
など当日食べきれない分は加熱して
お召し上がり下さい…

[№5233-0042]南三陸海藻セット
のり、こんぶ、わかめ、ひじき他

17,000円

全品、南三陸志津川産です。※ふの
りが不漁で入荷が不安定な為入荷次
第干ふのりに変更。※画像はイメー
ジです。※発送不可期間　12月20日
～1月5日事業者：株式会社さかなの
みうら

[№5233-0043]南三陸産特選お刺身
用セット3～4人分

27,000円

南三陸魚市場に水揚げされた旬の地
魚の刺身用柵セットになります。季
節によっては剥きほや、生ガキ、生
うになどお入れいたします。※画像
はイメージです。※こちらは消費期
限冷蔵3日の商品です。※漁の状況
により、発送が遅れる場合がござい
ます。※お届け前にメールを致しま
す。※生物になりますので商品到着
後はなるべくお早めに召し上がり下
さい。※発送不可期間
12月20日～1月5日事業者：株式会…

[№5233-0044]南三陸産特選お刺身
用セット6～8人分

50,000円

南三陸魚市場に水揚げされた旬の地
魚の刺身用柵セットになります。季
節によっては剥きほや、生ガキ、生
うになどお入れいたします。※画像
はイメージです。※こちらは消費期
限冷蔵3日の商品です。※漁の状況
により、発送が遅れる場合がござい
ます。※お届け前にメールを致しま
す。※生物になりますので商品到着
後はなるべくお早めに召し上がり下
さい。※発送不可期間
12月20日～1月5日事業者：株式会…

[№5233-0045]南三陸朝どれ鮮魚BOX
2～3人分

20,000円

当日水揚げの魚5～8種、他貝類など
魚屋お任せの鮮魚BOXです。下処理
ご希望のお客様はお申し付けくださ
い。下処理してから発送いたします
。（鱗とり、血合い、腸抜き）※画
像はイメージです。※こちらは消費
期限冷蔵4日の商品です。※漁の状
況により、発送が遅れる場合がござ
います。※お届け前にメールを致し
ます。※商品到着後は当日食べきれ
ない分は下処理等行い冷蔵保存下さ
い。※発送不可期間　1…

[№5233-0046]南三陸朝どれ鮮魚BOX
5～6人分

30,000円

当日水揚げの魚5～8種、他貝類など
魚屋お任せの鮮魚BOXです。下処理
ご希望のお客様はお申し付けくださ
い。下処理してから発送いたします
。（鱗とり、血合い、腸抜き）※画
像はイメージです。※こちらは消費
期限冷蔵4日の商品です。※漁の状
況により、発送が遅れる場合がござ
います。※お届け前にメールを致し
ます。※商品到着後は当日食べきれ
ない分は下処理等行い冷蔵保存下さ
い。※発送不可期間　1…

[№5233-0047]南三陸朝どれ鮮魚BOX
プレミアム

84,000円

当日水揚げの高級魚、活魚、他貝類
など魚屋お任せの高級鮮魚BOXです
。下処理をし弱真空状態で発送いた
します。（活締、神経抜き、血抜き
、血合い、腸抜き）※画像はイメー
ジです。※こちらは消費期限冷蔵7
日の商品です。※お届け前にメール
を致します。※鱗を取らない状態で
の商品になります。※発送不可期間
　12月20日～1月5日事業者：株式会
社さかなのみうら

[№5233-0048]歌津小太郎【新芽】
めかぶ漬、【鮮度抜群】ほや醤油漬
セット小分け

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。※画像はイメージ
です。※離島にはお届けできません
。事業者：有限会社橋本水産食品

[№5233-0049]歌津小太郎煮物7点詰
合せ（さんま・さけ・金華さば昆布
巻き、ほたて・かき、こんぶ・ひ…

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。※画像はイメージです。※離島
にはお届けできません。事業者：有
限会社橋本水産食品
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宮城県　南三陸町

[№5233-0050]歌津小太郎【自信作
】6点詰合せあわび煮貝塩うにいく
ら醤油漬他　小分け
食べきりサイズ

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。※画像は
イメージです。※離島にはお届けで
きません。事業者：有限会社橋本水
産食品

[№5233-0051]歌津小太郎磯の宝〈
極〉（あわび煮貝塩うにいくら醤油
漬焼うに）

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。※画像はイメー
ジです。※離島にはお届けできませ
ん。事業者：有限会社橋本水産食品

[№5233-0052]歌津小太郎　南三陸
町産【天然あわび煮貝】、【キタム
ラサキウニ100％焼うに】詰合せ
…

80,000円

南三陸町を象徴する磯の宝（アワビ
・ウニ）を贅沢に個包装したセット
！！・あわび煮貝･･･南三陸町産の
天然アワビを炙ってうまみを閉じ込
めてから、秘伝の昆布だしで煮貝に
仕上げました。アワビ本来の旨みが
ギッシリ詰まった至福の一品です。
・焼うに･･･南三陸町産キタムラサ
キウニ100％使用。丁寧にアワビの
殻に盛り付け、高温で一気に焼き上
げた製法は、歌津小太郎のこだわり
が細部にまで行き…

[№5233-0053]歌津小太郎　南三陸
町産【天然あわび】煮貝5個詰合せ
個包装

98,000円

南三陸町を象徴する磯の宝　をうれ
しい個包装でお届けします。・あわ
び煮貝･･･南三陸町産の天然アワビ
を炙ってうまみを閉じ込めてから、
秘伝の昆布だしで煮貝に仕上げまし
た。アワビ本来の旨みがギッシリ詰
まった至福の一品です。※画像はイ
メージです。※離島にはお届けでき
ません。事業者：有限会社橋本水産
食品

[№5233-0054]一筆箋・クリアファ
イルセット

5,000円

南三陸町の写真を使用した一筆箋と
A4クリアファイルです。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。※画像はイメージです。事業
者：佐藤印刷株式会社

[№5233-0055]【南三陸キラキラい
くら丼】セット1名様分

10,000円

南三陸を代表するA級グルメ「南三
陸キラキラ丼」は、震災前に「食で
町おこしを」という女将の想いから
誕生しました。南三陸の太陽や海の
幸と人々の表情の輝きをイメージし
て「キラキラ」と名付けられた宝石
のようないくら丼を、オーシャンビ
ューのレストランでお楽しみ下さい
。※画像はイメージです。※他のメ
ニューとの変更はできかねます。※
有効期限【発行から1年】（券面に
記載）※コロナウイ…

[№5233-0056]【南三陸キラキラい
くら丼】セット2名様分

20,000円

南三陸を代表するA級グルメ「南三
陸キラキラ丼」は、震災前に「食で
町おこしを」という女将の想いから
誕生しました。南三陸の太陽や海の
幸と人々の表情の輝きをイメージし
て「キラキラ」と名付けられた宝石
のようないくら丼を、オーシャンビ
ューのレストランでお楽しみ下さい
。※画像はイメージです。※他のメ
ニューとの変更はできかねます。※
有効期限【発行から1年】（券面に
記載）※コロナウイ…

[№5233-0057]【旬の海の幸】と【
太平洋を望む絶景露天風呂】南三陸
ホテル観洋日帰り入浴＆海鮮御膳ペ
…

30,000円

宮城県内ではめずらしい、太平洋沿
岸に湧き出た温泉を使用している南
三陸温泉。海に突き出たような露天
風呂は、地下2000mの深層天然温泉
。浴場から一面に広がる志津川湾眺
望と南三陸温泉を満喫した後は、三
陸の海の幸を楽しむ海鮮御前に舌鼓
。寛ぎの時間をごゆるりとお過ごし
ください。※画像はイメージです。
※要予約（ご利用の二日前まで）※
有効期限【発行から1年】（券面に
記載）※コロナウイ…

[№5233-0058]【太平洋を望む絶景
露天風呂】南三陸ホテル観洋ペア宿
泊券＜素泊まり＞

50,000円

三陸海岸最大級海のリゾートホテル
。ロビーから一面に広がる志津川湾
はまさしく絶景。キラキラと海に映
る日の出の美しさは格別です。自慢
の露天風呂は、宮城県内ではめずら
しい太平洋沿岸に湧き出た温泉を使
用している南三陸温泉。絶景と温泉
を楽しむ寛ぎの時間をごゆるりとお
過ごしください。※画像はイメージ
です。※要予約（ご利用の二日前ま
で）※有効期限【発行から1年】（
券面に記載）※コロ…

[№5233-0059]【旬の海の幸】と【
太平洋を望む絶景露天風呂】南三陸
ホテル観洋ペア宿泊券＜1泊2食付＞

100,000円

ホテルの自慢は、旬の海の幸と太平
洋を望む絶景露天風呂。お食事には
、名物の「鮑の踊り焼き」など海の
恵みが凝縮された一品一品を、心ゆ
くまでお楽しみください。自慢の露
天風呂は、宮城県内ではめずらしい
太平洋沿岸に湧き出た温泉を使用し
ている南三陸温泉。絶景と温泉を楽
しむ寛ぎの時間をごゆるりとお過ご
しください。※画像はイメージです
。※要予約（ご利用の二日前まで）
※有効期限【発行…

[№5233-0060]南三陸の魅力発信と
震災伝承　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※画像はイメージです。事業者：
佐良スタジオ

[№5233-0061]南三陸の魅力発信と
震災伝承　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※画像はイメージです。事業者：
佐良スタジオ
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宮城県　南三陸町

[№5233-0062]南三陸の魅力発信と
震災伝承　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※画像はイメージです。事業者：
佐良スタジオ

[№5233-0066]南三陸町を満喫！み
なさとクーポン

5,000円

※寄附金額に応じて、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．ちょいつ
まみクーポン【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】（台風19号の影響により、取扱
停止中）お一人様1回につき、1セッ
トのみの使用になります。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…

[№5233-0071]南三陸杉
積むコースターセット

10,000円

宮城県南三陸町にある志津川湾では
養殖業が盛んです。季節によって変
わる志津川湾の様子を表現しました
。コースターとしてはもちろん、使
用しないときは積み重ねて収納する
ことができ、インテリアとして空間
を彩ります。※画像はイメージです
。※天然の木材を使用しているため
それぞれ色、木目は異なります。高
温多湿を避けて保存ください。事業
者：南三陸復興ダコの会

[№5233-0067]数量限定発酵飼料で
育つ！日本で一番旨い豚肉と威張る
「いばり仔豚」ロース、バラ、もも
…

10,000円

日本で一番旨い豚肉と威張る「いば
り仔豚」豚牧場、「エル・コルティ
ッホ・ソーナイ」は、1989年に南三
陸町志津川の惣内山、380メートル
の中腹に開設された、夫婦二人だけ
のチッポケな牧場です。2ヘクター
ルの山の斜面を豚たちが、歩き、走
り、日向ぼっこ、豚が豚をやる放牧
の豚飼い。豚は、足腰丈夫のすこぶ
る健康！旨い肉の第一条件。同じく
、旨い肉の第一条件は、豚が食べる
餌。餌は自家製…

[№5233-0068]数量限定発酵飼料で
育つ！日本で一番旨い豚肉と威張る
「いばり仔豚」ロース、バラ、もも
…

20,000円

日本で一番旨い豚肉と威張る「いば
り仔豚」豚牧場、「エル・コルティ
ッホ・ソーナイ」は、1989年に南三
陸町志津川の惣内山、380メートル
の中腹に開設された、夫婦二人だけ
のチッポケな牧場です。2ヘクター
ルの山の斜面を豚たちが、歩き、走
り、日向ぼっこ、豚が豚をやる放牧
の豚飼い。豚は、足腰丈夫のすこぶ
る健康！旨い肉の第一条件。同じく
、旨い肉の第一条件は、豚が食べる
餌。餌は自家製…

[№5233-0069]数量限定発酵飼料で
育つ！日本で一番旨い豚肉と威張る
「いばり仔豚」ロース、バラ、もも
…

20,000円

日本で一番旨い豚肉と威張る「いば
り仔豚」豚牧場、「エル・コルティ
ッホ・ソーナイ」は、1989年に南三
陸町志津川の惣内山、380メートル
の中腹に開設された、夫婦二人だけ
のチッポケな牧場です。2ヘクター
ルの山の斜面を豚たちが、歩き、走
り、日向ぼっこ、豚が豚をやる放牧
の豚飼い。豚は、足腰丈夫のすこぶ
る健康！旨い肉の第一条件。同じく
、旨い肉の第一条件は、豚が食べる
餌。餌は自家製…

[№5233-0070]数量限定無添加発酵
飼料で育つ！日本で一番旨い豚肉と
威張る「いばり仔豚」ボンレスハム
…

10,000円

日本で一番旨い豚肉と威張る「いば
り仔豚」豚牧場、「エル・コルティ
ッホ・ソーナイ」は、1989年に南三
陸町志津川の惣内山、380メートル
の中腹に開設された、夫婦二人だけ
のチッポケな牧場です。2ヘクター
ルの山の斜面を豚たちが、歩き、走
り、日向ぼっこ、豚が豚をやる放牧
の豚飼い。豚は、足腰丈夫のすこぶ
る健康！旨い肉の第一条件。同じく
、旨い肉の第一条件は、豚が食べる
餌。餌は自家製…

[№5233-0072]三陸天然活アワビ1.2
kg（7～9個入）お刺身ステーキ

80,000円

【三陸天然活きアワビ】リアスの寒
冷な荒波に揉まれ良質な海藻で育っ
た三陸産天然アワビを活きたままお
届けします。コリコリと歯ごたえの
ある食感と濃厚な甘みと風味は格別
です。鮮度抜群なのでお刺身はもち
ろんステーキなどでお楽しみくださ
い。【保存方法】鮮度の良い状態で
お届けしますが、なるべく到着した
その日のうちにお召し上がりくださ
い。海水に入れた状態にしておくと
酸欠で弱って…

[№5233-0073]三陸天然活アワビ1kg
（7～8個入）お刺身ステーキ

60,000円

【三陸天然活きアワビ】リアスの寒
冷な荒波に揉まれ良質な海藻で育っ
た三陸産天然アワビを活きたままお
届けします。コリコリと歯ごたえの
ある食感と濃厚な甘みと風味は格別
です。鮮度抜群なのでお刺身はもち
ろんステーキなどでお楽しみくださ
い。【保存方法】鮮度の良い状態で
お届けしますが、なるべく到着した
その日のうちにお召し上がりくださ
い。海水に入れた状態にしておくと
酸欠で弱って…

[№5233-0074]★訳あり三陸産活ア
ワビ1kg（9～10個入）お刺身ステー
キ

40,000円

【訳あり活アワビ】『多少のスレや
キズ等がありますが、鮮度・味に変
わりはなく一級品同様に美味しくお
召上がりいただけます。』リアスの
寒冷な荒波に揉まれ良質な海藻で育
った三陸産天然アワビを活きたまま
お届けします。コリコリと歯ごたえ
のある食感と濃厚な甘みと風味は格
別です。鮮度抜群なのでお刺身はも
ちろんステーキなどでお楽しみくだ
さい。【保存方法】鮮度の良い状態
でお届けしま…

[№5233-0075]期間限定南三陸町産
戸倉っこカキ
300g（生カキ生食用剥き身）

6,000円

南三陸町戸倉の栄養豊富な海で育っ
た、カキを生産者が手塩にかけて育
てた、自慢のカキです。2016年3月
に日本初カキのASC国際認証を取得
しまして、環境と作業効率に配慮し
た取り組みを始め、商品としてもよ
り良い鮮度・味に仕上がりました。
今が旬の戸倉っこカキ！ふっくら、
クリーミーな自慢の戸倉っこカキを
ご賞味ください。※お届け前にご連
絡いたします。連絡の取れる電話番
号を記入ください…

[№5233-0076]期間限定南三陸町産
戸倉っこカキ　600g（300g×2本）
（生カキ生食用剥き身）

11,000円

南三陸町戸倉の栄養豊富な海で育っ
た、カキを生産者が手塩にかけて育
てた、自慢のカキです。2016年3月
に日本初カキのASC国際認証を取得
しまして、環境と作業効率に配慮し
た取り組みを始め、商品としてもよ
り良い鮮度・味に仕上がりました。
今が旬の戸倉っこカキ！ふっくら、
クリーミーな自慢の戸倉っこカキを
ご賞味ください。※お届け前にご連
絡いたします。連絡の取れる電話番
号を記入ください…
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宮城県　南三陸町

[№5233-0077]期間限定南三陸町産
戸倉っこカキ
600g（300g×2本）、殻付きカキ
10個（生カキ生食用…

22,000円

南三陸町戸倉の栄養豊富な海で育っ
た、カキを生産者が手塩にかけて育
てた、自慢のカキです。2016年3月
に日本初カキのASC国際認証を取得
しまして、環境と作業効率に配慮し
た取り組みを始め、商品としてもよ
り良い鮮度・味に仕上がりました。
今が旬の戸倉っこカキ！ふっくら、
クリーミーな自慢の戸倉っこカキを
ご賞味ください。※お届け前にご連
絡いたします。連絡の取れる電話番
号を記入ください…

[№5233-0078]2か月連続南三陸町産
戸倉っこカキ　900g（300g×3本）
（生カキ生食用剥き身）

32,000円

南三陸町戸倉の栄養豊富な海で育っ
た、カキを生産者が手塩にかけて育
てた、自慢のカキです。2016年3月
に日本初カキのASC国際認証を取得
しまして、環境と作業効率に配慮し
た取り組みを始め、商品としてもよ
り良い鮮度・味に仕上がりました。
今が旬の戸倉っこカキ！ふっくら、
クリーミーな自慢の戸倉っこカキを
ご賞味ください。※お届け前にご連
絡いたします。連絡の取れる電話番
号を記入ください…

[№5233-0079]2か月連続南三陸町産
戸倉っこカキ
900g（300g×3本）、殻付きカキ10
個　（生カキ生食用…

54,000円

南三陸町戸倉の栄養豊富な海で育っ
た、カキを生産者が手塩にかけて育
てた、自慢のカキです。2016年3月
に日本初カキのASC国際認証を取得
しまして、環境と作業効率に配慮し
た取り組みを始め、商品としてもよ
り良い鮮度・味に仕上がりました。
今が旬の戸倉っこカキ！ふっくら、
クリーミーな自慢の戸倉っこカキを
ご賞味ください。※お届け前にご連
絡いたします。連絡の取れる電話番
号を記入ください…
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