「信楽焼のたぬき」のふるさと

県下一の生産量を支える広大な茶畑

甲賀といえ

甲賀市の“ええもん”集めました！

カタログギフト

P

選

「 愛こうかカタログギフト」は、
地 元 甲 賀 市の自慢の逸 品をぎゅっと詰め込んだカタログギフトです 。
このカタログの中に掲 載されたお好きな商 品を選んでお申し込みいただくと、
甲 賀 市のつくり手 から直 接 商 品をお届けします 。

P

甲 賀 市自慢の“ええもん”を知っていただき「あれもいいな、いやこれも… 」と

地

迷いながら選 ぶ 楽しさを味わっていただければと思います 。
ご本 人さまのご利 用はもちろん、
地 元 甲 賀 市ならではのものを、ぜひご贈 答にもご利 用ください。

滋賀県
甲賀市

1
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」のふるさと

東海道五十三次 水口宿のまち

甲賀といえば忍者“忍術と薬のまち”

お好みの商品を

1

「お気に召していただけるかしら…」
「同じ物が重なったら…」
贈り物は先様のことを考えて悩むもの。
「愛こうかカタログギフト」なら、先様にお好きなも
のを選んでいただけるので心配はありません。

Point

選べる

3

Point

お土産

使い方いろいろ…

地元を贈る

2

自分が生まれ育った地域のもの、
自分が食べ
てきたもの、
自分の暮らす地域のものを贈るこ
とは、
自分らしさを贈ること。
いつもお世話になっている方にこそ、
自分らし
い贈り物を。

Point

地元

お土産にも最適
カタログギフトなら持ち運びにかさばらず、
食べ物も日にちを気にしなくても大丈夫。
贈る相手の方にも、
お土産屋さんで商品を選ぶ
ような気分で楽しんでいただけるので、旅行の
お土産としてもぴったり。

Point

4

便利

●お中元・お歳暮などの季節のご挨拶に。
●結納・誕生・入学・内祝いなどのお慶び事に。
●結婚式などの引き出物に。
●ゴルフコンペや二次会、
忘年会などの景品に。
●企業の販促品として。
あらゆるギフトシーンにご利用いただけます。
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陶 器類
日 本 六 古 窯 のひとつに 数えられる信 楽 。
特 有 の 土 味を発 揮して 、登 窯 、窖 窯 の 焼 成 によって 得られる
温 か み のある火 色（ 緋 色 ）の 発 色と自 然 釉 による
ビードロ 釉と焦 げ の 味 わ いに 特 色 づ けられ 、
土と炎 が 織りな す 芸 術として
“ わ び・さび ”の 趣を今 に 伝えている。

3

カタログギフト.indb

3

2015/07/09

13:33:02

株式会社宗陶苑

商品番号

T-01

信楽焼
本焼締ビアマグ（ペア）
商品 のぼり窯のビアマグ〈焼締〉 2個×1
内容 （径8.5×12.5㎝）
宗陶苑は日本最大級の「のぼり窯」を有する信楽焼の窯
元です。江戸年間に築かれた窯は全11室からなり、その
規模は長さ30m、幅15m、高さ3.5m。信楽の土の良さ
を生かした伝統的な自然の模様や色は、登り窯でなけれ
ば引き出せないといわれています。こののぼり窯で焼か
れたビアマグは、信楽独特の長石を含んだ土と、うわ薬
を使わない炎だけの焼締で仕上げられており、細かな隙
間を通して自然の気を通わせるのが特徴です。ビールを
注ぐと酵母菌が息をし、
泡が細かくなり、
味を高めるとされ、
ビール本来のおいしさをご堪能いただける逸品です。

Contact
■住所 〒529-1851 滋賀県甲賀市信楽町長野1423-13
■T E L 0748-82-0316
■FAX 0748-82-1344
■http://www. shigarakiyaki.co.jp
■E-mail soutouen@shigarakiyaki.co.jp
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ヤマ庄陶器株式会社

信楽焼
緑砂窯変花入

商品番号

T-02

商品 信楽焼 緑砂窯変花入×1
内容 （17×14×24㎝ 1.5㎏）
「和洋どちらにも合う花器がほしい」というお客様の要望
を取り入 れ、 信 楽 焼 の 職 人にオー ダ ーした商 品です。
1250年の伝統を誇る信楽焼独特の素朴な土の温もり、そ
して、花器全体に配色されたなじみのよい淡い色に、深
みのあるグリーンのラインが、活ける花の茎の一部となっ
て連なり、主役である花を一層大きく、美しく際立たせま
す。使い勝手のよい楕円のフォルムの口の部分は、口む
しりという製法で、陶工たちが一品一品手作りで風合いを
加えました。長い歳月を越えて人々に愛され続ける信楽
焼は、日々の暮らしに豊かさを与えてくれます。玄関に、
リビングのインテリアに、ぜひあなたの感性で花を咲かせ
てください。

Contact
■住所 〒529-1851 滋賀県甲賀市信楽町長野560-1
■T E L 0748-82-0045
■FAX 0748-82-2145
■http://www.waon-s.com
http://www.yamasho-touki.co.jp
■E-mail info@yamasho-touki.co.jp
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陶房 準

商品番号

信楽焼
陶雛人形
商品
内容

T-03

信楽焼の手づくり雛人形×2
台座（12×18㎝）×1 毛氈×1

信楽焼の陶人形作家・葛原準子さんがつくる雛人形は、
信楽焼ならではの土のぬくもりとやさしい表情が特徴。お
雛さまグランプリ「三木睦子賞」の受賞歴もあり、これま
でテレビや新聞など各メディアでも数多く取り上げられて
います。ひとつひとつ丁寧に愛情込めて手づくりされてお
り、それぞれに顔の表情が違うのも魅力。インテリアとし
てお部屋に飾っておくだけで、あたたかな雰囲気に包まれ
ます。 陶房「準」は信楽の窯元めぐりの散策路にあり、
見学もできます。お地蔵さんや雛人形、歳時記をテーマ
としたさまざまな陶人形をお楽しみください。

Contact
■住所 〒529-1851 滋賀県甲賀市信楽町長野1423-10
■T E L 0748-82-1732
■FAX 0748-82-3017
■http://www.tohbo-jun.jp/
■E-mail juntohbo@yahoo.co.jp
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株式会社丸九製陶所

商品番号

T-04

信楽焼
火鉢ミニチュアセット
商品
内容

信楽焼 陶器製火鉢（径14×10㎝）
真鍮製火箸、焼杉台、木灰×各1

創業200有余年の歴史ある窯元・丸九製陶所は、大型陶
器を得意とし、壺や火鉢、花瓶、植木鉢、手洗い器や庭
園陶器など日常使いの陶器製品をつくっています。最近
では現代の暮らしに合わせた洋風フラワーベースや照明
器具なども手掛け、海外からも注目を集めています。中
でもいま人気上昇中なのがミニサイズの火鉢。昔懐かし
いレトロな雰囲気をかもし出しています。信楽焼の伝統的

Contact

なナマコ釉薬を使用した高級感あるジャパンブルーは、和

■住所 〒529-1851 滋賀県甲賀市信楽町長野770
■T E L 0748-82-0059
■FAX 0748-82-3159
■http://www.maruku.co.jp/

風・洋風どちらのお部屋にも違和感なくお使いいただけま
す。灰皿として、
インテリアとして風情をお楽しみください。
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株式会社三彩

花器
商品
内容

商品番号

T-05

一輪挿し

信楽焼 加湿機能付花器セット×1

受け皿に水を張ると花器が自然に水を吸い上げ、お部屋
の湿度を保つことができる加湿機能付き花器です。この
商品は、信楽窯業技術試験場にて開発され、その実用性
が実証されています。海をイメージした受け皿に、ポップ
な色遣いと信楽焼独特の風合いの花器がお部屋のアクセ
ントとなり、使う人の心を和ませます。電気代いらずの安
全エコグッズが遊び心溢れるデザインの花器として、特に
乾燥の多いシーズンには大活躍します。秋はススキ、冬
は果実、春は梅、夏には涼しげなグリーンをコーディネイ
トして演出を。お部屋を彩り、潤いを保って快適な暮らし
のお手伝いをします。普段使いやお誕生日などのギフトに
新しいご提案商品です。

Contact
■住所 〒529-1811 滋賀県甲賀市信楽町江田836
■T E L 0748-82-3131
■FAX 0748-82-2162
■E-mail sansai.co@star.ocn.ne.jp
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お茶
甲 賀 のお 茶 は 清 浄 な 空 気と冷 涼 な 気 候 が 、
古 来より良 質 な 茶を育 んできました 。
平 坦 部 の 丘 陵 地 帯 で 栽 培される「 土 山 茶 」は 、
県 下 一 の 生 産 量を誇り、か ぶ せ 茶 の 産 地として 全 国 でも有 名 で す 。
また 信 楽 高 原 で 栽 培される「 朝 宮 茶 」は日 本 最 古 の 歴 史を有し、
朝 霧 の 立ち込 める山 間 急 傾 斜 地 で 栽 培される茶 は 、
独 特 の 香 気と深 い 滋 味 により、緑 茶 の 最 高 峰とも評されます 。
9
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丸安茶業株式会社

近江特産
味わいセット
商品
内容

商品番号

O-01
常温

茶助緑茶（100g）、くノ一和紅茶（4g×10）
、
土山かりがね（100g）、土山のかおり（100g）
、
かぶせ荒茶（100g）×各1

創業明治５年、茶畑での育成方法や摘採時期、加工方法に

箱のサイズ

26×38×4cm

総重量720g

よって異なる多種多様な茶葉を提供する丸安茶業㈱の、さ
まざまなお茶が楽しめるセットです。高級煎茶
「茶助緑茶」
は、
2014香港国際ティーフェア緑茶部門で優秀茶葉大賞（第１
位）を受賞した逸品。近江の茶葉を全発酵させた「くノ一
和紅茶」は、クセがなく飲みやすい国産紅茶です。良質の
茶葉（茎）特有の甘みがある「土山かりがね」
、茶葉の量
や抽出時間で好みの味にできる煎茶「土山のかおり」
、
「か
ぶせ荒茶」は減化学肥料・減農薬栽培の「滋賀県環境こだ
わり農産物」認定のお茶です。

Contact
■住所 〒528-0231 滋賀県甲賀市土山町頓宮267
■T E L 0748-67-0015
■FAX 0748-67-1261
■http://www.oumi-maruyasu.co.jp/
■E-mail info@oumi-maruyasu.co.jp

10

カタログギフト.indb

10

2015/07/09

13:33:49

近江製茶株式会社

朝宮煎茶・
土山かぶせ茶
商品
内容

商品番号

O-02
常温

詰合せ

朝宮煎茶（160g）、
土山かぶせ茶（160g）×各1

明治４年の創業以来、近江茶の産地「朝宮」
「土山」の上
質なブランド茶を扱う「近江製茶」
。日本茶鑑定士が厳し
い目で選別し、優れた加工技術で仕上げた商品の数々は、
長く飲み継がれている歴史ある味わいです。「朝宮煎茶」
は、高級茶の産地・朝宮で生産された一番茶の中でも特
に厳選した原料を使用し、煎茶に仕上げたもの。独特の
清涼な香りと上品な甘みが特徴です。「土山かぶせ茶」は、
新芽に覆いをかぶせ、遮光して育てた旨みの濃いお茶。
美しい色と特有の香り・甘みが楽しめます。近江のお茶の
２つの味を堪能できる詰合せです。

Contact
■住所 〒528-0232 滋賀県甲賀市土山町前野504
■T E L 0748-67-0308
■FAX 0748-67-1138
■http://www.ohmiseicha.com
■E-mail info@ohmiseicha.com
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辰岡製茶株式会社

商品番号

甲賀の郷・味くらべ
お茶セット
商品
内容

O-03
常温

辰岡の水出し赤ちゃん番茶ティーバッグ（10g×40袋）、
辰岡の赤ちゃん番茶（PET500ml）、深むし煎茶（100g）、
煎茶つちやま（100g）、玉露（100g） ×各1

テレビや新聞などでその効能に定評がある「水出し赤ちゃ
ん番茶」
。開発のきっかけは健康に気遣うお客様による要
望でした。１度乾燥させた茶葉を独自製法で再火にかけ、
作り上げた番茶は、文字通り赤ちゃんからお年寄りまで安
心して毎日飲める、昔ながらの香ばしい味。その親しさと
共に、
「肌荒れが収まった」
「便秘が改善された」
「血圧や
むくみに効果があった」など、全国からお客様の喜びの声
が届きます。ボリューム満点のティーバッグと携帯に便利
なペットボトル、そして土山茶をバラエティ豊かに堪能出
来るセット仕立てをどうぞ。

Contact
■住所 〒528-0211 滋賀県甲賀市土山町北土山982
■T E L 0748-66-0025
■FAX 0748-66-1488
■http://www.eonet.ne.jp/~tatuokaseicha/
■E-mail tatuoka@maia.eonet.ne.jp
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道の駅 あいの土山

商品番号

甲賀ブランドセット
商品
内容

O-04
常温

黒影米（100g）、忍者もち（ユズ・シソ・ヨモギ・
ゴマ・ヤマイモ）、抹茶葛餅（5個入り）、水出し
赤ちゃん番茶（400g）、朝宮紅茶「紫香楽」（50g）
×各1

土山は東海道五十三次の49番目の宿場として栄えた歴史
あるまち。 滋賀県と三重県の境にあり、
「坂は照る照る
鈴鹿は曇る あいの土山

雨が降る」と鈴鹿馬子唄にも

唄われています。道の駅「あいの土山」は地域の情報や
地元の特産品が一堂に集まる場所。その中から選りすぐり
の甲賀ブランド認定品をセットにしました。忍者をイメージ
したネーミングの黒影米は有機肥料で育った黒米で、アン
トシアニンやビタミンなど栄養豊富。白米にまぜて炊くの
がおすすめです。このほか茶園が作ったスイーツや紅茶、
５つの味が揃う薬膳餅など、オリジナル品をお届けします。

Contact
■住所 〒528-0211 滋賀県甲賀市土山町北土山2900
■T E L 0748-66-1244
■FAX 0748-70-3209
■http://www.ainotutiyama.co.jp
■E-mail info@ainotutiyama.co.jp
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近江茶 丸吉

商品番号

O-05

水出しほうじ茶セット

常温

商品 水出しボトル（容量750ml）×1、水出しほうじ茶
内容 （50g）×1、ほうじ茶どら焼き×3、ほうじ茶ガ
レットブルトンヌ×3、箱（30×18.5×9.5cm）
〈オ
リジナルバッグ入り〉
明治35年創業、土山産茶葉をはじめ、各地の茶畑から厳
選した茶葉を使用し、熟練の自家焙煎技術で日本国内初
となる10種類のほうじ茶を販売する「丸吉」
。期間限定の
「水出しほうじ茶」は、水出しに適した茶葉となるよう独自
の焙煎方法で特別に開発されたもの。スッキリとしたあと
味と、ほうじ茶特有の甘く香ばしい香りをお楽しみいただ
けます。皮と生地にほうじ茶を練り込んだ、やさしい味わ
いの「どら焼き」と、サクサクした食感の焼き菓子「ガレ
ットブルトンヌ」も、
ほうじ茶の風味豊かなオリジナル商品。
ほうじ茶を堪能できるセットです。

※在庫状況により発送に時間がかかる場合があります。（約10日）
※夏限定の水出しほうじ茶を、期間延長で提供

Contact
■住所 〒528-0235 滋賀県甲賀市土山町大野2723
■T E L 0748-67-1333
■FAX 0748-67-0327
■http://www.houjicha-maruyoshi.com
■E-mail maruyoshi@oumicha.jp
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かたぎ古香園

商品番号

農薬不使用
朝宮茶ギフト
商品
内容

O-06
常温

農薬不使用栽培 朝宮煎茶（80g）×2、
箱（17×17×8㎝）

人と自然が一体となった茶づくりを志として、全国に先駆
けて昭和５０年より農薬や化学肥料を使わない、古来から
の自然栽培に回帰した「かたぎ古香園」
。厳しい環境の中
で育つおかげで茶葉本来の薫りはより高く、自然な旨味が
味わえ、安心・安全なお茶と全国からファンに愛されるお
茶として知られています。滋賀県の「ココクール／マザー
レイク・セレクション」に２年に渡り選ばれた茶葉たち。昔
ながらの製法による、お茶本来の澄んだ山吹色した茶を
一服。ゆっくりと、信楽の美しい自然に思いを馳せてみて
はいかがでしょうか。

Contact
■住所 〒529-1843 滋賀県甲賀市信楽町宮尻1090
■T E L 0748-84-0135
■FAX 0748-84-0128
■http://www.katagikoukaen.com
■E-mail info@katagikoukaen.com
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株式会社青木園

朝宮茶ギフト
商品
内容

商品番号

O-07
常温

特上煎茶（110g）、特上かりがね（110g）
×各1
箱（17.5×17.5×7.5㎝）

１２００年の昔より、我が国最古の茶産地である信楽盆地に
位置する朝宮。標高３００～５００mの高原にて昼夜の温度
格差が大きく、そして霧深いこの地は茶産地として最高の
条件を備えています。そんな銘茶「朝宮茶」の選りすぐり
と出会えるのがこちら。今回のセットでは煎茶と、かりが
ね茶を。６０～７０度位でじっくり旨味を抽出し、一煎目、
二煎目、そして三煎目とその味わいの変化をそれぞれ堪
能出来るのが高級煎茶の証。また高温抽出でも気軽に味
わえるかりがね茶は毎日の楽しみに。インテリア性も高い
茶筒はとてもおしゃれです。

Contact
■住所 〒529-1835 滋賀県甲賀市信楽町中野72
■T E L 0748-82-0409
■FAX 0748-82-0811
■http://shigaraki-aokien.com
■E-mail aokien@nekonet.ne.jp
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株式会社山本園

商品番号

O-08

あさみや茶スイーツ「抹茶葛餅」
常温
朝宮茶 詰合せ
商品
内容

朝宮茶（8g）×10、抹茶葛餅（43g）×10、
箱（23.2×27.5×4.5㎝）

甲賀特産「朝宮茶」は、1200年の歴史と伝統を誇る日
本最古の銘茶。信楽の恵まれた気候風土で育った茶葉の
独特の味と香りが特徴で、歴代の天皇にも献上されてき
ました。「山本園」は明治3年の創業以来、この地で朝宮
茶の製造販売を手掛ける老舗。「湖南・甲賀手みやげアン
ケート大調査」第1位に選ばれた詰合せは、手軽に味わえ
る一煎用小袋の朝宮茶と、甲賀ブランド認定のあさみや
茶スイーツ「抹茶葛餅」が楽しめるセット。吉野本葛や白
双糖など厳選した原材料のみを使用した「抹茶葛餅」は、
朝宮の抹茶を贅沢に使った濃厚な抹茶あんが入っていま
す。朝宮茶の風味を存分にお楽しみください。

Contact
■住所 〒529-1841 滋賀県甲賀市信楽町上朝宮275-1
■T E L 0748-84-0014
■FAX 0748-84-0136
■http://www.yamamotoen.co.jp/
■E-mail info@yamamotoen.co.jp
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しがの茶園整備
新鮮緑クラブ

商品番号

若木の茶セット
商品
内容

O-09
常温

朝霧〈煎茶〉
（100g）、夕霧〈特煎茶〉
（80g）、
夜霧〈かぶせ茶〉
（100g）×各1

樹齢10年未満のみずみずしい若木から摘み取る極上の茶
葉だけを使った、初穫りプレミアム緑茶の詰め合わせです。
しっかりと熟した大人の茶葉を使用した「朝霧」は、円熟
した深い味わいと豊かな香り。新芽の中でも特に柔らかい
芽を吟味し、贅沢に使用した「夕霧」は、若い芽の上品
な旨みと香りが楽しめます。「夜霧」は新芽が出始めるこ
ろから覆いをかぶせて光を遮って栽培する「かぶせ茶」を
使用。濃厚でまろやかな味と色、香りが特徴です。３種そ
れぞれに異なるお茶の旨みと香りが感じられるお茶のセッ
トを、茶園から直接お届けします。

Contact
■住所 〒528-0211 滋賀県甲賀市土山町北土山1788
■T E L・FAX 0748-66-0028
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バラエティ
甲 賀 市 の 恵まれ た 風 土 で 、手 塩 にか けて 育 てられ た
農 産 物 や 木 材を使 い 作られ た自 慢 の 商 品を
バラエティ豊 かに 集 めました 。
美 味しさや 、品 質を是 非 お 確 か めください 。
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みなくちテクノスファーム

商品番号

V-01

赤のギフト
商品
内容

常温

トマトケチャップ（300ml）、トマトソース（300ml）、
トマトジュース（180ml）、いちごジャム（140g）×各2

地元で採れた野菜を地元で消費してもらい、家庭やホテル、
スーパーなどから分別回収した生ゴミを堆肥化して使用す
る、地産地消の循環型システムに取り組む「みなくちテク
ノスファーム」
。安心安全のこだわり農法で野菜や果物を育
てています。この農園で収穫された甘みとコクのある「鹿
深トマト」を使用し、濃厚なトマトジュース、化学調味料を
一切使用していないケチャップ、バジル・にんにく・たまね
ぎ等を加えたトマトソースを作りました。
「鹿深いちご」の
果実の粒を残し、甘さ控えめに仕上げた手作りイチゴジャム
（香料・着色料不使用）もセットでご賞味ください。

Contact
■住所 〒528-0005 滋賀県甲賀市水口町水口5940-4
■T E L 0748-63-5811
■FAX 0748-63-5812
■http://technos-farm.com
■E-mail farm@m-technos.com
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田中アグリ

商品番号

V-02

田中アグリセット

常温

商品 田中アグリ自慢のお米（10㎏）、古代米〈赤米・黒米〉
内容 （ 各250g）、 丹 波 黒 大 豆（300g）、 青 大 豆（300g）、
にんじんドレッシング（300ml）×各１
田中アグリで生産される農産物は、
「環境こだわり農産物」

8月下旬からの発送となります

に認証された安全安心なものばかり。農薬や化学肥料の使
用を従来の半分以下にし、濁水の流出防止など琵琶湖をは
じめとする環境への負荷を減らす農業を実践しています。
米や麦、大豆、野菜などを露地栽培し、栽培した野菜でド
レッシングなどの商品開発も展開。その取り組みが評価さ
れ、第53回優秀農家表彰で滋賀県知事賞を受賞しました。
手間暇かけて丁寧に作られたお米、栄養豊富で赤飯のよう
な炊き上がりになる黒米・赤米、大粒の黒大豆と青大豆、
にんじんの甘みが効いたドレッシングのセットです。

Contact
■住所 〒528-0057 滋賀県甲賀市水口町北脇936
■T E L 090-7090-1079
■FAX 0748-62-2949
■http://www.tanaka-agri.jp
■E-mail haruhiro0307@ybb.ne.jp
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るシオールファーム

商品番号

V-03

甲賀の玉ねぎ
ドレッシング詰め合わせ
商品
内容

常温

玉ねぎドレッシング（オイル入タイプ、ノンオイル、プレミアム）、
ねぎ塩ドレッシング、にんにく醤油（各120ml×5）×2 計10本
箱（23.5×17.5×4.5㎝）
（2箱梱包で高さ9㎝）

近江牛の堆肥で栽培した玉ねぎの旨みをギュッと詰め込ん
だ農家直送の「玉ねぎドレッシング」
。玉ねぎの含有量は
オイル入タイプ23%、ノンオイル22%で、どちらも醤油
ベース。玉ねぎ含有量45％の「プレミアム」は、お酢ベ
ースの深いコクのある味で、2015年モンドセレクション金
賞受賞。ごま油とレモンが効いたさわやかな風味の「ね
ぎ塩」
、唐揚げや焼き飯の下味付けにも使える「にんにく
醤油」もセットにしました。すべて自社農園で収穫した滋
賀県認証「環境こだわり野菜」を使用。合成保存料、化
学調味料は使用しておらず、素材本来の味が楽しめます。

Contact
■住所 〒528-0057 滋賀県甲賀市水口町北脇1901
■T E L・FAX 0748-63-8851
■http://www.luciole-farm.com
■E-mail satochan227@drive.ocn.ne.jp
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山田牧場

商品番号

V-04

贅沢チーズケーキセット
商品
内容

冷凍

贅沢チーズケーキ（約380g）、
あさみや煎茶チーズケーキ（約380g）×各1
箱（20×20×H7.5㎝）

祖父が明治期より牧童として全国修行の後に辿り着いた信
楽高原。柔らかな起伏に広がる牧場でのんびり育まれた
牛たち。まさに牧場生まれ、牧場育ちのお菓子がこちら
のチーズケーキです。美味しさの秘密は全体の５０％近く
をクリームチーズが占め、加えて牧場秘伝の生クリームを
たっぷりと使用、濃厚でしっとりとした食感が魅惑です。１
日わずか２０本程しか作られない限定品ながら、全国紙や
テレビに紹介されて今や入手困難の幻の品。地元朝宮茶
を使ったチーズケーキは後味さっぱりで、貴重な二つの味
わいもここでは出会う事が出来ます。

Contact
■住所 〒529-1812 滋賀県甲賀市信楽町神山2077
■T E L 0748-82-7877
■FAX 0748-82-1687
■http://www.no-fu.net
■E-mail info@no-fu.net
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商品番号
V-05
農業生産法人
株式会社マックスファーム 常温

里山からのおくりもの
商品
内容

自然薯（約400g）、安納芋（約1㎏）、
安納干し芋（100g）×1袋

安心・安全かつ美味しさを追求するマックスファームは、農薬
は使わず、有機肥料を用い、自然に近い状態での栽培や立
命館大学総合理工学研究機構と協力し、安全な土作りに取
り組んでいます。秋に収穫される自然薯、安納芋と安納干し
芋を詰め合わせ、産地からお届けします。昔から滋養強壮に
効力があるとされる栄養価の高い自然薯は、長いもの3倍近
くも粘りが強く、独特の食感が楽しめます。安納芋は種子島
を発祥とするサツマイモで、ビタミンCや食物繊維、ミネラ
ルなどの栄養素が豊富。オーブンでじっくりと焼いた安納芋
の甘さとトロトロ食感は、
これまでの焼き芋のイメージを変え、
新しい美味しさとの出会いと感動を与えてくれます。

10月中旬からの発送となります

Contact
■住所 〒529-1812 滋賀県甲賀市信楽町神山1328
■T E L 0748-82-8015
■FAX 0748-82-8025
■http://maxfarm.co.jp/
■E-mail info-net@maxfarm.co.jp
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甲賀もち工房

商品番号

V-06

常温
甲賀からの贈りもの
（特産もちの詰め合わせ）
商品
内容

切り餅（12枚入り）×2、忍者もち（10枚入り）×１、こわ餅（12枚入
り）×１、しゃぶしゃぶ餅（12～14枚入り）×2、近江米めん（250g・
二人前）×1、手作りあられ（90g）×1、ぜんざいパック（180g）×1

小佐治地区は古琵琶湖の重粘土質の土壌を持ち、古くか
らもち米の優良品種
「滋賀羽二重糯」
が生産されています。
その品質は天皇陛下に献上していた歴史もあるほど高く
評価されています。そのもち米を使った「甲賀もち工房」
自慢の商品を詰め合わせました。 本格きねつきの餅は、
甘みとねばり、きめの細かさとコシの強さが特徴。定番
の切り餅に、ゆず、よもぎ、しそなど５種の薬草をつき込
んだ「忍者もち」
、うるち米を混ぜた五平餅のような味わ
いの「こわ餅」
、薄切り餅をセット。甲賀産「キヌヒカリ」
使用の米粉めん、あられ、ぜんざいも一緒にお届けします。

Contact
■住所 〒520-3402 滋賀県甲賀市甲賀町小佐治2121-1
■T E L・FAX 0748-88-5841
■http://www.koka-mochi.jp
■E-mail koka-mochi@kouka.ne.jp
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こうか

浪漫ある鹿深へ

商品番号

甲賀の匠セット
（お茶漬けセット）
商品
内容

V-07
常温

甲賀のお米（2合）×2、朝宮茶（50g）×１、
土山茶（50g）×１、信楽焼の夫婦茶碗×1セット

甲賀産の良質なお米とお茶の新鮮なおいしさを、そのま
ま味わっていただけるよう真空パックにしたオリジナルの

10月中旬からの発送となります

お茶漬けセットです。お米は近江米の新品種「みずかが
み」
。コシヒカリと同等以上のおいしさを誇る、安全安心な
「環境こだわり米」です。お茶は朝宮茶、土山茶の2種。
それぞれに渋みや甘みが異なり、その日の気分でお楽し
みいただけます。上質な食卓を演出する特別な詰合せ。
ご夫婦で味わっていただけるよう信楽焼の夫婦茶碗もセッ
トにしました。

Contact
■住所 〒528-0057 滋賀県甲賀市水口町北脇436-1
■T E L 090-1910-5520
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なかお農園

商品番号

果物のお菓子の
詰め合わせ
商品
内容

V-08
常温

いちじくジュレ×8、ぶどうジュレ×7、いちじくジャム×1、
ぶどうジャム×1、ドライフルーツミックス×2

なかお農園では７品種のブドウと、イチジクを栽培し、限
られた旬の時期にしか味わうことのできない、もぎたての

※自家産果物を使用しているため、発送は収穫後の9月以降
になります。

おいしさを届けています。その自家産果実の「生のおいし
さ」をそのまま封じ込めたジュレは、お子様からお年寄り
まで安心して食べられるやさしい味わい。ブドウの粒がま
るごと入ったジュレは品種ごとに異なる味と風味、さわや
かな酸味と独特のコクが味わえます。イチジクも果肉が入

Contact

っていて、やさしい甘みと独特の食感。季節限定の旬の

■住所 〒520-3423 滋賀県甲賀市甲賀町五反田100
■T E L・FAX 0748-88-4781
■E-mail syanpi@nike.eonet.ne.jp

味が堪能できます。じっくり煮詰めて果実の旨みを凝縮し
たジャムと風味のあるドライフルーツもお楽しみください。
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田中酒造株式会社

商品番号

さけかすまかろん
商品
内容

さけかすまかろん（6個入り）×3
箱入り

V-09
冷凍

計18個、

田中酒造は、甲賀の地酒「春乃峰」で知られる明治44年
創業の酒蔵。「和醸良酒（おいしいお酒でご縁をつなぐ）
」
をモットーに、こだわりの日本酒を造り続けています。自
家製の酒粕を使ったお菓子も人気。その一つ「さけかす
まかろん」は、メレンゲに砂糖とアーモンドプードル、竹
炭を混ぜて焼き上げた生地に、酒粕クリームをサンドした
お菓子です。甲賀のお米から生まれた酒粕は、美容と健
康によい栄養成分がたっぷり。甲賀流忍者をイメージした
真っ黒な見た目も印象的です。口の中で広がる上品な酒
粕の香りと旨みをぜひお楽しみください。

Contact
■住所 〒520-3433 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場474
■T E L 0748-88-2023
■FAX 0748-88-2261
■http://www.harunomine.com
■E-mail info@harunomine.com
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サラダ館 甲賀店

商品番号

V-10

甲賀バウムクーヘン＆朝宮紅茶
アフタヌーンティーセット
商品
内容

常温

甲賀バウムクーヘン（直径約14㎝×高さ4㎝ ）プレーン×１・黒ゴマ×１、
バウムクッキー （5枚入り）×1、メレンゲ菓子（10個入り）×1、
朝宮紅茶「紫香楽」（50g）×1、箱（34×19.5×13.5㎝ （6.75㎝×2段））

サラダ館甲賀店は、甲賀ブランド認定品をはじめ、ここで
しか手に入らない地元産の商品を数多く取り揃えているギ
フトショップ。中でも特に人気の商品を詰め合わせました。
「甲賀バウムクーヘン」は、甲賀佐山産の米粉や土山産の
さくら卵をぜいたくに使用し、ふんわり、しっとり焼き上げ
た素朴でやさしい味。「甲賀バウムクーヘン工房」で一つ
一つ丁寧に手づくりされています。甲賀ブランド認定品
「朝

Contact

宮紅茶」は農薬不使用栽培の茶葉を使った国産紅茶で、

■住所 〒520-3433 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場818
■T E L 0748-88-7778
■FAX 0748-88-7771
■E-mail 7778-salad@kouka.ne.jp

年間生産量の限られた幻の紅茶です。渋みの少ないさっ
ぱりとした味とさわやかな香りをお楽しみください。
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菓子長

商品番号

菓子長 甲賀セット
商品
内容

V-11
冷蔵

くノ一最中×5、パイまんじゅう×5、甲賀山（ど
ら焼き）×3、忍び梅（ゼリー ）×4、おかき×3

明治６年の創業以来、140余年にわたって甲賀ゆかりの菓
子を提供しつづけている菓子処「菓子長」
。使用する素材
は、近江米をはじめ牛乳や卵など地元産を中心に厳選し、
近年では和菓子だけでなく洋菓子も豊富な品揃えです。
長年愛されている銘菓「甲賀忍法 くノ一最中」は、全
国菓子博覧会で農林水産大臣賞、名誉無鑑査賞を受賞し
た実績があり、近江羽二重餅100％の皮と、北海道十勝
産小豆を使用したやわらかな餡で甘さ控えめに仕上げた
伝統の味です。すべて天然素材使用、防腐剤等も一切不
使用。特に売れ筋の商品を詰め合わせたセットです。

Contact
■住所 〒520-3308 滋賀県甲賀市甲南町野田594-4
■T E L 0748-86-0001
■FAX 0748-86-0698
■http://www.kashicho.jp
■E-mail info@kashicho.com
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A

B

滋賀中央森林組合

A：甲賀桧「玄関踏み台」
B：「まな板（手掛溝付き）２枚組」

商品番号

V-12

商品番号

V-13

※どちらか１つをお選びください。
（ウレタン塗装）（90×35×14㎝）
商品 A：甲賀桧「玄関踏み台」
（手掛け溝付き、無塗装）
内容 B：甲賀桧「まな板2枚組」
（33×20×3㎝）
甲賀地域の森林で育つヒノキは、肌ツヤの良さと年輪の細
かさが特徴で、耐久性・耐水性に優れています。その特性
を生かし、
「玄関踏み台」と「まな板」をつくりました。
「玄
関踏み台」は、環境にやさしい塗装を施し、汚れにくく、素
足に心地よい肌触り。無塗装の「まな板」は、自然のヒノ
キのさわやかな香りと抗菌作用で衛生的にお使いいただけ
ます。刃あたりもやわらかく、安定感のある厚み。手掛け
溝付きで取扱いやすい仕様です。汚れが目立ってきたら表
面を削り直して使い続けることが可能。間伐材利用なので、
ご使用いただくことが次の森林整備へとつながります。

Contact
■住所 〒528-0014 滋賀県甲賀市水口町鹿深3-39
■T E L 0748-65-4180
■FAX 0748-65-4181
■http://shiga-forest.jp/
■E-mail shiga-shin@shiga-forest.jp
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JAこうか特選ギフト

JAこうか

商品番号

お米とお茶のセット
商品
内容

V-14
常温

特別栽培米こしひかり（2㎏ ）×2、特別栽培米き
ぬひかり（2㎏）×2、朝宮茶ティーバッグ（3g）×
20、かぶせ茶ティーバッグ（3g）×20、しがの紅
茶ティーバッグ（3g）×20、箱（38×27×29㎝）

特別栽培米とは、農薬や化学肥料の使用量を減らし、琵
琶湖や周辺の環境にやさしい栽培技術を取り入れた安全・

9月下旬からの発送となります

安心なお米です。今回はこしひかり、きぬひかりの２品種
をご用意。甲賀市産の緑茶と紅茶をティーバッグにした3
種のお茶もセットにし、ゆめ丸ギフトボックスに詰めてお届
けします。

Contact
■住所 〒528-0005 滋賀県甲賀市水口町水口6111-1
■T E L 0748-62-0711
（JAグリーン花野果市）
■http://www.ja-kouka.jp/
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JAこうか特選ギフト

JAこうか

商品番号

常温

忍術絵巻
商品
内容

V-15

朝宮茶〈信楽〉
（100g）、甲賀のお茶（100g）、
かぶせ茶〈土山〉
（100g）×各1
箱（29×23×7㎝）

最上質の香りとコクがある朝宮の煎茶、覆いをかぶせて
栽培される、色よく渋みの少ない甘み豊かな土山のかぶ
せ茶、朝宮と土山のお茶をほどよくブレンドした贅沢な甲
賀のお茶。甲賀自慢の3種のお茶を、甲賀流忍者の巻物
をイメージしたパッケージでお届けします。

JAこうか

商品番号

V-16

郷土の収穫あられ、朝宮茶（リーフ）、
常温
甲賀のお茶（リーフ）セット
商品
内容

あられ〈えびさんご、飛鳥短尺、三色サラダ、ハッピー、
鬼サラダ、ふく穂（しょう油味・サラダ味・甘味）〉
×各1、朝宮茶（100g）、甲賀のお茶（100g）×各1
箱（34×28×10㎝）

あられに使用している土山産の「マンゲツモチ」は、環境
こだわり栽培による安全性の高い良質のもち米です。も
ち米本来の甘みやねばりがあり、あられを作るのに最適な
米質といわれ、旨みと香ばしさが楽しめます。甲賀市産の
お茶
（朝宮茶、甲賀のお茶）
と一緒にご賞味ください。
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JAこうか特選ギフト

JAこうか

商品番号

甲賀のお茶ペットボトル
（緑茶・紅茶）２ケース
商品
内容

V-17
常温

緑茶（各350ml×24本入）、紅茶（各350ml×24本入）×各1
1箱（41×28×16㎝）

甲賀市産のお茶を手軽に味わえるペットボトルタイプのセ
ットです。香り引き立つ「甲賀のお茶」は、朝宮茶「煎茶」
の味と香り、土山茶「かぶせ茶」の旨みをバランスよくブ
レンドした逸品。緑茶用に栽培された茶葉から作った紅茶
は、さわやかな香りと、ストレートでも飲める旨みが特徴
です。

JAこうか

商品番号

V-18

甲賀のゆめ丸
ハンバーグ20個入り
商品
内容

冷凍

ゆめ丸ハンバーグ（60g）×20
箱（34×25×15㎝）

近江牛とJAこうか管内で栽培された玉ねぎを使用した、と
ってもジューシーなハンバーグです。近江牛の旨みと玉ね
ぎの甘みが凝縮された奥深い味わいが特徴。お湯で13分
ボイルするだけで、作りたての本格的なおいしさがご家庭
で気軽にご賞味いただけます。
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酒
食事
鈴 鹿 山 系 の 清らか 水と肥 沃 な 土 壌 。
甲 賀 市 には 美 味しい 食 材 が 生まれる風 土 が
あります 。その 最 高 の 食 材を使 い つくる
旨 い 酒 、旨 い 料 理をご 堪 能ください 。
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大河原温泉 かもしか荘

商品番号

S-01

絶品と評価の高い旬の素材に合わせた
こだわりの創作コース料理 お食事券1名様
商品
内容

※写 真はイメージにて、コース内容はホームページ等をご参照下さい。
また、近江牛ステーキは８．
９月には近江牛ローストビーフに替わります。
ご予約は１週間前迄。

料理長が腕を振るう特別コースお食事券（お一人様分）
レストラン「幻想郷」でのご提供。

鈴鹿山麓に包まれ、野洲川のせせらぎに横たわる、まる
で幻想郷のような温泉宿。眼前の大パノラマに広がる自
然の中で頂くのは、甲賀の山、川、里で育まれた地域食
材を中心とした、料理長による匠の味の和洋創作料理。２
ヶ月毎に替わるコースは、近江牛、川魚、または海の幸
に朝採り新鮮野菜を中心としたフルコース仕立て。四季の
移ろいを感じるランチタイムは勿論、ディナータイムには
庭園で繰り広げられる光とスモークのライトアップが特別
な時間を演出してくれます。季節毎のイベントやコース内
容など、詳しくはホームページをご覧下さい。

ご利用有効期限：発行日より３ヶ月間
ご利用時間：ランチ
11：00～15：00（ラストオーダー 14：30）
ディナー 17：30～21：00（ラストオーダー 20：30）
定 休 日：不定休
※時期によりご利用いただけない場合がございます。
※ご予約は１週間前迄。

Contact

■住所 〒528-0201 滋賀県甲賀市土山町大河原1104
■T E L 0748-69-0344
■FAX 0748-69-0370
■http://www.kamoshika-yado.com
■E-mail info@kamoshika-yado.com
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料理旅館 塩野温泉

ふる里の宿
商品
内容

商品番号

S-02

心の味

温泉入浴付きお食事券（お一人様分）

※ご利用日の２日前までにご予約してください。
※料理内容は季節により異なります。ご予約時にお問合せください。

温泉と京風料理が自慢の料理旅館「塩野温泉」
。
お料理は自家製米をはじめ、地元産の食材を吟味し四季
折々の新鮮な材料を使用し、郷土食豊かな京風会席を落
ち着いた雰囲気の中でご賞味していただけます。
自家泉源から湧き出る天然冷鉱泉は塩類泉、塩分を含ん
でいるので湯冷めしにくく、婦人病・胃腸病等に効果があ
るといわれています。五右衛門風呂のほか、浴場には手
すりやシャワーチェアも完備され、バリアフリーにも配慮
されているのでご高齢の方や車いすの方も利用可能で安
心。親孝行に最適なギフトの料理旅館です。

ご利用有効期限：発行日より３ヶ月間
ご利用時間：11：00～21：00
定 休 日：なし
※時期によりご利用いただけない場合がございます。

Contact

■住所 〒520-3315 滋賀県甲賀市甲賀町塩野269
■T E L 0748-86-2130
■FAX 0748-76-2292
■http://www.shiono-onsen.com/
■E-mail shiono@mx.biwa.ne.jp
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甲賀忍びの宿 宮乃温泉

商品番号

季節の会席料理
温泉入浴セット
商品
内容

S-03

温泉入浴付き「お食事券（お一人様分）」
※ご利用日の2～3日前までにご予約ください

新名神高速道路、甲南ICより約５分、宮乃温泉は夢枕に
立った神様のお告げで湧き出した美肌の霊泉宿として知ら
れています。館内は風情ある古民家スタイルで、客室は
全11室。メゾネットタイプの「はがくれ庵」や露天風呂付
き「善住坊」など、趣きのある空間が広がっています。
山の幸、川の幸、四季を通して郷土の幸に恵まれた近江・
甲賀のお料理がいただけるのも魅力。旬の素材を贅沢に
使った彩り豊かな会席料理を、庭園を望む、静かで落ち
着いたお部屋でゆっくりとご賞味ください。お食事ととも
に、日帰り入浴も可能ですので、ぜひお楽しみください。

ご利用有効期限：発行日より３ヶ月間
ご利用時間：11：00～14：00
定 休 日：水曜日
※時期によりご利用いただけない場合がございます。

Contact

■住所 〒520-3314 滋賀県甲賀市甲南町杉谷364-1
■T E L 0748-86-2212
■FAX 0748-86-2574
■http://www.miyanoonsen.com
■E-mail info@miyanoonsen.com
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リカーショップやまなか

商品番号

S-04

常温
甲賀産酒米「山田錦」
全量使用の純米大吟醸酒 2本入ギフト
「しのび」純米大吟醸（720ml）、
商品 （水口美富久酒造㈱醸造）
内容 「水口岡山城」純米大吟醸（720ml）×各1
東海道五十番目の宿場町にして城下町でもある水口にて、
創業から甲賀の地酒を中心に近江の地酒振興に取り組む
お酒屋さん。 店奥の「立ち飲み酒道場Me」にて集う仲
間で立ち上げたNPO法人「甲賀のんべぇ倶楽部」で一か
ら作り上げたのが、こちら純米大吟醸。山田錦を苗代か
ら栽培し、醗酵中のモロミには郷土芸能「水口囃子」を
聴かせ、鈴鹿山系の伏流水を仕込み水に使用。フルーテ

Contact

ィな薫りとフレッシュな味わいは、希少価値の高い限定酒。

■住所 〒528-0038 滋賀県甲賀市水口町新町一丁目3-4
■T E L 0748-62-0038
■FAX 0748-62-8953
■E-mail KX47fj@bma.biglobe.ne.jp

そのままか冷や、またはアルコール度数がやや高めなの
でロックもお奨めです。
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甲賀酒造組合

商品番号

S-05

甲賀の地酒 のみくらべ

常温

商品 甲賀の地酒（各300ml）
「神開（しんかい）」藤本酒造、
「美冨久（みふく）」美冨久酒造、
「笑
内容 四季（えみしき）」笑四季酒造、
「酔小町（よいこまち）」西田酒造、
「初桜（はつざくら）」安井酒造場、「貴生娘（きぶむすめ）」滋賀
酒造、「春乃峰（はるのみね）」田中酒造、「大甲賀（だいこうか）」
瀬古酒造、「甲賀の里（こうかのさと）」望月酒造×各1 計9本

鈴鹿山系の清らかな水と肥沃な土壌で育った米、甲賀は
おいしいお酒が生まれる風土に恵まれています。その甲
賀の米と水を使い、この地で代々日本酒を造り続ける蔵元
９社の自信作を一堂に集めた「のみくらべ」セットです。
各蔵元イチオシの定番商品から、入手困難なものや限定
品まで、さまざまな種類をセレクト。さわやかで淡麗なも
のから、にごり酒まで揃い、通常はのみくらべることがで
きないものばかり。日本酒好き、地酒好きの方はもちろん、
この機会にトライしたい方にもおすすめです。ゆっくりと
ご堪能いただき、お気に入りを見つけてください。

Contact
■住所 〒528-0031 滋賀県甲賀市水口町本町一丁目7-8
■T E L 0748-62-0007 ■FAX 0748-62-9545
■http://shiga-jizake.net/festa/kuramoto（滋賀県酒造組合）
■E-mail jizake@emishiki.com
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滋賀酒造株式会社

商品番号

S-06

元祖 びわこいいみちビール
信楽焼マグカップセット

冷蔵

商品 「びわこいいみちビール」クリアー（330ml）、ストロング（330ml）
〈朝宮茶発泡酒〉
（330ml）×各2、信楽焼マグカップ×2
内容 「ほととぎす」
箱入り

甲賀市水口町は、日本の麦酒（ビール）発祥の地。地元
の総社神社で毎年7月18日に行われる麦酒祭では、秘伝の
麦酒を飲む神事が受け継がれています。この地で創業し、
清酒「貴生娘」
、焼酎「頂」で知られる滋賀酒造が、そのノ
ウハウで開発した現代版の地ビールが「びわこいいみちビ
ール」
。厳選された地元産の麦と飯道山の湧水を使い、自
社醸造プラントで時間をかけて丁寧に醸造。
「クリアー」は
ケルシュタイプのすっきりした味。
「ストロング」はアルトタ
イプの深く力強いマイルドな味。和風味あふれるお茶入り
発泡酒「ほととぎす」と信楽焼のカップも付いています。

Contact
■住所 〒528-0046 滋賀県甲賀市水口町三大寺39
■T E L 0748-62-2001
■FAX 0748-62-4114
■http://www.biwacity.com/shiga-syuzo/
■E-mail kibumusume@gmail.com
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農事組合法人すごいえぇのう鮎河

商品番号

S-07

常温
甲賀のおくりもの
純米酒「鮎河」とオリジナルぐい呑（信楽焼）
商品
内容

清酒「鮎河（あいが）」4合瓶（720ml）×1、
信楽焼ぐい呑み×1

「鮎河の農家が丹精込めた、おいしい米からおいしい酒を」
との思いから誕生した清酒「鮎河」は、
米を和釜で蒸しあげ、
もろみを佐瀬式の木漕で搾る昔ながらの製法で仕込まれて
います。使用する米は、減農薬・減化学肥料で作られる滋
賀県認定の環境こだわり米「鮎河米（コシヒカリ100％）
」
。
酒米としては旨みが強い鮎河米とのバランスを考え、麹米
には滋賀県産の日本晴を、水は鈴鹿山系の清らかな伏流
水を使用。地元の熱意と愛情から生まれたお酒です。涼し
げな清流を思わせる上品な味わいで、飲みやすくキレのよ
い後口。信楽焼のぐい呑みでお楽しみください。

Contact
■住所 〒528-0202 滋賀県甲賀市土山町鮎河1226-1
■T E L・FAX 0748-69-0418
■http://www.sugoie-nou.or.jp
■E-mail aiga.ss0418@gmail.com
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掲載商品リスト
陶器類

商品番号

T-01

商品番号

T-02

信楽焼 本焼締ビアマグ（ペア） 信楽焼 緑砂窯変花入

のぼり窯のビアマグ
〈焼締〉 2個×1
（径8.5×12.5㎝）

信楽焼 緑砂窯変花入×1
（17×14×24㎝ 1.5㎏）

商品番号

T-03

信楽焼 陶雛人形

信楽焼の手づくり雛人形×2
台座
（12×18㎝）×1 毛氈×1

商品番号

T-04

信楽焼 火鉢ミニチュアセット
信楽焼 陶器製火鉢（径14×10㎝）
真鍮製火箸、焼杉台、木灰×各1

商品番号

花器

T-05

一輪挿し

信楽焼 加湿機能付花器セット×1

お茶

商品番号

O-01

近江特産 味わいセット

商品番号

O-02

朝宮煎茶・土山かぶせ茶 詰合せ

朝宮煎茶
（160g）
、
茶助緑茶
（100g）
、くノ一和紅茶
（4g×10）
、
（160g）
×各1
土山かりがね
（100g）
、土山のかおり
（100g）
、 土山かぶせ茶
かぶせ荒茶
（100g）
×各1

商品番号

O-03

甲賀の郷・味くらべ お茶セット

商品番号

O-04

甲賀ブランドセット

辰岡の水出し赤ちゃん番茶ティーバッグ（10g×40袋）、 黒影米（100g）、忍者もち（ユズ・シソ・ヨモギ・ゴマ・
辰岡の赤ちゃん番茶（PET500ml）、深むし煎茶（100g）、 ヤマイモ）、抹茶葛餅（5個入り）、水出し赤ちゃん番茶
煎茶つちやま（100g）、玉露（100g） ×各1
（400g）、朝宮紅茶「紫香楽」（50g）×各1

商品番号

O-05

水出しほうじ茶セット

水出しボトル（容量750ml）×1、水出しほうじ茶（50g）×1、
ほうじ茶どら焼き×3、ほうじ茶ガレットブルトンヌ×3、
箱（30×18.5×9.5cm）
〈オリジナルバッグ入り〉

バラエティ

商品番号

O-06

農薬不使用 朝宮茶ギフト
農薬不使用栽培 朝宮煎茶
（80g）
×2、
箱
（17×17×8㎝）

商品番号

V-02

田中アグリセット

商品番号

O-07

朝宮茶ギフト

特上煎茶（110g）、特上かりがね（110g）×各1
箱（17.5×17.5×7.5㎝）

商品番号

V-03

甲賀の玉ねぎ ドレッシング詰め合わせ

商品番号

O-08

商品番号

O-09

あさみや茶スイーツ「抹茶葛餅」 若木の茶セット
朝宮茶 詰合せ
朝霧〈煎茶〉
（100g）、夕霧〈特煎茶〉
（80g）、
朝宮茶（8g）×10、抹茶葛餅（43g）×10、
箱
（23.2×27.5×4.5㎝）

商品番号

V-04

贅沢チーズケーキセット

田中アグリ自慢のお米（10㎏）、古代米〈赤米・黒米〉 玉ねぎドレッシング（オイル入タイプ、ノンオイル、プレミアム）、 贅沢チーズケーキ（約380g）、
あさみや煎茶チーズケーキ（約380g）×各1
（各250g）、丹波黒大豆（300g）、青大豆（300g）、 ねぎ塩ドレッシング、にんにく醤油（各120ml×5）×2 計10本
箱
（20×20×H7.5㎝）
にんじんドレッシング（300ml）×各１
箱（23.5×17.5×4.5㎝）
（2箱梱包で高さ9㎝）
8月下旬からの発送となります

夜霧〈かぶせ茶〉
（100g）×各1

商品番号

V-05

里山からのおくりもの

自然薯（約400g）、安納芋（約1㎏）、
安納干し芋（100g）×1袋
10月中旬からの発送となります

商品番号

V-01

赤のギフト

トマトケチャップ（300ml）、トマトソース（300ml）、
トマトジュース（180ml）、いちごジャム（140g）×各2

商品番号

V-06

甲賀からの贈りもの
（特産もちの詰め合わせ）

切り餅（12枚入り）×2、忍者もち（10枚入り）×１、こわ餅（12枚入り）×１、
しゃぶしゃぶ餅（12～14枚入り）×2、近江米めん（250g・二人前）×1、
手作りあられ（90g）×1、ぜんざいパック（180g）×1
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バラエティ

商品番号

V-07

商品番号

V-08

甲賀の匠セット（お茶漬けセット） 果物のお菓子の詰め合わせ
甲賀のお米（2合）×2、朝宮茶（50g）×１、
土山茶（50g）×１、信楽焼の夫婦茶碗×1セット
10月中旬からの発送となります

商品番号

V-12

甲賀桧「玄関踏み台」

甲賀桧「玄関踏み台」
（ウレタン塗装）
（90×35×14㎝）

商品番号

V-09

さけかすまかろん

いちじくジュレ×8、ぶどうジュレ×7、いちじくジャム×1、 さけかすまかろん（6個入り）×3
箱入り
ぶどうジャム×1、ドライフルーツミックス×2
※自家産果物を使用しているため、発送は収穫後の9月以降になります。

商品番号

V-13

商品番号

商品番号

計18個、

V-14

甲賀桧「まな板（手掛溝付き）２枚組」 お米とお茶のセット

V-10

甲賀バウムクーヘン＆朝宮紅茶
アフタヌーンティーセット

甲賀バウムクーヘン（直径約14㎝×高さ4㎝）プレーン×１・黒ゴマ×１、
バウムクッキー（5枚入り）×1、メレンゲ菓子（10個入り）×1、
朝宮紅茶「紫香楽」（50g）×1、箱（34×19.5×13.5㎝（6.75㎝×2段））

商品番号

V-15

商品番号

くノ一最中×5、パイまんじゅう×5、甲賀山（ど
ら焼き）×3、忍び梅（ゼリー）×4、おかき×3

商品番号

忍術絵巻

甲賀桧「まな板2枚組」
（手掛け溝付き、無塗装） 特別栽培米こしひかり（2㎏）×2、特別栽培米きぬひかり（2㎏）×2、 朝宮茶〈信楽〉
（100g）、甲賀のお茶（100g）、
朝宮茶ティーバッグ（3g）×20、かぶせ茶ティーバッグ（3g）×20、 かぶせ茶〈土山〉
（33×20×3㎝）
（100g）×各1
しがの紅茶ティーバッグ（3g）×20、箱（38×27×29㎝）
箱（29×23×7㎝）
9月下旬からの発送となります

V-11

菓子長 甲賀セット

V-16

郷土の収穫あられ、朝宮茶（リーフ）、
甲賀のお茶（リーフ）セット

あられ〈えびさんご、飛鳥短尺、三色サラダ、ハッピー、鬼サラダ、
ふく穂（しょう油味・サラダ味・甘味）〉×各1、朝宮茶（100g）、
甲賀のお茶（100g）×各1 箱（34×28×10㎝）

酒・食事

商品番号

V-17

甲賀のお茶ペットボトル
（緑茶・紅茶）２ケース

緑茶（各350ml×24本入）、紅茶（各350ml×24本入）×各1
1箱（41×28×16㎝）

商品番号

S-04

甲賀産酒米「山田錦」
全量使用の純米大吟醸酒 2本入ギフト

商品番号

V-18

甲賀のゆめ丸 ハンバーグ20個入り

ゆめ丸ハンバーグ
（60g）
×20
箱
（34×25×15㎝）

商品番号

S-05

甲賀の地酒 のみくらべ

商品番号

S-01

絶品と評価の高い旬の素材に合わせた
こだわりの創作コース料理 お食事券1名様

料理長が腕を振るう特別コースお食事券（お一人様分）

商品番号

S-06

元祖 びわこいいみちビール
信楽焼マグカップセット

甲賀の地酒（各300ml）
「美冨久（みふく）」美冨久酒造、
「笑 「びわこいいみちビール」クリアー（330ml）、ストロング（330ml）
（水口美富久酒造㈱醸造）
「しのび」純米大吟醸（720ml）、 「神開（しんかい）」藤本酒造、
四季（えみしき）」笑四季酒造、
「酔小町（よいこまち）」西田酒造、 「ほととぎす」
「水口岡山城」純米大吟醸（720ml）×各1
〈朝宮茶発泡酒〉
（330ml）×各2、信楽焼マグカップ×2
「初桜（はつざくら）」安井酒造場、「貴生娘（きぶむすめ）」滋賀 箱入り
酒造、「春乃峰（はるのみね）」田中酒造、「大甲賀（だいこうか）」
瀬古酒造、「甲賀の里（こうかのさと）」望月酒造×各1 計9本

商品番号

S-02

ふる里の宿

心の味

温泉入浴付きお食事券（お一人様分）

商品番号

商品番号

S-03

季節の会席料理
温泉入浴セット

温泉入浴付き「お食事券（お一人様分）」

S-07

甲賀のおくりもの
純米酒「鮎河」とオリジナルぐい呑（信楽焼）
清酒「鮎河（あいが）」4合瓶（720ml）
×1、
信楽焼ぐい呑み×1
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お申し込みの手 順
引き換え期間

8/1（土）～ 2016.1/31（日）
※申し込みハガキは、1月31日
（日）
の消印まで有効です。

STEP

1

商品を
選ぶ

「愛こうかカタログギフト」
の
中からお好きな商品を
1品お選びください。
陶器類
日 本 六 古 窯 のひとつに 数えられる信 楽 。
特 有 の 土 味を発 揮して 、登 窯 、窖 窯 の 焼 成 によって 得られる
温 か み のある火 色（ 緋 色 ）の 発 色と自 然 釉 による
ビードロ 釉と焦 げ の 味 わ いに 特 色 づ けられ 、
土と炎 が 織りな す 芸 術として
“ わ び・さび ”の 趣を今 に 伝えている。

株式会社宗陶苑

商品番号

T-01

信楽焼
本焼締ビアマグ（ペア）
商品 のぼり窯のビアマグ〈焼締〉 2個×1
内容 （径8.5×12.5㎝）
宗陶苑は日本最大級の「のぼり窯」を有する信楽焼の窯
元です。江戸年間に築かれた窯は全11室からなり、その
規模は長さ30m、幅15m、高さ3.5m。信楽の土の良さ
を生かした伝統的な自然の模様や色は、登り窯でなけれ
ば引き出せないといわれています。こののぼり窯で焼か
れたビアマグは、信楽独特の長石を含んだ土と、うわ薬
を使わない炎だけの焼締で仕上げられており、細かな隙
間を通して自然の気を通わせるのが特徴です。ビールを
注ぐと酵母菌が息をし、
泡が細かくなり、
味を高めるとされ、
ビール本来のおいしさをご堪能いただける逸品です。

Contact
■住所 〒529-1851 滋賀県甲賀市信楽町長野1423-13
■T E L 0748-82-0316
■FAX 0748-82-1344
■http://www. shigarakiyaki.co.jp
■E-mail soutouen@shigarakiyaki.co.jp

4

STEP

2

ハガキを
送る

添付の申し込みハガキに
必要事項をご記入いただき、
ご投函してください。
表面

STEP

3

商工会から
事業者へ注文

STEP

裏面

4

事業者から
直接お届け

ご投函いただいた申し込みハガキは
甲賀市商工会で受け取り、
事業者へ出荷の指示をいたします。

お選びいただいた商品を
事業者から直接お届け
いたします。

45

カタログギフト.indb

45

2015/07/09

13:38:38

）
愛こうかカタログギフト ご利用に際してのご注意
◎お申込みハガキにシリアル番号印字のないものは無効です。
◎お申込みハガキを紛失されました場合、再発行はお受けいたしかねます事を予めご了承ください。
◎20歳未満の方の酒類のお申し込みはできません。
◎商品のお届けは投函されたハガキの到着後約2週間前後です。ご投函から１ケ月以上が経過しても商品がお手元に届
かず連絡もない場合は、何らかの事故等が考えられますので甲賀市商工会までお問い合わせください。
◎商品のお届け先は、
日本国内に限らせていただきます。
◎お申込みには有効期限がございますので、期限内にお早めにお申込みください。期限を過ぎた商品の交換はお受けで
きませんので、予めご了承ください。
◎お届け期間が限定されている商品がございますので、
ご注意ください。
◎予告なく、商品名やパッケージが変更になる場合がございます。
◎運送事情により配達の制限がございます。
（商品によってお届けできない場合がございます。）
◎年末年始、
お盆、大型連休期間は休業のためお届けできません。
◎中元歳暮時期は、季節柄大変混み合っており、
お届けが多少遅れる場合がございます。予めご了承ください。
◎発送時の品質チェックには万全を期しておりますが、万一お届け商品がご注文内容と異なっていたり、欠陥があった場
合にはお取替えをさせていただきます。
◎カタログギフト掲載商品は、期間中品切れのないように準備をしておりますが、特定の商品にご注文が殺到した際には
品切れになることもあります。予めご了承ください。品切れ、出荷遅れが発生した場合はご連絡させていただきます。
◎お客様のご都合によるご返品はお受けできませんので、予めご了承ください。
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