
ふるさと納税お礼の品一覧

ふるさとチョイス

このカタログに掲載されている情報は           年       月       日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。  powered by ふるさとチョイス2022 02 03

鹿児島県 長島町

黒毛和牛切り落とし450g×2パック計900
g_f-miyaji-572
10,000円
鹿児島県長島町産黒毛和牛の切り落とし900g！様
々な料理で使いやすさ抜群！【容量】黒毛和牛切
り落とし900g(450g×2パックに小分け)

【管理番号】

鹿児島県長島町産黒毛和牛シャトーブリ
アン100g_f-miyaji-608
12,000円
鹿児島県長島町産黒毛和牛シャトーブリアン100g
【容量】黒毛和牛シャトーブリアン100g

【管理番号】

鹿児島県産黒毛和牛切落し1kg_starzen-
584
15,000円
鹿児島県産黒毛和牛をお得な切落しで。【容量】
鹿児島県産黒毛和牛切落し500g×2P

【管理番号】

黒毛和牛赤身ブロック400g_f-
miyaji-614
15,000円
鹿児島県長島町産黒毛和牛赤身ブロック400g【容
量】黒毛和牛赤身ブロック200g×2パック計400g

【管理番号】

鹿児島県産黒毛和牛ロース焼肉400g_sta
rzen-583
15,000円
鹿児島県産黒毛和牛4等級以上のロースを焼肉で
！【容量】鹿児島県産黒毛和牛ロース焼肉400g

【管理番号】

鹿児島県産黒毛和牛ローススライス400g
_starzen-582
15,000円
鹿児島県産黒毛和牛A4等級以上の厳選部位(ロー
ススライス)【容量】鹿児島県産黒毛和牛ロース
スライス400g

【管理番号】

鹿児島県産黒毛和牛サーロインステーキ
360g_starzen-581
15,000円
鹿児島県産黒毛和牛A4等級以上の厳選部位(サー
ロイン)をステーキでご堪能下さい。【容量】サ
ーロインステーキ360g（約180g×2枚）

【管理番号】

長島町産黒毛和牛焼肉セット2種_f-
miyaji-556
17,000円
長島町産黒毛和牛A4等級以上の厳選部位(カルビ
・ロース・赤身)を焼肉用にカット。【容量】焼
肉セット2種（カルビ・ロース・赤身のいずれか2
種）200g×2パック計400ｇ
部位はお選びいただけませんので、予めご了承く

【管理番号】

鹿児島黒牛ローストビーフ500g_chuzan-
578
17,000円
味付けをしていないこだわり製法のローストビー
フです。【容量】鹿児島黒牛ローストビーフ500
ｇ(甘めのポン酢付)

【管理番号】
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鹿児島県　長島町

鹿児島黒牛リブロースステーキセット（
計500ｇ）_ja-632
17,000円
期間限定！贅沢おうちごはん【容量】鹿児島黒牛
リブロースステーキ（300ｇ×1Ｐ）
鹿児島黒牛リブロースドミノカット焼肉用（200
ｇ×1Ｐ）

【管理番号】

鹿児島黒牛黒豚セット900g_ｊa-423

20,000円
きめ細やかな霜降りの黒牛と、ほのかな甘さとや
わらかい口あたりの黒豚の人気セット！【容量】
鹿児島黒牛カタローススライス300g、
鹿児島黒豚バラスライス300g×2

【管理番号】

まつぼっくり牛タン塩だれ900g_matu-69
7
20,000円
まつぼっくり（障害者就労継続支援A型事業所）
がお届けする商品です。【容量】牛タンスライス
約900g（タレ含む）（300g×3袋）
オーストラリア、アメリカ、ニュージーランド産

【管理番号】

黒毛和牛赤身ブロック600g_f-
miyaji-615
22,000円
鹿児島県長島町産黒毛和牛赤身ブロック600g【容
量】黒毛和牛赤身ブロック200g×3パック計600g

【管理番号】

鹿児島県長島町産黒毛和牛シャトーブリ
アン200g_f-miyaji-609
24,000円
鹿児島県長島町産黒毛和牛シャトーブリアン200g
【容量】黒毛和牛シャトーブリアン100g×2パッ
ク計200g

【管理番号】

鹿児島黒牛すきやき・黒豚しゃぶしゃぶ
セット1.2ｋｇ_ja-419
30,000円
和牛日本一『鹿児島黒牛』と『鹿児島黒豚』をた
っぷりお楽しみください！【容量】鹿児島黒牛カ
タローススライス３００g、
鹿児島黒牛ウデスライス３００ｇ、
鹿児島黒豚バラスライス３００g、

【管理番号】

鹿児島黒牛サーロインステーキ200g×2
枚_chuzan-579
30,000円
牛肉の王様といわれるサーロインを最強の厚切り
ステーキで！【容量】鹿児島黒牛サーロインステ
ーキ200g×2枚(ステーキソース付)

【管理番号】

鹿児島黒牛サーロインステーキ2枚・す
きやきセット1.0ｋg_ja-424
50,000円
5等級霜降り鹿児島黒牛サーロインステーキは、
お肉そのものの旨みを堪能できます。【容量】鹿
児島黒牛サーロインステーキ200g×2
鹿児島黒牛リブローススライス300g
鹿児島黒牛カタローススライス300g

【管理番号】

鹿児島黒牛サーロインステーキ200g×4
枚_chuzan-580
60,000円
牛肉の王様といわれるサーロインを最強の厚切り
ステーキで！【容量】鹿児島黒牛サーロインステ
ーキ200g×4枚(ステーキソース付)

【管理番号】
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鹿児島県　長島町

まつぼっくり牛タン塩だれ定期便（6月/
8月/10月）年3回_matu-716
60,000円
まつぼっくり（障害者就労継続支援A型事業所）
がお届けする商品です。【容量】牛タンスライス
約900g（タレ含む）（300g×3P）×年3回
オーストラリア、アメリカ、ニュージーランド産

【管理番号】

まつぼっくり牛タン塩だれ定期便（7月/
8月/9月）年3回_matu-717
60,000円
まつぼっくり（障害者就労継続支援A型事業所）
がお届けする商品です。【容量】牛タンスライス
約900g（タレ含む）（300g×3P）×年3回
オーストラリア、アメリカ、ニュージーランド産

【管理番号】

まつぼっくり豚肉モモ切り落としパック
2.0kg_matu-268
10,000円
清らかな水、厳選した餌を食べて育った肉と脂の
バランスのとれた豚肉です【容量】鹿児島県産豚
肉モモ切り落とし500ｇ×4

【管理番号】

まつぼっくりしゃぶしゃぶセット1.5kg_
matu-269
10,000円
清らかな水、厳選した餌を食べて育った肉と脂の
バランスのとれた豚肉です【容量】鹿児島県産豚
ロースしゃぶしゃぶ用500ｇ×1、
鹿児島県産豚バラしゃぶしゃぶ用500ｇ×1、
鹿児島県産黒豚モモしゃぶしゃぶ用500ｇ×1

【管理番号】

まつぼっくり黒豚セット1.5kg_matu-270

10,000円
清らかな水、厳選した餌を食べて育った肉と脂の
バランスのとれた豚肉です【容量】鹿児島県産黒
豚モモソテー用500ｇ×1、
鹿児島県産黒豚モモしゃぶしゃぶ用500ｇ×2

【管理番号】

まつぼっくりバラ祭1.5kg_matu-271

10,000円
きめ細やかで、あっさりとした脂のバランスの取
れた豚バラセットでお送りいたします。【容量】
鹿児島県産豚バラしゃぶしゃぶ用500ｇ×1、
鹿児島県産豚バラ焼肉用500ｇ×1、
鹿児島県産豚バラブロック500ｇ×１

【管理番号】

まつぼっくりブロックセット1.5kg_matu
-272
10,000円
鹿児島育ちの良質な肉質の中でも厳選したヒレ・
バラ・ロースの逸品をお届けします。【容量】鹿
児島県産豚ヒレブロック500ｇ×１、
鹿児島県産豚バラブロック500ｇ×１、
鹿児島県産豚ロースブロック500ｇ×１

【管理番号】

まつぼっくりとんかつセット1.5kg_matu
-273
10,000円
清らかな水、厳選した餌を食べて育った肉と脂の
バランスのとれた豚肉です【容量】鹿児島県産ロ
ース豚かつ用500ｇ×1、
鹿児島県産豚ヒレブロック（ヒレカツ用）500ｇ
×1、

【管理番号】

鹿児島茶美豚しゃぶしゃぶセット900g_
ｊa-421
10,000円
カテキンの効用である抗酸化作用により、臭みの
少ないジューシーな豚肉です。【容量】茶美豚バ
ラスライス３００g、
茶美豚カタローススライス３００g、
茶美豚ローススライス３００g、

【管理番号】
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鹿児島県　長島町

鹿児島黒豚ロースとんかつセット（900g
）_ja-574
10,000円
『鹿児島黒豚』は純粋のバークシャー種の交配に
よって誕生した豚で、肥料後期の飼料に甘しょ（
さつまいも）が添加されており、きめ細やかな肉
質とべとつかずさっぱりとした良質な脂肪が特徴
の豚肉です。とんかつやトンテキでお召し上が…

【管理番号】

鹿児島黒豚しゃぶしゃぶセット（900g）
_ja-575
10,000円
『鹿児島黒豚』は純粋のバークシャー種の交配に
よって誕生した豚で、肥料後期の飼料に甘しょ（
さつまいも）が添加されており、きめ細やかな肉
質とべとつかずさっぱりとした良質な脂肪が特徴
の豚肉です。しゃぶしゃぶはもちろんさまざま…

【管理番号】

鹿児島黒豚しゃぶしゃぶセット_chuzan-
2871
10,000円
脂がさっぱり、臭みなし、旨い！が黒豚肉の特徴
です。【容量】鹿児島黒豚
（ローススライス200ｇ）、
（バラスライス200ｇ）

【管理番号】

《訳あり》まつぼっくり豚小間切れセッ
ト3kg_matu-658
10,000円
清らかな水、厳選した餌を食べて育った肉と脂の
バランスのとれた豚肉です【容量】鹿児島県産豚
小間切れ250ｇ×12パック

【管理番号】

《訳あり》鹿児島県産豚肉切り落とし(5
00g×7p）3.5kg_starzen-699
10,000円
訳あり！鹿児島県産の豚を3.5㎏お届けします！
【容量】鹿児島県産豚切り落とし500g×7P

【管理番号】

《訳あり》まつぼっくり豚小間切れセッ
ト5.1kg_matu-659
18,000円
清らかな水、厳選した餌を食べて育った肉と脂の
バランスのとれた豚肉です【容量】鹿児島県産豚
小間切れ300ｇ×17パック

【管理番号】

鹿児島黒豚・茶美豚セット1.8kg_ｊa-42
2
20,000円
良質な脂肪が特徴の黒豚と、臭みを感じない美味
しい茶美豚のうれしいセット！！【容量】鹿児島
黒豚バラスライス300g×２、
鹿児島黒豚カタローススライス300g、
茶美豚バラスライス300g×２、

【管理番号】

鹿児島黒牛すきやきセット600g_ja-426

30,000円
リブロースは霜降りが入りやすく、肩ロースは風
味が良い部位でコクと旨みが特徴です。【容量】
鹿児島黒牛リブローススライス300g、
鹿児島黒牛カタローススライス300g

【管理番号】

鹿児島黒牛黒豚しゃぶしゃぶセット2.1k
g_ja-425
40,000円
ご自宅用はもちろん、ご贈答にも最適な鹿児島黒
牛・鹿児島黒豚のしゃぶしゃぶセット！【容量】
鹿児島黒牛カタローススライス300g×２
鹿児島黒豚バラスライス300ｇ×2
鹿児島黒豚ローススライス300g×3

【管理番号】
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鹿児島県　長島町

まつぼっくり衣付きチキンカツ1.5㎏_ma
tu-696
10,000円
まつぼっくり（障がい者就労継続支援A型事業所
）がお届けする商品です。【容量】衣付きチキン
カツ約500ｇ×3袋
（鹿児島県産）

【管理番号】

まつぼっくり若どりムネ肉8kg_matu-718

10,000円
オリジナル飼料で飼育された高品質の鹿児島県産
若どりをぜひご賞味ください【容量】鹿児島県産
若どりムネ肉2kg×4袋
※いずみどり・南国元気鶏・その他県内産の鶏肉
になります。

【管理番号】

まつぼっくり赤鶏むね肉3kgセット_matu
-522
11,000円
鶏肉の中でも美味しいとされる有色の鶏（赤鶏）
をぜひご賞味ください【容量】鹿児島県産赤鶏む
ね肉1kg×3袋

【管理番号】

まつぼっくり赤鶏むね肉1kg・赤鶏もも
肉1kg・赤鶏手羽元1kgセット_matu-…
11,000円
鶏肉の中でも美味しいとされる有色の鶏（赤鶏）
をぜひご賞味ください【容量】鹿児島県産赤鶏む
ね肉1kg、赤鶏もも肉１㎏、赤鶏手羽元１㎏

【管理番号】

まつぼっくり赤鶏むね肉1kg・赤鶏ささ
み肉1kg・赤鶏手羽元1kgセット_mat…
11,000円
鶏肉の中でも美味しいとされる有色の鶏（赤鶏）
をぜひご賞味ください【容量】鹿児島県産赤鶏む
ね肉１㎏、赤鶏ささみ肉１㎏、赤鶏手羽元１ｋｇ

【管理番号】

まつぼっくり赤鶏むね肉1kg・赤鶏もも
肉1kg・赤鶏手羽先1kgセット_matu-…
11,000円
鶏肉の中でも美味しいとされる有色の鶏（赤鶏）
をぜひご賞味ください【容量】鹿児島県産赤鶏む
ね肉1kg、赤鶏もも肉１㎏、赤鶏手羽先１㎏

【管理番号】

まつぼっくり赤鶏むね肉1kg・赤鶏もも
肉1kg・赤鶏ささみ肉1kgセット_mat…
11,000円
鶏肉の中でも美味しいとされる有色の鶏（赤鶏）
をぜひご賞味ください【容量】鹿児島県産赤鶏む
ね肉1kg、赤鶏もも肉１㎏、赤鶏ささみ肉１㎏

【管理番号】

まつぼっくり若どりムネ肉4kg・ささみ2
kg・手羽元2kgセット_matu-545
12,000円
オリジナル飼料で飼育された高品質の鹿児島県産
若鶏をぜひご賞味ください【容量】鹿児島県産
若どりムネ肉2kg×2、若どりささみ2kg×1、若ど
り手羽元2kg×1
※いずみどり・南国元気鶏・その他県内産の鶏肉

【管理番号】

まつぼっくり赤鶏もも肉1kg・赤鶏むね
肉2kgセット_matu-523
12,000円
鶏肉の中でも美味しいとされる有色の鶏（赤鶏）
をぜひご賞味ください【容量】鹿児島県産赤鶏む
ね肉２㎏、赤鶏もも肉１㎏

【管理番号】
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鹿児島県　長島町

まつぼっくり若どり手羽元8kg_matu-694

12,500円
オリジナル飼料で飼育された高品質の鹿児島県産
若どりをぜひご賞味ください【容量】鹿児島県産
若どり手羽元2kg×4袋
※いずみどり・南国元気鶏・その他県内産の鶏肉
になります。

【管理番号】

まつぼっくり若どりムネ肉12kg_matu-53
8
16,000円
オリジナル飼料で飼育された高品質の鹿児島県産
若どりをぜひご賞味ください【容量】鹿児島県産
若どりムネ肉2kg×6袋
※いずみどり・南国元気鶏・その他県内産の鶏肉
になります。

【管理番号】

まつぼっくり若どり手羽元12kg_matu-54
2
16,000円
オリジナル飼料で飼育された高品質の鹿児島県産
若どりをぜひご賞味ください【容量】鹿児島県産
若どり手羽元2kg×6袋
※いずみどり・南国元気鶏・その他県内産の鶏肉
になります。

【管理番号】

まつぼっくり若どりムネ肉・モモ肉・手
羽先・手羽元各2kgセット_matu-546
16,000円
オリジナル飼料で飼育された高品質の鹿児島県産
若鶏をぜひご賞味ください【容量】鹿児島県産
若どりムネ肉・モモ肉・手羽先・手羽元各2kg
※いずみどり・南国元気鶏・その他県内産の鶏肉
になります。

【管理番号】

まつぼっくり若どり手羽先8kg_matu-450

17,000円
オリジナル飼料で飼育された高品質の鹿児島県産
若どりをぜひご賞味ください【容量】鹿児島県産
手羽先2kg×4袋
※いずみどり・南国元気鶏・その他県内産の鶏肉
になります。

【管理番号】

まつぼっくり赤鶏もも肉3kgセット_matu
-521
17,000円
鶏肉の中でも美味しいとされる有色の鶏（赤鶏）
をぜひご賞味ください【容量】鹿児島県産赤鶏も
も肉３㎏

【管理番号】

まつぼっくり若どりムネ肉4kg・モモ肉4
kgセット_matu-543
18,000円
オリジナル飼料で飼育された高品質の鹿児島県産
若鶏をぜひご賞味ください【容量】鹿児島県産
若どりムネ肉2kg×2、若どりモモ肉2kg×2
※いずみどり・南国元気鶏・その他県内産の鶏肉
になります。

【管理番号】

まつぼっくり若どりモモ肉4kg・手羽先4
kgセット_matu-544
21,000円
オリジナル飼料で飼育された高品質の鹿児島県産
若鶏をぜひご賞味ください【容量】鹿児島県産
若どりモモ肉2kg×2、若どり手羽先2kg×2
※いずみどり・南国元気鶏・その他県内産の鶏肉
になります。

【管理番号】

まつぼっくり若どりモモ肉8kg_matu-537

23,000円
オリジナル飼料で飼育された高品質の鹿児島県産
若どりをぜひご賞味ください【容量】鹿児島県産
若鶏モモ肉2kg×4袋
※いずみどり・南国元気鶏・その他県内産の鶏肉
になります。

【管理番号】
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鹿児島県　長島町

まつぼっくり若どりモモ肉12kg_matu-54
0
30,000円
オリジナル飼料で飼育された高品質の鹿児島県産
若どりをぜひご賞味ください【容量】鹿児島県産
若鶏モモ肉2.0kg×6袋
※いずみどり・南国元気鶏・その他県内産の鶏肉
になります。

【管理番号】

鹿児島茶美豚ソーセージ_ja-427

10,000円
臭みやクセがなくジューシーで美味しく、いろい
ろなお料理にお使いいただけます。【容量】茶美
豚ウインナー150g×3P、
茶美豚ボロニアソーセージ200ｇ×3P

【管理番号】

鹿児島県産鶏炭火焼・茶美豚ローストポ
ーク・角煮セット_ja-428
10,000円
鹿児島県産の鶏肉の炭火焼、茶美豚のローストポ
ークと角煮のセット！お酒にもぴったり【容量】
鶏炭火焼150ｇ、
茶美豚ローストポーク180g、
角煮250g

【管理番号】

鹿児島黒牛特選ハンバーグ6個入り(ソー
ス6個付き)_chuzan-3851
10,000円
鹿児島黒牛100％使用のハンバーグ！肉本来の旨
みとジューシーさが味わえます。【容量】鹿児島
黒牛ハンバーグ6個入り(ソース6個付き)

【管理番号】

《業務用・訳あり》ポークウィンナー（
1kg×3ｐ）_nanchiku-684
10,000円
国産豚をたっぷり使ったポークウインナー！【容
量】ポークウインナー1kg×3袋

【管理番号】

《業務用・訳あり》切り落としベーコン
（500ｇ×3ｐ）_nanchiku-685
10,000円
さまざまな料理に大活躍!!【容量】500ｇ×3パッ
ク

【管理番号】

鹿児島黒牛特選ハンバーグ9個入り(ソー
ス9個付き)_chuzan-3861
13,000円
肉本来の旨みとジューシーさを味わえる鹿児島黒
牛100%のハンバーグです【容量】鹿児島黒牛ハン
バーグ9個入り(ソース9個付き)

【管理番号】

鹿児島黒豚・茶美豚ローストポーク・ソ
ーセージセット_ja-429
20,000円
鹿児島県産の黒豚と茶美豚を使用した加工品のボ
リューム満点セットです。

販売者：鹿児島いずみ農業協同組合

【管理番号】

長島名物じゃがいもコロッケと混ぜご飯
の具_san-3561
8,000円
長島の赤土で作ったじゃがいもコロッケとふるさ
との味が詰まった混ぜご飯の具のセット【容量】
冷凍コロッケ５個入り×2、
混ぜご飯の具120ｇ×１

【管理番号】
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鹿児島県　長島町

ハム・ソーセージ詰め合わせ1.7kg_nanc
hiku-686
12,000円
お弁当、おつまみ、サラダなどバリエーション豊
富?異なる食感を是非ご堪能下さい【容量】恵ウ
インナー：370ｇ、骨付きソーセージ：350ｇ、カ
ットベーコン：500ｇ、N焼豚：280ｇ、ポークソ
ーセージ：200ｇ		合計1.7kg					

【管理番号】

荒川精米所のあきほなみ10kg(5kg×2)_a
ra-702
11,000円
令和3年産！コシヒカリとヒノヒカリの特徴を受
け継いだ鹿児島県のオリジナル品種【容量】あき
ほなみ10kg(5kg×2)

【管理番号】

馬場産業のひのひかり10kg（5kg×2袋)_
baba-700
12,000円
九州を代表する「ヒノヒカリ」R3年産の新米です
！【容量】ヒノヒカリ10kg(5kg×2)

【管理番号】

馬場産業のあきほなみ10kg（5kg×2袋)_
baba-701
14,000円
「コシヒカリ」と「ヒノヒカリ」の遺伝子を受け
継いだあきほなみです！【容量】あきほなみ10kg
(5kg×2)

【管理番号】

坂之下製菓のこっぱもち約400ｇ×3袋セ
ット_saka-657
8,000円
ほんのり甘いこっぱ餅、家族みんなで心を込めて
作っています。【容量】こっぱもち1個約66ｇ（6
個入り）×3袋セット

【管理番号】

松山農園の黒米1.2kg_kuro-5171

8,000円
白米と混ぜてもちもちとした食感をお楽しみくだ
さい。【容量】黒米1.2kg（300ｇ×4袋）

【管理番号】

坂之下製菓のプレミア食パン1.5斤×2セ
ット_saka-656
8,000円
地元で大人気の食パンです！家族みんなで心を込
めて作っています。【容量】食パン1.5斤（6枚切
）×2セット

【管理番号】

ＢＬＵＥ獅子島柑橘組合の紅甘夏_blue-
4111
10,000円
日持ちがよくノーワックスの為ジャムやジュース
も安心して作れます！【容量】紅甘夏10kg獅子島
産

【管理番号】

紅甘夏缶詰セット_ja-629

12,000円
紅甘夏の時期まで待てないという方に是非、お勧
めの商品です！！【容量】紅甘夏缶詰295g(缶)×
6

【管理番号】
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鹿児島県　長島町

露地デコポン５ｋｇ_ja-646

12,000円
果汁が豊富で皮がむきやすく、種子がないので食
べやすいのが特徴です。【容量】露地栽培デコポ
ン５kg(18～24玉)

【管理番号】

紅甘夏10ｋｇ_ja-644

12,000円
かごしまブランドの『紅甘夏』！クセになる酸味
とほろ苦さが特徴！【容量】鹿児島県産紅甘夏【
１０ｋｇ】28～32玉

【管理番号】

獅子島伝統果物紅甘夏_ikemoto-4031

12,000円
和製グレープフルーツとも呼ばれ酸味と苦味が特
徴です。【容量】紅甘夏10kg(L～3L)

【管理番号】

特選大玉優品紅不知火（大将季）贈答化
粧箱６玉入り約２kg_yamagami-5331
13,000円
山上農園で栽培された紅不知火の中でも３Lサイ
ズの大玉の優品をお届けします。【容量】鹿児島
県長島町の山上農園産の紅不知火（大将季）の大
玉優品6玉入り約２㎏です。

【管理番号】

露地大将季５ｋｇ_ja-618

14,000円
『糖度抜群』の露地大将希！是非ご賞味ください
。【容量】鹿児島県産露地大将季５㎏(１5～２４
玉)

【管理番号】

《数量限定》希少蔵出し紅不知火（大将
季）贈答化粧箱６玉入り約２kg_ya…
15,000円
専用冷蔵庫で追熟させた甘さ際立つ希少蔵出し大
将季です！【容量】鹿児島県長島町の山上農園産
の大将季の３Lサイズ優品６玉約２㎏化粧箱入り
です。【数量限定】

【管理番号】

長島町特産の鯛王（２匹セット）_jfa-2
2
12,000円
長島町の潮流に育まれたブランド真鯛です。【容
量】鯛王（約１．２ｋｇ）×２匹

【管理番号】

KURIYAの手づくり味噌漬「金箱」_kuriy
a-323
13,000円
漁港のお母さんたちが長島の美味しさをお届けし
ます。【容量】タイの味噌漬×2、
カンパチの味噌漬×2、
ブリの味噌漬×2、
※1パックに1切れ入り

【管理番号】

むじょかさば_jfa-461

10,000円
凄く可愛がって（わっぜむじょがった）育てた脂
ののりが抜群のさばです。【容量】むじょかさば
約500ｇ×3尾鹿児島県長島町産

【管理番号】
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鹿児島県　長島町

シマアジ1匹約1.0～1.3kg_jfa-4121

10,000円
新鮮度を保ちつつ、届いた時にはお刺身として食
べ時です。【容量】シマアジ1匹約1.0～1.3㎏鹿
児島県長島町産

【管理番号】

KURIYAの瞬冷コクまろ卸し～晩酌セット
_kuriya-3261
10,000円
「港町の味をご家庭で！」自信をもってお届けい
たします。【容量】刺身（例:きびなご.天然）30
g×2
刺身（例:かんぱち.養殖）50g
低温熟成一夜干し（例:かます.天然）×１

【管理番号】

長島町特産の鰤王のフィレ_jfa-710

14,000円
「かごしまのさかな」に指定されている「鰤王」
です。【容量】フィレ1枚（約１．５kg）

【管理番号】

鰤王ロイン2節約1kg_jfa-713

17,000円
長島は養殖ブリの生産が盛んで、単一漁協では日
本一の生産量を誇ります。
ロインはお客様の要望にお応えして、魚をさばく
手間を最大限になくした商品です。
ご自宅に届きましたらあとはお好みのお刺身の厚

【管理番号】

ボンタンかんぱちフィーレ（１枚）_tur
u-708
17,000円
柑橘類であるボンタンの作用で魚の臭みを減らし
てあります。【容量】ボンタンかんぱちフィーレ
1枚（約1㎏）

【管理番号】

長島海峡育ちボンタンぶりのフィレ_tur
u-705
17,000円
ボンタンをシャーベットにして餌に混ぜ合わせ育
成した養殖ぶりです。【容量】ボンタンぶりのフ
ィレ１枚（約１．２kg）

【管理番号】

長島海峡極上セット_turu-642

20,000円
ボンタンをシャーベットにして餌に混ぜ合わせ育
成した養殖ぶりです。【容量】ボンタンぶりのサ
イコロステーキ200ｇ×2
昇格ぶりカツ200ｇ×1
ボンタンぶりの金山寺漬250ｇ×1

【管理番号】

長島海峡育ち昇格ぶりのロイン_turu-70
9
27,000円
鹿児島県産の天然の貝化石を食べて長島海峡を力
強く泳いで育った
昇格ぶりはカルシウムやミネラルをたっぷり吸収
し横綱級にしあがりました。

【管理番号】

ボンタンぶりまるごと一本(内臓処理済)
_turu-706
27,000円
臭みのない柑橘風味！！【容量】ボンタンぶりま
るごと１本（内臓処理済）

【管理番号】
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鹿児島県　長島町

ボンタンかんぱちフィーレ（２枚）_tur
u-707
34,000円
柑橘類であるボンタンの作用で魚の臭みを減らし
てあります。【容量】ボンタンかんぱちフィーレ
2枚（約1㎏X2）

【管理番号】

鹿児島産鰻蒲焼きと鰤王2点セット_sats
uma-714
22,000円
鰤王と薩摩川内鰻のコラボセット【容量】鹿児島
産鰻蒲焼き：160g×2本（国産）【添付タレ15ml
・山椒0.2g×2P】
鹿児島産鰤王照り煮：1切入り×2P

【管理番号】

鰻蒲焼と鰤王の定期便_satsuma-663

50,000円
鰤王と薩摩川内鰻のコラボセット【容量】1回目
：鹿児島産鰻蒲焼き：約160g×3本（国産）【添
付タレ15ml・山椒0.2g×3P】
2022年4月発送予定
2回目：鹿児島産鰤王照り煮：約80g×5P

【管理番号】

浜のかあちゃん朝セット_hama-3301

10,000円
朝食、夕食どちらにもすぐ料理できるセット。お
酒のお供にもどうぞ！【容量】さばの塩干し×2
、あじの塩干し×1（約2枚入）
いわしの丸干し×1（約4匹入）、あじみりん×1
（約4～5枚入）

【管理番号】

煮あわび_nagaoka-635

20,000円
うまーいをご自宅でお気軽にどうぞ。【容量】10
0g×2個

【管理番号】

【まるじゅ本舗】かわいいさつま揚げ『
デラコマ＆まるこ』_hashi-414
10,000円
色々な味が楽しめます。かわいくてギフトにも最
適！！【容量】[DeluxeCOMACHI~デラコマ~こだわ
りの15種類]
ミツバ・タカエビ・キビナゴ・トビコ・明太マヨ
・

【管理番号】

まるじゅ本舗つけあげ（さつま揚げ）詰
合せセット_hashi-176
10,000円
甘めの味付けで年齢問わず美味しく召し上がれま
す。うどん・そばにも相性抜群！！【容量】つけ
あげ×6、味坊×3、
じゃこえび天×2、まるじゅ揚げ×3、
つけあげ黒×3、やさい天×3、

【管理番号】

まるじゅ本舗長島特選だいやめセット（
島美人900ｍｌ）_hashi-415
12,000円
芋焼酎とつけあげ、晩酌セットに最適！【容量】
【つけあげ：約700ｇ】
つけあげ×2、つけあげ黒×2、
いわしバーグ×2、五目揚げ×2、
まるじゅ棒×2、チーズ棒天×2、

【管理番号】

まるじゅ本舗長島特選だいやめセット（
黒島美人900ｍｌ）_hashi-416
12,000円
焼酎と甘めのつけあげが相性抜群です。【容量】
【約700ｇ】
つけあげ×2、つけあげ黒×2
いわしバーグ×2、五目揚げ×2
まるじゅ棒×2、チーズ棒天×2、

【管理番号】
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鹿児島県　長島町

まるじゅ本舗長島特選だいやめセット（
島乙女900ｍｌ）_hashi-417
12,000円
芋焼酎とつけあの晩酌セットでお楽しみいただけ
ます。【容量】【約700ｇ】
つけあげ×2、つけあげ黒×2、
いわしバーグ×2、五目揚げ×2、
まるじゅ棒×2、チーズ棒天×2、

【管理番号】

まるじゅ本舗長島特選だいやめセット（
だんだん900ｍｌ）_hashi-418
12,000円
焼酎と甘めのつけあげが相性抜群です。【容量】
【約700ｇ】
つけあげ×2、つけあげ黒×2、
いわしバーグ×2、五目揚げ×2、
まるじゅ棒×2、チーズ棒天×2、

【管理番号】

まるじゅ本舗つけあげバラエティーセッ
ト_hashi-363
17,000円
13種類の豊富なつけあげにボリューム満点の詰合
せです。【容量】つけあげ×8、
つけあげ黒×3、
やさい天×3、
まるじゅ揚げ×3、

【管理番号】

ちりめんじゃこ300ｇ_ryujin-631

10,000円
長島町、不知火海の恵みをお届け！【容量】ちり
めんじゃこ300ｇ(100ｇ×3）
全て長島産

【管理番号】

菊栄丸の野菜昆布と湯通し塩蔵わかめセ
ット_kiku-3391
8,000円
ひとつひとつ手作業でワカメを選別・処理します
。【容量】湯通し塩蔵わかめ100ｇ×4、
乾燥昆布40g×２
全て長島産

【管理番号】

菊栄丸の長島産厳選わかめセット_kiku-
5291
8,000円
懇切・丁寧・一生懸命愛情を込めて一本一本手作
業！【容量】湯通し塩蔵わかめ100ｇ×4、
湯通し塩蔵芯付わかめ200ｇ×2
全て長島産

【管理番号】

菊栄丸の手作り湯通し塩蔵わかめセット
_kiku-2341
8,000円
懇切・丁寧・一生懸命愛情を込めて一本一本手作
業！【容量】湯通し塩蔵わかめ100ｇ×2、
湯通し塩蔵茎わかめ300ｇ×2、
湯通し塩蔵芯付わかめ200ｇ×2
全て長島産

【管理番号】

アカモク３パック_hama-4351

8,000円
アカモクを食べると脂肪燃焼という効能が得られ
るといわれています。【容量】アカモク100ｇ×
３パック(ボイルきざみ）

【管理番号】

礒永水産の乾燥あおさ60g_iso-5621

8,000円
生産から販売までしています。全国の方に知って
もらい、食べてもらいたいです。【容量】乾燥あ
おさのり20ｇ×3袋(計60g)

【管理番号】
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鹿児島県　長島町

漁師が作った湯通し塩蔵わかめセット_k
iku-85
10,000円
肉厚な仕上がりのわかめに育ち、しっかりとした
歯ごたえがあります。【容量】湯通し塩蔵わかめ
100ｇ×5、
湯通し塩蔵茎わかめ300ｇ×3、
湯通し塩蔵芯付わかめ200ｇ×3

【管理番号】

夢一水産ご飯にのっけるセット（5品）_
yume-440
10,000円
ご飯のお供におすすめの５品です。【容量】あお
さ佃煮100ｇ×2、鯛みそ180ｇ、
鯖みそ200ｇ、ごま醤油だれ180ｇ

【管理番号】

夢一水産の長島あおさ佃煮(4個セット)_
yume-4381
10,000円
鹿児島県長島町産あおさ１００％使用。【容量】
あおさ佃煮100ｇ×4個

【管理番号】

礒永水産の乾燥あおさ100g_iso-5611

10,000円
生産から販売までしています。全国の方に知って
もらい、食べてもらいたいです。【容量】乾燥あ
おさのり20ｇ×5袋(計100g)

【管理番号】

百年漁師至高の逸品乾燥あおさのり2袋
セット_gochi-5051
10,000円
故郷・獅子島を元気にしたい！【容量】乾燥あお
さのり20ｇ×2袋

【管理番号】

アカモク5パック_hama-4361

10,000円
アカモクを食べると脂肪燃焼という効能が得られ
るといわれています。【容量】アカモク100ｇ×5
パック(ボイルきざみ）

【管理番号】

百年漁師至高の逸品乾燥あおさのり3袋
セット_gochi-506
11,000円
故郷・獅子島を元気にしたい！【容量】乾燥あお
さのり20ｇ×3袋

【管理番号】

アカモク10パック_hama-437

14,000円
アカモクを食べると脂肪燃焼という効能が得られ
るといわれています。【容量】アカモク100ｇ×1
0パック(ボイルきざみ）

【管理番号】

礒永水産の乾燥あおさ200g_iso-560

15,000円
生産から販売までしています。全国の方に知って
もらい、食べてもらいたいです。【容量】乾燥あ
おさのり20ｇ×10袋(計200g)

【管理番号】
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鹿児島県　長島町

礒永水産の乾燥あおさ400g_iso-559

30,000円
生産から販売までしています。全国の方に知って
もらい、食べてもらいたいです。【容量】乾燥あ
おさのり20ｇ×20袋(計400g)

【管理番号】

KURIYAの手づくり味噌漬「大箱」季節の
揚げ物_kuriya-217
18,000円
たくさんの魚種の中から「ブリ」「真鯛」「カン
パチ」を厳選しました【容量】タイの味噌漬×3
、
カンパチの味噌漬×3、
ブリの味噌漬×3、

【管理番号】

KURIYAとCOCOROMISOの味噌漬三昧_kuriy
a-325
22,000円
３種類の新鮮な魚を長島産のこだわり味噌で漬け
込んだ逸品【容量】タイの味噌漬×4、
カンパチの味噌漬×4、
ブリの味噌漬×4、
※1パックに1切れ入り

【管理番号】

夢一水産ご飯にのっけるセット（3品）_
yume-4391
8,000円
ご飯のお供におすすめの３品です。【容量】鯛み
そ180ｇ、鯖みそ200ｇ、ごま醤油だれ180ｇ

【管理番号】

海の恵みお手軽鰤セット_yama-304

10,000円
切り身にしてパック入りのため、すぐに調理して
お召し上がりいただけます。【容量】切り身（35
0ｇ以上）×1
アラ（約300ｇ）×1
ブリの塩麹漬×1パック（２枚入）

【管理番号】

お家で簡単レンジでチン！７品セット_y
ama-567
10,000円
お忙しい方にお勧め。自宅ですぐに食べられるレ
ンジでチン！セットです。【容量】ゆず昆布エキ
ス塩サバ（3切れ）×1
昆布塩サバ（3切れ）×1
ブリの塩麹（1枚）×2

【管理番号】

夢一水産のマダコのマリネとスモークセ
ット_yume-1981
10,000円
長島の海で育った真鯛・ブリ・真タコ・アイゴを
香り豊かなスモークに仕上げました。【容量】マ
ダコのマリネ80ｇ
真鯛のあぶりスモーク60ｇ
ブリのソフトスモーク60ｇ

【管理番号】

夢一水産のしめ鯖_yume-3381

10,000円
独自の味付け、製法で仕上げたしめサバは、さっ
ぱりとしてさば本来の甘さを楽しめます【容量】
しめ鯖４枚

【管理番号】

夢一水産の炙りしめ鯖_yume-3371

10,000円
鹿児島県長島産のサバを独自の味付け、製法で炙
りしめサバに仕上げました【容量】炙りしめ鯖４
枚

【管理番号】
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鹿児島県　長島町

長島の鯛めし2合用と季節のお刺身_kuri
ya-2831
10,000円
長島町の旬の魚をさらにおいしくお届けいたしま
す。【容量】天然鯛の干物１尾(約200ｇ）
だし100ｇ
季節のお刺身50ｇ×1
※季節の鮮魚を使用するためお刺身の内容は変更

【管理番号】

長島の鯛めし4合用_kuriya-3401

10,000円
添加物不使用のこだわり抜いた出汁で、ご家庭で
本格鯛めしがお楽しみいただけます。【容量】天
然鯛の干物１尾(約350ｇ)
だし100ｇ×２

【管理番号】

夢一水産長島地魚ギフト（７品）_yume-
335
13,000円
和食、洋食、どちらにも合う地魚ギフトセット！
！一品一品心を込めてつくりました。【容量】あ
ぶりしめさば1枚、
しめさば（ﾐｯｸｽﾍﾟｯﾊﾟｰ）1枚、
ブリのソフトスモーク60ｇ、

【管理番号】

らくらく調理ぶりセット_yama-305

15,000円
長島で育てられたブリです。アラ付なので鰤のお
いしさを存分に味わえる詰合せです。【容量】切
り身（350ｇ以上）×2
アラ（約600ｇ）×1
フィレ(皮つき)×1

【管理番号】

長島海の恵み鰤セット（アラ付）_yama-
303
17,000円
長島が誇る海の恵みを皆様に届けるためひとつひ
とつ想いを込めて作っています。【容量】◎長島
産の鰤を加工
切り身（皮なし）×2、フィレ（皮つき）×1
アラ×1（約600ｇ）、ブリかま（塩味付）×1、

【管理番号】

鰤王タタキ2節約1㎏_jfa-712

18,000円
鰤王シリーズの中でも人気の「鰤王のたたき」を
お届けいたします【容量】鰤王タタキ2節約1kg鹿
児島県長島町産

【管理番号】

長島町特産の鰤王（まるごと１本内臓処
理済み）_jfa-711
25,000円
「かごしまのさかな」に指定されている「鰤王」
です！【容量】鰤王（まるごと１本内臓処理済み
）

【管理番号】

夢一水産長島地魚ギフト（１１品）_yum
e-336
27,000円
鹿児島県長島町でとれる真鯛・ブリ・真タコ・ア
イゴを香り豊かなスモークと、解凍後そのまま召
し上がれるマリネに仕上げました。

販売者：夢一水産

【管理番号】

和喜雄さんといつみさんのはちみつ芋3k
g_iio-3931
8,000円
数量限定！収穫後2カ月間熟成させた芋です【容
量】はちみつ芋3㎏（一定の温度で管理貯蔵した
紅はるか）
サイズ混

【管理番号】
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鹿児島県　長島町

和喜雄さんといつみさんの冷凍焼き芋約
1.2㎏_iio-4851
8,000円
甘みのある蜜とねっとりとした食感の冷凍焼き芋
【容量】紅はるか冷凍焼き芋約400ｇ×3袋

【管理番号】

恵子農園の冷凍焼きいも約400g×3袋_wa
ki-4661
8,000円
しっかり熟成させ甘くてクリーミーな焼き芋です
【容量】冷凍焼きいも約400g×3袋

【管理番号】

井手青果の熟成紅はるか約3.5kg_ide-55
71
8,000円
長島町の赤土で作った紅はるかをお届け！【容量
】3.5㎏（S～2Lサイズ混み約80g～400g）

【管理番号】

飯尾農園の「熟成」紅はるか約5㎏_miio
-691
8,000円
潮風を受けてミネラル豊富な畑で育てました。【
容量】「熟成」紅はるか約５kg
１個あたり（Ｓ～２Ｌサイズ）約150ｇ～400ｇ
サイズ混

【管理番号】

【厳選手選別】みずみずしい新じゃが春
じゃがいも5kg_horino-4321
8,000円
数種類の有機物を取り入れ、より良い土作りを心
掛け日々美味しさを追求しています。【容量】じ
ゃがいも：５Kg(Ｍ～３Ｌ)

【管理番号】

長島のミネラル栽培ジャガイモ10kg_egu
chi-5351
12,000円
太陽の恵と石垣と人の温かさで育まれた赤土ジャ
ガイモをどうぞ。【容量】ジャガイモ10kg

【管理番号】

長島地区特産赤土バレイショ10kg_ja-53
61
12,000円
長島の宝！こだわり抜いた本物の美味しさ！長島
の海と大地の恵みをご堪能ください！【容量】10
kg

【管理番号】

【厳選手選別】みずみずしい新じゃが春
じゃがいも10kg_horino-715
12,000円
数種類の有機物を取り入れ、より良い土作りを心
掛け日々美味しさを追求しています。【容量】じ
ゃがいも：10kg(Ｍ～３Ｌ)

【管理番号】

本格焼酎さつま島美人・島娘セット(900
mlの2本入り)_nagashima-3181
10,000円
豊かな芳香とコクのある島美人と、まろやかで甘
く口当たりの良い島娘のセット。【容量】さつま
島美人900ml(5合瓶)、
さつま島娘900ml(5合瓶)、
さつま芋本来の深い味わいとまろやかな甘み、い

【管理番号】
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鹿児島県　長島町

本格焼酎さつま島美人・島娘セット(1,8
00mlの2本入り)_nagashima-319
13,000円
さつま芋本来の深い味わいとまろやかな甘み、
いつまでも飽きずに飲めるクセのない芋焼酎の2
本セット

販売者：町内酒販業者

【管理番号】

甕(かめ)長期熟成さつま島美人と黒島美
人『原酒セット』_nagashima-568
15,000円
甕で三年、タンクで二年、計五年熟成された島美
人の原酒です。【容量】甕長期熟成さつま島美人
原酒720ml（4合）37度
黒島美人原酒720ｍｌ（4合）37度

【管理番号】

限定焼酎長島焼酎入り飲み比べセット６
本入り_nagashima-638
22,000円
長島研醸ファン必見の焼酎セットです。【容量】
さつま島美人900ml×1本
黒島美人900ml×1本
さつま島娘900ml×1本
島乙女900ml×1本

【管理番号】

長島本格焼酎飲み比べ５本セット_nagas
hima-320
31,000円
深味あり、甘味ありと焼酎によって味はさまざま
！さつま芋本来の深い味わいをどうぞ。【容量】
さつま島美人1,800ml芋焼酎、
さつま島娘1,800ml芋焼酎[長島町内限定販売]、
黒島美人1,800ml芋焼酎/黒麹、

【管理番号】

本格焼酎さつま島美人1800ｍｌ（紙パッ
ク6本セット）_nagashima-321
37,000円
さつま芋本来の深い味わいとまろやかな甘みの絶
妙なバランスが特徴。【容量】さつま島美人紙パ
ック1800ｍｌ×6
（芋焼酎）

【管理番号】

本格焼酎黒島美人1800ｍｌ（紙パック6
本セット）_nagashima-322
37,000円
黒麹仕込みで口の中に広がる甘みが特徴です。紙
パックなのでリサイクルしやすいです。【容量】
黒島美人紙パック1800ｍｌ×6
（芋焼酎）

【管理番号】

限定焼酎長島焼酎入り飲み比べ6本入り
＆グラスセット_nagashima-639
37,000円
長島研醸ファン必見の焼酎セットです。【容量】
島美人ロックグラス２個
島娘ロックグラス1個
さつま島美人1800ml×1本
黒島美人1800ml×1本

【管理番号】

ロックグラス入り島美人3本、島娘3本セ
ット_nagashima-640
40,000円
島美人グラスを同梱した焼酎セットです。贈答用
でも多くの方に喜ばれております。【容量】島美
人ロックグラス２個
島娘ロックグラス1個
さつま島美人1800ml×3本

【管理番号】

ロックグラス入り島美人6本、島娘6本セ
ット_nagashima-641
42,000円
島美人グラスを同梱した焼酎セットです。贈答用
でも多くの方に喜ばれております。【容量】島美
人ロックグラス２個
島娘ロックグラス1個
さつま島美人900ml×6本

【管理番号】
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鹿児島県　長島町

本格焼酎さつま島美人900ｍｌ×12本（
化粧箱入）_nagashima-570
42,000円
和食・洋食とジャンルを問わずいろんな料理に適
した焼酎！まろやかな甘みが特徴です。【容量】
さつま島美人900ｍｌ（5合瓶）×12本（化粧箱入
）
芋焼酎アルコール25度

【管理番号】

黒島美人900ｍｌ×12本（化粧箱入）_na
gashima-571
42,000円
島内の５つの蔵元が、伝統の技法で醸し出した原
酒を巧みにブレンド・熟成させた黒麹仕込みの焼
酎です。
黒麹特有の深い味わいと口の中に広がる甘味が特
徴で、飲み応えのある逸品です。まさに「さつま

【管理番号】

本格焼酎さつま島娘900ｍｌ×12本（化
粧箱入）_nagashima-569
44,000円
米麹と麦麹を使った二つの原酒をブレンドした焼
酎です。軽い飲み口でほんのりと甘く、米と、麦
の二つの香りを楽しめます。

▼検索タグ

【管理番号】

ご当地島みかんサイダー_waki-2881

10,000円
長島の島みかんだけを使ったサイダーで、果汁が
たっぷり入っています。【容量】島みかんサイダ
ー245ｍｌ×6本

【管理番号】

「アーモンドせんべい」がらかっぷう(1
2枚入り)_kodama-596
8,000円
心を込めてお菓子を作っております。故郷の懐か
しい味を全国にお届けいたします。【容量】がら
かっぷう（アーモンドせんべい）×12枚

【管理番号】

熟成生キャラメル芋のタルト_kappa-576
1
10,000円
飯尾和喜雄農園さんの生キャラメル芋を低温ロー
ストし、贅沢に使用したタルトです【容量】熟成
生キャラメル芋のタルト1ホール（直径18㎝）×
１個

【管理番号】

薩摩いものロールケーキ3本セット_dand
an-354
12,000円
長島の道の駅『だんだん市場』限定のロールケー
キ！【容量】3本入り

【管理番号】

島みかんチーズケーキ_coron-668

12,000円
クリームチーズをふわっとしたスフレタイプのチ
ーズケーキに仕上げました！【容量】島みかんチ
ーズケーキ(直径15cm)1個

【管理番号】

【グルテンフリー】生キャラメル芋のバ
スクチーズケーキ_kappa-669
12,000円
飯尾和喜雄農園さんの生キャラメル芋を低温ロー
ストし、贅沢に使用しました。【容量】【グルテ
ンフリー】生キャラメル芋のバスクチーズケーキ
1ホール(直径12cm)×1個

【管理番号】
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鹿児島県　長島町

たっぷり生ロールケーキ（3種）_kodama
-621
13,000円
昔ながらの伝統の味を守り、作り続けて50年の老
舗菓子店【容量】・ロールケーキ（生クリーム）
・ロールケーキ（チョコレート）
・ロールケーキ（コーヒー）

【管理番号】

先人からの贈り物島みかんゼリー_waki-
2801
8,000円
島みかんの特徴を最大限に活かした手作りゼリー
です。【容量】島みかんゼリー90ｍｌ×9個

【管理番号】

3515（さんごじゅうご）芋プリン_sango
-630
10,000円
長島の赤土で育てられた紅はるかを原料に使い保
存料などの添加物不使用のプリンです。【容量】
芋プリン94ｇ×6個

【管理番号】

とけないアイスしゃりしゃりくずバー5
本入り_waki-4711
8,000円
ゼリーとシャーベットをマッチングした新食感の
楽しい氷菓「くずバー」です。【容量】いちご・
みかん・パイン・ブルーベリー・抹茶大納言×各
1本

【管理番号】

レガーレ・ワキタの島みかんアイス_wak
i-2781
8,000円
長島町特産の島みかん入りアイス！爽やかな香り
と風味が大好評です。【容量】島みかんアイス90
ｍｌ×6個

【管理番号】

大自然の恵みじゃがアイス_waki-2791

8,000円
長島特産のジャガイモをアイスクリームにしまし
た！【容量】じゃがアイス90ｍｌ×6個

【管理番号】

長島ご当地アイス８個入り_waki-4311

10,000円
長島の農産物を利用した自社農園栽培です。3種
類の味をお楽しみ下さい。【容量】島みかんアイ
ス90ｍｌ×4個
じゃがアイス90ｍｌ×2個
いちごアイス90ｍｌ×2個

【管理番号】

とけないアイスしゃりしゃりくずバー8
本入り_waki-4681
10,000円
ゼリーとシャーベットをマッチングした新食感【
容量】いちご×2本
安納芋・紫芋・みかん・パイン・抹茶大納言・ブ
ルーベリー×各1本

【管理番号】

じぶんでもなかつぶあん（5個）_kodama
-597
8,000円
昔ながらの伝統の味を守り、作り続けて50年の老
舗菓子店【容量】じぶんでもなか（最中・つぶあ
ん）×5個

【管理番号】
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鹿児島県　長島町

「紅・白」赤まきセット（10個入り）（
モンレーブ児玉）_kodama-2911
8,000円
昔ながらの伝統の味を守り、作り続けて50年の老
舗菓子店【容量】赤まき(こしあん)×5個
白まき(いもあん)×5個

【管理番号】

赤まきセット（10個入り）（（有）坂之
下製菓）_saka-2921
8,000円
独自の製法で家族みんなで心を込めて作っていま
す。【容量】赤まき（こしあん）×5個、
赤まき（いもあん）×5個

【管理番号】

３色赤巻きセット(１０個入り)（欧風菓
子コロンブス）_coron-2901
8,000円
こしあんを使った「赤巻き」、よもぎを使った「
ふつまき」、ゆずを使った「ゆずまき」【容量】
赤巻き（こしあん）×6個、
ゆずまき×2個、
ふつまき×2個

【管理番号】

島みかんかるかんと赤巻の詰合せ（10個
入り）_coron-2891
8,000円
長島銘菓赤巻と島みかんの風味を活かした「島み
かんかるかん」の詰め合わせ【容量】島みかんか
るかん×5、赤巻×3、
ゆず巻×1、ふつ巻×1、
[計10個]

【管理番号】

「長島焼き印」どら焼き（3種）（モン
レーブ児玉）_kodama-595
10,000円
昔ながらの伝統の味を守り、作り続けて50年の老
舗菓子店【容量】どら焼き（栗）×3個
どら焼き（バタークリーム）×3個
どら焼き（塩バター）×3個

【管理番号】

和菓子詰め合わせ（10種）_kodama-598

10,000円
昔ながらの伝統の味を守り、作り続けて50年の老
舗菓子店【容量】赤まき（こしあん）、白まき（
いもあん）、抹茶カステラ、小倉カステラ、栗カ
ステラ、桃山、ビスケット饅頭、黒ン坊、どら焼
き（栗）、じぶんでもなか、各1個

【管理番号】

こっぱもちの詰合せ(２種類４本入り)_s
an-4131
10,000円
約2㎝程（お好みで）にカットし、オーブンやフ
ライパン等で軽くあぶって食べます。【容量】こ
っぱもち合計４本
白:紅さつま(350ｇ)×2
紫:紫芋(350ｇ)×2

【管理番号】

「紅・白」赤まきセット(１６個入り)（
モンレーブ児玉）_kodama-593
12,000円
昔ながらの伝統の味を守り、作り続けて50年の老
舗菓子店【容量】赤まき（こしあん）×8、
白まき（いもあん）×8

【管理番号】

「アーモンドせんべい」がらかっぷう＆
じぶんでもなかセット_kodama-601
12,000円
昔ながらの伝統の味を守り、作り続けて50年の老
舗菓子店【容量】がらかっぷう×12枚
じぶんでもなか×5個

【管理番号】
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鹿児島県　長島町

「紅・白」赤まき＆「長島焼き印」どら
焼き＆じぶんでもなか詰め合わせ_…
13,000円
昔ながらの伝統の味を守り、作り続けて50年の老
舗菓子店【容量】赤まき（こしあん）×5個
白まき（いもあん）×5個
どら焼き（栗・バタークリーム・塩バター）×各
2個

【管理番号】

「紅・白」赤まきセット(20個入り)（モ
ンレーブ児玉）_kodama-594
13,000円
昔ながらの伝統の味を守り、作り続けて50年の老
舗菓子店【容量】赤まき（こしあん）×10
白まき（いもあん）×10

【管理番号】

和洋菓子詰め合わせ（25種）_kodama-60
0
15,000円
昔ながらの伝統の味を守り、作り続けて50年の老
舗菓子店【容量】赤まき（こしあん）、白まき（
いもあん）、抹茶カステラ、小倉カステラ、栗カ
ステラ、桃山、ビスケット饅頭、黒ン坊、栗饅頭
、パイ饅頭、菊最中、栗最中、マドレーヌ、レ…

【管理番号】

長島スイートポテト_coron-667

8,000円
長島のさつま芋は赤土の土壌で栽培されており、
芋の旨みは最高に抜群です。【容量】長島スイー
トポテト10個入り（個包装）1個約50ｇ

【管理番号】

洋菓子詰め合わせ（10種）_kodama-599

10,000円
昔ながらの伝統の味を守り、作り続けて50年の老
舗菓子店【容量】マドレーヌ、レモンケーキ、パ
ウンドケーキ、フィナンシェ、アーモンドタルト
、マンダリンの星、マロンパイ、リーフパイ、ク
ッキー(チョコ)、クッキー（バターポッシュ）…

【管理番号】

ロイヤルのスイートポテト9個入り_roya
l-2961
10,000円
バターの香り豊かな味を大切にしつつ、自然な甘
さに仕上げています。【容量】スイートポテト9
個入り

【管理番号】

長島むすめいもパイ_waki-4671

10,000円
長島の大地で美味しく育ったさつまいもの手作り
パイ【容量】さつまいも（長島産）パイ10個入り

【管理番号】

ロイヤルのスイートポテト12個入り_roy
al-2971
12,000円
長島町のブランド芋「長島紅美人」100％で出来
た洋菓子【容量】スイートポテト12個入り

【管理番号】

3515（さんごじゅうご）長島産紅はるか
詰合せセット_sango-620
13,000円
長島の赤土で丹念に育てられた紅はるかを原料に
使いプリン、干し芋、冷凍焼き芋に加工【容量】
芋プリン94ｇ×4個、干し芋100ｇ、冷凍焼き芋40
0ｇ

【管理番号】
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鹿児島県　長島町

井手青果の産直・熟成「紅はるか」冷凍
焼き芋約1.2kg_ide-622
8,000円
長島特有自慢の「赤土」で生産から熟成・製造ま
でこだわった「紅はるか」の焼き芋です【容量】
「紅はるか」冷凍焼き芋約1.2㎏（1本～2本を小
分けしています。）

【管理番号】

百年漁師ご飯のお供シリーズ3種詰合せ_
gochi-4421
10,000円
故郷・獅子島を元気にしたい！【容量】魚味噌（
鯛）100g、あおさのり佃煮100g、ひじき佃煮100g

【管理番号】

百年漁師ご飯のお供シリーズひじき佃煮
3個セット_gochi-4601
10,000円
故郷・獅子島を元気にしたい！【容量】ひじき佃
煮100gｘ3個

【管理番号】

百年漁師ご飯のお供シリーズあおさのり
佃煮3個セット_gochi-4591
10,000円
故郷・獅子島を元気にしたい！【容量】あおさの
り佃煮100gｘ3個

【管理番号】

百年漁師ご飯のお供シリーズ(あおさ＋
ひじき）詰合せ_gochi-4431
10,000円
故郷・獅子島を元気にしたい！【容量】あおさふ
りかけ35ｇ、あおさのり佃煮100g、ひじき佃煮10
0g

【管理番号】

百年漁師ご飯のお供シリーズ魚味噌（鯛
）3個セット_gochi-4581
11,000円
故郷・獅子島を元気にしたい！【容量】魚味噌（
鯛）100g×3個

【管理番号】

百年漁師ご飯のお供シリーズ3種詰合せ
各2個セット_gochi-441
15,000円
故郷・獅子島を元気にしたい！【容量】魚味噌（
鯛）100g×2個、あおさのり佃煮100g×2個、ひじ
き佃煮100g×2個

【管理番号】

漁師が作った野菜昆布と湯通し塩蔵わか
めセット_kiku-221
10,000円
小袋入りのセットで、おすそ分けにも便利、重宝
します【容量】湯通し塩蔵わかめ100ｇ×5、
湯通し塩蔵芯付わかめ200ｇ×3、
乾燥昆布40g×２
全て長島産

【管理番号】

鰤王大根（ぶりおうだいこん）5缶セッ
ト_jfa-679
8,000円
日本一の養殖ブリ「鰤王」の切身をふっくら骨ま
で食べられるよう加工してあります【容量】約75
0ｇ（約150ｇ×5個）

【管理番号】
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鹿児島県　長島町

おふくろの味母ごころセット_san-46

10,000円
まごころがいっぱい詰まった母の味、ふるさとの
味をセットにしてお届けします。【容量】麦味噌
1kg×1、
こっぱもち350g×1、
2合のごはんに混ぜるだけ120g×2、

【管理番号】

おふくろの味まごころセット_san-4511

10,000円
全ての商品の材料を厳選して一つ一つ丁寧に手作
りしております。【容量】味噌（おふくろの味）
1ｋｇ×1
２合のごはんに混ぜるだけの具120ｇ×1
こっぱもち350ｇ×1

【管理番号】

鹿児島県産黒毛和牛黒の牛丼５袋_chuza
n-650
10,000円
レンジで温めてご飯にのせるだけで、本格牛丼の
完成です！【容量】牛丼100ｇ×５袋

【管理番号】

焼肉屋さんのキーマカレー5袋_chuzan-6
52
10,000円
鹿児島牛肉を100％使用したキーマカレーです！
【容量】キーマカレー160ｇ×5袋

【管理番号】

鰤王（ぶりおう）カツ_jfa-552

10,000円
鹿児島県長島町が誇る日本一の養殖ブリ「鰤王」
をブリカツにしました。【容量】約960ｇ（160ｇ
×６袋)

【管理番号】

鰤王（ぶりおう）あら煮_jfa-553

10,000円
骨まで食べられ、ご飯のおかずに、酒の肴にも最
適なあら煮【容量】約1,400ｇ（約350ｇ×4袋）

【管理番号】

愛胡（アイゴ）カツ_jfa-554

10,000円
新鮮な「愛胡（アイゴ）」を抜群の鮮度でカツに
した旨さも抜群の一品です。【容量】約1,080ｇ
（180g×6袋)

【管理番号】

漬け鰤王（ぶりおう）_jfa-555

10,000円
長島町が誇る日本一の養殖ブリ「鰤王」を旨みの
きいた甘口醤油ダレに漬け込みました【容量】約
1,000ｇ（250ｇ×4袋）

【管理番号】

鹿児島黒豚コロッケ３個入り×12P_ja-6
92
10,000円
鹿児島黒豚使用！コロッケ36個【容量】黒豚コロ
ッケ180ｇ（3個入）×12パック

【管理番号】
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鹿児島県　長島町

鹿児島黒豚餃子12個入り×12P_ja-693

10,000円
鹿児島黒豚使用！餃子144個【容量】黒豚餃子約2
30ｇ（12個入・たれ付）×12パック

【管理番号】

ビーフ＆ポークカレーセット（2種・計4
個）_ja-703
12,000円
畜産王国鹿児島が生んだ黒牛・黒豚を使用したカ
レーを食べ比べ!!						
【容量】鹿児島県産黒牛カレー180ｇ×2
鹿児島県産黒豚カレー180ｇ×2

【管理番号】

ポーク＆チキンカレーセット（3種・計6
個）_ja-704
12,000円
畜産王国鹿児島が生んだ黒豚・茶美豚・鶏肉を使
用したカレーを食べ比べ	
【容量】黒豚カレー180ｇ×2、						
茶美豚カレー180ｇ×2、							
バターチキンカレー180ｇ×2

【管理番号】

鹿児島県産黒毛和牛黒の牛丼10袋_chuza
n-651
15,000円
レンジで温めてご飯にのせるだけで、本格牛丼の
完成です！【容量】牛丼100ｇ×10袋

【管理番号】

焼肉屋さんのキーマカレー10袋_chuzan-
653
15,000円
鹿児島牛肉を100％使用したキーマカレーです！
【容量】キーマカレー160ｇ×10袋

【管理番号】

あわび炊き込みご飯の素_nagaoka-5911

10,000円
《数量限定》テレビでも紹介された「よかあわび
」を使って炊き込みご飯の素にしました【容量】
あわび炊き込みご飯の素160g（2合用）

【管理番号】

あわびバターステーキ2個入り_nagaoka-
586
11,000円
BBQなどで踊り焼きにしたあわびにしょうゆをた
らし、バターを加えた「あわびステーキ」です。
満点☆青空レストランでも紹介された、鹿児島県
長島町産「よかあわび」をご家庭でも気軽にご賞
味いただけます。あわびの豊かな香り、深みのあ

【管理番号】

あわびバターステーキ4個入り_nagaoka-
585
22,000円
BBQなどで踊り焼きにしたあわびにしょうゆをた
らし、バターを加えた「あわびステーキ」です。
満点☆青空レストランでも紹介された、鹿児島県
長島町産「よかあわび」をご家庭でも気軽にご賞
味いただけます。あわびの豊かな香り、深みのあ

【管理番号】

小川醸造こだわりの味噌・醤油セット_o
gawa-316
12,000円
「麦みそ」を中心に、小川醸造の人気商品を詰め
合わせました【容量】こだわりしょうゆ（1L）×
1本、
淡口上級ほまれ（1L）×1本、
卵かけご飯醤油（150ml）×1本、

【管理番号】
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鹿児島県　長島町

COCOROMISO500ｇ瓶入り5個セット_cocor
o-465
12,000円
麦は九州産の裸麦、天然ミネラル塩を使って優し
い香りを引き出しています。【容量】500ｇ瓶入
り5個セット（冷蔵）

【管理番号】

小川醸造お試しセット_ogawa-623

10,000円
原材料を充分吟味し、一品一品丁寧にこだわり抜
いた物づくりに徹しています【容量】さしみ醤油
（150ml）×1本
なんでも酢物（150ml）×1本
鰤王醤油（150ml）×1本

【管理番号】

こだわりの醤油お試しセット_ogawa-624

11,000円
原材料を必要以上に吟味し、一品一品丁寧にこだ
わり抜いた醤油セット！【容量】さしみ醤油150m
l
こだわりの醤油150ml
鰤王醤油150ml

【管理番号】

小川醸造こだわりの鰤王醤油セット_oga
wa-317
12,000円
原材料を充分吟味し、一品一品丁寧にこだわり抜
いた物づくりに徹しています【容量】鰤王醤油（
1L）×1本
淡口上級ほまれ（1L）×1本
なんでも酢物（1L）×1本

【管理番号】

小川醸造こだわりの醤油セット_ogawa-3
15
13,000円
原材料を必要以上に吟味し、一品一品丁寧にこだ
わり抜いた醤油セット！【容量】濃口上級さしみ
（1L）×2本
淡口上級ほまれ（1L）×2本
なんでも酢物（1L）×1本

【管理番号】

野菜がおいしくなるセット_san-3551

10,000円
万能たれは、いろんなお料理の隠し味としてもお
使いいただけます。【容量】手づくり焼肉のたれ
200ｍｌ×2、
手づくり和風ドレッシング200ｍｌ×2、
島みかんの粉17ｇ

【管理番号】

茶ぶり入りお刺身盛り付どん薩摩コース
_never-548
17,000円
長島町の「茶ぶり」を東京駅を眺めながら、お刺
身で食べるコースです。【容量】ふるさとレスト
ラン招待券（御食事代のみ、1名様分のお値段で
す。2名様からご利用いただけます。）

【管理番号】

茶ぶりの黄金だししゃぶしゃぶコース_n
ever-550
17,000円
長島町の「茶ぶり」を東京駅を眺めながら、しゃ
ぶしゃぶで食べるコースです。【容量】ふるさと
レストラン招待券（御食事代のみ、1名様分のお
値段です。2名様からご利用いただけます。）

【管理番号】

茶ぶり・南州黒豚の黄金だししゃぶしゃ
ぶコース_never-549
20,000円
長島町の「茶ぶり」を東京駅を眺めながら、しゃ
ぶしゃぶで食べるコースです。【容量】ふるさと
レストラン招待券（御食事代のみ、1名様分のお
値段です。2名様からご利用いただけます。）

【管理番号】
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鹿児島県　長島町

茶ぶり・黒牛・黒豚鹿児島満喫黄金だし
しゃぶしゃぶコース_never-551
24,000円
長島町の「茶ぶり」を東京駅を眺めながら、しゃ
ぶしゃぶで食べるコースです。【容量】ふるさと
レストラン招待券（御食事代のみ、1名様分のお
値段です。2名様からご利用いただけます。）

【管理番号】

長島ごちそうコース一都_itto-619

50,000円
長島は?おいしい?の宝庫です！目で舌でおいしい
をご堪能下さい。【容量】ふるさとレストランカ
ード・ペアチケット

【管理番号】

映画夕陽のあとDVD_eiga-457

10,000円
家族のあり方が多様化する時代に、改めて親子の
絆を問いかける骨太なヒューマンドラマ【容量】
DVD1枚

【管理番号】

オリエンタルリリー（ユリ）旬のミック
ス６本_miyaji-3331
10,000円
蕾が開くと見事な大輪の花に大変身！ご自宅用や
贈答用として大人気です。【容量】オリエンタル
リリー（ユリ）６本×１束

【管理番号】

オリエンタルリリー（ユリ）旬のミック
ス１２本_miyaji-334
15,000円
蕾が開くと見事な大輪の花に大変身！ご自宅用や
贈答用として大人気です。【容量】オリエンタル
リリー（ユリ）６本×２束

【管理番号】

【Lサイズ・ブラック】長島町オリジナ
ル鰤王Ｔシャツ_yamagawa-5631l
10,000円
着て過ごせば長島の風が感じられるかも？？？【
容量】鰤王Ｔシャツ1枚

【管理番号】yamagawa-563l

【Mサイズ・ブラック】長島町オリジナ
ル鰤王Ｔシャツ_yamagawa-5631m
10,000円
着て過ごせば長島の風が感じられるかも？？？【
容量】鰤王Ｔシャツ1枚

【管理番号】yamagawa-563m

【Sサイズ・ブラック】長島町オリジナ
ル鰤王Ｔシャツ_yamagawa-5631s
10,000円
着て過ごせば長島の風が感じられるかも？？？【
容量】鰤王Ｔシャツ1枚

【管理番号】yamagawa-563s

【Lサイズ・ブラック】長島町オリジナ
ル長島Ｔシャツ_yamagawa-5641l
10,000円
着て過ごせば長島の風が感じられるかも？？？【
容量】長島Ｔシャツ1枚

【管理番号】yamagawa-564l
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鹿児島県　長島町

【Mサイズ・ブラック】長島町オリジナ
ル長島Ｔシャツ_yamagawa-5641m
10,000円
着て過ごせば長島の風が感じられるかも？？？【
容量】長島Ｔシャツ1枚

【管理番号】yamagawa-564m

【Sサイズ・ブラック】長島町オリジナ
ル長島Ｔシャツ_yamagawa-5641s
10,000円
着て過ごせば長島の風が感じられるかも？？？【
容量】長島Ｔシャツ1枚

【管理番号】yamagawa-564s

【Lサイズ・ブラック】長島町オリジナ
ル島美人Ｔシャツ_yamagawa_5651l
10,000円
着て過ごせば長島の風が感じられるかも？？？【
容量】島美人Ｔシャツ1枚

【管理番号】yamagawa_565l

【Mサイズ・ブラック】長島町オリジナ
ル島美人Ｔシャツ_yamagawa_5651m
10,000円
着て過ごせば長島の風が感じられるかも？？？【
容量】島美人Ｔシャツ1枚

【管理番号】yamagawa_565m

【Sサイズ・ブラック】長島町オリジナ
ル島美人Ｔシャツ_yamagawa_5651s
10,000円
着て過ごせば長島の風が感じられるかも？？？【
容量】島美人Ｔシャツ1枚

【管理番号】yamagawa_565s

【Lサイズ・ブラック】長島町オリジナ
ル島娘Ｔシャツ_yamagawa_5661l
10,000円
着て過ごせば長島の風が感じられるかも？？？【
容量】島娘Ｔシャツ1枚

【管理番号】yamagawa_566l

【Mサイズ・ブラック】長島町オリジナ
ル島娘Ｔシャツ_yamagawa_5661m
10,000円
着て過ごせば長島の風が感じられるかも？？？【
容量】島娘Ｔシャツ1枚

【管理番号】yamagawa_566m

【Sサイズ・ブラック】長島町オリジナ
ル島娘Ｔシャツ_yamagawa_5661s
10,000円
着て過ごせば長島の風が感じられるかも？？？【
容量】島娘Ｔシャツ1枚

【管理番号】yamagawa_566s

パールピアス6.5ミリ珠_otsuki-341

74,000円
プラチナ台に6.5㎜珠のスタッドタイプ、耳元に
さりげなく本物の美しさを！！【容量】6.5ミリ
珠：プラチナ金具

【管理番号】
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鹿児島県　長島町

パールペンダント8.5ミリ珠_otsuki-342

92,000円
シンプルな中に美しさと8.5ミリ粒の凛とした存
在感が魅力です。【容量】8.5ミリ珠
ホワイトゴールドチェーン45ｃｍ

【管理番号】

パールブローチ8.0ミリ珠_otsuki-343

92,000円
シルバー台に8.0㎜珠をあしらったベーシックな
アコヤ真珠ブローチ。【容量】8.0ミリ珠：シル
バー

【管理番号】

パールイヤリング7.0ミリ珠_otsuki-433

147,000円
ピアスの様に真珠が耳たぶの下にくることによっ
て、
通常のイヤリングよりもカジュアルに使いやすく
なりました。
ネジバネ式なので着脱は簡単で落としにくい構造

【管理番号】

パールイヤリング8.0ミリ珠_otsuki-434

184,000円
ゆらゆらと揺れる真珠がどんなファッション
に合わせても上品さと女性らしさをプラスしてく
れるイヤリング。
ネジバネ式なので着脱は簡単で落としにくい構造
をしています。

【管理番号】

パールネックレス7.0ミリ珠_otsuki-349

400,000円
貴方の胸元に清楚な真珠ネックレスを・・・【容
量】7.0ミリ珠アコヤ真珠42ｃｍ

【管理番号】

パール念珠6.5ミリ珠_otsuki-345

150,000円
ひとつぶひとつぶが美しく、しっとりとした純白
の粒。【容量】6.5ミリ珠略式念珠（26cm）×1
桐箱入り

【管理番号】

手づくり黒じょか（ぐい呑み2個付）_wa
rabe-293
80,000円
東シナ海を望む自然豊かな阿久根・長島の地で山
のかおり、土のぬくもりが
伝わってくるオリジナルティあふれる個性豊かな
器を、心こめてひとつひとつ
手づくりしております。

【管理番号】

手づくり黒じょか椿（ぐい呑み2個付）_
warabe-294
90,000円
東シナ海を望む自然豊かな阿久根・長島の地で山
のかおり、土のぬくもりが
伝わってくるオリジナルテｲあふれる個性豊かな
器を、心こめてひとつひとつ
手づくりしております。

【管理番号】

パールステーションネックレス_otsuki-
346
184,000円
エレガントにカジュアルに普段使いにも素敵に活
躍します！【容量】5.5ミリ珠、
ホワイトゴールド約45cm

【管理番号】
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鹿児島県　長島町

ダイヤ付パールペンダント8.5ミリ珠_ot
suki-698
210,000円
ホワイトゴールドチェーン付アコヤペンダント、
ダイヤとのコンビが華やか！【容量】8.5ミリ珠
アコヤ真珠1、
ダイヤモンド1、
ホワイトゴールドチェーン18Ｋ45ｃｍ

【管理番号】

パールステーションネックレスロングタ
イプ_otsuki-348
330,000円
シンプルかつ存在感のあるパールステーションネ
ックレスは優雅さが感じられます。【容量】6.5m
m珠、
約70ｃｍ、ホワイトゴールド

【管理番号】

パールネックレス8.0ミリ珠_otsuki-350

650,000円
やや大きめのアコヤ真珠ネックレスは気品あふれ
る上品さと清楚感が魅力！【容量】8.0ミリ珠ア
コヤ真珠42ｃｍ

【管理番号】

パールネックレスとピアスセット8.5ミ
リ珠_otsuki-352
980,000円
清楚で華やかな8.5㎜アコヤ真珠のネックレスと
ピアスセット！【容量】ネックレス8.5ミリ珠42c
m
ピアス8.5ミリ珠Ｋ14ＷＧ

【管理番号】

パールネックレスとイヤリングセット8.
5ミリ珠_otsuki-353
980,000円
清楚であり華やかなアコヤ真珠！耳元、首元に華
やかさを演出してくれます。【容量】ネックレス
8.5ミリ珠42cm
イヤリング8.5ミリ珠Ｋ14ＷＧ

【管理番号】
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