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・紙面の都合上、本紙掲載以外にも返礼品があります。何かお探しの際はご連絡いただけますと
幸いです。

・お礼の品には数量限定や期間限定の品もあります。限定数量に達した場合や期間が過ぎた場合
は、受付を終了させていただきますので、予めご了承ください。専用サイト以外からのお申込
みの際には事前に在庫や受付状況を確認していただくようお願いします。

・天候等自然事象等により、予告なく商品を取り下げたり、変更させていただく場合もあります。
・このカタログの有効期限は、2023年3月末までです。
・表紙は武庫川女子大学経営学部谷口ゼミ1期生の学生さんがデザインしてくれました。



寄附者様

寄附

①寄附金の証明書
等をお届け

②自慢の返礼品
をお届け

③未来に向けた
まちづくり

①障害を持つ方々の自立支援につながります

寄附金受領証明書封入作業風景

多気町ではお届けする寄附金受領証明書等の封入
作業を、くすのき作業所に委託しています。障が
いを持つ方々の自立支援につながり、作業をされ
る方々からもたくさんのお喜びの声をいただいて
います。

②地域産業の元気につながります

町内の50を超える事業者から、たくさんの自慢の
返礼品をご用意しています。いずれかの品をお選
びいただくことで、経済が活発になり、また雇用
も守られることで、地域産業が元気になります。

多気町にふるさと納税をすると起こる３つのこと

③未来に向けたまちづくりにつながります

いただくご寄附を有効に活用させていただくことで、
未来につながるまちづくりを進めることができます。

多気町



三重県多気町
ふるさと納税寄附金
使いみちのご報告

蔵のある街並みをイメージした校舎！

新規就農者も増えました！

ドラマで使用された制服の展示も！

▶高校生レストラン「まごの店」
ミュージアム開設

まごの店の歴史や、地域との交流を展
示するミュージアムを開設しました。
まごの店にお越しの際はぜひお立ち寄
りください。

▶有機農業振興プロジェクト

食の安全安心や、健康志向への高ま
りに応じ、町内で有機農業の生産者
を増やそうと発足したプロジェクト
です。町内で収穫された有機野菜を
町内の小中学校へ提供し、食育の学
習もすすめています。

▶多気中学校新校舎完成

多気町は伊勢本街道等の３つの街道
が、通過する交通の要地として発展
し、蔵の街並みが今も残っています。
そのイメージを校舎に再現しました。
生徒からも大好評です。



三重県多気町
ふるさと納税寄付金
使いみちのご報告

皆さまからのご寄附を活用させて
いただいた、取り組みの一部を
ご報告いたします。
多気町への心温まるご寄附を
ありがとうございました。

皆さまからのご寄附を活用させていただいた、
取り組みの一部をご報告いたします。

多気町への心温まるご寄附を
ありがとうございました。

町内の松阪牛肥育農家さんのご協力
で、小中学校の給食に松阪牛が登場。
子供たちも松阪牛を前に笑顔があふ
れています。

▶給食に松阪牛！

町内すべての保育園の遊具をリ
ニューアルしました。
寄附者のみなさまのおかげで
子供たちが安全で楽しく活動でき
ています。

▶町内の遊具をリニューアル

▶道路の維持整備に

児童が毎日安全に学校へ通えるよう
通学路にグリーンベルトを設置しま
した。



松
阪
牛

WT-01

松阪牛－世界に誇る『肉の芸術品』

その年の最も優れた松阪牛を決める多気町肉牛共進会
が毎年11月に開催されます。
肥育技術の向上と継承等を目的とし、肥育農家が丹精
込めて肥育した松阪牛が一堂に介し、その体の大きさ
や毛並みの美しさ、品格などを競うもので50年以上
の歴史を誇る大会です。
農家が手塩にかけて肥育した多気町自慢の松阪牛を是
非、ご賞味ください。

松阪牛特撰ロースすき焼き用500ｇ
若竹
●すき焼き用ロース500ｇ
※消費期限 発送日から30日

冷凍

※今年度の肉牛共進会の開催は未定です

54,000円

WT-03

松阪牛特撰ロース焼き肉用500ｇ
若竹
●焼肉用ロース500ｇ
※消費期限 発送日から30日

冷凍 54,000円

WT-05

松阪牛特撰ロースステーキ250ｇ×2
若竹
●ロースステーキ250ｇ×2
※消費期限 発送日から30日

冷凍 54,000円

WT-05

松阪牛特撰サーロインブロック１ｋｇ
若竹
●サーロインブロック1㎏（真空パック）
※消費期限 発送日から30日
1㎏以外にも、2kg、3kgなど対応可能です。またブロック以外にもカット
は可能ですので、ご要望ございましたらご連絡ください。

冷凍 170,000円
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松阪牛すき焼き用
瀬古食品有限会社
●500ｇ（モモ・バラ・肩ロース）木箱
入り

※消費期限 発送日から30日

20,000円SS-06

冷凍

松阪牛すき焼きシルクロース
瀬古食品有限会社
●500ｇ（肩ロース）木箱入り

※消費期限 発送日から30日 冷凍

SS-08

松阪牛しゃぶしゃぶ
瀬古食品有限会社
●400ｇ（ロース・肩ロース）木箱入り

※消費期限 発送日から30日

SS-09 冷凍

30,000円

松阪牛赤身すき焼き
瀬古食品有限会社
●500ｇ（モモ）木箱入り

※消費期限 発送日から30日 冷凍

SS-30

20,000円

松阪牛すき焼き特選ロース
瀬古食品有限会社
●500ｇ（ロース）木箱入り

※消費期限 発送日から30日
冷凍SS-26 40,000円

20,000円

松阪牛赤身しゃぶしゃぶ
瀬古食品有限会社
●500ｇ（モモ）木箱入り

※消費期限 発送日から30日

SS-31 冷凍

20,000円

松阪牛しゃぶしゃぶ特選ロース
瀬古食品有限会社
●500ｇ（ロース）木箱入り

※消費期限 発送日から30日

冷凍SS-27

40,000円

松阪牛で
すき焼き

松阪牛でしゃぶしゃぶ

松阪牛すき焼き皿盛り食卓直行便
瀬古食品有限会社
●500ｇ（ロース）すき焼きのタレ400ｇ

※消費期限 発送日から30日
冷凍SS-35 30,000円

松阪牛しゃぶしゃぶホルモン鍋
セット
瀬古食品有限会社
●松阪牛カタロースしゃぶしゃぶ用500ｇ 木箱
入・松阪牛ホルモン300ｇ×2P（真空パック）・
松阪牛テールスープ１ｋｇ×2P（パック入）

※消費期限 発送日から30日
冷凍

SS-53 30,000円

松阪牛紅白すき焼き１ｋｇ
瀬古食品有限会社
●ロース、肩ロース、モモ １㎏（木箱入り）

※消費期限 発送日から30日

冷凍SS-52 30,000円



松阪牛味付けカルビ
瀬古食品有限会社
●味付けカルビ400ｇ×2

※消費期限 発送日から30日

冷凍SS-69

松阪牛焼肉用
瀬古食品有限会社
●500ｇ（モモ・バラ）木箱入り

※消費期限 発送日から30日

SS-07 冷凍20,000円

お家で松阪牛焼肉セット（2人前）
瀬古食品有限会社
●松阪牛味付けカルビ（バラ）300ｇ・松阪牛味付けホルモンミックス300
ｇ・松阪牛タンスライス100ｇ いずれも真空パック

※消費期限 発送日から30日

冷凍SS-57

松阪牛焼き肉ハラミ
瀬古食品有限会社
●500ｇ（ハラミ）木箱入り

※消費期限 発送日から30日

冷凍SS-25

松阪牛みすじあみ焼き
瀬古食品有限会社
●みすじ500ｇ 木箱入り

※消費期限 発送日から30日
冷凍SS-61 30,000円

松阪牛焼き肉特選赤身
瀬古食品有限会社
●500ｇ（モモ）木箱入り

※消費期限 発送日から30日

冷凍SS-43 30,000円

松阪牛で焼き肉

松阪牛と産直野菜のすき焼きセット（2人前）
ごかつら池ふるさと村
●松阪牛（モモ・バラ）400ｇ・多気町産とれたて新鮮たまご・牧野商店の糸こん
にゃく・地元産しいたけ・ネギ等・ミエマンの無添加すき焼きのタレ300ｍｌ

GF-02 20,000円 冷蔵発送11月中旬～2月末頃

50,000円

30,000円

20,000円



松阪牛赤身ステーキ
瀬古食品有限会社
●約450ｇ 3枚 木箱入り

※消費期限 発送日から30日

冷凍SS-23

松阪牛イチボステーキ
瀬古食品有限会社
●約300ｇ 2枚 木箱入り

※消費期限 発送日から30日

SS-22 冷凍

松阪牛サーロインステーキ
瀬古食品有限会社
●約450ｇ 3枚 木箱入り

※消費期限 発送日から30日

冷凍SS-10 30,000円

松阪牛ナイアガラステーキ
瀬古食品有限会社
●松阪牛カタロース約300ｇ 2枚 木箱入り

※消費期限 発送日から30日

冷凍SS-58

冷凍SS-15

松阪牛ワンポンドステーキ
瀬古食品有限会社
●サーロイン約450ｇ（トレー包装）木箱入り

※消費期限 発送日から30日

冷凍SS-28 30,000円

20,000円

120,000円
松阪牛シャトーブリアン
瀬古食品有限会社
●約600ｇ 4枚 木箱入り

※消費期限 発送日から30日

20,000円

松阪牛でステーキ

松阪牛サイコロステーキ
瀬古食品有限会社
●サイコロステーキ（モモ・バラ）240ｇ（トレー包装)

※消費期限 発送日から30日

SS-33 冷凍10,000円

松阪牛カイノミステーキ
瀬古食品有限会社
●カイノミ 400ｇ （2枚・木箱入り）

※消費期限 発送日から30日
冷凍

SS-34 20,000円

20,000円

松阪牛ヘルシーロースステーキ
瀬古食品有限会社
●ロースステーキ800g（4枚入り）トレー包装

※消費期限 発送日から30日

冷凍SS-75 60,000円



松阪牛切り落とし
瀬古食品有限会社
●切り落とし 400ｇ

※消費期限 発送日から30日

SS-05 冷凍10,000円

松阪牛合挽ミンチ2.5ｋｇ
瀬古食品有限会社
●松阪牛入り合挽ミンチ（2度挽き）500g×5P
松阪牛20％、松阪牛脂30％、国産豚肉50％

※消費期限 発送日から30日

SS-13 冷凍10,000円

松阪牛小間切れ800ｇ
瀬古食品有限会社
●小間切れ肉 200ｇ×4パックトレー包装

※消費期限 発送日から30日

SS-40 冷凍10,000円

松阪牛モモブロック
瀬古食品有限会社
●松阪牛のモモブロック（約500ｇ・トレー包装）

※消費期限 発送日から30日

SS-32 冷凍

松阪タワラスライス
瀬古食品有限会社
●松阪牛のタワラスライス（前スネ部分）200ｇ×2

※消費期限 発送日から30日

SS-62 冷凍

20,000円

松阪牛いろいろ

松阪牛テール焼肉用
瀬古食品有限会社
●松阪牛テール焼き肉用300ｇ×2パック

※消費期限 発送日から90日

SS-79 冷凍

松阪牛ホルモン
瀬古食品有限会社
●松阪牛ホルモン300ｇ×2 真空パック

※消費期限 発送日から30日

SS-63 冷凍10,000円

松阪牛味付けホルモンミックス
瀬古食品有限会社
●松阪牛ホルモン300ｇ×3 真空パック

※消費期限 発送日から30日

SS-64 冷凍10,000円

10,000円

10,000円



辻口博啓シェフのベーカリー マリアージュドゥファ
リーヌの松阪牛入りカレーコロッケ
アクアイグニス
●多気町産松阪牛入りカレーコロッケ 16個

松阪牛まかないそぼろ
瀬古食品有限会社（霜ふり本舗）
●松阪牛のそぼろ 100ｇ×8

20,000円

冷凍

松阪牛入り元丈薬膳カレー
元丈の館
●レトルトカレー 200ｇ×5箱

10,000円 常温

AI-01

GJ-01

10,000円

多気町で肥育された松阪牛をじっくりと大切に煮込んだ自家製カレー。そんな贅沢な自家製
カレーをオーガニックのパン粉で優しく包んだマリアージュドゥファリーヌの人気の特製カ
レーコロッケです。

10,000円 常温

霜ふり本舗の松阪牛入り惣菜セット
瀬古食品有限会社（霜ふり本舗）
●松阪牛入りハンバーグ150g×10・コロッケ75g×10・
ミンチカツ75g×10

SS-12

松阪牛入り桜色肉まん
瀬古食品有限会社（霜ふり本舗）
●松阪牛入り肉まん 40g 6個×4箱

SS-78 10,000円

松阪牛入りコロッケ＆ミンチカツセット
瀬古食品有限会社（霜ふり本舗）
●松阪牛入りコロッケ 75g×10、松阪牛入りミンチカツ
75g×10

SS-19 10,000円

松阪牛入りデミグラスハンバーグ
瀬古食品有限会社（霜ふり本舗）
●松阪牛入りハンバーグ150g×５パック

SS-54

冷凍

冷凍

松阪牛のお惣菜
SS-60

松阪牛のローストビーフ（赤身）
瀬古食品有限会社（霜ふり本舗）
●松阪牛のローストビーフ 80ｇ×2、岩塩2g×2、オニ
オンソース 20ｇ×2

SS-66

冷凍

冷凍

冷凍

10,000円

30,000円



松阪牛すき焼き贅沢食べ比べセット
瀬古食品有限会社
●赤身500ｇ・シルクロース500ｇ・特選ロース500ｇ 各木箱入

※消費期限 発送日から30日

SS-45

冷凍

松阪牛の定期便

松阪牛のスペシャルセット

松阪牛しゃぶしゃぶ贅沢食べ比べセット
瀬古食品有限会社
●赤身500ｇ・シルクロース500ｇ・特選ロース500ｇ 各木箱入

※消費期限 発送日から30日

SS-46 冷凍

松阪牛焼き肉贅沢食べ比べセット
瀬古食品有限会社
●赤身400ｇ・特選カルビ500ｇ・特選ロース500ｇ

各木箱入 ※消費期限 発送日から30日

SS-47 冷凍

松阪牛オールスターセット
瀬古食品有限会社
●すき焼き用特選ロース400ｇ・焼き肉用特選カルビ
400ｇ・ステーキ用特選サーロイン400ｇ（２枚）
各木箱入
※消費期限 発送から30日

SS-48 冷凍

松阪牛スペシャル定期便（ゴールド）
瀬古食品有限会社
●2月 松阪牛ロースすき焼き用（500ｇ×2）、4月 松阪牛シャ
トーブリアンステーキ用（1㎏ 5枚入）、6月 松阪牛サーロイン
ステーキ用（1㎏ 5枚入）、8月 松阪牛ロース焼き肉用（500ｇ
×2）、10月 松阪牛ロースしゃぶしゃぶ用（500ｇ×2）
※各品 木箱入
※写真はイメージです。

※消費期限 発送日から30日

SS-50 冷凍

100,000円

90,000円

90,000円

90,000円

600,000円



伊勢いもは幾度となく皇室に献上され、明治30年代にはアメリカへ輸出もされていたとの記録も残る、300年もの長い歴史を
有する作物です。粘りの強さは山芋類の中でも一番とされ、コクのある味わいと栄養価の高さも伊勢いもの特徴です。抗酸
化作用や血圧降下作用が知られています。そのうえ、山芋に含まれるのと同様のタンパク質を多く含み、美容と健康への効
果が期待され、その豊富な栄養価から、畑のウナギとも言われています。
親芋を頭上に頂くように子芋が大きく育つところから「親孝行芋」の別名が有り、古来より婚礼や祝い事の贈り物に重宝され
てきました。名実ともに、とろろ芋の王様です！

300年の歴史を誇る 特産伊勢いも
JA多気郡スマイル多気店
●Lサイズ 2㎏

JA-01 常温 限定70セット

発送11月中旬～12月中旬頃

伊勢いもを調理していただきやすいようになるべく形のよいもの
を厳選してお届けします。ご贈答用にも最適です。

みえの伝統野菜 厳選 伊勢いも 1㎏
株式会社宝芋園
●1㎏

HK-03 10,000円 発送12月～7月

15,000円

常温



面倒な皮むき、すりおろしの手間を省き、解凍す
るだけで、いつでも、簡単に伊勢いも本来の味を
楽しんでいただけます。

伊勢いも すりおろし 冷凍とろろ
株式会社宝芋園
●伊勢いもすりおろし130ｇ×5袋
※消費期限 発送日から90日

10,000円 冷凍HK‐01

伊勢いも すりおろし 冷凍とろろとはんぺいセット
株式会社宝芋園
●伊勢いもすりおろし130ｇ×5袋
130ｇ×5袋、伊勢いも入りはんぺい5枚
※消費期限 発送日から90日

HK‐02 20,000円 冷凍

伊勢いも入り手延べ半生うどん
ごかつら池ふるさと村
●手延べ半生うどん麺100ｇ×2・つゆ30ｇ×2/袋×5

伊勢いもを100％練りこみ、独特のコシを生みました。
昔ながらの引っ張って製麺する手延べ製法により、ゆ
で伸びせず最後まで美味しく召し上がっていただけま
す。かの高校生レストランでも使用されている実力派
の麺です。

GF‐05 10,000円 常温

伊勢いも消滅の危機に立ち向かう
高校生！
新たな農業技術を学びながら、
伊勢いもの再興に挑戦中！！

伊勢いも皮むいちゃいました！皮むき済み真空パック
多気ブックセンター株式会社
●800ｇ ※消費期限 発送日から7日

TB-01 10,000円

皆さまのご寄附により、
最新の施設を設置してい
ただきました。本当にあ
りがとうございます！
様々な実証研究に取り組
んでいきます！
これからも応援のほど、
よろしくお願いします！

冷蔵

伊勢いもとろろ汁
ごかつら池ふるさと村
●伊勢いもとろろとダシのセット 4パック

GF‐07 16,000円 冷凍

解凍するだけで、粘りの強い伊勢芋の美味しさをご家庭でもお楽し
みいただける「とろろ汁セット」です。丁度良く計量してあるとろ
ろだしを、とろろに少しづつ注ぎながら混ぜ合わせるだけ。そのま
までも、ご飯にかけても美味しくお召し上がりいただけます。



「前川次郎」は、多気町の次郎柿生産者・前川唯一氏が自園の次郎柿の中に特別早く熟する枝を発見、昭和
32年（1957）「前川次郎」と命名し、その後全国で栽培されるようになりました。県内では多気町が最大の産地と
して知られています。
品質は肉質がやや硬く“次郎は歯で食べる”と言われるほど種なしシャキシャキとした食感と、完全甘柿のため
富有より糖度が高いとされ強い甘みが特徴です。
ビタミンＣがみかんの2倍で、1個食べれば1日に必要なビタミンCが摂れるほどです。他にも、ビタミンA、ビタミン
B１、B2、カロテン、カリウム、食物繊維などを含み、風邪予防、疲労回復、老化予防、美肌効果も期待できます。
さらにアルコールを分解、利尿作用促進から、二日酔いにも効果が期待できます。
昔から「柿が赤くなれば、医者は青くなる」といわれる所以でしょうか。
多気町自慢の『前川次郎』を是非ご賞味ください！

多気町発祥「前川次郎」
JA多気郡スマイル多気店
●6～7㎏（20～26玉）

JA-02 10,000円 常温 限定1,000セット

発送11月頃から準備が整い次第順次発送 11月末まで

前川次郎



三重の安心食材認定！中村農園の次郎柿
中村農園
●Lサイズ 24個（約6～7㎏）

おいしい次郎柿を作るため、試行錯誤の末、月の雫栽培方法にたどり着き
ました。月の雫栽培方法とは次郎柿に必要な天然ミネラルを多く含む海水
を施肥することにより、柿の浸透圧を調整し糖類をより蓄積しやすくなり、
加えて減農薬にもつながるもので、みえの安心食材の認定も受けました。
こだわりの次郎柿をぜひご賞味ください。

NN-03 10,000円 常温

西本農園の次郎柿
西本農園
●Lサイズ 12～１４個 約４kg

西本農園の柿の特徴は何といってもその大きさです！ギュッと甘みの
詰まったシャキシャキの食感をぜひ、お楽しみください。

限定30セット常温

NS-01

高校生がクリスマス前にお届けするキ
ズ柿を贅沢に使用したシュトーレン
三重県立相可高校食物調理科製菓コース
●柿シュトーレン（約600ｇ）1本

限定50セット

発送12月上旬頃

OS-01 10,000円

常温

農家が丹精込めて育てた柿の表面にキズがあるだけで、流通できないのはもったいない、少しでも農家のた
めになりたいとの思いから、高校生レストランを運営する県立相可高校で製菓を学ぶ生徒たちが立ち上がっ
てくれました。高校生たちはキズ柿でも地域の貴重な資源と考え、乾燥させたキズ柿を贅沢に使用したシュ
トーレンをつくります。
農家さんの思いを高校生が形にした、地域への思いがいっぱい詰まったシュトーレンを少しずつご賞味いた
だき、素敵なクリスマスをお過ごしください！多気町から皆様に感謝と愛を込めて！Merry  christmas!!

限定30セット

8,000円

発送11月頃から末まで順次発送

発送11月頃から末まで順次発送

糖度17度以上の柿を集めました！特選次郎！！
ごかつら池ふるさと村
●次郎柿 8個前後 約2kg前後

ふるさと村のマルシェグランマに出品された次郎柿の中から、糖度17度以上
の柿を特別に厳選しお届けします。

限定20セット

常温GF-08
発送11月頃から末まで順次発送

ワケあり次郎 10㎏
ごかつら池ふるさと村
●約10ｋｇ

表面にキズがあり市場に出荷できなかったものをお届けします。

限定30セット常温GF-09 10,000円

8,000円



大師の里の新米コシヒカリ 10㎏
ふれあいの館
●コシヒカリ 精米10㎏×1袋

大師の里のベテラン農家が丹精込めて栽培したコシヒカリです。

有機肥料100％使用！門外不出のコシヒカリ 10kg
ごかつら池ふるさと村
●コシヒカリ 精米5㎏×2袋

地元住民でさえリピートする多気町土羽産のコシヒカリです。おいしい
米栽培に適しているとされる粘土質の土壌で、米づくりひと筋５０年の
ベテラン農家が、４０年近く化学肥料を使わず、長年の試行錯誤の末に
編み出した完全発酵堆肥とナタネ、ダイズかすのみといった有機質肥料
100％を使用して栽培します。毎年地元で完売してしまうため、まず出
回ることはありませんでしたが、今回特別に数量限定でご用意させてい
ただきました。地元住民から圧倒的な支持を集める理由を、ぜひご確認
ください。

常温

発送9月下旬頃から11月末ま
で順次発送

FY-03

限定50セット

発送9月下旬頃から12月末まで順次発送

GF-01 15,000円

14,000円
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※ミルキークイーンは他のお米に比べ割れやすく、極力割れないように工
夫し栽培していますが、割れたお米が混じる場合もあります。また農薬を
極力控えていますので、通常のお米に比べ、黒い米が混じる場合もあり
ます。食べていただいても全く問題ありません。減農薬栽培の為、予めご
理解いただきますよう、お願い致します。

TC-04 10,000円

特別栽培米 新米ミルキークイーン 10㎏
外城田川農業センター
●ミルキークイーン精白米5㎏×2 常温

特別栽培米のお餅セット
たっちゃん
●特別栽培米杵つき 切り餅12個入500ｇ×3・やじろ餅
12個入500ｇ×2・よもぎ餅12個入500ｇ×1
※消費期限 発送から20日
※やじろ餅とはもち米にコシヒカリが半分入ったお餅で
す。焼くと香ばしくのど越しは滑らかです。

特別栽培米の新米お餅お正月スペシャル！
たっちゃん
●お正月用鏡餅5号・特別栽培米杵つき 切り餅12個入500ｇ×2・やじろ
餅12個入500ｇ×1・よもぎ餅12個入500ｇ×1
※消費期限 発送から20日

TC-02 10,000円

TC-03 10,000円 発送12月下旬

常温

常温

多気郡産コシヒカリ「ぎんひめ」10㎏
JA多気郡スマイル多気店
●コシヒカリ 精米5㎏×2袋

JA多気郡自慢のコシヒカリ「ぎんひめ」は、オリジナルの肥料を使って丹精
込めて栽培されたコシヒカリで、古の昔この地に輝いた斎王の姫君たちに勝
るとも劣らない粒の輝きを誇るお米です。粘りの良さ、豊かな味わいを兼ね
備えたまさに銀色に輝く銘柄です。

薬草の里でとれた
みえの安心食材認定新米れんげ米 5㎏
元丈の館
●コシヒカリ 精米5㎏

JA-08 15,000円

GJ-08 8,000円

世界かんがい施設遺産登録 立梅用水の水で栽培した
食味検査80点以上の彦左衛門米 10㎏
フルサトヤ
●コシヒカリ 精米5㎏×2袋
世界かんがい施設遺産、国登録記念物に認定された、
立梅用水を使い、農家が丹精込めて栽培した米のうち、
食味検査80点以上のお米を立梅用水の創設者の名前を
冠して彦左衛門米と名付けました。

FS-03 15,000円

発送9月下旬から12月末まで順次発送

発送9月下旬頃から順次発送

発送9月下旬頃から順次発送
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旬の無農薬野菜と無農薬米のセット
あきふゆ農園
●旬の無農薬野菜5種類程度・無農薬米（うこんにしき）1㎏

AF-01 10,000円

旬の野菜と果物のふるさと便
ごかつら池ふるさと村
●旬の野菜、果物、加工品等8～10種類程度
※その年の出来高等により内容や量は変更します。

発送11月～

2015世界土壌微生物五輪銀メダル受賞！
土力（どりょく）のフルーツトマト
北川農園
●大玉（りんか406） 約2㎏（15～22個）

限定50セットKN-01 10,000円 常温

発送2月～4月上旬

旬のトマトてんこ盛りセット
ポモナファーム
●季節により大玉３玉程度、中玉12粒程度、
小玉12粒程度をそれぞれ3パックずつ 約2.5㎏
※5月、8月、9月は発送できません。予めご了承ください。

PF-01 10,000円 冷蔵

GF-06 10,000円 冷蔵

大玉は、加熱するとさらに絶品！アミノ酸が豊富で旨味抜群です。
中玉は、歯ごたえ抜群、味が濃く、食べる薬と言われるほど栄養価が高いのが特徴です。
小玉は、つやつやの光沢にはじける食感が楽しめとっても甘いポモナファームの看板商品となった
大人気のミニトマトです。

希少トマトでつくった究極の100％トマトジュース
ポモナファーム
●無添加トマトジュース 500ｍｌ×1本

ぷちぷよという栽培は難しい（皮が柔らかいため日持ちがせず、収量も低
く、食味も不安定）が、抜群の食味からファンが多い希少トマトを100％
使って究極のトマトジュースができました！

PF-04 常温10,000円



旬の野菜と果物の詰め合わせ
JA多気郡スマイル多気店
●旬の野菜、果物（約15品目）

多気郡内で採れる新鮮な旬の野菜、果物（約15品目程度）をお届け
します。
※その年の出来高等により内容や量は変更します。

JA-04 10,000円 常温

たけのこ
JA多気郡スマイル多気店
●たけのこ４ｋｇ 糠200ｇプレゼント

多気町の名の由来には、竹（タケ）から変化し、多気（タ
キ）の字が当てられたとする説もあり、多気町産たけのこは
新鮮でやわらかく、みずみずしいと好評をいただいています。

JA-05 10,000円 発送4月上旬～中旬頃常温

大師の里のとれたて旬の野菜と果物の詰め合わせ
ふれあいの館
●旬の野菜、果物（約6～10品目）

町内で採れた新鮮な旬の野菜、果物（約6～10品目程度）をお届けし
ます。
地元のじいちゃん、ばあちゃんが丹精込めて作った商品なので、数に
限りはありますが、四季折々の旬の味をお楽しみください。
※その年の出来高等により内容や量は変更します。

FY-02 10,000円 常温

限定60セット



シャインマスカットとミックスパック詰め合わせ
たかやま葡萄園
●シャインマスカット1房（400ｇ前後）・ミックスパック（粒210ｇ入り）×2

お子様にも安心して召し上がっていただくため、減農薬と甘さにとことんこだわっ
た栽培方法でぶどうを育てています。※種抜き処理済ですが、時期の都合上たまに
種が混じる場合もあります。ご了承ください

TD-04 冷蔵 限定20セット発送9月上旬～末頃

無農薬多気町産ビワ
西本農園
●無農薬ビワ1P（12～14個入）×4

限定30セット

冷蔵NS-02 発送6月下旬頃～7月頃

たきのフルーツ
みんな大好き！

8,000円

Xmasシャインマスカット
たかやま葡萄園
●シャインマスカット（粒210ｇ入り）×2

TD-06 冷蔵 発送12月20日頃11,000円

限定20セット

セミドライぶどうと前川次郎チップスセット
たかやま葡萄園
●セミドライシャインマスカット25ｇ×1・5種ミックス25ｇ×1
前川次郎チップス25ｇ×2

限定20セットTD-05 発送11月中旬頃～12月末頃常温

12,000円

7,500円

ドライ次郎
ごかつら池ふるさと村
●多気町産次郎柿を使用した干し柿、あんぽ柿を準備しています。
秋ごろにはご案内できると思いますので、詳細はお問い合わせください。

詳細は秋頃にお問い合わせくださいGF-10

受付終了しました



スイートキウイ
さんちょく薮谷
●キウイフルーツ 20玉

SY-01 10,000円 常温 発送11月中旬～12月頃

貯蔵蔵出し 青島みかん
JA多気郡スマイル多気店
●S～2Lサイズ 10㎏
糖度が高い品種であり、多気町は、三重県下最大の越年出荷の貯蔵み
かん産地です。貯蔵の間にすっぱさが抜けてまろやかな甘さのみかん
に仕上がります。

限定150セット

JA-06 10,000円 常温 発送2月頃

追熟アップルキウイ
田牧園芸
●20個（2㎏～3㎏）

限定30セット

TE-01 10,000円 冷蔵 発送12月頃

多気町産いちご
千鳥農園
●いちご(章姫)約450ｇ(約15粒)×2箱章姫は酸味が少ないので、
小さなお子様でも食べやすく、ケーキやスムージーなどに利用
してもおいしく食べられます。

CN-01 冷蔵10,000円 発送12月～2月頃

限定50セット

限定100セット

100％みかんジュース無添加ストレート
中井農園
●無添加ストレート果汁100％のジュースができました。多気町産うん
しゅうみかんの外皮をむいてしぼっています。１リットルに約30個のみか
んを使用、濃厚でありながら、酸味が強く、スッキリとした香りと味わい
をお楽しみいただけます。

NK-01 常温8,000円

無添加手作りいちごバター
株式会社FUNPANY
●いちご130ｇ×2
農林水産大臣賞を受賞歴のある農家のいちごを贅沢に使用
し、こだわりの芳醇なバターを絶妙なバランスで風味豊か
に仕上げた、無添加の手作りいちごバターができました。

FP-01 5,500円 常温

発送1月頃



農 物加工品

体ポカポカ！生姜加工品セット
農事組合法人 丹生営農組合
●金時生姜つくだ煮80g×2袋・金時生姜パウダー
15g×2袋・丹生米2合×2袋・大豆250ｇ×2袋

NE-01 10,000円

40年作り続けてきた無添加梅干しと季節の食べ物セット
株式会社つけもの工房花谷
●無添加梅干し 五ヵ所小梅300ｇ×３・乾燥しそふりかけ80ｇ・紅生姜150ｇ・他、
自家製季節の食べ物（漬物やジャム、ジュース等）1～2種類

10,000円 冷蔵の場合有

常温

TH-01

栄養満点！障がいをもつ方々が心
を込めて手作りする野菜のスープ
特定非営利活動法人 暖家
●人参スープ（160ｇ）×6
かぼちゃスープ（160ｇ）×6

DK-01 10,000円

40年作り続けてきた無添加梅干し（小梅）と赤しその
ふりかけセット
株式会社つけもの工房花谷
●無添加梅干し 五ヵ所小梅270ｇ×5・赤しそふりかけ80ｇ

10,000円TH-02 常温

40年作り続けてきた無添加梅干し（大梅）と赤しその
ふりかけセット
株式会社つけもの工房花谷
●無添加梅干し 五ヵ所大梅270ｇ×5・赤しそふりかけ80ｇ

10,000円TH-03 常温

無農薬ハーブ園から採取した二ホンミツバチの蜂蜜
元丈の館
●日本ミツバチの蜂蜜 130g

無農薬栽培のハーブ園にある巣箱から採取した安心安全の国産100％の希少な
日本ミツバチの蜂蜜をお送りします。

10,000円 常温GJ-02

冷蔵



世界初！高校のバイオマスプラントで栽培した
バジルでつくったバジルオイル
相可高校農業クラブ
●バジルオイル 270g×1

国産生バジル100％の若々しい甘い香りをオイルに封じ込めました。
まるで摘みたてのようなさわやかな香りが広がります。
栄養価も高く使い方も幅広いバジルオイル。パスタやピザはもちろ
ん、鶏肉をはじめ色々な肉料理や魚料理、トマトやじゃがいもなど、
さまざまな料理にご活用いただけます。

ON-01 常温

2018年に3R推進功労者等で表彰内閣総理大臣賞を受賞！！

まめやのお豆腐セット
有限会社せいわの里 まめや
●豆腐400g×1・濃い豆腐250g・油揚げ5枚・ひりょうず大2個小6個・厚揚げ6個・ゆで大
豆180g×2 賞味期限 発送日から3日

まめやの豆腐は、煮釜で50分ほどじっくりトロ火で煮込むこの地域伝統の作り方
で手間暇かけて作ります。農村で採れる旬の野菜と豆類を使った、どこか懐かし
い農村料理でココロとカラダを癒していただければ幸いです。

10,000円SM-02 冷蔵

完熟トマトの贅沢ケチャップ
ポモナファーム
●トマトケチャップ 265ｇ×2

PF-05 常温

日本初！無添加ノンアルコール伊勢茶スパークリング
伊勢商人株式会社
●伊勢茶スパークリング330ml×3 箱サイズ 高65mm×幅215×奥行255 2kg

お鮨・天ぷらなどの日本料理はもちろん、フレンチ・イタリアンや中華、
肉料理など、どんなジャンルの料理にも寄り添い、邪魔することなく引き立てる、
そんな相性の良いものに仕上がりました。
また、お酒が飲めない方にもご満足いただけると思います。

IS-01 常温

5,000円

10,000円

9,000円

遊休農地から生まれた無農薬ひまわり油
フルサトヤ
●ひまわり油100ml×1
農村を守るために遊休農地で育てた無農薬ひまわりから採れた油で
す。自然の風味が残った油に仕上がりました。ひまわり油にはビタ
ミンEが豊富に含まれているため、アンチエイジング効果が期待さ
れます。そのままサラダや和え物などにお使いいただけます。

FS-04 常温5,000円 発送11月以降
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完全無農薬！森林栽培原木乾しいたけ6種詰め合わせセット
ヤマザキ椎茸園
●原木乾しいたけ「どんこ」70ｇ。薄葉香信50ｇ、ステーキ用しいたけ70ｇ、
小粒乾しいたけ80ｇ、薄切しいたけ40ｇ、きのこのこ40ｇ

全国乾椎茸品評会において過去6回、最高賞の農林水産大臣賞を受賞。
平成27年には内閣総理大臣賞を受賞した親子で営む農園。
その技はしっかりと継承されています。

YZ-02 20,000円 常温

完全無農薬！森林栽培原木乾しいたけ
特選 伊勢どんこ
ヤマザキ椎茸園
●原木乾しいたけ 180ｇ

10,000円

べっぴんエリンギ！どどーんと3.5kg！！
辻苗木農園
●エリンギ 3.5ｋｇ
※消費期限 発送日から7日

TN-01 10,000円

発送9月中頃～3月中頃

冷蔵

林
産
物

YZ-01 常温



鮎

料亭の鮎の甘露煮と地元山菜佃煮セットＡ
有限会社みなとや
●若鮎甘露煮 3尾・本鮎甘露煮 1尾・子持鮎甘露煮 1尾・多気
あわせ煮 しいたけ・エリンギ 各1袋
※消費期限 発送日から50日

MN-01 10,000円

料亭の鮎甘露煮三種食べくらべセット
有限会社みなとや
●若鮎甘露煮 4尾・本鮎甘露煮 4尾・子持鮎甘露煮 4尾
※消費期限 発送日から50日

MN-02 20,000円

US-01

US-02

鮎・子持ち鮎の甘露煮詰め合わせＡ
株式会社うおすけ
●鮎の甘露煮2尾・子持ち鮎の甘露煮2尾
鮎の山椒煮1尾

※消費期限 発送日から150日

10,000円

鮎・子持ち鮎の甘露煮詰め合わせＢ
株式会社うおすけ
●鮎の甘露煮5尾・子持ち鮎の甘露煮4尾
※消費期限 発送日から150日

20,000円

常温

常温

常温

常温

料亭の鮎の甘露煮と地元山菜佃煮セットＢ
有限会社みなとや
●若鮎甘露煮 4尾・本鮎甘露煮 4尾・子持鮎甘露煮 4尾・多気
あわせ煮 しいたけ・エリンギ・しめじ・たけのこ 各1袋
伊勢うどん 4袋
※消費期限 発送日から50日

MN-03 30,000円 常温

鮎づくし
株式会社うおすけ
●鮎の甘露煮3尾・
子持ち鮎の甘露煮3尾・鮎の昆布巻き1本・鮎めしの素
1個・小鮎の甘露煮1尾・小鮎山椒の甘露煮1尾・せせ
らぎ甘露煮1尾
※消費期限 発送日から150日

US-03 常温30,000円



たまご屋さんのギフトセット
株式会社地主共和商会
●平飼い有精卵10個入×2・有精卵マヨネーズ
(300g)1本・かけたろう(150ml)1本・炭火焼平
飼い鶏(100g)1個・平飼いとりそぼろ100ｇ×3

JK-01 10,000円 常温

平飼い鶏肉よくばり詰め合わせセット
株式会社地主共和商会
●平飼いモモ肉300ｇ×2・平飼いムネ肉300ｇ×2・
平飼いササミ300ｇ×1・鶏肉フランク3本入×１・
鶏肉ウィンナー6本入×1

JK-02 10,000円

運動量が多く、ストレスの少ない環境で飼育しているため、歯ごたえ
と旨味が他のブロイラーとは違います。平飼い鶏肉（モモ・ムネ・サ
サミ）はカット済みのため、炒めもの等様々な料理に重宝します。珍
しい鶏肉フランクはさっぱりとしてヘルシーな味わい。ビールのおつ
まみやお弁当のおかずに最適です。

「平飼い」とは、鶏が鶏舎内を自由に運動することのできる飼育法。
ストレスの少ない環境で、のびのびと運動しながら育った鶏の卵です。鶏の健康に
配慮し、卵の品質向上につなげています。
また海藻・にんにく・乳酸菌などを飼料に配合しているため、卵の黄身はコクと旨
みが強く濃厚な味わいです。健康志向の方にも、自信を持っておすすめします。

昭和47年創業3代目が焼く蒲焼き真空パックＡ
うな金
●鰻蒲焼き（60～70ｇ） 3パック・自家製特製タレ 20ｃｃ 3本
※消費期限 発送日から7日

UK‐01

20,000円

冷凍

10,000円

昭和47年創業3代目が焼く蒲焼き真空パックＢ
うな金
●鰻蒲焼き（60～70ｇ） 6パック・自家製特製タレ 20ｃｃ 6本・骨
せんべい もしくは、胆焼きの真空パック ※消費期限 発送日から7日

UK‐02

鰻

昭和47年創業3代目が焼く蒲焼き真空パック定期便
うな金
●1回あたり鰻蒲焼き（60～70ｇ） 5パック・自家製特製タレ 20ｃｃ 5本・
骨せんべいor肝焼き真空パック1袋 ×3回
※毎月1回 （全3回）※消費期限 発送日から7日

UK‐03 50,000円

鶏

冷蔵

冷蔵

冷蔵



酒

30

創業以来、常に上質な一般醸造酒を造って
きました。
伝統の銘柄「鉾杉」は生活になじむお酒です。

弓形穂しずく酒、多気郡産酒造好適米弓形穂を100％使用し、香り柔らかで、
丸味とキレを楽しめる味わいです。ＫＨ改多酸純米は、ワインを想わせる膨ら
み感とコクのある酸味で、日本酒らしからぬ純米酒、新たな日本酒のカテゴ
リーです。よく冷やしてお愉しみ下さい。ロックでも、ソーダで割ってもおす
すめです。柚子にごり酒は、日本酒の米の旨味と調和を追求し、薫り高い国産
柚子の果汁と皮を使用して、まろやかな味わいに仕上げました。

創業1857年地元で絶大な人気を誇る蔵元がおススメする
地酒セットＢ
河武醸造株式会社
●弓形穂しずく・ＫＨ改多酸純米・柚子にごり酒 各720ｍｌ 1本入 計3本

KJ-02 常温19,000円

弓形穂しずくは、多気郡産酒造好適米弓形穂を100％使用し、米の旨味、柔らかな
吟醸香の優しさが特徴で、丸味とキレを楽しめる味わいです。2018「SAKE-
China」金賞受賞。
純米吟醸赤ラベルは、三重県産山田錦と五百万石を各々仕込んで常温熟成させる
ことにより、コメの旨味となめらかさを強調し、さらに相乗効果を狙ったお酒で
す。2018「SAKEserection」金賞受賞。
山廃仕込み純米酒は、まろやかな旨味と調和が楽しめ、天然乳酸菌育種仕込みで
コクのある風味をご堪能ください。2018「KURA MASTER」金賞、2018「IWC
ワインチャレンジ」銀賞受賞！

創業1857年地元で絶大な人気を誇る蔵元がおススメする
地酒セットＣ
河武醸造株式会社
●弓形穂しずく・純米吟醸赤ラベル・山廃仕込み純米酒 各1.8ℓ 1本入 計3本

KJ-03 常温35,000円

深
化
す
る
地
酒
「鉾
杉
」



清酒 彦左衛門＆須賀 夫婦のお酒セット
ふるさと屋
●純米酒（彦左衛門）1本・純米吟醸酒（須賀）1本 計2本

立梅用水創設功労者 彦左衛門の大きな足跡と妻 須賀の内助の功
をたたえるお酒ができました。西村彦左衛門からのれん分けを受け
た蔵元の六代目が夫婦愛をお酒に詰め込みました。山田錦などの酒
米をブレンドし、やや辛口な味わいとなっています。

10,000円 常温

老舗がお贈りする至極のほろよい鉾杉日本酒ケーキ
河武醸造株式会社
●鉾杉自慢の純米吟醸「弓形穂」をふんだんに使った特別な日本酒ケーキ（約280ｇ）

老舗菓子舗「谷常製菓」の協力のもと、日本酒香る「大人なスイーツ」が完
成しました。上品な食感で一口食べると日本酒の香りが口全体に広がるお酒
好きにはたまらない特別な日本酒ケーキです。

KJ-04 10,000円

創業1857年地元で絶大な人気を誇る蔵元がおススメする地酒セットＡ
河武醸造株式会社
●鉾杉特選吟醸酒720ｍｌ・ＫＨ改多酸純米酒500ｍｌ 計2本

鉾杉特選純米吟醸酒は三重県産山田錦と五百万石を各々仕込んでブレンドさせるこ
とにより、コメの旨味となめらかさを強調し、さらに相乗効果を強調したお酒です。
またKH改多酸純米酒は酸味と甘み、コクとなめらか感の調和がよく、炭酸で割ると
シャンパンのようなテイストに変身する今までにない食中酒です。

KJ-01 常温11,000円

常温

伊勢いも焼酎セット
多気ブックセンター
●伊勢いも焼酎 720ｍｌ 1本・大麦焼酎伊勢熊野
路 720ｍｌ 2本入 計3本

TB‐03 常温10,000円

福和蔵飲み比べギフト
井村屋株式会社
●福和蔵 純米酒300ｍｌ・純米吟醸300ｍｌ 計2本

純米酒は、米本来の旨味とふくよかな香りが感じられる口当たりやわらか
な深い味わいのお酒です。純米吟醸酒は、マスカットのような華やかな香
りとりんごのようなさわやかな酸味が広がります。 芳醇な香りとまろやか
な口当たりが調和したシャープで奥行き深い味わいです。

IM-01 8,000円 冷蔵

福和蔵では、三重の豊かな風土が育む、清らかな水と良質な酒米を使用し、テロワールに
根差した酒造りを行っています。
四季醸造にこだわり、鮮度のよいお酒を年間通じてお届けいたします。

創業150年を超える老舗同士の
奇跡のコラボが実現！

FS‐02



伊勢志摩サミットで食中酒として選ばれた酒屋八兵衛と新潟八海山の吟醸
粕をベースに、伊勢味噌・西京味噌・本味醂と無添加の調味料を厳選しブレ
ンドした助蔵秘伝の粕床。その粕床で二度漬けし、さらにまろやかで吟醸香
の化粧漬けで三度漬けをした品は、程よい酒粕の香りを纏い、旨さ引き立つ
粕漬に仕上りました。添加物を使用せず、天然醸造や発酵調味料を使用し
ており、安心してお召し上がりいただけます。
※一切れ一切れ丁寧に和紙ガーゼに包んである品もありますので、お召し
上がりの際は巻いてある和紙を取って水洗いせずに焼いてご賞味ください。

US‐04

20,000円

冷凍

US‐05

US‐06

鄙茅の彩りおこわ
株式会社うおすけ
●松阪牛おこわ、穴子おこわ、
桜海老おこわ(各60g) 各4個
※消費期限 発送日から90日

US‐07

肴

「2019ミシュランガイド愛知・岐阜・三重特別版」で料理の評価として一つ星、快適度は特に
快適で魅力的であると掲載された、多気町を流れる宮川を望む田園風景の中に佇む日本料理店
『鄙茅（ひなかや）』

20,000円 冷凍

冷凍

冷凍30,000円

ひなかや

1度は食べていただきたい！伊勢粕漬「助蔵」Ａ
株式会社うおすけ
●さわら75ｇ×2、トラウトサーモン75ｇ、カラスガレイ75ｇ
※消費期限 発送日から90日

1度は食べていただきたい！伊勢粕漬「助蔵」Ｂ
株式会社うおすけ
●銀だら70ｇ×2、甘鯛65ｇ×2、トラウトサーモン75ｇ×2
※消費期限 発送日から90日

1度は食べていただきたい！伊勢粕漬「助蔵」Ｃ
株式会社うおすけ
●銀だら70ｇ×4、甘鯛65ｇ×2、金目鯛75ｇ×2
※消費期限 発送日から90日

10,000円

鄙茅の美味菜食すり流し
株式会社うおすけ
●えびとトマト、カニとごぼう、ほうれん草、とうもろこし各180ml 各2個
※消費期限 発送日から90日

US‐10 20,000円 冷凍

ひなかや
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「鄙茅」料理長季節のおまかせお食事券（ペア）
株式会社うおすけ
●鄙茅季節の懐石料理 先付・煮物・造里・箸休・八寸・強肴・焼
物・御飯・菓子 2名様
・有効期限 発行日から1年間 US‐08 100,000円

「2019ミシュランガイド愛知・岐阜・三重特別版」で料理の評価として一つ
星、快適度は特に快適で魅力的であると掲載された、多気町を流れる宮川を
望む田園風景の中に佇む日本料理店『鄙茅（ひなかや）』
うおすけ創業150年の節目の2015年11月、清流を臨む絶景と溶け込む茅葺き
の中で、地元の食材にこだわったお料理と日常の喧騒から離れ、ゆったりと
お過ごしいただく時間をご提供したいとの想いから、伊勢宮川の里「鄙茅」
が誕生しました。
特別なお料理と時間、空間を、ぜひ大切な方とお過ごしください。
※お申し込み後、お食事券をお送りしますのでご予約をお願いします

ミシュラン一つ星

ひなかや



カラダヨロコブ天然酵母のにこぱんセットＡ
pokapoka酵母にこぱん
●食ぱん1斤 ・メロンぱん1個・カンパーニュ3種・お楽しみ1個

NP-01 常温 発送10月～6月

やっぱりＴＡＫＩ
ＳＷＥＥＴＳ

豊かな自然をいっぱいあびた酵母を使い、ココロもカラダも喜ぶ、
もっちりむっちりのにこぱんたちをお届けします。
※夏季（7～9月)の発送はできません。あらかじめご了承ください。

カラダヨロコブ天然酵母のにこぱんセットＢ
pokapoka酵母にこぱん
●食ぱん1～2斤 ・メロンぱん1個・カンパーニュ4種・旬のお楽しみほか

NP-02

11,000円

常温 発送10月～6月

季節の一期一会のおやつ
Oｙａｔｓｕｙａ+109
●季節のホールケーキ(直径12cm)、季節のクッキー(20g前後)5枚

※クッキー(80g前後を5～6種類)のみにもできますので、ご希
望の方はお申し込み時にその旨お知らせください。

OT-01 10,000円

発送10月～6月

常温

ばあちゃんがつくる昔ながらの干し柿・
干し芋・生あられセット
たっちゃん
●生あられ300ｇ×3袋・干し柿100ｇ×3袋・干し芋140ｇ×3袋
※消費期限 発送日から15日

TC-01 10,000円 常温 発送 11月中旬～3月中旬

金川珈琲オリジナルブレンドセット
金川珈琲
●珈琲豆（VA mix、F mix、アイスコーヒー）各200ｇ×3

KC-01 常温10,000円

22,000円

コーヒーカップ
土の器 GALLERY
LISTEN
●コーヒーカップ１個

GL-01 10,000円

「呉須」八面コーヒーカップ
いろは窯
●コーヒーカップ１個
サイズ：（直径）約8.5ｃｍ×（高さ）約8ｃｍ

IG-01 10,000円



炊飯器でつくる米粉のたきぱんセット
元丈の館
●製菓・パン用米粉2袋各300g・米粉のパンケーキミックス8袋各126g(プレーン×4、青じそ、
ゴーヤ、ゆず、かぼちゃ等季節の野菜果物の乾燥粉末をミックスしたもの4袋)

米粉ともち米粉を主原料としており、牛乳、卵を使って炊飯器で簡単にパンケーキ
を作ったり、ワッフルメーカーでワッフルを焼くこともできます。

GJ-03 10,000円 常温

2001年に「全国創作お菓子」で金賞受賞！

全国創作お菓子金賞受賞！しいたけせんべい
ふれあいの館
●しいたけせんべい15枚入、煎切85ｇ×2

FY-01 常温

グルテンフリー！米粉と米粉のパンケーキミックスセット
ふるさと屋
●米粉300g・米粉パンケーキミックス（プレーン2袋・季節野菜果物ミックス2袋 各126ｇ×2袋）

地元産の米100％で米粉と米粉のパンケーキミックスをつくりました。

FS-01 10,000円

伊勢いもカステラセット
Pâtisserie Aile
●伊勢芋カステラ5個・伊勢芋カステラ(みそ味)5個・
伊勢茶パウンド3個・きなこパウンド3個
※消費期限 発送から10日

AL-01 10,000円 常温 発送4月～11月

6,000円

常温

柿ＤＥジェラート 農家の休日
中村農園
●100ｍｌ・柿ミルク味3個・柿チーズミルク味3個・柿塩ミルク味2個 計8個

NN-01 10,000円 冷凍 限定100セット

柿とお米のジェラート
中村農園
●100ｍｌ・柿ミルク味2個・柿チーズミルク味2個・柿塩ミルク味2個
お米ジェラート米ミルク味(酒粕入) 100ml×２個 計8個
人気の柿ジェラートに、当農園で栽培した新米コシヒカリのつぶつぶ感と酒粕の
甘さを使った新触感のジェラートを追加しました

NN-04 10,000円 冷凍 限定50セット

柿のマドレーヌとみかんのジャムケーキ
ごかつら池ふるさと村
●柿マドレーヌ27ｇ×5 みかんのジャムケーキ36ｇ×5
※消費期限 発送から２週間

GF-11 常温8,000円

発送9月以降



シャープ製不織布マスク
クリスタルマスク子どもサイズ 15枚入
●不織布マスク15枚入
マスクサイズ約78mm × 175mm（折りたたみ時）

御山杉染め 富久紗（ふくさ）
有限会社すかや呉服店
●袱紗 1枚 絹100％ 33㎝×33㎝

御山杉（みやますぎ）とは、伊勢神宮の聖地内にある樹齢500年以上の神宮杉で自然災害
などで朽ちてしまった杉だけが名を変え市場に姿を現すものです。その杉は全国の銘木の
中でも最高級品として取引されます。今回、この稀有な御山杉を下染めの原料とし、丹後
ちりめんに染め、袱紗を制作いたしました。

SG-01 20,000円

日
々
の

モ
ノ

※お好みの品を選品していただくため、サンプルをお送りし、
お電話等でご連絡させていただきますので、ご了承ください。
※納期は商品選品後、約60日となります。

創業天保11年。以来、170余年に渡り、
呉服店として親しまれてきました。

御山杉染め 色無地きもの「別誂え染め+別誂え仕立て」
有限会社すかや呉服店
●色無地きもの（胴裏、八掛付き） 500,000円

国産アルコールハンドジェル
「エプールA」470ｍｌ
万協製薬株式会社
●薬用アルコールハンドジェル「エプール
A」470ｍｌ
ヒアルロン酸配合で手肌が荒れにくく、すぐ
に手になじんでベタつかない

BK-04 8,000円5,000円 BK-05

国産アルコール除菌剤
「エプールAL65」500ｍｌ
×2本
万協製薬株式会社
●食品添加物エタノール製剤アルコール除
菌剤「エプールAL65」500ｍｌ×2本

SH-09 6,600円

シャープ製不織布マスク クリスタルマスク
大きめサイズ 抗菌タイプ 15枚入
シャープ株式会社
●不織布マスク15枚入 マスクサイズ約85mm × 230mm（折りたたみ時）

安心の国産
SH-08 6,600円

SG-02

日本ものづくり大賞受賞！まごころシリーズ化粧品A
万協製薬株式会社
●ゆず香るまごころhoneyクリーム(50g)1本・
まごころ化粧水 希(200ml)1本・
まごころ乳液 こまめ(100g) 1本※全商品パッチテスト済み

伊勢茶から抽出したエキスを配合（保湿成分）し、その他お肌に潤いを与える
成分を数多く配合しています。ネーミングやパッケージデザインなど高校生が
全てをプロデュースした商品です。（売り上げの一部が高校に還元されます）

BK-01 10,000円

※シャープ製マスクは他の種類、サイズもご用意が
ございます



日
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まぁーるい桜のデザート皿と桜のフォークのセット
ku-kai221
●皿（直径約180mm・厚20mm） 約172ｇ
フォーク（長さ約150mm×幅20mm） 約5ｇ

KK-01 10,000円

縁起物「網目紋」飯茶碗 大
いろは窯
●飯碗 口径約12㎝×高さ約5.5㎝

IG-03

キハダの彫り皿
ku-kai221
●皿（縦150mm×横400mm×厚23mm） 約380ｇ
水に強いキハダの長皿で、1点盛りだけでなく、3～4点盛りなどにも
お使いいただけます。

KK-03

オール国産材の室内用バイクラック“kirin“
株式会社地域資源バンクNIU
●組立キット一式

※完成時の寸法：高150cm×幅40cm×奥行45cm ※重量：約6㎏

CB-01 110,000円

30,000円

木目が美しい栂（つが）の木トレイ皿
ku-kai221
●皿（直径約220mm・厚20mm） 約175ｇ

KK-02 10,000円

JU-01

国産材の木のおもちゃ（くるま）
什工房
●約70ｇ（長約100mm・幅約48mm）
安心の自然素材オイル仕上げ

13,000円

JU-02

国産材の木のおもちゃ（つみき）
什工房
●約1.2kg（縦横約275mm・高約26mm）無塗装仕上げ

23,000円

10,000円

縁起物「唐草紋」中鉢
いろは窯
●飯碗 口径約14㎝×高さ約4.5㎝

IG-05 10,000円



【愛犬用】伊勢の鹿レギュラージャーキー3点セット
元丈の館
●鹿肉100％ジャーキーレギュラー 40g ×3

GJ-04 常温

猟師が仕留めて猟師がつくった多気町産鹿肉100％使用！

10,000円

【愛犬用】伊勢の鹿ジャーキーお試しセット
元丈の館
●鹿肉100％ジャーキーレギュラー 40g ・
スティック 40g・ふりかけフレーク30ｇ

GJ-05 常温10,000円

【愛犬用】伊勢の鹿ジャーキースペシャルセット
元丈の館
●鹿肉100％缶入り薄切りレギュラージャーキー 80g
スティック40ｇ・猟師手ぬぐい

15,000円GJ-06

常温



町内にお家やお墓を
お持ちの方へ・・

様々なご事情により、なかなか帰省できず、多気町内にあるお墓が気になっている方に代わり、墓石、
墓地の清掃・草刈など、基本的なお墓の掃除のお手伝いをいたします。
しきびと線香をあげさせていただき、作業前後の写真をお送りします。
※対象は多気町内にあるお墓に限ります。
※場所の確認等事前の調整が必要ですので、少なくとも実施希望日の１カ月前にはお申込みください。
※ご入金確認後、事前調整のため、本サービス提供事業者である多気町シルバー人材センターより電
話やメール等でご連絡させていただきます。

お墓掃除のお手伝い
多気町シルバー人材センター
●墓掃除 1回/年

SJ-02 20,000円

ご実家などが空き家になり、遠方のため訪れることができず心配されておられる方のために、年２回、
空き家の見守りをいたします。
建物や庭木、雑草等を目視で確認し、状況写真を添付した報告書をお送りします。
※対象は多気町内にある家屋等に限ります。
※場所の確認等事前の調整が必要ですので、少なくとも実施希望日の１カ月前にはお申込みください。
※ご入金確認後、事前調整のため、本サービス提供事業者である多気町シルバー人材センターより電話
やメール等でご連絡させていただきます。

空き家の見守り
多気町シルバー人材センター
●空き家の見回り 2回/年

SJ-01 10,000円
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築180年の古民家で寛ぐ一泊二日（ペア）
つじ屋
●一泊二日の宿泊（夕・朝食付き）

築180年の古民家を伝統工法で修繕し、農家民宿として2015年に開業。主人は神奈川県出身で先祖代々の農家。
持続可能で自給的な暮らしを目指し、多気町に移住、今年で6年目になります。木と土と石が生み出すどこか懐
かしい空間に寛ぎにいらしてください。直焚き薪風呂が自慢です。お食事は無農薬で自家栽培している米、卵と
旬の地場野菜、肉、近海の魚介を使って、化学的な添加物のない調味料を使い、丁寧に調理しています。天日干
しした米を土かまどで炊いたご飯は何より好評です。ほかにも、そば打ち体験、ハイキング、サイクリングツ
アー等もご案内できます(有料のものもあります)。お伊勢参りや熊野古道の旅の足掛かりにもおススメです。
※お申し込み後、事業者から連絡いたしますので、ご希望の日程をお伝えください。
※1日1組限定のため気兼ねなくご自宅のように寛いでいだけます。
※召し上がらない食材がございましたら対応しますので、お気軽にご相談ください。
※お子様やお友達をご同伴の場合、現地にて追加料金をいただきます。
※※4/29-5/8、12/21－1/13の間はご予約いただくことができません。予めご了承ください。

TJ-01 有効期限 発行日から1年間105,000円
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【東京日本橋三重テラス】海の幸！山の幸！食の宝庫三重を
味わい尽くす「美し国 堪能コース」（ペア）
アクアプランネット
●ご入金確認後、提供事業者よりお食事券をお送りします

三重テラスレストラン 〒103-0022 
東京都中央区日本橋室町2-4-1 浮世小路千疋屋ビル
「YUITO ANNEX」1F Tel:03-5542-1030

こんな時だからこそ、
大切なあの人と

AP-20

詳細はお問い合わせください

※料理はイメージです

※料理はイメージです

【新宿高島屋 伊勢角屋麦酒】海の幸！山の幸！食の宝庫三
重を味わい尽くす「美し国 堪能コース」（ペア）
アクアプランネット
●ご入金確認後、提供事業者よりお食事券をお送りします

伊勢角屋新宿店 〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2新宿タカシマヤタイムズスクエア14F
Tel:03-5361-1940

AP-30

※料理はイメージです

【東京丸の内Cantinetta BUZZ】海の幸！山の幸！食の宝庫
三重を味わい尽くす「美し国 堪能コース」（ペア）
アクアプランネット
●ご入金確認後、提供事業者よりお食事券をお送りします

Cantinetta BUZZ 〒100-6390
東京都千代田区丸の内2-4-1丸の内ビルディング 5階
TEL : 03-6269-9155

AP-60

AP-21

AP-61
詳細はお問い合わせください

詳細はお問い合わせください



【東京丸の内 Antwerp Central】海の幸！山の幸！食の宝庫
三重を味わい尽くす「美し国 堪能コース」（ペア）
アクアプランネット
●ご入金確認後、提供事業者よりお食事券をお送りします

ベルギービール専門店「Antwerp Central」にてご提供する、三重の食材をふんだんに
使用した、三重尽くしベルギー×フレンチのフルコース（ペア）
Belgian Brasserie Court Antwerp Central
〒100-6490
東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル“TOKIA”B1F
Tel:03-5288-7370

特別なひとときを・・

AP-70

※料理はイメージです

※料理はイメージです

【阪急うめだ本店 il desiderio ORTAGGIO】海の幸！山の

幸！食の宝庫三重を味わい尽くす「美し国 堪能コース」
（ペア）
アクアプランネット
●ご入金確認後、提供事業者よりお食事券をお送りします

il desiderio ORTAGGIO 阪急うめだ本店
〒530-0017
大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 12F
Tel:06-6313-1526

AP-50

※料理はイメージです

【名古屋栄ヒロバス TOKYO MERCARTO】海の幸！山の幸！
食の宝庫三重を味わい尽くす「美し国 堪能コース」（ペア）
アクアプランネット
●ご入金確認後、提供事業者よりお食事券をお送りします

TOKYO MERCART ミツコシヒロバス
〒460-8669
愛知県名古屋市中区栄３－５－１０ Tel:052-269-1112

AP-40

AP-71

詳細はお問い合わせください

詳細はお問い合わせください

詳細はお問い合わせください



極上の農村おせち
有限会社せいわの里 まめや
●縦220mm横220mm高さ130mm（2段重）

農村文化の次世代継承の想いのもと、平成15年に設立された「まめや」。
農村で採れる旬の野菜と豆類を中心としたどこか懐かしい農村の極上おせち
で、新たな年をお祝いいただければ幸いです。

SM-01 お届け12月31日
※交通の状況によっては遅
くなる場合もあります

50,000円 冷蔵

限定30セット

SS-70

お
せ
ち
料
理

お正月おせち 三重の宝箱 三段
アクアプランネット（三重テラス）
●6.5寸 三段重（3～4名分 29品）
三重の特産品を織り交ぜた三重尽くし御節重箱
東京日本橋三重テラスレストランシェフが手がける本格イタリアンの
調理法を取り入れた和洋折衷「三重の宝箱」となっております。
大切な方の健康と幸せを願って、新たな一年を迎えください。
※写真はイメージです。
※商品が届きましたら、すぐに冷蔵庫にて保管してください。
※食材、調理法は天候等の状況により異なる場合がございます。
※配送先は、北海道、九州、沖縄、離島を除きます。
※時間指定はできません。予めご了承ください。

AP-02 発送12月30日冷蔵詳細はお問い合わせください

松阪牛贅沢食べ比べオードブル
瀬古食品（霜ふり本舗）
●赤身肉ローストビーフ120ｇ・上ロース肉ローストビーフの西京味噌
漬け80ｇ・バラ肉ローストビーフの醤油漬け80ｇ・塩レモン30ｇ
内寸縦189×横187×深151（6寸）

※写真はイメージです。
※交通の状況等により遅れる可能性もあります。ご了承ください。

通年発送60,000円 冷凍

相可高校調理クラブ 伝統の「特製おせち」
三重県立相可高校調理クラブ「まごの店」
●二段重

和食の基本技術が詰まったおせちは、3年かけて完成させるプ
ロジェクトとして、調理クラブ創設当初より取り組んでいます。
年末の4日間、部員全員でつくるおせちは、化学調味料を一切
使用せず昔ながらの調理法で仕上げます。
このおせちづくりは、3年生から後輩たちに学んだ知識や技術
を伝える機会になっており、その全てを伝え終えた3年生は、
おせちの完成をもって卒団していきます。
3年間の集大成ともいえる相可高校のおせち。
このおせちこそ、調理クラブの伝統です。



日本初！
高校生レストラン
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MG-01 11,000円

多気町にある三重県立相可高校調理クラブの生徒が運営
する高校生レストラン「まごの店」。料理の道を歩くと
決めた若者達のひたむきな姿と、国内外で高い評価を受
けるその技と味を是非、体感してみてください。

有効期間 発行日から1年間

出張高校生レストラン IN 三重テラス（東京：日本橋）

生徒たちは長期休暇を利用し、出張高校生レストランを開店します。
東京日本橋にある三重県のアンテナショップ三重テラスのレストランにて、ランチ
タイム限定で営業させていただきます。
メニューは多気町産ならびに三重県産食材をふんだんに使ったスペシャルランチメ
ニューをご用意します。
担当教諭の豊富な知識に裏付けされた軽快なおしゃべりと、総勢60数名の部員の中
から選ばれし生徒たちがこの日のために磨いてきた技を披露させていただきます。

三重テラス（東京日本橋）

開催日等詳細は、本町掲載の各ふるさと納税専用サイ
ト等をご確認ください

新型コロナウイルス感染症対策のため、
高校生レストランは完全予約制とさせ
ていただきます。相可高校ホームペー
ジからご予約いただけます。

高校生レストランからお贈りする
松阪牛のローストビーフ
三重県立相可高校調理クラブ「まごの店」
●松阪牛赤身ローストビーフ200ｇ×2（和風照り焼き
ソース、バジルソース）

MG-03 20,000円

高校生レストラン「まごの店」ペアお食事券
三重県立相可高校調理クラブ「まごの店」
●まごの店食事券2名分

冷凍



生まれ育ったふるさとや、ゆかりのある地域を応援したい気持ちに応える「ふるさと納税」。
選んだ自治体に寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、翌年の
所得税と住民税から一定額が控除されます。

所得税・住民税から控除を受けるためには、原則として翌年に確定申告を行う必要があり
ます。確定申告の不要な給与所得者等については、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体
以内である場合に限り、寄附した自治体に申請することで確定申告が不要になります（ふ
るさと納税ワンストップ特例制度）。
※実際に控除が適用される金額は、収入や他の控除によって異なります。詳しくはお住い
の市区町村にお問い合わせください。

税の控除を受けるには・・

ワンストップ特例制度について・・

確定申告の不要な方等が寄附した場合、寄附先の自治体にワンストップ特例の申請書を提
出すると、税の申告手続きが簡素化されます。お住まいの市区町村に通知され、翌年6月以
降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。

ふるさと納税 手続きの流れ

１ ネットで寄附決済（クレジットカードや電子マネーの利用も可）

上記のふるさと納税ポータルサイトから、寄附のお申込みと決済をすることができます。

２ FAX、郵送、メールでのお申込み

◎FAX：0598-38-1140 ◎郵送：〒519-2181 三重県多気郡多気町相可1600番地

多気町役場ふるさと納税担当 ◎メール：furusato@town.mie-taki.lg.jp

お申込み方法

縁なくても
OK！

使い道を指定
可！

返礼品が届く税金控除

①お申
込み

②寄附
金の払
い込み

③寄附金受
領証明書及
び返礼品の
お届け

④確定申告、
もしくはワン
ストップ特例
申請をお忘れ

なく！

税
の
控
除
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日本最大級の商業リゾート施設 VISON [ヴィソン] 
公式ギフト券（3,000円分）
多気ヴィソン
●VISON内のホテル、温浴施設、飲食店舗、物販店舗など全店舗で利用可能なギフト券
3,000円分

食と健康をテーマにした、

グランドオープン

VT-01

170,000円

10,000円

（10,000円分）
多気ヴィソン
●VISON内の全店舗で利用可能なギフト券10,000円分

VT-02 34,000円 （50,000円分）
多気ヴィソン
●VISON内の全店舗で利用可能なギフト券50,000円分

VT-03



国内最大級複合リゾート
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■留意事項
本券は、VISON内のホテル、温浴施設、飲食店舗、物販店舗など全店舗でご利
用いただけます。
※ホテル内のクリニックではご使用いただけません。
本券は、発行日より6カ月間有効です。
本券は、おつりは出ませんのでご注意ください。
現地決済でのみご利用可能です。事前決済プランには対応いたしておりません。
一回のご利用枚数に制限はありません。
ご利用の際、本券を必ずご持参いただきレジスタッフへお渡しください。
本券は、現金・新券・他券とのお引換えはお受けいたしておりません。
本券は、いかなる理由においても、払い戻しや再発行はできません。

340,000円

（100,000円分）
多気ヴィソン
●VISON内の全店舗で利用可
能なギフト券100,000円分

VT-04
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世界かんがい施設遺産・国登録記念物
「立梅用水」



道の写真
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広 域 観 光 情 報

伊勢神宮（伊勢市）

およそ2000年前、垂仁天皇の御代か
ら五十鈴川のほとりに鎮まります皇
大神宮は、天照大御神をお祀りして
います。
内宮の入口である宇治橋をわたり、
玉砂利を敷き詰めた長い参道を進む
とそこは神域。「心のふるさと」と
称される日本の原風景が広がります。

三重県の中心に位置する多気町周辺は松阪市・伊勢市をはじめとした食と観光の宝庫。
文化遺産から自然遺産まで、一度では回り切れない魅力にあふれた地域です。
ここでは、少しだけ周辺の観光情報をご紹介させていただきます。

Verde（大台町）

Verdeとはスペイン語で「緑」
の意。SUPをはじめ登山、サイ
クリングなど魅力的なアウトド
イベントを提供しています。地
元に精通したガイド・インスト
ラクターがお待ちしています。

豪商のまち（松阪市）
江戸時代になると、「伊勢国」
松阪はお伊勢参りの旅人が行き
交う街道沿いの宿場町として、
また商人の町として大きく発展。
日本一の大商人として名を馳せ
た三井グループの祖・三井高利
をはじめ、小津、長谷川など多
くの豪商が台頭しました。

鳥羽水族館（鳥羽市）

飼育種類数、日本一！！
約1,200種3万点もの海や川の生きもの
を飼育している鳥羽水族館。
特に日本で唯一飼育しているジュゴン
は必見です。

2015年3月には開館60周年を記念して体
験型新ゾーン「奇跡の森」がOPEN！

伊勢市

松阪市

鳥羽市

大台町
大紀町

伊勢シーパラダイス（伊勢市）

縁結びの地としても名高い「夫婦

岩」のすぐ近くにある「伊勢シーパ

ラダイス」。「距離感ゼロ」をコン

セプトに、海の生物と直接触れ合う

ことができる水族館として注目を集

める人気のスポットです。 55



ACCESS

た： 名古屋から
【名古屋西JCT ⇒ 勢和多気IC】
約1時間30分（約110km）

き： 大阪、関西方面から
【草津JCT ⇒ 勢和多気IC】
約1時間50分（約135km）
【天理IC ⇒ 勢和多気IC】
約1時間30分（約130km）
【松原JCT ⇒ 勢和多気IC】
約2時間（約170km）

に： 伊勢市から
高速道路利用 【伊勢西IC ⇒ 勢和多気IC】
約25分（約23km）

一般道利用 約35分（約22km）

き： 近鉄
【大阪難波駅 ⇒ 松阪駅】 約1時間40分
【名古屋駅 ⇒ 松阪駅】 約1時間10分
※松阪駅から多気町まで車で約20分です。

て： JR東海
快速みえ【名古屋駅 ⇒ 多気駅】
直通 約1時間20分

在来線 【松阪駅 ⇒ 多気駅】 約10分
※名古屋から多気往復大人2名様の場合、特ダネ4枚
きっぷがお得です。

農林商工課
519-2181 三重県多気郡多気町相可1600
℡ 0598-38-1117 FAX 0598-38-1140
furusato＠town.mie-taki.lg.jp


