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石川県 白山市

＜特別栽培米＞
千代の里5kg【1019087】

10,000円

特別栽培米〔千代の里〕とは、石川
県白山市(旧松任地区)生産者が丹精
込め作っているお米です。おいしい
お米を作るために牛糞もみがらを肥
料として使い、一般米に比べて農薬
は半分以下しか使っていないこだわ
りのコシヒカリ100%のおいしいお米
です。輝くようなツヤと食…

やまだ農場の鳥越こしひかり5kg
白米【1019155】

10,000円

「鳥越こしひかり」は美味しいお米
ができる条件を備えた白山の麓、旧
鳥越村で「鳥越こしひかり」に適し
た水田を選んで、生産量を限定して
育てたお米です。中山間地のため稲
の成長は遅く、お米の粒は小さいの
が特徴です。ちょっと小さい米粒に
は旨味はぎゅっと詰まって…

やまだ農場の鳥越こしひかり10kg(5
kg×2パック)白米【1019156】

20,000円

「鳥越こしひかり」は美味しいお米
ができる条件を備えた白山の麓、旧
鳥越村で「鳥越こしひかり」に適し
た水田を選んで、生産量を限定して
育てたお米です。中山間地のため稲
の成長は遅く、お米の粒は小さいの
が特徴です。ちょっと小さい米粒に
は旨味はぎゅっと詰まって…

やまだ農場の鳥越こしひかり20kg(5
kg×4パック)白米【1019157】

40,000円

「鳥越こしひかり」は美味しいお米
ができる条件を備えた白山の麓、旧
鳥越村で「鳥越こしひかり」に適し
た水田を選んで、生産量を限定して
育てたお米です。中山間地のため稲
の成長は遅く、お米の粒は小さいの
が特徴です。ちょっと小さい米粒に
は旨味はぎゅっと詰まって…

牛首紬　札入れ　【1019260】

70,000円

牛首紬の生地を利用した札入れは、
落ち着いた色合いと縞柄が使う人と
見る人にお洒落な印象を与えてくれ
ます。本革を内側に使用し、紬生地
の肌触りが良く軽さもあり高級感も
合わせ持っています。■生産者の声
牛首紬の工程は糸づくりから反物に
なるまで約20工程ございます…

どじょう蒲焼き【1019274】

10,000円

どじょうの蒲焼きは、金沢市や高岡
市など加賀百万石の領地では昔から
夏場のスタミナ食として食べられて
いました。万人が好むやわらかな醤
油たれ味で、ビール・日本酒等の酒
類のつまみとしても最高です。■生
産者の声(株)英屋の吉野養殖場にて
霊峰白山の伏流水で育てたど…

スミヤの自家製焼豚【1019275】

10,000円

国産豚肉を石川県の大野醤油を使っ
て甘めに仕上げ、豚肉の旨味がまじ
った煮汁をタレとしてお付けしてお
ります。肉の性質上、中に黒い斑点
がある場合がありますが品質に問題
はございません。安心してお召し上
がりくださいませ。■生産者の声昭
和35年、先代が皆様に愛され…

watayuki12個入り【1019294】

10,000円

石川県産のコシヒカリだけを使った
、ふわふわの生地にコクのある生ク
リームがたっぷりはいっています。
米粉ならではのしっとり感と、まる
で雪のような口どけをお楽しみくだ
さい。■生産者の声米粉をよく知る
、和菓子屋が作ったロールケーキで
す。ふんわり作るのにとても…

りんごの花、かぼちゃパイセット【
1019295】

10,000円

国産のりんごを丸ごとカステラとパ
イで包み、芯にはレーズンをいれて
あります。　かぼちゃパイは、北海
道産のカボチャを使用した自家製餡
をパイで包み香ばしく焼き上げてあ
ります。■生産者の声リピーターが
非常に多い品です。提供元鶴屋仁三
郎【容量】■内容量・りんご…

加賀の里15個入り【1019384】

10,000円

(社)石川県観光連盟推奨土産品　に
認定されたバターの香りが芳醇な栗
、くるみを使用したバターカステラ
です。■生産者の声(社)石川県観光
連盟推奨土産品に認定されたバター
の香りが芳醇な栗、くるみを使用し
たバターカステラです。地元に愛さ
れて約40年、和菓子職人が作…

《白山鶴来の恵み》
稲ほ舎の銀のとんぼ
白米5kg【1019569】

10,000円

稲ほ舎とは、カエルやトンボと一緒
に育った稲穂から一杯のしあわせと
ひとつぶの大切さを届ける農家の作
ったお米のお店です。稲作が盛んな
北陸の石川県の中でも、日本三霊山
に数えられる霊峰白山のお膝元、長
い年月をかけてもたらさせる白山の
伏流水に恵まれた地域。白…

《白山鶴来の恵み》
稲ほ舎の銀のどじょう
玄米5kg【1019570】

10,000円

稲ほ舎とは、カエルやトンボと一緒
に育った稲穂から一杯のしあわせと
ひとつぶの大切さを届ける農家の作
ったお米のお店です。稲作が盛んな
北陸の石川県の中でも、日本三霊山
に数えられる霊峰白山のお膝元、長
い年月をかけてもたらさせる白山の
伏流水に恵まれた地域。白…
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石川県　白山市

＜白山の地酒＞萬歳楽のこだわり《
小豆屋甚兵衛》【1019633】

60,000円

能登杜氏「家　修(いえ
おさむ)」が厳冬の冬に「森の吟醸
蔵　白山」にて精魂込めて醸しまし
た。日本一の酒米「山田錦」(特別A
-A地区の兵庫県三木市口吉川大島地
区産)を丁寧に造った麹、自社酵母
と霊峰白山の伏流水で仕込み、高品
質の「中取り」だけを瓶詰した特別
限定の純米大吟醸酒です。花のよう
な香りと幾層にも重なった絶妙な味
わいをゆっくりとお楽しみ下さい。
提供元白山野々市酒販協同…

白山堅豆腐カレー
5個入【1019676】

10,000円

白山麓には昔から縄で縛っても崩れ
ないほど堅い堅豆腐があり、一般の
豆腐よりはるかに多い大豆を使って
作られており山村の貴重なタンパク
源でした。この豆腐と豆乳をふんだ
んに使った白いベジタブルカレーで
す。■生産者の声石川県の白山麓に
は、縄で結わえても崩れないほど堅
い「堅豆腐」があります。一般的な
絹豆腐よりもはるかに多い大豆を使
う滋味深い豆腐です。「白山堅豆腐
カレー」は、こ…

白山米粉フローズンドーナツ詰め合
わせ20個【1019708】

11,000円

常温で解凍してお召し上がりいただ
くのもいいですが、クレープ　ラ・
フェスタ独自の形状により「フロー
ズンドーナツ」として、冷凍庫から
そのまま「サクッ」とお召し上がり
になられることもお勧めいたします
。■生産者の声白山市吉野のクレー
プ専門店「ラ・フェスタ」監修によ
る金沢市のドーナツ専門店「つなぎ
や」製造のフローズンドーナツです
。白山の米粉と白山の伏流水にこだ
わった手作りド…

＜圓八＞羊羹詰合せ
5本入【1022683】

10,000円

極上羊羹　紫雲は特選の小豆を贅沢
なまでに皮をむき、あく抜きして炊
き上げた「皮むき餡」を使用してい
ます。阿ん古羊羹は、圓八あんころ
餅のあんこを使用したやさしい味の
羊羹です。■注意事項/その他・賞
味期限は約2ヶ月ございますが、お
早めにお召し上がりください。・お
申し込みから1週間程度でお届け致
しますが、休日等が重なった場合2
週間程度頂く場合がございます。提
供元圓八【容量】■…

加賀獅子頭【1027460】

37,000円

加賀獅子頭は魔除け厄除けの守り神
として飾られてきました。また、縁
起物としてお祝いなどにも飾られて
おります。■生産者の声この道20年
以上の職人が一彫一彫に心を込めて
作り上げる逸品です。提供元加賀獅
子頭　知田工房【容量】■内容量/
原産地加賀獅子頭(幅13cm×高さ7.5
cm×奥行き7cm)〔白山市〕■原材料
・成分地元白山麓の桐

のどぐろ・ぶり加賀味噌漬け【1028
980】

20,000円

米糀をたっぷり使った加賀の白みそ
でのどぐろとぶりを漬けた詰合せで
す。味噌を漬けたままアルミホイル
に包み中火で焼いていただければ味
噌の甘あっさりした味が引き立ちま
す。お好みでシイタケやシメジとい
ったキノコ類と一緒に焼いてくださ
い。提供元錢福屋【容量】■内容量
/加工地・のどぐろ加賀味噌漬け
2尾・ぶり加賀味噌漬け　3切(加工
地/白山市)■原材料のどぐろ(国産
又は韓国産)、ぶり(…

銀たら・ぶり加賀味噌漬け(6切入)
【1029605】

20,000円

米糀をたっぷり使った加賀の白みそ
で銀たらとぶりを漬けた詰合せです
。味噌を漬けたままアルミホイルに
包み中火で焼いていただければ味噌
の甘あっさりした味が引き立ちます
。お好みでシイタケやシメジといっ
たキノコ類と一緒に焼いてください
。提供元錢福屋【容量】■内容量/
加工地銀たら加賀味噌漬け
3切ぶり加賀味噌漬け　3切(加工地/
白山市)■原材料銀たら(アメリカ産
)、ぶり(国産)、味噌調…

六星
斗棒餅・切餅セット【1035404】

10,000円

原材料のもち米は、六星自家栽培の
白山もち米を100%使用しています。
白山麓の伏流水と少量の塩を加え、
昔ながらに杵でつき上げました。シ
ンプルな切餅。ふっくら香ばしい黒
豆のお餅。香り豊かなよもぎ餅。豆
がたっぷり入った豆板餅。六星の餅
がたっぷり味わえます。軽く塩味が
ついていますので、まずは焼いてそ
のまま素材の味をお楽しみください
。■注意事項/その他※画像はイメ
ージです。※なま…

六星　特上米こしひかり白米
10kg(5kg袋×2)【1035405】

30,000円

株式会社六星は、日本三大名山のひ
とつ白山のふもとで、40年間生産を
行っている農業法人です。苗づくり
から収穫まで行っているのは20～30
歳代の若いスタッフたちです。有機
肥料100%使用・栽培期間中農薬を全
く使用せずに育てたこだわりのこし
ひかり。苗づくりから行い、一から
丁寧に育てたお米です。霊峰白山か
らの豊富な伏流水、しっかり作られ
た土、細かな成長管理ですくすくと
元気に育てま…

六星　六星米こしひかり白米25kg(5
kg袋×5)【1035406】

50,000円

有機肥料を99%使用し農薬を70%減ら
して栽培した特別栽培米の六星米こ
しひかりです。株式会社六星は、日
本三大名山のひとつ白山のふもとで
、40年間生産を行っている農業法人
です。苗づくりから収穫まで行って
いるのは20～30歳代の若いスタッフ
たちです。できる限り農薬や化学肥
料に頼らずに育てた六星自慢のこし
ひかりです。■注意事項/その他※
画像はイメージです。実際にお届け
する内容とは異な…

[白山の地酒]　GI白山認定酒大吟醸
呑み比べセット【1035486】

40,000円

3つの大吟醸を味わってみませんか
。・天狗舞純米大吟醸:ふくよかな
吟醸香と芳醇な味わいの純米大吟醸
酒です。・手取川大吟醸名流:麹、
掛米共に山田錦を使用。瓶火入れ後
低温貯蔵庫で1年以上瓶熟成させた
大吟醸。非常に繊細でまろやかな味
わいです。・萬歳楽白山純米大吟醸
:吟醸酒専用の「森の吟醸蔵」で、
高い品質を求めて造る白山。秘伝酵
母と磨かれた技が醸し出した華やか
な香りと味わいをお…

[白山の地酒]　五蔵＜高砂・菊姫・
萬歳楽・天狗舞・手取川＞
呑み比べセット　B【1035487】

40,000円

五つの蔵の味を呑み比べ、お楽しみ
ください。・高砂大吟醸兼六正宗:
なめらかな口当たりとバランスの良
い爽快な味わいの大吟醸です。山田
錦から引き出された華やかな吟醸香
が旨味をさらに引き立てます。霊峰
白山の香りを含んだ湧水の味を想わ
せる、蔵元お勧めの大吟醸です。・
菊姫加陽菊酒:「大吟醸」の世界を
、親しみやすい味と価格で実現して
います。適度な熟成により、まろや
かで深みと落ち…
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石川県　白山市

[白山の地酒]
蔵自慢の熟成酒セット
B【1035489】

40,000円

2つの大吟醸の味をお楽しみくださ
い。・高砂大吟醸大河:厳選された
山田錦を100%使い、熟練した杜氏が
醸した大吟醸です。加圧圧搾する前
に流れ出る「あらばしり」のみを使
用した一滴一滴はまさに黄金の雫。
酒通をうならせる酒の芸術品です。
・菊姫B.Y.大吟醸:この大吟醸は若
さを楽しんでいただけるように、出
来たばかりの大吟醸を若いまま瓶詰
めしました。華やかな香りと軽快か
つフレッシュな味…

＜松任のこしひかり＞あさがお娘
10kg【1037361】

15,000円

石川県白山市(旧松任地区産)で収穫
されたコシヒカリ100%です。玄米は
、JAのカントリ-エレベーターから
出荷されてますので、安心して召し
上がっていただけます。土づくりか
らこだわり、白山を源流とする清ら
かな生産しているので、輝くような
ツヤと食欲をそそる香り、もっちり
ふくよかな食感、噛めば噛むほど甘
味が広がります。■注意事項/その
他・直射日光をさけて、涼しい場所
に保管してくださ…

白山麓産ラベンダーの精油と芳香蒸
留水【1037362】

10,000円

白山麓・獅子吼の棚田で、除草剤や
科学肥料を使用せずに丁寧に栽培し
たラベンダーの精油と芳香蒸留水の
セットです。精油はラベンダーの花
穂を蒸留抽出した100%天然で、ラベ
ンダーの有効成分が高濃度に含まれ
、爽やかな香りが特徴です。芳香蒸
留水はラベンダーの精油と同時に抽
出される水溶液で、有効成分を微量
に含むため、希釈せずにそのまま手
軽に利用でき、ほんのりしたラベン
ダーに若草が…

香りまとい人
加賀手毬【1037363】

15,000円

白山麓産ラベンダーの精油を伝統美
あふれる加賀手毬のペンダントヘッ
ドに忍ばせると、胸元は香りにつつ
まれ、ラベンダーの香りをまとって
いるかのようです。■生産者の声ラ
ベンダーの精油は「今年のラベンダ
ーからどんな香りが生まれるのだろ
う」とワクワクしながらラベンダー
の花穂を摘み取り香り成分を抽出し
ます。伝統美あふれるペンダントと
セットの「香りまとい人」はラベン
ダーの香りの永…

香りまとい人
水引細工【1037364】

15,000円

白山麓産ラベンダーの精油を伝統美
あふれる水引細工のペンダントヘッ
ドのハートに忍ばせると、胸元は香
りにつつまれ、ラベンダーの香りを
まとっているかのようです。■生産
者の声ラベンダーの精油は「今年の
ラベンダーからどんな香りが生まれ
るのだろう」とワクワクしながらラ
ベンダーの花穂を摘み取り香り成分
を抽出します。伝統美あふれるペン
ダントとセットの「香りまとい人」
はラベンダーの…

加賀白山　にわかそば【1037374】

15,000円

優良玄そばを昔ながらの石臼を回し
て製粉しており、そばの自然の風味
をそのまま味わっていただくため製
粉してから1週間以内が生粉といっ
て、最もおいしいこの期間に乾麺に
して提供しています。■生産者の声
:みなさまにおいしい「加賀白山に
わかそば」をご賞味いただけるよう
、生産者一同みなさまの笑顔を思い
浮かべながら一生懸命日々活動して
おります。■注意事項/その他:・賞
味期限は365日ござ…

比楽(ふぐの子糠粕漬け)【1037375
】

15,000円

ふた梅雨を待ち二年半から三年をか
けてじっくりと仕上げました。他に
は類のない食品です。ご堪能下さい
ませ。提供元ふぐの糠漬粕漬製造本
舗あら与【容量】■内容量・ふぐの
子糠漬230g・ふぐの子粕漬220g■原
材料ごまふぐ卵巣、糠、糀、塩、魚
醤(いわし)、唐辛子、酒粕、砂糖、
ステビア

さばづくし【1037376】

15,000円

薄くスライスしてお召し上がり下さ
い。提供元ふぐの糠漬粕漬製造本舗
あら与【容量】■内容量・さば醸し
漬1枚・さば粕漬2枚・さば糠漬フィ
レ1枚■原材料さば、糠、糀、塩、
魚醤(いわし)、唐辛子、酒粕、みり
ん、しょうゆもろみ(大豆、小麦、
食塩)、本みりん粕

三つくり(ふぐの親子セット)【1037
377】

15,000円

ふぐの卵巣とふぐの身の糠漬粕漬で
す。ふぐは福に通じますのでお祝い
事にとても喜ばれます。提供元ふぐ
の糠漬粕漬製造本舗あら与【容量】
■内容量・ふぐの子糠漬100g1個・
ふぐの子粕漬100g1個・ふぐ粕漬2枚
入1袋・ふぐ糠漬2枚入1袋■原材料
白サバフグ、黒サバフグ、ごまふぐ
卵巣、糠、糀、塩、魚醤(いわし)、
唐辛子、酒粕、砂糖、ステビア、ソ
ルビット、アミノ酸

高砂(佃煮・糠粕漬けセット)【1037
378】

40,000円

北陸の風土に培われた山海の珍味で
す。提供元ふぐの糠漬粕漬製造本舗
あら与【容量】■内容量・ごり佃煮
300g・くるみ佃煮300g・ふぐ粕漬2
枚入4袋・ふぐ糠漬2枚入4袋■原材
料白サバフグ、黒サバフグ、糠、糀
、塩、魚醤(いわし)、唐辛子、酒粕
、砂糖、ステビア、ソルビット、ア
ミノ酸、くるみ、ごり、醤油(大豆
、小麦を含む)、米飴、みりん、米
酢、寒天、増粘多糖類(キサンタン
ガム、ローカストビー…

六星のこしひかり　5kg【1037388】

15,000円

株式会社六星は、日本三大名山のひ
とつ白山のふもとで、40年間生産を
行っている農業法人です。苗づくり
から収穫まで行っているのは20～30
歳代の若いスタッフたち。【特別栽
培米/有機肥料99%使用・農薬70%減
】六星米こしひかりできる限り農薬
や化学肥料に頼らずに育てた六星自
慢のこしひかりです。■注意事項/
その他・直射日光を避けて、涼しい
場所に保管してください。・米びつ
・容器は虫等の発…

六星の特上米こしひかり『玄米』5k
g【1037389】

15,000円

株式会社六星は、日本三大名山のひ
とつ白山のふもとで40年間生産を行
っている農業法人です。苗づくりか
ら収穫まで行っているのは20～30歳
代の若いスタッフたち。特上米こし
ひかりは、特殊な黒い紙を田んぼに
敷きながら苗を植えていく栽培方法
『紙マルチ栽培』を採用しています
。紙マルチ栽培とは、特殊な黒い紙
を田んぼに敷きながら苗を植える栽
培方法で紙を敷くことで雑草を生や
さず、除草剤…
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石川県　白山市

酒の肴3種セット(ふぐ糠漬、ふぐ粕
漬、さばへしこ)【1037393】

15,000円

国産のごまふぐと脂ののった寒さば
にこだわり、百年以上続く製法でじ
っくりと漬け込んだ味わい深い一品
です。糠床に使用する水は平成の名
水百選「白山美川伏流水」を使用し
、木樽にてじっくり自然発酵熟成さ
せています。そして隠し味には、い
わしの魚醤である「いしる」をたす
ことによって、より深みのある味わ
いに仕上げています。■生産者の声
加賀美川の風土や気候、豊富な湧き
水を生かし、魚…

山里の香りただよう宿ふらり
一泊二食2名様宿泊券【1037394】

115,000円

約100年前の古民家を改築した懐か
しさの残る一軒宿です。太い柱や梁
をお楽しみください。金沢などの料
理屋・旅館で料理の腕を磨き、地元
の食材を上手に利用したお料理は、
掘りごたつ型の囲炉裏で時間を気に
せず過ごせます。また、山の水を利
用した桧風呂も好評です。■生産者
の声お目に留めていただきありがと
うございます。『大切な方と大切な
時間を過ごしていただきたい』とい
う想いを胸に、…

牛首紬
扇子セット(黒縁)【1037395】

35,000円

牛首紬の夏生地を利用した先染め縞
柄の扇子セットです。落ち着いた色
合いと縞柄がお洒落で粋な印象を見
る人に与えてくれます。差し袋とセ
ットでバックに忍ばせる事ができる
コンパクトな扇子なので、暑いとき
にはサッと出して扇ぐことができま
す。■生産者の声牛首紬の工程は糸
づくりから反物になるまで約20工程
ございます。作業に携わる人が丹精
こめて作り上げた生地を扇子にしま
した。使って頂…

牛首紬　扇子セット(焼縁)
【1037396】

35,000円

牛首紬の夏生地を利用した先染め縞
柄の扇子セットです。落ち着いた色
合いと縞柄がお洒落で粋な印象を見
る人に与えてくれます。差し袋とセ
ットでバックに忍ばせる事ができる
コンパクトな扇子なので、暑いとき
にはサッと出して扇ぐことができま
す。■生産者の声牛首紬の工程は糸
づくりから反物になるまで約20工程
ございます。作業に携わる人が丹精
こめて作り上げた生地を扇子にしま
した。使って頂…

＜白山の地酒＞白山菊酒A
萬歳楽、天狗舞セット【1037397】

15,000円

白山市の蔵元の誇りが醸す至上の日
本酒です。・萬歳楽　甚純米:生産
農家と手をとりあって育んだ希少な
酒米「北陸12号」を100%使用。やわ
らかで口当たりがやさしく、すっき
りとした喉越の後にふくよかな旨味
が残る純米酒です。・天狗舞　吟仕
込純米酒:ほのかな熟成香と良質な
米の旨味が調和した、きめ細やかな
味わいです。■注意事項/その他・
お届け時期によりラベルが変更にな
りますので予めご…

＜白山の地酒＞白山菊酒E　手取川
、天狗舞、菊姫、萬歳楽セット【10
37399】

40,000円

白山市の蔵元の誇りが醸す至上の日
本酒です。・菊姫　加州菊酒:酸味
のエッジが効いた、シャープで個性
的な味わいの純米酒。キレが良く、
さわやかな飲み口です。・萬歳楽
菊のしずく　吟醸:極上の「山田錦
」から造った、凛とした味わいの吟
醸酒。手取川伏流水で醸造する清酒
の特徴である繊細な味わいと「山田
錦」の気品ある香りを楽しめます。
・天狗舞　純米大吟醸:ふくよかな
吟醸香と芳醇な味…

＜白山の地酒＞五蔵＜高砂・菊姫・
萬歳楽・天狗舞・手取川＞呑み比べ
セットA【1037400】

40,000円

白山市の蔵元の誇りが醸す至上の日
本酒です。・高砂　純米吟醸:厳選
した酒造好適米を50%までに精米し
、丹精込めて醸された吟醸仕込みの
純米酒です。優しい口当たりと芳醇
な旨み、爽やかな吟醸香が愉しめま
す。常温か冷でお愉しみ下さい。・
菊姫　山廃吟醸:山廃らしい腰の強
い味に加え、熟成によって厚みのあ
る味わいを引き出しました。冷でも
ぬる燗でも、いろんな温度でお楽し
みいただけます。…

＜白山の地酒＞五蔵＜高砂・菊姫・
萬歳楽・天狗舞・手取川＞呑み比べ
セットC【1037402】

40,000円

白山市の蔵元の誇りが醸す至上の日
本酒です。・高砂　純米酒　石川門
:石川県で育成した酒造好適米「石
川門」を使い醸した純米酒です。米
の旨味を十分に引き出し、芳醇な味
わいと香りに仕上げました。・菊姫
　山廃純米:しっかり造った麹と強
健な山廃酒母で、米の旨味を目一杯
引き出しました。酸味がしっかり効
いた、濃醇で飲み応えのある「男酒
」です。・萬歳楽　白山
純米大吟醸:吟醸酒専用の…

＜白山の地酒＞高砂・菊姫の純米酒
セット　【1037404】

15,000円

白山市の蔵元の誇りが醸す至上の「
純米酒」です。・高砂　純米酒　石
川門:石川県で育成した酒造好適米
「石川門」を使い醸した純米酒です
。米の旨味を十分に引き出し、芳醇
な味わいと香りに仕上げました。・
菊姫　山廃純米:しっかり造った麹
と強健な山廃酒母で米の旨味を目一
杯引き出しました。酸味がしっかり
効いた、濃醇で飲み応えのある「男
酒」です。提供元白山野々市酒販協
同組合【容量】■…

＜白山の地酒＞高砂・手取川の純米
吟醸酒セット　【1037405】

15,000円

白山市の蔵元の誇りが醸す至上の「
純米酒」です。・高砂　純米吟醸:
厳選した酒造好適米を50%までに精
米し、丹精込めて醸された吟醸仕込
みの純米酒です。優しい口当たりと
芳醇な旨み、爽やかな吟醸香が愉し
めます。常温か冷でお愉しみ下さい
。・手取川　酒魂　純米吟醸:すっ
きりとした、喉ごし爽やかな吟香の
絶妙な調和が特徴。食中酒としても
最適です。提供元白山野々市酒販協
同組合【容量】■…

＜白山の地酒＞菊姫のこだわり《黒
吟》【1037407】

110,000円

「吟」の自然に滴り落ちた酒だけを
集め、それを理想的な状態で約三年
間熟成させ、菊姫が「良し」と認め
たときに初めて出荷します。丁寧な
造りと充分な熟成からしか生まれ得
ない、きめ細やかで芳醇な味わいで
す。■原材料米、米麹、醸造アルコ
ール、精米歩合
40%、アルコール分　17度以上18度
未満提供元白山野々市酒販協同組合
【容量】■内容量：菊姫　黒吟
1.8L

＜白山の地酒＞菊姫のこだわり《吟
》【1037408】

75,000円

吟醸酒は、どこまで洗練され得るか
。菊姫の持てる力をすべて注ぎ込ん
で造られた吟醸酒。大吟醸を超えた
「超吟」、それが「吟」です。洗練
された味わい、落ち着きのある上品
な旨味がお楽しみいただけます。■
原材料米、米麹、醸造アルコール、
精米歩合　40%、アルコール分　17
度以上18度未満提供元白山野々市酒
販協同組合【容量】■内容量：菊姫
吟　1.8L
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石川県　白山市

＜白山の地酒＞蔵自慢の熟成酒セッ
トA【1037409】

40,000円

白山市の蔵元の誇りが醸す至上の日
本酒です。・萬歳楽　白山大吟醸古
酒:極上の山田錦だけを使い森の吟
醸蔵　白山の設備と技術で醸造、3
年間の低温熟成を経て完成する大吟
醸古酒で白山シリーズ最高峰。気高
く豪奢な香りと味わいをお楽しみ頂
けます。・天狗舞　古古酒純米大吟
醸:多くの蔵人たちが慈しむように
醸し育んだ純米大吟醸の長期貯蔵酒
です。穏やかな馥郁とした香味は熟
成の妙。ゆったり…

＜白山の地酒＞蔵自慢の熟成酒セッ
トC【1037411】

40,000円

白山市の蔵元の誇りが醸す至上の日
本酒です。・高砂　山廃古々酒　19
92年醸造:平成4年(1992年)に醸造さ
れ、長期熟成させた山廃仕込みの本
醸造酒です。色合いは濃く変化し、
古酒特有の甘味・苦味・酸味のバラ
ンスが楽しめます。熟成酒初心者の
方にもお手軽にお楽しみいただけま
す。・菊姫　大吟醸:昭和四十三年
の発売以来、呑んで楽しめる吟醸酒
の世界を創り続けてきました。洗練
された味わいの…

＜白山の地酒＞萬歳楽
加賀梅酒五年熟成【1037412】

15,000円

濃密な梅の旨みとクリアな飲み口を
持つ加賀梅酒を5年間酒蔵で熟成さ
せました。甘み・渋み・苦味・酸味
などさまざまな味わいをバランスよ
く調和させた奥深い香味は、長い年
月の贈り物です。■原材料青梅、氷
砂糖、醸造アルコール、アルコール
分　15度提供元白山野々市酒販協同
組合【容量】■内容量：萬歳楽
加賀梅酒五年熟成　720ml

＜白山の地酒＞天狗舞の梅酒セット
【1037413】

15,000円

『天狗舞　梅酒』は梅の王様「紀州
・南高(なんこう)梅」を贅沢に用い
、一粒ずつヘタを取り除き仕込みま
した。加えた糖が一般に使用される
氷砂糖ではなく、果物に多く含まれ
る「果糖」を用いました。果糖には
砂糖の約1.5倍の甘さがあります。
また辛口タイプに仕上がっておりま
すので、糖を大幅に減らすことが出
来ました。天狗舞大吟醸酒粕だけか
ら造った「自家製本格焼酎」をブレ
ンドしましたの…

＜白山の地酒＞高砂と萬歳楽の梅酒
セット【1037414】

15,000円

『高砂　高砂梅酒』は日本酒のよう
な深い味わいを出すため純米酒をベ
ースとし、能登産の梅をふんだんに
使用。味、香り共に深みのある梅酒
が出来上がりました。ストレート、
オンザロック、または温めてお召し
上がり下さい。『萬歳楽　加賀梅酒
』は梅の栽培から漬け込み、瓶詰め
まで全てを北陸の良好な環境で行う
北陸産の高品質梅酒で、香味のバラ
ンスがとれて美味しい時期となるま
でおよそ2年熟…

＜白山の地酒＞手取川の限定お礼品
大吟醸生酒
あらばしり【1037418】

15,000円

りんごのような優しい香りの中にも
(ライム等をイメージする)程良い酸
味と引き締まった骨格を感じながら
、全体的に瑞々しく、爽やかでフレ
ッシュな印象なお酒です。■原材料
米、米麹、醸造アルコール、精米歩
合　45%、アルコール分　16.5度■
注意事項/その他・要冷蔵提供元白
山野々市酒販協同組合【容量】■内
容量：手取川　大吟醸生酒
あらばしり　1.8L

西のぼる武将コレクション「日の本
の武士たち」シリーズ(1)【1019872
】

10,000円

北方謙三氏、平岩弓枝氏、直木賞作
家の装丁・さし絵を多数手がける白
山市在住のさし絵画家、西のぼる氏
が描いた戦国武将がグッズになりま
した。毎日の暮らしを人気武将が力
強く、そして華麗に彩ります。戦国
武将の名言が勇気付けてくれる「勝
暦(かちごよみ)」は、毎月・毎年繰
り返し使える31枚タイプの卓上式日
めくりカレンダー。通常の日めくり
としてはもちろん、付属の「勝ちの
ぼり」に目標…

西のぼる武将コレクション「日の本
の武士たち」シリーズ(2)【1037420
】

15,000円

北方謙三氏、平岩弓枝氏、直木賞作
家の装丁・さし絵を多数手がける白
山市在住のさし絵画家、西のぼる氏
が描いた戦国武将がグッズになりま
した。毎日の暮らしを人気武将が力
強く、そして華麗に彩ります。戦国
武将の名言が勇気付けてくれる「勝
暦(かちごよみ)」は、毎月・毎年繰
り返し使える31枚タイプの卓上式日
めくりカレンダー。通常の日めくり
としてはもちろん、付属の「勝ちの
ぼり」に目標…

西のぼる武将コレクション「日の本
の武士たち」シリーズ(3)TシャツS
サイズ【1037421】

40,000円

北方謙三氏、平岩弓枝氏、直木賞作
家の装丁・さし絵を多数手がける白
山市在住のさし絵画家、西のぼる氏
が描いた戦国武将がグッズになりま
した。毎日の暮らしを人気武将が力
強く、そして華麗に彩ります。戦国
武将の名言が勇気付けてくれる「勝
暦(かちごよみ)」は、毎月・毎年繰
り返し使える31枚タイプの卓上式日
めくりカレンダー。通常の日めくり
としてはもちろん、付属の「勝ちの
ぼり」に目標…

西のぼる武将コレクション「日の本
の武士たち」シリーズ(3)TシャツM
サイズ【1037422】

40,000円

北方謙三氏、平岩弓枝氏、直木賞作
家の装丁・さし絵を多数手がける白
山市在住のさし絵画家、西のぼる氏
が描いた戦国武将がグッズになりま
した。毎日の暮らしを人気武将が力
強く、そして華麗に彩ります。戦国
武将の名言が勇気付けてくれる「勝
暦(かちごよみ)」は、毎月・毎年繰
り返し使える31枚タイプの卓上式日
めくりカレンダー。通常の日めくり
としてはもちろん、付属の「勝ちの
ぼり」に目標…

西のぼる武将コレクション「日の本
の武士たち」シリーズ(3)TシャツL
サイズ【1037423】

40,000円

北方謙三氏、平岩弓枝氏、直木賞作
家の装丁・さし絵を多数手がける白
山市在住のさし絵画家、西のぼる氏
が描いた戦国武将がグッズになりま
した。毎日の暮らしを人気武将が力
強く、そして華麗に彩ります。戦国
武将の名言が勇気付けてくれる「勝
暦(かちごよみ)」は、毎月・毎年繰
り返し使える31枚タイプの卓上式日
めくりカレンダー。通常の日めくり
としてはもちろん、付属の「勝ちの
ぼり」に目標…

西のぼる武将コレクション「日の本
の武士たち」シリーズ(3)TシャツXL
サイズ【1037424】

40,000円

北方謙三氏、平岩弓枝氏、直木賞作
家の装丁・さし絵を多数手がける白
山市在住のさし絵画家、西のぼる氏
が描いた戦国武将がグッズになりま
した。毎日の暮らしを人気武将が力
強く、そして華麗に彩ります。戦国
武将の名言が勇気付けてくれる「勝
暦(かちごよみ)」は、毎月・毎年繰
り返し使える31枚タイプの卓上式日
めくりカレンダー。通常の日めくり
としてはもちろん、付属の「勝ちの
ぼり」に目標…
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石川県　白山市

西のぼる武将コレクション「日の本
の武士たち」シリーズ(3)TシャツXX
Lサイズ【1037425】

40,000円

北方謙三氏、平岩弓枝氏、直木賞作
家の装丁・さし絵を多数手がける白
山市在住のさし絵画家、西のぼる氏
が描いた戦国武将がグッズになりま
した。毎日の暮らしを人気武将が力
強く、そして華麗に彩ります。戦国
武将の名言が勇気付けてくれる「勝
暦(かちごよみ)」は、毎月・毎年繰
り返し使える31枚タイプの卓上式日
めくりカレンダー。通常の日めくり
としてはもちろん、付属の「勝ちの
ぼり」に目標…

＜圓八＞あんころ餅
6包【1033417】

10,000円

竹の皮に包まれたあんことお餅が9
粒入った一口あんころです。■注意
事項/その他・賞味期限は冷凍状態
で7日間ございますが、自然解凍後
消費期限は解凍当日ですのでお早め
にお召し上がりください。・お申し
込みから1週間程度でお届け致しま
すが、休日等が重なった場合2週間
程度頂く場合がございます。提供元
圓八【容量】■内容量あんころ餅　
6包【1包(9粒入)/150g】■原材料砂
糖、小豆(北海道)、も…

切り餅1kg、豆とぼ餅各1kgのセット
【1038182】

10,000円

最高級もち米の新大正米を使い、白
山のおいしい水から作ったお餅です
。北陸のもち米といえば、新大正米
その中でも職人が厳選したもち米を
使用しているので、本当にもちもち
っとしたお餅が特徴です。■生産者
の声最高級もち米の新大正米を使い
、白山のおいしい水から作ったお餅
です。北陸のもち米といえば、新大
正米その中でも職人が厳選したもち
米を使用しているので、本当にもち
もちっとしたお…

プレート5枚セット【1039723】

30,000円

独自の製陶技術をもとに、ボーンア
ッシュの含有量を50%程度にまで高
めることにより、群を抜いた透光性
と優れた強度も持ち、気品あふれる
純白色が特徴です。波紋のような繊
細なレリーフが美しいモダンなシェ
イプです。■注意事項/その他電子
レンジは温める程度の場合、ご使用
可ですが、オーブンは使用不可です
。食器洗浄機はご使用いただけます
。提供元ニッコー株式会社【容量】
■サイズ/製造地直…

碗皿、プレートペアセット【103972
4】

60,000円

ベース素材はボーンチャイナです。
独自の製陶技術をもとに、ボーンア
ッシュの含有量を50%程度にまで高
めることにより、群を抜いた透光性
と優れた強度も持ち、気品あふれる
純白色が特徴です。御家庭の繁栄を
象徴した花唐草文様です。優雅に枝
を広げた花唐草文様には、若葉がし
げり、花を咲かせ、たくさんの実を
結んでいます。ちりばめられた真珠
は、純潔、健康、富、長寿を、枝に
かかるベビーパ…

＜休前日を除く平日限定＞ずらりと
囲炉裏を囲む山の幸＜デラックス炭
火膳付き＞ペア宿泊券【1040248】

80,000円

お風呂は24時間かけ流し。森に囲ま
れた露天風呂にどっぷり浸かると天
然温泉浴と同時に森林浴もお楽しみ
頂けます。お食事は築100年の古民
家を移築した食事処で囲炉裏を囲ん
で【板長おすすめ白山いろりデラッ
クス膳】を炭火で炙りいただきます
。■従業員の声ろあんには築100年
の古民家を移築した囲炉裏処があり
ます。大きな梁や漆塗りの赤い帯戸
が特徴的な贅沢なケヤキ作りの食事
処です。大きな古…

＜休前日を除く平日限定＞囲炉裏を
囲み炭火焼きでアツアツを頂く＜白
山いろり炭火膳付き＞ペア宿泊券…

65,000円

お風呂は24時間かけ流し。森に囲ま
れた露天風呂にどっぷり浸かると天
然温泉浴と同時に森林浴もお楽しみ
頂けます。お食事は築100年の古民
家を移築した食事処で囲炉裏を囲み
炭火焼きでアツアツを頂きます。■
従業員の声ろあんには築100年の古
民家を移築した囲炉裏処があります
。大きな梁や漆塗りの赤い帯戸が特
徴的な贅沢なケヤキ作りの食事処で
す。大きな古時計や囲炉裏の上にぶ
ら下がっている自…

＜休前日を除く平日限定＞白山の地
の食材に拘った＜お肉一切無しのヘ
ルシー炭火膳付き＞ペア宿泊券【…

60,000円

お風呂は24時間かけ流し。森に囲ま
れた露天風呂にどっぷり浸かると天
然温泉浴と同時に森林浴もお楽しみ
頂けます。お食事は築100年の古民
家を移築した食事処で囲炉裏を囲み
白山の地の食材に拘ったお肉一切無
しのヘルシー炭火膳を炭火で炙って
頂きます。■従業員の声ろあんには
築100年の古民家を移築した囲炉裏
処があります。大きな梁や漆塗りの
赤い帯戸が特徴的な贅沢なケヤキ作
りの食事処です。…

＜休前日を除く平日限定＞一度やっ
てみたかった＜貸切露天風呂で桶酒
＞＜白山いろり炭火膳＞ペア宿泊…

70,000円

お風呂は24時間かけ流し。一度はや
ってみたかった貸切露天風呂50分間
と桶酒、天然温泉浴と森林浴をお楽
しみ下さい。お食事は築100年の古
民家を移築した食事処で囲炉裏を囲
み炭火焼きでアツアツを頂きます。
■従業員の声ろあんには築100年の
古民家を移築した囲炉裏処がありま
す。大きな梁や漆塗りの赤い帯戸が
特徴的な贅沢なケヤキ作りの食事処
です。大きな古時計や囲炉裏の上に
ぶら下がっている…

＜白山の地酒＞白山菊酒D　菊姫、
天狗舞、手取川セット【1019621】

31,000円

白山市の蔵元の誇りが醸す至上の日
本酒です。・菊姫　加州菊酒:酸味
のエッジが効いた、シャープで個性
的な味わいの純米酒。キレが良く、
さわやかな飲み口です。・天狗舞　
純米大吟醸:ふくよかな吟醸香と芳
醇な味わいの純米大吟醸酒です。・
手取川　山廃純米大吟醸:能登杜氏
流の最上級山廃。深みのある味わい
と爽やかな吟醸香のハーモニーが絶
妙です。提供元白山野々市酒販協同
組合【容量】■内…

[白山の地酒]　五蔵＜高砂・菊姫・
萬歳楽・天狗舞・手取川＞
呑み比べセット　D【1041672】

40,000円

五つの蔵の味を呑み比べ、お楽しみ
ください。・高砂大吟醸兼六正宗:
なめらかな口当たりとバランスの良
い爽快な味わいの大吟醸です。山田
錦から引き出された華やかな吟醸香
が旨味をさらに引き立てます。霊峰
白山の香りを含んだ湧水の味を想わ
せる、蔵元お勧めの大吟醸です。・
菊姫山廃純米:しっかり造った麹と
強健な山廃酒母で米の旨味を目一杯
引き出しました。酸味がしっかり効
いた、濃醇で飲…

＜白山の地酒＞天狗舞の季節限定お
礼品　しぼりたて
本醸造生酒【1019643】

10,000円

しぼりたての新鮮な香味が特徴の山
廃仕込による生酒です。生の風味を
活かすため一切の加熱処理を行って
おりません。よく冷やして生の風味
をお楽しみください。■原材料米、
米麹、醸造アルコール、精米歩合
65%、アルコール分　17度■注意事
項/その他・要冷蔵提供元白山野々
市酒販協同組合【容量】■内容量：
天狗舞　しぼりたて本醸造生酒
1.8L
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石川県　白山市

＜白山の地酒＞菊姫の季節限定お礼
品　にごり酒【1019645】

10,000円

清酒のもろみを練り挽いて、荒濾し
たお酒です。もろみの自然な甘み・
旨みが味わえます。柔らかく飲みや
すい味わいで、女性にも人気があり
、ソーダ―割などでお楽しみいただ
けます。■原材料米、米麹、醸造ア
ルコール、精米歩合
70%、アルコール分　14度以上15度
未満■注意事項/その他・要冷蔵提
供元白山野々市酒販協同組合【容量
】■内容量：菊姫　にごり酒　1.8L

＜白山の地酒＞天狗舞の季節限定お
礼品　山廃仕込純米原酒
純米生酒【1037416】

15,000円

山廃純米酒の濃厚さと生酒の新鮮さ
を兼ね備えたお酒です。■原材料米
、米麹、精米歩合
60%、アルコール分　18度■注意事
項/その他・要冷蔵提供元白山野々
市酒販協同組合【容量】■内容量：
天狗舞　山廃仕込純米原酒　1.8L

牛首紬
御朱印帳(紺縞)【1045988】

15,000円

若い人から年配の人まで今人気のあ
る御朱印帳です。表面に牛首紬の生
地を使った落ち着きある色合いと縞
のデザインが上品な御朱印帳です。
バックなどに入れて持ち運びにも便
利なコンパクトなサイズです。旅行
などの旅先で神社寺院の御朱印を集
めてられてはいかがでしょうか。■
生産者の声牛首紬の工程は糸づくり
から反物になるまで約20工程ござい
ます。作業に携わる人が丹精こめて
作り上げた生地…

牛首紬
御朱印帳(ベージュ縞)【1045989】

15,000円

若い人から年配の人まで今人気のあ
る御朱印帳です。表面に牛首紬の生
地を使った落ち着きある色合いと縞
のデザインが上品な御朱印帳です。
バックなどに入れて持ち運びにも便
利なコンパクトなサイズです。旅行
などの旅先で神社寺院の御朱印を集
めてられてはいかがでしょうか。■
生産者の声牛首紬の工程は糸づくり
から反物になるまで約20工程ござい
ます。作業に携わる人が丹精こめて
作り上げた生地…

牛首紬
御朱印帳(緑縞)【1045990】

15,000円

若い人から年配の人まで今人気のあ
る御朱印帳です。表面に牛首紬の生
地を使った落ち着きある色合いと縞
のデザインが上品な御朱印帳です。
バックなどに入れて持ち運びにも便
利なコンパクトなサイズです。旅行
などの旅先で神社寺院の御朱印を集
めてられてはいかがでしょうか。■
生産者の声牛首紬の工程は糸づくり
から反物になるまで約20工程ござい
ます。作業に携わる人が丹精こめて
作り上げた生地…

高砂　麹あまざけ　900ml
5本セット【1054262】

10,000円

平成27年度石川県優良観光御土産品
コンクール石川県知事賞、第57回全
国推奨観光土産品審査会　全国商工
会連合会会長賞を受賞し、平成27年
度石川ブランド製品に認定された、
石川県産米と米麹で造った無添加・
無加糖・ノンアルコールのあまざけ
です。お子様からご年配の方にもお
勧めのくせのないすっきりとした甘
さです。ブドウ糖やビタミン群も含
まれています。夏は冷やで、寒い冬
には温めて、…

高砂　麹あまざけ　500ml
6本セット【1054263】

10,000円

平成27年度石川県優良観光御土産品
コンクール石川県知事賞、第57回全
国推奨観光土産品審査会　全国商工
会連合会会長賞を受賞し、平成27年
度石川ブランド製品に認定された、
石川県産米と米麹で造った無添加・
無加糖・ノンアルコールのあまざけ
です。お子様からご年配の方にもお
勧めのくせのないすっきりとした甘
さです。ブドウ糖やビタミン群も含
まれています。夏は冷やで、寒い冬
には温めて、…

＜白山の地酒＞手取川　純米大吟醸
古酒　梅舞花(うまいか)
-1996-(720ml×1本)【1055705】

15,000円

リンゴ酸高生産性酵母を使用し、20
年以上のときをかけ、ゆっくり熟成
されたアルコール13%の低アル古酒
。　その言葉遊びが頭に浮かぶ程、
柔らかく口中に広がる芳醇さが特徴
です。心地よい甘みと酸味が口一杯
に長く続く余韻はまさに梅舞花(う
まいか)!パッケージには日本酒の原
料であるお米を包装している米袋を
イメージし、モダンなデザインに仕
上げました。15℃前後に冷やし、ワ
イングラスでお召…

「ふぐの子」醸し漬30gキャラメル
箱【1085942】

5,000円

食のプロが集まる、アジア最大級の
食の展示会「FOODEXJAPAN2016」に
て行われた「ご当地おつまみグラン
プリ」において、来場頂いた1200名
の審査の結果、見事吉市醤油店の「
ふぐの子」醸し漬が最高金賞を受賞
いたしました。石川県だけの特産品
のふぐ卵巣糠漬けは、現代でも県条
例で特定業者のみが河豚卵巣糠漬け
として製造を許可されています。醤
油醸造業の当店は発酵のプロと自負
し醸(かも)し漬…

『加賀百万石冬の味覚』
かぶら寿し【1028982】

10,000円

白かぶらにぶりを挟み米糀で漬け込
み熟成させた加賀百万石の冬のお漬
物です。カブのやわらかめの食感に
米糀の甘味、ぶりの旨味が合わさっ
た味はお正月や冬の贈答品としても
欠かせない加賀百万石の味覚です■
注意事項/その他・米糀で漬けた発
酵食品ですので温かい場所で長い時
間置かれますと発酵が進みすぎ味が
変わってくることがあります。提供
元錢福屋【容量】■内容量/加工地
かぶら寿し420g(加…

『加賀百万石冬の味覚』
大根寿し【1037426】

15,000円

大根、にしん、人参、昆布を米糀で
低温で漬け込み熟成させた加賀百万
石の冬のお漬物です。パリパリした
食感とほんのりした甘みの中に辛み
がある味は酒の肴、ご飯のお供にお
召し上がりください。■注意事項/
その他・米糀で漬けた発酵食品です
ので温かい場所で長い時間置かれま
すと発酵が進みすぎ味が変わってく
ることがあります。提供元錢福屋【
容量】■内容量/加工地大根寿し100
0g(加工地/白山市…

白山ゲビンデ
-
棚田のラベンダー便り-【1070730】

10,000円

霊峰白山の伏流水で栽培したラベン
ダーの精油と飾りほうきのセットで
す。飾りほうきは獅子吼の棚田を彩
るラベンダーとコキア(ほうき草)を
活用し、白山麓のブナ・ヒノキ・ハ
ンの実や手取川扇状地の恵みを束ね
たほうきです。ラベンダーの精油を
飾りほうきの木の実などに数滴垂ら
して、お部屋や車内で自然素材のア
ロマディフューザーとしてご利用い
ただけます。GEBINDE(ゲビンデ)と
は、ドイツ語で…
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石川県　白山市

牛首紬
名刺入(万筋・グレー)【1071524】

40,000円

牛首紬の生地を利用した名刺入は、
落ち着いた色合いと縞柄が、使う人
と見る人にお洒落な印象を与えてく
れます。本革を内側に使用し、紬生
地の肌触りが良く軽さもあり、高級
感も合わせ持っています。■生産者
の声牛首紬の工程は糸づくりから反
物になるまで約20工程ございます。
作業に携わる人が丹精こめて作り上
げた生地を名刺入にしました。使っ
て頂けることで作業に携わった全て
の人達が嬉しく…

牛首紬
名刺入(滝縞・紺)【1071525】

40,000円

牛首紬の生地を利用した名刺入は、
落ち着いた色合いと縞柄が、使う人
と見る人にお洒落な印象を与えてく
れます。本革を内側に使用し、紬生
地の肌触りが良く軽さもあり、高級
感も合わせ持っています。■生産者
の声牛首紬の工程は糸づくりから反
物になるまで約20工程ございます。
作業に携わる人が丹精こめて作り上
げた生地を名刺入にしました。使っ
て頂けることで作業に携わった全て
の人達が嬉しく…

牛首紬　名刺入(両子持ち縞・ベー
ジュ)【1071526】

40,000円

牛首紬の生地を利用した名刺入は、
落ち着いた色合いと縞柄が、使う人
と見る人にお洒落な印象を与えてく
れます。本革を内側に使用し、紬生
地の肌触りが良く軽さもあり、高級
感も合わせ持っています。■生産者
の声牛首紬の工程は糸づくりから反
物になるまで約20工程ございます。
作業に携わる人が丹精こめて作り上
げた生地を名刺入にしました。使っ
て頂けることで作業に携わった全て
の人達が嬉しく…

牛首紬　名刺入(やたら縞・ネズ茶)
【1071527】

40,000円

牛首紬の生地を利用した名刺入は、
落ち着いた色合いと縞柄が、使う人
と見る人にお洒落な印象を与えてく
れます。本革を内側に使用し、紬生
地の肌触りが良く軽さもあり、高級
感も合わせ持っています。■生産者
の声牛首紬の工程は糸づくりから反
物になるまで約20工程ございます。
作業に携わる人が丹精こめて作り上
げた生地を名刺入にしました。使っ
て頂けることで作業に携わった全て
の人達が嬉しく…

牛首紬
名刺入(滝縞・金茶)【1071528】

40,000円

牛首紬の生地を利用した名刺入は、
落ち着いた色合いと縞柄が、使う人
と見る人にお洒落な印象を与えてく
れます。本革を内側に使用し、紬生
地の肌触りが良く軽さもあり、高級
感も合わせ持っています。■生産者
の声牛首紬の工程は糸づくりから反
物になるまで約20工程ございます。
作業に携わる人が丹精こめて作り上
げた生地を名刺入にしました。使っ
て頂けることで作業に携わった全て
の人達が嬉しく…

牛首紬
名刺入(ぼかし縞・桜)【1071529】

40,000円

牛首紬の生地を利用した名刺入は、
落ち着いた色合いと縞柄が、使う人
と見る人にお洒落な印象を与えてく
れます。本革を内側に使用し、紬生
地の肌触りが良く軽さもあり、高級
感も合わせ持っています。■生産者
の声牛首紬の工程は糸づくりから反
物になるまで約20工程ございます。
作業に携わる人が丹精こめて作り上
げた生地を名刺入にしました。使っ
て頂けることで作業に携わった全て
の人達が嬉しく…

＜白山の地酒＞萬歳楽の数量限定
大吟醸　生原酒【1074097】

15,000円

酒米は兵庫県三木市口吉川特A-A地
区産の山田錦、水は霊峰白山の清ら
かな水、優しく丁寧に育てられた手
造り麹、上質な味と香りを引き出す
秘蔵酵母で丹精込めて造り上げた大
吟醸酒です。吟醸の香りと口の中に
広がる味のふくらみ、キレの良い喉
越しをお楽しみください。■注意事
項/その他※画像はイメージです。
提供元白山野々市酒販協同組合【容
量】■内容量/製造地萬歳楽
大吟醸　生原酒　720ml製…

千歳くるみ・30個入【1076013】

11,000円

国産オニクルミを秘伝の製法で炊き
上げた糖蜜で紅白に衣掛けいたしま
した、加賀藩献上銘菓です。お口の
中で軽く湿らしていただくと、砂糖
がとろりと溶け出しクルミと絶妙な
ハーモニーを醸し出します。■生産
者の声貴重な国産オニクルミを1粒
使い、職人が1個ずつ手作業で衣掛
けしています。■原材料クルミ、グ
ラニュー糖、水飴、着色料(赤106)
■注意事項/その他・賞味期限は約2
ヶ月ございますが、…

＜白山の地酒＞高砂の純米大古酒
【1076166】

11,000円

平成7年(1995年)に醸造され、長期
熟成された純米酒です。色合いは淡
い琥珀色。五百万石を60%まで精米
した、特別純米酒規格です。熟成期
間の割には、綺麗な旨味と程よい熟
成香が楽しめます。■原材料米、米
麹、精米歩合　60%、アルコール分
　15.5度提供元白山野々市酒販協同
組合【容量】■内容量：高砂
純米大古酒　1995年醸造　720ml

＜白山の地酒＞菊姫のこだわり《菊
理媛》【1076167】

180,000円

極上の吟醸酒だけを厳選し、さらに
十余年間ゆっくりと寝かせ、歳月を
かけて磨き上げました。その品格あ
るしなやかな味わいは、永い歳月の
中でしか醸し出すことが出来ない比
類なきもの。歳月を呑む酒、それが
「菊理媛」です。■原材料米、米麹
、醸造アルコール、精米歩合
50%以下、アルコール分　17度以上1
8度未満提供元白山野々市酒販協同
組合【容量】■内容量：菊姫
菊理媛　1.8L

麹あまざけセット【1076175】

10,000円

お米と米麹のみで造った、無添加・
無加糖・ノンアルコールドリンクで
す。くせのないすっきりとした甘さ
です。ブドウ糖やビタミン群が豊富
に含まれており、身体に大変よい飲
み物とされています。夏は冷やで寒
い冬には温めて、牛乳や豆乳割りで
もお召し上がりください。■生産者
の声酒蔵手造りならではの麹造りや
米と米麹の割合、精米具合にこだわ
りがあります。是非ご賞味下さい。
■注意事項/その…

麹あまざけ2セット【1076176】

20,000円

お米と米麹のみで造った、無添加・
無加糖・ノンアルコールドリンクで
す。くせのないすっきりとした甘さ
です。ブドウ糖やビタミン群が豊富
に含まれており、身体に大変よい飲
み物とされています。夏は冷やで寒
い冬には温めて、牛乳や豆乳割りで
もお召し上がりください。■生産者
の声酒蔵手造りならではの麹造りや
米と米麹の割合、精米具合にこだわ
りがあります。是非ご賞味下さい。
■注意事項/その…
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石川県　白山市

白山麓ジビエ(鹿)白山トマトカレー
(180g×3個入り)【1083566】

10,000円

白山市の特産であるトマトと剣先な
んば(トウガラシ)、白山麓のジビエ
(鹿)を使用した「白山麓ジビエ(鹿)
白山トマトカレー」です。トマトの
爽やかさと剣崎なんばのスパイスで
トマ辛!日本百名山の一つ、白山の
麓にある旧鶴来町にある障がい者の
就労支援施設　「生きがいワークス
白山」にて、製造をしております。
白山麓に広まる獣害対策の製品とし
て開発し、「生きがいワークス白山
」にてカレーの…

白山麓ジビエ(猪)ゴロゴロカレー(1
80g×3個入り)【1083567】

10,000円

日本百名山の一つ、白山の麓にある
旧鶴来町にある障がい者の就労支援
施設　「生きがいワークス白山」に
て、製造をしております。白山麓に
広まる獣害対策の製品として開発し
、「生きがいワークス白山」にてカ
レーの製造～レトルト加工までの一
連の作業を全ておこなっております
。白山市の特産剣先なんばと、白山
麓の猪100%使用した白山麓ジビエ(
猪)ゴロゴロカレーを是非ご賞味く
ださい。■生産者…

白山麓ジビエ(猪)ゴロゴロカレーと
(鹿)白山トマトカレーセット(各3個
・計6個)【1083568】

20,000円

猪肉がゴロゴロ入ったスパイシーカ
レーとトマトのほどよい酸味が効い
た芳醇なカレーの2種類をご賞味く
ださい。●「白山麓ジビエ(猪)ゴロ
ゴロカレー」…白山市の特産剣先な
んばと、白山麓の猪100%使用。スパ
イシーでフルーティーな後味が特徴
のカレーです。●「白山麓ジビエ(
鹿)白山トマトカレー」…白山市の
特産であるトマトと剣先なんば、白
山麓のジビエ(鹿)を使用。白山麓の
鹿肉と白山市特産のト…

日本製スーツケース
ace.ウォッシュボードZ　37L
(コズミブラック)
04065-01【1074098】

120,000円

2～3泊程度の旅行におすすめな、容
量37リットルの軽量ジッパータイプ
。100席以上の国内線や国際線の機
内にも持ち込み可能なサイズで、男
女を問わず幅広い年代の方々にお使
いいただけます。ボディには耐衝撃
性に優れたポリカーボネート樹脂を
採用。表面には傷の付きにくい微細
なシボ仕上げを施しました。キャス
ターは快適な走行をサポートする静
音性に優れ、軽い力で小回りが利く
双輪タイプの4…

日本製スーツケース
ace.ウォッシュボードZ　37L
(ギンネズグレー)
04065-09【1074099】

120,000円

2～3泊程度の旅行におすすめな、容
量37リットルの軽量ジッパータイプ
。100席以上の国内線や国際線の機
内にも持ち込み可能なサイズで、男
女を問わず幅広い年代の方々にお使
いいただけます。ボディには耐衝撃
性に優れたポリカーボネート樹脂を
採用。表面には傷の付きにくい微細
なシボ仕上げを施しました。キャス
ターは快適な走行をサポートする静
音性に優れ、軽い力で小回りが利く
双輪タイプの4…

日本製スーツケース
ace.ウォッシュボードZ　37L
(トノコイエロー)
04065-13【1074100】

120,000円

2～3泊程度の旅行におすすめな、容
量37リットルの軽量ジッパータイプ
。100席以上の国内線や国際線の機
内にも持ち込み可能なサイズで、男
女を問わず幅広い年代の方々にお使
いいただけます。ボディには耐衝撃
性に優れたポリカーボネート樹脂を
採用。表面には傷の付きにくい微細
なシボ仕上げを施しました。キャス
ターは快適な走行をサポートする静
音性に優れ、軽い力で小回りが利く
双輪タイプの4…

日本製スーツケース
ace.ウォッシュボードZ　37L
(ミズアサギグリーン)
04065-15【1074101】

120,000円

2～3泊程度の旅行におすすめな、容
量37リットルの軽量ジッパータイプ
。100席以上の国内線や国際線の機
内にも持ち込み可能なサイズで、男
女を問わず幅広い年代の方々にお使
いいただけます。ボディには耐衝撃
性に優れたポリカーボネート樹脂を
採用。表面には傷の付きにくい微細
なシボ仕上げを施しました。キャス
ターは快適な走行をサポートする静
音性に優れ、軽い力で小回りが利く
双輪タイプの4…

日本製スーツケース
ace.ウォッシュボードZ　60L
(コズミブラック)
04066-01【1074102】

130,000円

4～5泊程度の旅行におすすめな、容
量60リットルの軽量ジッパータイプ
。スタイリッシュな雰囲気で、男女
を問わず幅広い年代の方々にお使い
いただけます。ボディには耐衝撃性
に優れたポリカーボネート樹脂を採
用。表面には傷の付きにくい微細な
シボ仕上げを施しました。快適な走
行をサポートするキャスターには静
音性に優れ、軽い力で小回りが利く
双輪タイプの4輪自在キャスターを
使用しています…

日本製スーツケース
ace.ウォッシュボードZ　60L
(ギンネズグレー)
04066-09【1074103】

130,000円

4～5泊程度の旅行におすすめな、容
量60リットルの軽量ジッパータイプ
。スタイリッシュな雰囲気で、男女
を問わず幅広い年代の方々にお使い
いただけます。ボディには耐衝撃性
に優れたポリカーボネート樹脂を採
用。表面には傷の付きにくい微細な
シボ仕上げを施しました。快適な走
行をサポートするキャスターには静
音性に優れ、軽い力で小回りが利く
双輪タイプの4輪自在キャスターを
使用しています…

日本製スーツケース
ace.ウォッシュボードZ　60L
(トノコイエロー)
04066-13【1074104】

130,000円

4～5泊程度の旅行におすすめな、容
量60リットルの軽量ジッパータイプ
。スタイリッシュな雰囲気で、男女
を問わず幅広い年代の方々にお使い
いただけます。ボディには耐衝撃性
に優れたポリカーボネート樹脂を採
用。表面には傷の付きにくい微細な
シボ仕上げを施しました。快適な走
行をサポートするキャスターには静
音性に優れ、軽い力で小回りが利く
双輪タイプの4輪自在キャスターを
使用しています…

日本製スーツケース
ace.ウォッシュボードZ　60L
(ミズアサギグリーン)
04066-15【1074105】

130,000円

4～5泊程度の旅行におすすめな、容
量60リットルの軽量ジッパータイプ
。スタイリッシュな雰囲気で、男女
を問わず幅広い年代の方々にお使い
いただけます。ボディには耐衝撃性
に優れたポリカーボネート樹脂を採
用。表面には傷の付きにくい微細な
シボ仕上げを施しました。快適な走
行をサポートするキャスターには静
音性に優れ、軽い力で小回りが利く
双輪タイプの4輪自在キャスターを
使用しています…

日本製スーツケース
ace.ウォッシュボードZ　91L
(コズミブラック)
04067-01【1074106】

150,000円

1週間～10日程度の旅行におすすめ
な、大容量91リットルのジッパータ
イプ。総外寸157cm以内の手荷物預
け入れ国際基準サイズです。スタイ
リッシュな雰囲気で男女を問わず幅
広い年代の方々にお使いいただけま
す。ボディには耐衝撃性に優れたポ
リカーボネート樹脂を採用。表面に
は傷の付きにくい微細なシボ仕上げ
を施しました。快適な走行をサポー
トするキャスターには、静音性に優
れ、軽い力で小…
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日本製スーツケース
ace.ウォッシュボードZ　91L
(ギンネズグレー)
04067-09【1074107】

150,000円

1週間～10日程度の旅行におすすめ
な、大容量91リットルのジッパータ
イプ。総外寸157cm以内の手荷物預
け入れ国際基準サイズです。スタイ
リッシュな雰囲気で男女を問わず幅
広い年代の方々にお使いいただけま
す。ボディには耐衝撃性に優れたポ
リカーボネート樹脂を採用。表面に
は傷の付きにくい微細なシボ仕上げ
を施しました。快適な走行をサポー
トするキャスターには、静音性に優
れ、軽い力で小…

日本製スーツケース
ace.ウォッシュボードZ　91L
(トノコイエロー)
04067-13【1074108】

150,000円

1週間～10日程度の旅行におすすめ
な、大容量91リットルのジッパータ
イプ。総外寸157cm以内の手荷物預
け入れ国際基準サイズです。スタイ
リッシュな雰囲気で男女を問わず幅
広い年代の方々にお使いいただけま
す。ボディには耐衝撃性に優れたポ
リカーボネート樹脂を採用。表面に
は傷の付きにくい微細なシボ仕上げ
を施しました。快適な走行をサポー
トするキャスターには、静音性に優
れ、軽い力で小…

日本製スーツケース
ace.ウォッシュボードZ　91L
(ミズアサギグリーン)
04067-15【1074109】

150,000円

1週間～10日程度の旅行におすすめ
な、大容量91リットルのジッパータ
イプ。総外寸157cm以内の手荷物預
け入れ国際基準サイズです。スタイ
リッシュな雰囲気で男女を問わず幅
広い年代の方々にお使いいただけま
す。ボディには耐衝撃性に優れたポ
リカーボネート樹脂を採用。表面に
は傷の付きにくい微細なシボ仕上げ
を施しました。快適な走行をサポー
トするキャスターには、静音性に優
れ、軽い力で小…

日本製スーツケース　WT
コヴァーラム　58L
(ガンメタリック)
06581-02【1082183】

110,000円

本製品は4～5泊程度の旅行にぴった
りな、58リットルサイズです。リブ
の入ったボディには軽量で耐久性に
優れたポリカーボネートを採用し、
デザイン性にも優れた　頑丈なフレ
ームタイプのスーツケースですので
、中のお荷物をしっかりと保護しま
す。また、快適な走行をサポートす
るキャスターには、走行時に発生す
る音を抑え凸凹のある道でも安定し
た走行が可能な4輪自在の双輪タイ
プを使用してい…

日本製スーツケース　WT
コヴァーラム　58L　(ホワイト)
06581-06【1082184】

110,000円

本製品は4～5泊程度の旅行にぴった
りな、58リットルサイズです。リブ
の入ったボディには軽量で耐久性に
優れたポリカーボネートを採用し、
デザイン性にも優れた　頑丈なフレ
ームタイプのスーツケースですので
、中のお荷物をしっかりと保護しま
す。また、快適な走行をサポートす
るキャスターには、走行時に発生す
る音を抑え凸凹のある道でも安定し
た走行が可能な4輪自在の双輪タイ
プを使用してい…

日本製スーツケース　WT
コヴァーラム　58L　(レッド)
06581-10【1082185】

110,000円

本製品は4～5泊程度の旅行にぴった
りな、58リットルサイズです。リブ
の入ったボディには軽量で耐久性に
優れたポリカーボネートを採用し、
デザイン性にも優れた　頑丈なフレ
ームタイプのスーツケースですので
、中のお荷物をしっかりと保護しま
す。また、快適な走行をサポートす
るキャスターには、走行時に発生す
る音を抑え凸凹のある道でも安定し
た走行が可能な4輪自在の双輪タイ
プを使用してい…

日本製スーツケース　WT
コヴァーラム　58L　(ゴールド)
06581-13【1082186】

110,000円

本製品は4～5泊程度の旅行にぴった
りな、58リットルサイズです。リブ
の入ったボディには軽量で耐久性に
優れたポリカーボネートを採用し、
デザイン性にも優れた　頑丈なフレ
ームタイプのスーツケースですので
、中のお荷物をしっかりと保護しま
す。また、快適な走行をサポートす
るキャスターには、走行時に発生す
る音を抑え凸凹のある道でも安定し
た走行が可能な4輪自在の双輪タイ
プを使用してい…

日本製スーツケース　WT
コヴァーラム　58L　(ミストラル)
06581-15【1082187】

110,000円

本製品は4～5泊程度の旅行にぴった
りな、58リットルサイズです。リブ
の入ったボディには軽量で耐久性に
優れたポリカーボネートを採用し、
デザイン性にも優れた　頑丈なフレ
ームタイプのスーツケースですので
、中のお荷物をしっかりと保護しま
す。また、快適な走行をサポートす
るキャスターには、走行時に発生す
る音を抑え凸凹のある道でも安定し
た走行が可能な4輪自在の双輪タイ
プを使用してい…

日本製スーツケース　WT
コヴァーラム　73L
(ガンメタリック)
06582-02【1082188】

120,000円

本製品は5～7泊程度の旅行にぴった
りな、73リットルサイズです。リブ
の入ったボディには軽量で耐久性に
優れたポリカーボネートを採用し、
デザイン性にも優れた　頑丈なフレ
ームタイプのスーツケースですので
、中のお荷物をしっかりと保護しま
す。また、快適な走行をサポートす
るキャスターには、走行時に発生す
る音を抑え凸凹のある道でも安定し
た走行が可能な4輪自在の双輪タイ
プを使用してい…

日本製スーツケース　WT
コヴァーラム　73L　(ホワイト)
06582-06【1082189】

120,000円

本製品は5～7泊程度の旅行にぴった
りな、73リットルサイズです。リブ
の入ったボディには軽量で耐久性に
優れたポリカーボネートを採用し、
デザイン性にも優れた　頑丈なフレ
ームタイプのスーツケースですので
、中のお荷物をしっかりと保護しま
す。また、快適な走行をサポートす
るキャスターには、走行時に発生す
る音を抑え凸凹のある道でも安定し
た走行が可能な4輪自在の双輪タイ
プを使用してい…

日本製スーツケース　WT
コヴァーラム　73L　(レッド)
06582-10【1082190】

120,000円

本製品は5～7泊程度の旅行にぴった
りな、73リットルサイズです。リブ
の入ったボディには軽量で耐久性に
優れたポリカーボネートを採用し、
デザイン性にも優れた　頑丈なフレ
ームタイプのスーツケースですので
、中のお荷物をしっかりと保護しま
す。また、快適な走行をサポートす
るキャスターには、走行時に発生す
る音を抑え凸凹のある道でも安定し
た走行が可能な4輪自在の双輪タイ
プを使用してい…

日本製スーツケース　WT
コヴァーラム　73L　(ゴールド)
06582-13【1082191】

120,000円

本製品は5～7泊程度の旅行にぴった
りな、73リットルサイズです。リブ
の入ったボディには軽量で耐久性に
優れたポリカーボネートを採用し、
デザイン性にも優れた　頑丈なフレ
ームタイプのスーツケースですので
、中のお荷物をしっかりと保護しま
す。また、快適な走行をサポートす
るキャスターには、走行時に発生す
る音を抑え凸凹のある道でも安定し
た走行が可能な4輪自在の双輪タイ
プを使用してい…
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石川県　白山市

日本製スーツケース　WT
コヴァーラム　73L　(ミストラル)
06582-15【1082192】

120,000円

本製品は5～7泊程度の旅行にぴった
りな、73リットルサイズです。リブ
の入ったボディには軽量で耐久性に
優れたポリカーボネートを採用し、
デザイン性にも優れた　頑丈なフレ
ームタイプのスーツケースですので
、中のお荷物をしっかりと保護しま
す。また、快適な走行をサポートす
るキャスターには、走行時に発生す
る音を抑え凸凹のある道でも安定し
た走行が可能な4輪自在の双輪タイ
プを使用してい…

日本製スーツケース　WT
コヴァーラム　84L
(ガンメタリック)
06583-02【1082193】

130,000円

本製品は7～10泊程度の旅行にぴっ
たりな、大容量84リットルサイズで
す。リブの入ったボディには軽量で
耐久性に優れたポリカーボネートを
採用し、デザイン性にも優れた　頑
丈なフレームタイプのスーツケース
ですので、中のお荷物をしっかりと
保護します。また、快適な走行をサ
ポートするキャスターには、走行時
に発生する音を抑え凸凹のある道で
も安定した走行が可能な4輪自在の
双輪タイプを使…

日本製スーツケース　WT
コヴァーラム　84L　(ホワイト)
06583-06【1082194】

130,000円

本製品は7～10泊程度の旅行にぴっ
たりな、大容量84リットルサイズで
す。リブの入ったボディには軽量で
耐久性に優れたポリカーボネートを
採用し、デザイン性にも優れた　頑
丈なフレームタイプのスーツケース
ですので、中のお荷物をしっかりと
保護します。また、快適な走行をサ
ポートするキャスターには、走行時
に発生する音を抑え凸凹のある道で
も安定した走行が可能な4輪自在の
双輪タイプを使…

日本製スーツケース　WT
コヴァーラム　84L　(レッド)
06583-10【1082195】

130,000円

本製品は7～10泊程度の旅行にぴっ
たりな、大容量84リットルサイズで
す。リブの入ったボディには軽量で
耐久性に優れたポリカーボネートを
採用し、デザイン性にも優れた　頑
丈なフレームタイプのスーツケース
ですので、中のお荷物をしっかりと
保護します。また、快適な走行をサ
ポートするキャスターには、走行時
に発生する音を抑え凸凹のある道で
も安定した走行が可能な4輪自在の
双輪タイプを使…

日本製スーツケース　WT
コヴァーラム　84L　(ゴールド)
06583-13【1082196】

130,000円

本製品は7～10泊程度の旅行にぴっ
たりな、大容量84リットルサイズで
す。リブの入ったボディには軽量で
耐久性に優れたポリカーボネートを
採用し、デザイン性にも優れた　頑
丈なフレームタイプのスーツケース
ですので、中のお荷物をしっかりと
保護します。また、快適な走行をサ
ポートするキャスターには、走行時
に発生する音を抑え凸凹のある道で
も安定した走行が可能な4輪自在の
双輪タイプを使…

日本製スーツケース　WT
コヴァーラム　84L　(ミストラル)
06583-15【1082197】

130,000円

本製品は7～10泊程度の旅行にぴっ
たりな、大容量84リットルサイズで
す。リブの入ったボディには軽量で
耐久性に優れたポリカーボネートを
採用し、デザイン性にも優れた　頑
丈なフレームタイプのスーツケース
ですので、中のお荷物をしっかりと
保護します。また、快適な走行をサ
ポートするキャスターには、走行時
に発生する音を抑え凸凹のある道で
も安定した走行が可能な4輪自在の
双輪タイプを使…

プロだし1000ml
2本セット【1087577】

5,000円

鹿児島県枕崎産のかつお節を主体に
熊本県牛深産のいわし節、さば節、
むろあじ節を使用した調味料です。
麺類はもちろん、おでん、煮物、お
澄まし等におすすめです。尚、加熱
されますと香りが引き立ちより一層
美味しくいただけます。■生産者の
声昔も今も目の行き届く量を愛情込
めて手作りしています。手間がかか
っても、いつもの味をいつまでもお
届けすることで、ふるさとの味を守
っています。■…

プロだし1000ml
4本セット【1087578】

10,000円

鹿児島県枕崎産のかつお節を主体に
熊本県牛深産のいわし節、さば節、
むろあじ節を使用した調味料です。
麺類はもちろん、おでん、煮物、お
澄まし等におすすめです。尚、加熱
されますと香りが引き立ちより一層
美味しくいただけます。■生産者の
声昔も今も目の行き届く量を愛情込
めて手作りしています。手間がかか
っても、いつもの味をいつまでもお
届けすることで、ふるさとの味を守
っています。■…

プロだし1000ml
6本セット【1087579】

13,000円

鹿児島県枕崎産のかつお節を主体に
熊本県牛深産のいわし節、さば節、
むろあじ節を使用した調味料です。
麺類はもちろん、おでん、煮物、お
澄まし等におすすめです。尚、加熱
されますと香りが引き立ちより一層
美味しくいただけます。■生産者の
声昔も今も目の行き届く量を愛情込
めて手作りしています。手間がかか
っても、いつもの味をいつまでもお
届けすることで、ふるさとの味を守
っています。■…

＜白山の地酒＞天狗舞の期間限定　
生もと仕込と速醸仕込の呑み比べセ
ット【1091434】

10,000円

生もと仕込純米酒は、力のある酸味
と十分なうまみが調和し、味わいを
引き締める苦みと渋みが余韻にも感
じられます。15℃程度の涼冷えから
45℃程度の上燗がおすすめです。し
ぼりたて生酒は、しぼりたての新鮮
な香味が特徴の生酒です。生の風味
を活かすため一切の加熱処理を行っ
ておりません。よく冷やして生の風
味をお楽しみ下さい。■注意事項/
その他※画像はイメージです。提供
元白山野々市酒販協…

＜白山の地酒＞「天狗舞　冬吟
純米吟醸生酒」と「高砂
しぼりたて
生原酒」期間限定セット【1091…

13,000円

天狗舞「冬吟」純米吟醸生酒は、上
品ですっきりとした香味と心地よい
酸味が、各種のお料理にもマッチす
る純米吟醸生酒です。霧がかった様
子は淡雪を思い起こさせます。高砂
しぼりたて　生原酒は、冬限定のし
ぼりたて生酒です。圧搾機から流れ
出る原酒に、一切の割り水や加熱殺
菌を施さずに瓶詰めしました。フレ
ッシュな香りと濃厚で芳醇な味わい
が愉しめます。■注意事項/その他
※画像はイメー…

白山レトルトカレー4個セット【110
0559】

10,000円

【剣崎なんばカレー】は白山市伝統
野菜の剣崎なんばを使用した旨辛口
のカレーです。【白山堅豆腐カレー
】は白山名物の堅豆腐をカレーにし
ました。酒粕、米粉、豆乳などを使
用した白山をイメージした白い色が
特徴です。【白山トマトカレー】白
山麓の鹿肉と白山市特産のトマトを
ふんだんに使用した芳醇なカレーで
す。【白山麓ジビエカレー】白山の
豊かな自然で育つ猪肉と柑橘の爽や
かな風味とス…
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石川県　白山市

日本製スーツケース
ace.ウォッシュボードZ　60L
(アイネイビー)
04066-03【1101935】

130,000円

旅先でも安心・信頼の日本製スーツ
ケースをご用意させていただきまし
た!4～5泊程度の旅行にオススメな
容量60リットルの軽量ジッパータイ
プ。スタイリッシュな雰囲気で、男
女を問わず幅広い年代の方々にお使
いいただけます。ボディには耐衝撃
性に優れたポリカーボネート樹脂を
採用。表面には傷の付きにくい微細
なシボ仕上げを施しました。快適な
走行をサポートするキャスターには
静音性に優れ、…

日本製スーツケース
ace.ウォッシュボードZ　37L
(アイネイビー)
04065-03【1101934】

120,000円

旅先でも安心・信頼の日本製スーツ
ケースをご用意させていただきまし
た!2～3泊程度の旅行にオススメな
容量37リットルの軽量ジッパータイ
プ。100席以上の国内線や国際線の
機内にも持ち込み可能なサイズで、
男女を問わず幅広い年代の方々にお
使いいただけます。ボディには耐衝
撃性に優れたポリカーボネート樹脂
を採用。表面には傷の付きにくい微
細なシボ仕上げを施しました。キャ
スターは快適な…

日本製スーツケース
ace.ウォッシュボードZ　91L
(アイネイビー)
04067-03【1101936】

150,000円

旅先でも安心・信頼の日本製スーツ
ケースをご用意させていただきまし
た!1週間～10日程度の旅行にオスス
メな大容量91リットルのジッパータ
イプ。総外寸157cm以内の手荷物預
け入れ国際基準サイズです。スタイ
リッシュな雰囲気で男女を問わず幅
広い年代の方々にお使いいただけま
す。ボディには耐衝撃性に優れたポ
リカーボネート樹脂を採用。表面に
は傷の付きにくい微細なシボ仕上げ
を施しました。…

＜白山の地酒＞「天狗舞　おりがら
み純米大吟醸生酒」と「高砂
しぼりたて
生原酒」2本セット【110…

14,000円

【天狗舞　おりがらみ純米大吟醸　
生酒】春霧を想わせるおりがらみの
純米大吟醸生酒は、さわやかな口当
たりと心地よい酸味を伴った優しい
味わいが特徴です。菜の花のおひた
しや春の山菜の天ぷら・たけのこの
木の芽和え、鰆の西京漬けなどと一
緒にお召し上がりいただくのもおす
すめです。【高砂　しぼりたて　生
原酒】冬限定のしぼりたて生酒です
。圧搾機から流れ出る原酒に、一切
の割り水や加…

高砂　麹あまざけ900ml
10本セット【1104680】

20,000円

平成27年度に石川県優良観光御土産
品コンクール石川県知事賞を受賞し
、石川ブランド製品にも認定されま
した。さらに第57回全国推奨観光土
産品審査会　全国商工会連合会会長
賞も受賞しております!石川県産米
と米麹のみで造った無添加・無加糖
・ノンアルコールのあまざけです。
お子様からご年配の方にもお勧めの
くせのないすっきりとした甘さです
。ブドウ糖やビタミン群が含まれて
おり身体に大変…

高砂　麹あまざけ500ml　ひゃくま
んさんカートン入2本【1104681】

5,000円

平成27年度に石川県優良観光御土産
品コンクール石川県知事賞を受賞し
、石川ブランド製品にも認定されま
した。さらに第57回全国推奨観光土
産品審査会　全国商工会連合会会長
賞も受賞しております!石川県産米
と米麹のみで造った無添加・無加糖
・ノンアルコールのあまざけです。
お子様からご年配の方にもお勧めの
くせのないすっきりとした甘さです
。ブドウ糖やビタミン群が含まれて
おり身体に大変…

能登ヒバ枕サシェ・エッセンシャル
ウォーター付き【1106824】

18,000円

キトラ株式会社は石川県白山市で創
業から25年枕の製造・販売を行って
いる会社です。そんな中、石川県の
県木である能登ヒバを利用できない
ものかと考え1年以上試行錯誤を繰
り返し開発したものが能登ヒバ枕で
す。能登ヒバは能登地域に広く分布
する針葉樹で、この木はヒノキチオ
ールを多く含み殺菌・抗菌性に優れ
カビや雑菌の繁殖を防ぎます。その
能登ヒバと混ぜ合わせ使用した中材
がそばがらです…

山里の香りただよう宿ふらり1万円
分宿泊利用券(補助券)【1109678】

35,000円

約100年前の古民家を改築した懐か
しさの残る一軒宿です。太い柱や梁
をお楽しみください。金沢などの料
理屋・旅館で料理の腕を磨き、地元
の食材を上手に利用したお料理は、
掘りごたつ型の囲炉裏で時間を気に
せず過ごせます。また、山の水を利
用した桧風呂も好評です。■提供元
の声お目に留めていただきありがと
うございます。『大切な方と大切な
時間を過ごしていただきたい』とい
う想いを胸に、…

山里の香りただよう宿ふらり2万円
分宿泊利用券(補助券)【1109679】

70,000円

約100年前の古民家を改築した懐か
しさの残る一軒宿です。太い柱や梁
をお楽しみください。金沢などの料
理屋・旅館で料理の腕を磨き、地元
の食材を上手に利用したお料理は、
掘りごたつ型の囲炉裏で時間を気に
せず過ごせます。また、山の水を利
用した桧風呂も好評です。■提供元
の声お目に留めていただきありがと
うございます。『大切な方と大切な
時間を過ごしていただきたい』とい
う想いを胸に、…

幸せの健康ご飯
12個入り【1114166】

10,000円

包装米飯では珍しい機能性表示食品
です。食後の血糖値の上昇を抑え、
またお腹の調子を整えることが報告
されています。自慢の特許製法によ
り、お米の旨み、甘味が際立ち、米
粒が大きくふっくらとした食感が特
徴です。このような方に、おすすめ
です。◇食後血糖値の気になる方◇
脂質の多い食事を摂りがちな方◇食
物繊維が不足しがちな方「機能性表
示食品」とは安全性の確保を前提と
し、事業者の責任…

幸せの健康ご飯
36個入り【1114167】

30,000円

包装米飯では珍しい機能性表示食品
です。食後の血糖値の上昇を抑え、
またお腹の調子を整えることが報告
されています。自慢の特許製法によ
り、お米の旨み、甘味が際立ち、米
粒が大きくふっくらとした食感が特
徴です。このような方に、おすすめ
です。◇食後血糖値の気になる方◇
脂質の多い食事を摂りがちな方◇食
物繊維が不足しがちな方「機能性表
示食品」とは安全性の確保を前提と
し、事業者の責任…

白山発酵食品スイーツセット【1116
992】

10,000円

石川県産米と米麹のみで造った無添
加・無加糖・ノンアルコールの甘酒
、金谷酒造店の酒粕を練りこんだバ
ウムクーヘンとカステララスクを詰
め合わせたセットです。麹あまざけ
:平成27年度石川県優良観光御土産
品コンクール石川県知事賞受賞、平
成27年度石川ブランド製品認定、第
57回全国推奨観光土産品審査会　全
国商工会連合会会長賞受賞千代尼粕
バウムクーヘン:第58回全国推奨観
光土産品審査会…
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石川県　白山市

石川県産米　麹あまざけ&五ツ星お
米マイスター厳選米セット【111699
3】

10,000円

石川県産米と米麹のみで造ったくせ
のないすっきりとした甘さの無添加
・無加糖・ノンアルコールの甘酒で
す。ブドウ糖やビタミン群が含まれ
ており身体に大変よい飲み物とされ
ています。夏は冷やで寒い冬には温
めて、牛乳や豆乳割りもお勧めです
。ひだまり米は石川県内の五ツ星お
米マイスターが厳選した、旧河内村
・鳥越村の限定地区の契約農家によ
って有機肥料・低農薬で栽培された
特別なこしひ…

＜白山の地酒＞天狗舞の「山廃純米
大吟醸」「山廃仕込純米酒」セット
【1125821】

18,000円

クラマイスターとは、2017年に始ま
ったフランスの日本酒コンクール。
824銘柄が出品され、星付きレスト
ランのシェフやソムリエが審査員を
務める中、2020年の純米大吟醸酒部
門で「天狗舞　山廃純米大吟醸」が
、純米酒部門では2019年、2020年の
2年連続で「天狗舞　山廃純仕込純
米酒」がプラチナ賞を受賞しました
。・山廃純米大吟醸:米の旨みを充
分に引き出す、天狗舞独自の山廃酒
母造りで醸された…

＜白山の地酒＞萬歳楽　加賀梅酒
十二年熟成【1125822】

30,000円

濃密な梅の旨みとキレの良いクリア
な飲み口の加賀梅酒を12年間じっく
りと丁寧に熟成させました。長期熟
成により深まったコクと紅映梅の芳
醇な香りは、上質な梅酒そのもので
す。■注意事項/その他・長期熟成
により、沈殿物が生じることがあり
ますが、品質に影響はありません。
・室温でストレートでお飲みくださ
い。※画像はイメージです。提供元
白山野々市酒販協同組合【容量】■
内容量/原産地加賀…

石川県白山市産　純粋日本はちみつ
白山ひめみつ　270g【1126417】

10,000円

白山市は石川県南西部に位置し、南
東に日本三名山の霊峰白山を頂き、
その総本宮として白山ひめ神社を祭
りたて、又国立公園として素晴らし
い自然環境を有し、一級河川手取川
と共に全域で白山手取川ジオパーク
に登録しています。この大自然の緑
豊かな里山に適したニホンミツバチ
が生息しています。セイヨウミツバ
チの様に、巣箱は大きな移動はなく
、その地域周辺で自ら蜜ろうで巣作
りし、1年掛か…

石川県白山市産　純粋日本はちみつ
白山ひめみつ
150g×2瓶【1126419】

12,000円

白山市は石川県南西部に位置し、南
東に日本三名山の霊峰白山を頂き、
その総本宮として白山ひめ神社を祭
りたて、又国立公園として素晴らし
い自然環境を有し、一級河川手取川
と共に全域で白山手取川ジオパーク
に登録しています。この大自然の緑
豊かな里山に適したニホンミツバチ
が生息しています。セイヨウミツバ
チの様に、巣箱は大きな移動はなく
、その地域周辺で自ら蜜ろうで巣作
りし、1年掛か…

＜白山の地酒＞天狗舞リキュール
「クラフトリキュール
YUZU」「梅酒」セット【1133883】

12,000円

クラフトリキュール　YUZUは、栽培
期間中農薬を一切使わず、有機肥料
栽培で育てられた石川県産「国造ゆ
ず」を使用。健康・美容が注目され
ている今、蔵元の若手により企画・
製造された製品です。リッチなゆず
の風味と、バランスの取れた酸味・
苦みを感じられる大人の味わいに仕
上げました。はちみつを加えること
で優しい甘みとジンジャーのアクセ
ントが特徴の、天狗舞のゆず酒をお
楽しみ下さい…

＜白山の地酒＞天狗舞リキュール
「クラフトリキュール
YUZU」2本セット【1133884】

13,000円

栽培期間中農薬を一切使わず、有機
肥料栽培で育てられた石川県産「国
造ゆず」を使用。健康・美容が注目
されている今、蔵元の若手により企
画・製造された製品です。リッチな
ゆずの風味と、バランスの取れた酸
味・苦みを感じられる大人の味わい
に仕上げました。はちみつを加える
ことで優しい甘みとジンジャーのア
クセントが特徴の、天狗舞のゆず酒
をお楽しみ下さい。■生産者の声飲
み方:ゆず酒と…

日本製スーツケース　WTエラコール
32L　(ブラック)
04096-01【1128415】

130,000円

2～3泊程度の旅行にぴったりな容量
32リットルのフレームタイプ。100
席以上の国内線や国際線の機内にも
持込み可能なサイズで、男女を問わ
ず幅広い年代の方々にお使いいただ
けます。ボディには耐衝撃性に優れ
たポリカーボネート樹脂を採用。表
面には傷の付きにくい微細なシボ仕
上げを施しました。快適な走行をサ
ポートするキャスターには、静音性
に優れ、軽い力で小回りが利く双輪
タイプのものを…

日本製スーツケース　WTエラコール
32L　(ネイビー)
04096-03【1128416】

130,000円

2～3泊程度の旅行にぴったりな容量
32リットルのフレームタイプ。100
席以上の国内線や国際線の機内にも
持込み可能なサイズで、男女を問わ
ず幅広い年代の方々にお使いいただ
けます。ボディには耐衝撃性に優れ
たポリカーボネート樹脂を採用。表
面には傷の付きにくい微細なシボ仕
上げを施しました。快適な走行をサ
ポートするキャスターには、静音性
に優れ、軽い力で小回りが利く双輪
タイプのものを…

日本製スーツケース　WTエラコール
32L　(ホワイト)
04096-06【1128417】

130,000円

2～3泊程度の旅行にぴったりな容量
32リットルのフレームタイプ。100
席以上の国内線や国際線の機内にも
持込み可能なサイズで、男女を問わ
ず幅広い年代の方々にお使いいただ
けます。ボディには耐衝撃性に優れ
たポリカーボネート樹脂を採用。表
面には傷の付きにくい微細なシボ仕
上げを施しました。快適な走行をサ
ポートするキャスターには、静音性
に優れ、軽い力で小回りが利く双輪
タイプのものを…

日本製スーツケース　WTエラコール
32L　(オレンジ)
04096-14【1128418】

130,000円

2～3泊程度の旅行にぴったりな容量
32リットルのフレームタイプ。100
席以上の国内線や国際線の機内にも
持込み可能なサイズで、男女を問わ
ず幅広い年代の方々にお使いいただ
けます。ボディには耐衝撃性に優れ
たポリカーボネート樹脂を採用。表
面には傷の付きにくい微細なシボ仕
上げを施しました。快適な走行をサ
ポートするキャスターには、静音性
に優れ、軽い力で小回りが利く双輪
タイプのものを…

日本製スーツケース　WTエラコール
63L　(ブラック)
04097-01【1128419】

140,000円

4～5泊程度の旅行にぴったりな、容
量63リットルのフレームタイプ。ス
タイリッシュな雰囲気で、男女を問
わず幅広い年代の方々にお使いいた
だけます。ボディには耐衝撃性に優
れたポリカーボネート樹脂を採用。
表面には傷の付きにくい微細なシボ
仕上げを施しました。快適な走行を
サポートするキャスターには、静音
性に優れ、軽い力で小回りが利く双
輪タイプのものを使用しています。
内装には、メ…
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石川県　白山市

日本製スーツケース　WTエラコール
63L　(ネイビー)
04097-03【1128420】

140,000円

4～5泊程度の旅行にぴったりな、容
量63リットルのフレームタイプ。ス
タイリッシュな雰囲気で、男女を問
わず幅広い年代の方々にお使いいた
だけます。ボディには耐衝撃性に優
れたポリカーボネート樹脂を採用。
表面には傷の付きにくい微細なシボ
仕上げを施しました。快適な走行を
サポートするキャスターには、静音
性に優れ、軽い力で小回りが利く双
輪タイプのものを使用しています。
内装には、メ…

日本製スーツケース　WTエラコール
63L　(ホワイト)
04097-06【1128421】

140,000円

4～5泊程度の旅行にぴったりな、容
量63リットルのフレームタイプ。ス
タイリッシュな雰囲気で、男女を問
わず幅広い年代の方々にお使いいた
だけます。ボディには耐衝撃性に優
れたポリカーボネート樹脂を採用。
表面には傷の付きにくい微細なシボ
仕上げを施しました。快適な走行を
サポートするキャスターには、静音
性に優れ、軽い力で小回りが利く双
輪タイプのものを使用しています。
内装には、メ…

日本製スーツケース　WTエラコール
63L　(オレンジ)
04097-14【1128422】

140,000円

4～5泊程度の旅行にぴったりな、容
量63リットルのフレームタイプ。ス
タイリッシュな雰囲気で、男女を問
わず幅広い年代の方々にお使いいた
だけます。ボディには耐衝撃性に優
れたポリカーボネート樹脂を採用。
表面には傷の付きにくい微細なシボ
仕上げを施しました。快適な走行を
サポートするキャスターには、静音
性に優れ、軽い力で小回りが利く双
輪タイプのものを使用しています。
内装には、メ…

日本製スーツケース　WTエラコール
90L　(ブラック)
04098-01【1128423】

150,000円

1週間～10日程度の旅行にぴったり
な、大容量90リットルのフレームタ
イプ。総外寸157cm以内の手荷物預
け入れ国際基準サイズです。スタイ
リッシュな雰囲気で、男女を問わず
幅広い年代の方々にお使いいただけ
ます。ボディには耐衝撃性に優れた
ポリカーボネート樹脂を採用。表面
には傷の付きにくい微細なシボ仕上
げを施しました。快適な走行をサポ
ートするキャスターには、静音性に
優れ、軽い力で…

日本製スーツケース　WTエラコール
90L　(ネイビー)
04098-03【1128424】

150,000円

1週間～10日程度の旅行にぴったり
な、大容量90リットルのフレームタ
イプ。総外寸157cm以内の手荷物預
け入れ国際基準サイズです。スタイ
リッシュな雰囲気で、男女を問わず
幅広い年代の方々にお使いいただけ
ます。ボディには耐衝撃性に優れた
ポリカーボネート樹脂を採用。表面
には傷の付きにくい微細なシボ仕上
げを施しました。快適な走行をサポ
ートするキャスターには、静音性に
優れ、軽い力で…

日本製スーツケース　WTエラコール
90L　(ホワイト)
04098-06【1128425】

150,000円

1週間～10日程度の旅行にぴったり
な、大容量90リットルのフレームタ
イプ。総外寸157cm以内の手荷物預
け入れ国際基準サイズです。スタイ
リッシュな雰囲気で、男女を問わず
幅広い年代の方々にお使いいただけ
ます。ボディには耐衝撃性に優れた
ポリカーボネート樹脂を採用。表面
には傷の付きにくい微細なシボ仕上
げを施しました。快適な走行をサポ
ートするキャスターには、静音性に
優れ、軽い力で…

日本製スーツケース　WTエラコール
90L　(オレンジ)
04098-14【1128426】

150,000円

1週間～10日程度の旅行にぴったり
な、大容量90リットルのフレームタ
イプ。総外寸157cm以内の手荷物預
け入れ国際基準サイズです。スタイ
リッシュな雰囲気で、男女を問わず
幅広い年代の方々にお使いいただけ
ます。ボディには耐衝撃性に優れた
ポリカーボネート樹脂を採用。表面
には傷の付きにくい微細なシボ仕上
げを施しました。快適な走行をサポ
ートするキャスターには、静音性に
優れ、軽い力で…

豚角煮ブロック
(約300g×2個)【1136146】

11,000円

3時間ほど、雑味と余分な脂を落と
すため下茹!そこから表面を焼き「
醤油のまち」大野の醤油を使った特
製タレにドボンと漬け込み、鍋でコ
トコトと煮込むこと4時間。500gほ
どあったお肉が300gになるとトロト
ロな豚角煮が完成!美味しく食べる
ためのコツ!【1】加熱前に豚角煮に
まかれているタコ糸を外してくださ
い。(加熱後だと煮崩れします)【2
】加熱前にお好きな大きさにスライ
スしてください。【…

能登牛ハンバーグ(150g×4個)&豚角
煮(約300g×2個)【1136147】

18,000円

能登牛ハンバーグと豚角煮の詰合せ
セットです。【能登牛ハンバーグ】
能登牛を贅沢に粗挽きにして肉の触
感を残し食べ応えあるハンバーグに
しました。噛みしめるたび旨みを楽
しめます。【豚角煮】3時間ほど、
雑味と余分な脂を落とすため下茹!
そこから表面を焼き「醤油のまち」
大野の醤油を使った特製タレにドボ
ンと漬け込み、鍋でコトコトと煮込
むこと4時間。500gほどあったお肉
が300gになるとト…
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