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Manｍaスペシャルお菓子セット

10,000円

①クッキー12個(1個22ｇ）②クラン
チ8個（1個20g）③チョコ6袋（1袋1
6g）

名張シティファーム水耕野菜特別セ
ット

10,000円

【ふるさとチョイス限定】・フリル
レタス ８袋・なばリーフ    ８袋
・小松菜       １０袋           
  合計２６袋毎月限定１０セットま
で

にんにく

10,000円

300ｇ（150ｇ×2パック）

0559伊賀忍者®丸福のコロッケ＆み
んちボール

10,000円

伊賀忍者®丸福のコロッケ20個(10個
入×２）みんちボール15個

FG11（焼菓子）名張の郷土セット・
い【数量限定】

10,000円

はいから燦　5個焼きドーナツ
5個COCOミニヨン
5個限定10箱4～10月はチルド発送。

0558伊賀の國　あられ

10,000円

黒糖揚げ　　上忍編　
110ｇ×５パック、えび潮揚げ
くノ一編　100ｇ×５パック

0501伊賀牛商品セット

10,000円

伊賀牛を使った商品詰合せ　・伊賀
うし志ぐれ煮×1個・伊賀牛しぐれ
×1個・伊賀忍者ビーフカレー(中辛
)×1個

0503【H29特Ａ評価】伊賀米こしひ
かり

10,000円

・伊賀米こしひかり 5kg×1袋・伊
賀米こしひかり 特別栽培米  1kg×
1袋平成２９年産新米！

0504　ぶどうジュースセット

10,000円

青蓮寺で生産されたぶどうを使用し
た100%葡萄ジュース　・マスカット
ベリーA 180ml×2本・スチューベン
 180ml×2本・デラウェア 180ml×2
本

0505福祉団体生産品セット

10,000円

福祉団体の方々が作った商品の詰め
合わせ　・クッキー(ともほっぷ)：
2パック・動物クッキー(ともほっぷ
)：2パック・クッキー(サンフラワ
ー) 3種：各2パック・布コースター
(もみじの家)：1枚

0506【季節限定】イチゴ(あきひめ)

10,000円

あきひめ:800g(24～30粒程度) 【申
込】～平成30年11月30日（金） 【
配送時期】2018年12月～2019年3月
上旬頃

0507【季節限定】いちご(紅ほっぺ)

10,000円

紅ほっぺ:800g(24～30粒程度) 【申
込】～平成30年12月21日(金)  【配
送時期】2019年1月～3月頃　
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0510【季節限定】ぶどう(マスカッ
ト・ベリーA)

10,000円

マスカット・ベリーＡ：2kg 【申込
】～平成30年9月14日(金) 【配送時
期】10月頃

0511YASHINBO　SET
やしんぼセット

10,000円

・隠SWEETS：1箱中身は届いてから
のお楽しみ

0512「なばりのひやわん」グッズセ
ット

10,000円

【数量限定】「あれっこわい犬　名
張のひやわん」のキャラクターグッ
ズ15セット限定 ・ランチトートバ
ッグ（黒）：1個・ピンバッジ：1個
・根付けストラップ：1個・ポスト
カード：2枚

0513名張とれたて旬の野菜＆加工品
セット・い

10,000円

・旬野菜詰め合わせ・「隠タカラモ
ノ」おかずみそ（110g）:1個・「隠
タカラモノ」地ドレッシング:１本

0514「赤目滝メン」セット（西陣織
風呂敷）

10,000円

第56回全国推奨観光土産品審査「日
本観光振興協会会長賞(工芸部門)」
選出・西陣織「滝メン」風呂敷(赤
色):1枚・滝メンポストカード:５枚

0515伊賀米コシヒカリお届け便・1

10,000円

ご贈答用にも使える2合（300g）パ
ックが6袋入った「う米ギフト」う
米パック 伊賀米コシヒカリ:白米30
0g×6袋平成２９年産新米！

0516へこきまんじゅう

10,000円

さつまいもの生地で焼き上げた忍者
の形をしたおまんじゅう
 へこきまんじゅう10個入り×1箱

0517フルーツガトー・オレンジガト
ー＆バターシュガーラスクセット

10,000円

フルーツガトー１個（横15㎝）オレ
ンジガトー１個（横15㎝）バターシ
ュガーラスク２個（約60ｇ×２個）

0518錦生きのこの里セット

10,000円

ドレッシング「味しめじ」200ml×1
本ドレッシング「しいたけ」200ml
×1本ドレッシング「きくらげ」200
ml×1本生きのこ「味しめじ」：約1
80ｇ乾燥きのこ「しいたけ」：約20
ｇ乾燥きのこ「きくらげ」：約30ｇ

0519隠タカラモノデコドレッシング
＆おかずみそセット

10,000円

うめ小町180ml×1本ぶどう乙女180m
l×1本ゆず美人180ml×1本おかずみ
そ110g×1本 ※おかずみそは通常・
ネギ入りニンニク入りのうちのいず
れか１本です。※おかずみその種類
は選べません。

0520アグリー農園水耕栽培おまかせ
お野菜セット

10,000円

【ふるさとチョイス限定】毎月限定
5セットまで・小松菜３袋・水菜３
袋・リーフレタス２袋・フリルアイ
ス2袋・ベビーリーフ2袋

0521名張牛汁　牛べえ汁

10,000円

名張のご当地グルメ名張牛汁をレト
ルトパックでご提供　 牛べえ汁
４個　消費期限５日
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FG12伊賀名張　青蓮寺ワイン　蓮
REN

10,000円

【ふるさとチョイス限定】※限定３
０本　完熟マスカットベリーAのみ
を使用した逸品のワイン
 720ml×１本（贈答箱付）

0561ソムリエソース(１本)とソムリ
エソルト(3本)のセット

12,000円

ソムリエソース（２００ml）×１本
（ガーリックオリーブオイルソース
又はトマトレモンオニオンソースの
どちらか１本をお選びください）※
備考欄にご希望のどちらか１本のソ
ースをご記入くださいソムリエソル
ト（６５g）×３本（①ピンクソル
ト・ワイン風味②スパイシーソルト
・カレー風味③ハーブソルト・バジ
ル風味）

FG03_伊賀産コシヒカリ　極上
箸ひかり

15,000円

・伊賀産コシヒカリ　極上
箸ひかり　6㎏限定　５０セット

三重県産　梅干（ハチミツ）

17,000円

【ふるさとチョイス限定】平成３０
年９月以降発送９月の初梅（はつう
め）です130ｇ×12パック限定数量
：50セット

三重県産　梅干（しそ）

17,000円

【ふるさとチョイス限定】平成３０
年９月以降発送９月の初梅（はつう
め）です130ｇ×12パック限定数量
：50セット

FG03_福田ぶどう園からのお届け物

17,000円

ぶどうジュース180ml（マスカット
ベリーＡ・デラウェア）、ぶどうの
酢200ml限定　３０セット

FG03_よこやまさんちの伊賀米コシ
ヒカリ

17,000円

・特Ａ　伊賀米コシヒカリ2㎏　4袋
　計８kg限定　３０セット

FG11（焼菓子）名張の郷土セット・
ろ【数量限定】

20,000円

焼きショコラ　4個クッキー
7袋（14個）はいから燦
6個COCOミニヨン
6個かたやき小焼き　2袋限定
10箱4～10月はチルド発送。

[0522]牛肉(伊賀牛肉すきやきコー
ス・3-い)

30,000円

○伊賀忍者Beef（伊賀牛）ロース:4
80ｇ（竹の皮包み・折詰め）

[0523]牛肉(伊賀牛肉すきやきコー
ス・3-ろ)

30,000円

○肉の横綱　伊賀牛 リブロース:50
0ｇ（木箱入り）

[0524]牛肉(伊賀牛肉すきやきコー
ス・3-は)

30,000円

○肉の横綱　伊賀牛 ランプ:650ｇ

[0525]牛肉(伊賀牛肉ステーキコー
ス・3-い)

30,000円

○伊賀忍者Beef（伊賀牛） サーロ
イン:220ｇ×2枚（竹の皮包み・折
詰め）
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[0526]牛肉(伊賀牛肉ステーキコー
ス・3-ろ)

30,000円

○肉の横綱　伊賀牛 リブロースス
テーキ:170ｇ×3枚（木箱入り）

[0527]牛肉(伊賀牛肉ステーキコー
ス・３－は)

30,000円

○肉の横綱
伊賀牛 サーロイン:250ｇ×2枚

0528伊賀酒セット・3-い

30,000円

・生酒久寿徳大吟醸 1.8ℓ×1本
・生酒久寿徳吟醸1.8ℓ×1本

0529伊賀酒セット・3-ろ

30,000円

・はなびし本醸造720ml×1本
・復刻版花菱720ml×1本
・乱歩誕生720ml×1本
・半兵衛辛口720ml×1本
・半兵衛純米吟醸720ml×1本　・名
張忍法帖720ml×1本 ※はなびし庵
歴史影絵劇招待券（ペア）

0532伊賀酒セット・3-へ

30,000円

・参宮　大吟醸  1.8ℓ×1本
・参宮純米吟醸
旅街道  1.8ℓ×1本

0533隠タカラモノギフト

30,000円

名酒でかんぱい！セット　・福持酒
造天下錦300ml×1本・瀧自慢名張乙
女300ml×1本・参宮生貯蔵300ml×1
本・おちょこ×2個 う米ギフトセッ
ト・う米パック伊賀米コシヒカリ(2
合)×4個・おかずみそ(110g)×2個

[0534]牛肉(伊賀牛肉すきやきコー
ス・5-い)

50,000円

・伊賀忍者Beef（伊賀牛） カタロ
ース:700ｇ （竹の皮包み・折詰め
）・伊賀米コシヒカリ:300ｇ

[0535]牛肉(伊賀牛肉すきやきコー
ス・5-ろ)

50,000円

・肉の横綱　伊賀牛 カタロース:70
0ｇ （木箱入り）・伊賀米コシヒカ
リ:300ｇ

[0536]牛肉(伊賀牛肉すきやきコー
ス・5-は)

50,000円

・肉の横綱　伊賀牛 カタロース:80
0ｇ・伊賀米コシヒカリ:300ｇ

[0537]牛肉(伊賀牛肉ステーキコー
ス・5-い)

50,000円

・伊賀忍者Beef（伊賀牛） サーロ
イン:220ｇ×3枚 （竹の皮包み・折
詰め）・伊賀米コシヒカリ:300ｇ

[0538]牛肉(伊賀牛肉ステーキコー
ス・5-ろ)

50,000円

肉の横綱
伊賀牛サーロインステーキ　200ｇ
×3枚（木箱入り）特典：伊賀米コ
シヒカリ300ｇ

[0539]牛肉(伊賀牛肉ステーキコー
ス・5-は)

50,000円

・肉の横綱　伊賀牛 サーロイン:25
0ｇ×3枚・伊賀米コシヒカリ:300ｇ
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0540伊賀酒セット・5-い

50,000円

・大吟醸久寿屋徳兵衛720ml×2本・
純米吟醸久寿屋徳兵衛720ml×2本・
純米松乃露720ml×1本・特撰松乃露
720ml×1本

0541伊賀酒セット・5-ろ

50,000円

・はなびし本醸造720ml×2本・復刻
版花菱720ml×1本・はなびし大吟醸
720ml×1本・乱歩誕生720ml×1本・
半兵衛辛口720ml×1本・半兵衛純米
吟醸720ml×1本・名張忍法帖720ml
×1本 ※はなびし庵
歴史影絵劇招待券（5名分）

0544伊賀酒セット・5-へ

50,000円

・参宮大吟醸720ml×２本・参宮純
米吟醸旅街道720ml×２本・参宮特
別純米月夜見720ml×２本

0545名張とれたて旬の野菜＆加工品
セット・ろ

50,000円

名張市産の最旬とれたて野菜と「隠
タカラモノ」商品のセット①春野菜
、おかずみそ110ｇ×1個②夏野菜、
うめみそドレッシング180ml×1本③
秋野菜、地ドレッシング200ml×1本
④冬野菜、う米ギフト(伊賀米こし
ひかり他)2合×6個  　※地ドレッ
シングは、味しめじ・しいたけ・き
くらげドレッシングのいずれか１本
をセットにします。ドレッシングの
種類は選べません。

0546【特Ａ評価】伊賀米コシヒカリ
お届け便・5

50,000円

○伊賀米コシヒカリ:白米10kg×3回
※毎月1回10kgを、3ヶ月間お届けし
ます。平成２９年産新米！

0547忍者ゆかりの温泉の日帰り入浴
と伊賀牛と海鮮のあみ焼き料理
2名様分

50,000円

【伊賀のかくれ宿湯元赤目温泉隠れ
の湯対泉閣】日帰り入浴と伊賀牛と
海鮮のあみ焼き(昼食)２名様分。※
料理写真はイメージです。

0548ペアお食事券

50,000円

【湯元赤目山水園】「季節会席（昼
食）+大浴場入浴（タオル付）」２
名様分　喫茶ご利用券サービス※料
理写真はイメージです。

0549伊賀牛ふるさと会席お食事券

50,000円

【香落渓温泉展望露天風呂青蓮寺レ
ークホテル】昼食（個室又はレスト
ラン）と天然温泉入浴２名様分 ※
料理写真はイメージです。

0550伊賀酒セット・10-い

100,000円

・大吟醸久寿屋徳兵衛1.8ℓ×2本・
純米吟醸久寿屋徳兵衛1.8ℓ×2本・
純米松乃露1.8ℓ×1本・特撰松乃露1
.8ℓ×1本・伊賀焼ぐい吞み×1個

0553伊賀酒セット・10-へ

100,000円

・参宮大吟醸1.8ℓ×2本・参宮純米
吟醸旅街道1.8ℓ×2本・参宮特別純
米月夜見1.8ℓ×2本

0554【特Ａ評価】伊賀米コシヒカリ
お届け便・10

100,000円

○伊賀米コシヒカリ:白米10kg×6回
※毎月1回10kgを、6ヶ月間お届けし
ます。平成２９年産新米！

0555赤目四十八滝まで徒歩5分の創
業明治の温泉宿で過ごすペア宿泊券

150,000円

【伊賀のかくれ宿湯元赤目温泉隠れ
の湯対泉閣】2名様のご宿泊(1泊2食
付き)　　※1泊2食の基本代金のみ
が含まれています。お部屋などのご
指定はできません。お料理と含めて
おまかせになります。お飲み物など
現地で追加されるものは含まれませ
ん。
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0556ペアご宿泊券

150,000円

【湯元赤目山水園】2名様のご宿泊(
1泊2食付き)家族風呂６０分ご利用
サービス喫茶ご利用券サービス※ご
夕食は「季節会席」にも変更できま
す※料理写真はイメージです。

[0557]温泉(伊賀牛ふるさと堪能会
席温泉ご宿泊券)

150,000円

【香落渓温泉展望露天風呂青蓮寺ﾚｰ
ｸﾎﾃﾙ】2名様のご宿泊(1泊2食付き)
夕食時伊賀酒お一人様300ml×1本付
き朝食時「青蓮寺湖産ぶどうジュー
ス」お一人様180ml×1本付き ※料
理写真はイメージです。

秋限定　名張の味覚
さつまいも堀り

17,000円

10株　約10㎏（5人分）　　　　　
　　　　　　　　　　現地で焼き芋
のふるまい※平成30年10月の土日6
、７、8、13、14、20、21、27、28
のうち１日をご指定ください。

米麹「国津みそ3種セット」白、黒
、青大豆

10,000円

国津みそ（白大豆　フクユタカ）
500g　2個国津みそ（黒大豆）500g
１個国津みそ（青大豆）500g
１個限定数量：50セット

米麹「国津みそ3種セット」白、黒
、青大豆とお米セット

17,000円

国津みそ（白大豆　フクユタカ）
500g　１個国津みそ（黒大豆）500g
１個国津みそ（青大豆）500g
１個三重県名張市産
コシヒカリ3㎏限定数量：５０
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