
全セット
送料込み！

　今年の冬も期間限定のギフトセット『串間よかむん味だより「冬の便」』
の申込受付が始まっています。
　４つのセットをご用意し、新たに“赤芋仕込み。梅酒”、“キンカンパウ
ンドケーキ”など８商品が加わりました。
　大切な方へのお歳暮に、お礼代わりに。そして季節のお便りに。ぜひ
ご利用ください。

串間 の
故郷

の味
を あの方に

〒888-0001　串間市大字西方5740-1 矢野不動産ビル２階１号室
一般社団法人 串間市観光物産協会　☎0987-72-0479　FAX:  0987-72-1134

■申込締切＝11月27日（金）　■発送日＝12月４日（金）
●ご注文方法＝ 市観光物産協会、市役所（商工観光スポーツランド推進課）、各支所、

商工会議所に設置してある注文書に必要事項をご記入の上、直接お持
ちいただくか、ＦＡＸでお申し込みください。

申込・問い
合わせ先

串間産の新米や懐かしさを感じる商品、
お茶菓子など、子どもから大人まで楽し
める商品を詰め合わせました。

朝ごはんから晩ごはん、そして食後のデザートまで、
さまざまなシーンで使える商品の詰め合わせ。

毎日の献立に困ったときにあると嬉しい
商品ラインナップ。冷凍保存な上に
種類豊富で主婦の強い味方になるセットです。

焼酎２種、梅酒と
おつまみに最適な商品が盛りだくさん！
冬の晩酌にぜひいかがでしょうか？

当店のかまぼこ・串間あ
げは食べやすく、そのま
まで 食べてもよし、ま
た、袋のままお湯に入
れてあたためてお召し上
がりください。出来立て
の食感が味わえます。

お魚コロッケお魚コロッケ
【【　 　 川畑かまぼこ店】川畑かまぼこ店】
ぷりぷりとした魚の食感とぷりぷりとした魚の食感と
タマネギの甘さはご飯やタマネギの甘さはご飯や
おつまみにもピッタリおつまみにもピッタリ

川

塩こうじホルモン塩こうじホルモン
【㈲スーパーほりぐち】【㈲スーパーほりぐち】
国産豚ホルモンを国産豚ホルモンを
塩こうじとニンニクで塩こうじとニンニクで
濃いめに。焼肉などにも濃いめに。焼肉などにも

手羽ギョーザ手羽ギョーザ
【㈲クシマフーズ】【㈲クシマフーズ】
ギョーザの具には黒豚ギョーザの具には黒豚
ミンチを使用し、焼くミンチを使用し、焼く
だけでなく揚げると違だけでなく揚げると違
う食感を楽しめますう食感を楽しめます

とろさば炭火焼きとろさば炭火焼き（カット）（カット）
【㈲内野水産】【㈲内野水産】
脂が乗ったとろさばを脂が乗ったとろさばを
秘伝ダシにつけ、秘伝ダシにつけ、
食べやすいサイズで食べやすいサイズで
炭火で焼き上げました炭火で焼き上げました

味付けすり身味付けすり身
【Ⓚ川畑蒲鉾店】【Ⓚ川畑蒲鉾店】
団子状にして揚げたり団子状にして揚げたり
お吸い物におすすめお吸い物におすすめ

苺アイス苺アイス
【たまたまクラブ】【たまたまクラブ】
串間産イチゴと串間産イチゴと
アイスが二層になった、アイスが二層になった、
食後にピッタリなあっさりとした甘さ食後にピッタリなあっさりとした甘さ

たまリッチアイスたまリッチアイス
【たまたまクラブ】【たまたまクラブ】
甘酸っぱいキンカンの果肉と甘酸っぱいキンカンの果肉と
濃厚ミルクを一度に楽しめる濃厚ミルクを一度に楽しめる
“リッチ”な味わい“リッチ”な味わい

バニラバニラ
シフォンケーキシフォンケーキ

【はとや】【はとや】
ふわふわな食感とともにふわふわな食感とともに
バニラの甘さがバニラの甘さが
口いっぱいに広がります口いっぱいに広がります

ホクホクおいもスティックホクホクおいもスティック
【ヤマダイフーズ】【ヤマダイフーズ】
油で揚げると油で揚げると
外はカリッと中はホクホク、外はカリッと中はホクホク、
味を変えることで味を変えることで
おつまみやおやつにもおつまみやおやつにも

いかレモンペッパーいかレモンペッパー
【㈲内野水産】【㈲内野水産】
味わい深いいかに味わい深いいかに
レモンの酸味を加え、噛めばレモンの酸味を加え、噛めば
噛むほどクセになる味わい噛むほどクセになる味わい

キンカンパウンドケーキキンカンパウンドケーキ
【Bon Bon Maman】【Bon Bon Maman】
たまたまを使用し、たまたまを使用し、
しっとりとした食感としっとりとした食感と
キンカンの風味が特徴キンカンの風味が特徴

すき焼きバンザイすき焼きバンザイ
【㈱松尾醸造場】【㈱松尾醸造場】
すき焼きだけでなく、しょうがすき焼きだけでなく、しょうが
焼き、肉じゃが、煮付けなどにも焼き、肉じゃが、煮付けなどにも
使える万能調味料使える万能調味料

ゆずポン酢ゆずポン酢
【㈱松尾醸造場】【㈱松尾醸造場】
栽培したゆずから栽培したゆずから
手絞りし、香り豊かなので、手絞りし、香り豊かなので、
水炊きはもちろん水炊きはもちろん
焼き魚などにも焼き魚などにも

赤中巻赤中巻
【Ⓚ川畑蒲鉾店】【Ⓚ川畑蒲鉾店】
熟練の技で丁寧に作り上げた熟練の技で丁寧に作り上げた
懐かしい味わい懐かしい味わい

いばち野香りいばち野香り
【お茶の西谷園】【お茶の西谷園】
串間の恵みがたっぷりの串間の恵みがたっぷりの
香り高く、上品で香り高く、上品で
まろやかな口あたりまろやかな口あたり

キンカンジャムキンカンジャム
【たいき食品】【たいき食品】
無添加にこだわった無添加にこだわった
100％串間産の甘みと酸味100％串間産の甘みと酸味

ごぼう巻ごぼう巻
【【　 　 川畑かまぼこ店】川畑かまぼこ店】
やさしく懐かしい味わいのやさしく懐かしい味わいの
蒲鉾に、ごぼうの風味が蒲鉾に、ごぼうの風味が
よく合いますよく合います

川

夢の塩夢の塩【㈲大田商店】【㈲大田商店】
都井岬沖の海水を、まきを使い都井岬沖の海水を、まきを使い
直火で手間暇かけて直火で手間暇かけて
作り上げた甘みとまろやかさ作り上げた甘みとまろやかさ

緑茶ティーバッグ緑茶ティーバッグ
【川島茶園】【川島茶園】
香りよく、甘みと渋みの香りよく、甘みと渋みの
バランスがとれた味わいバランスがとれた味わい

いりこと６種の木ノ実いりこと６種の木ノ実
【たいき食品】【たいき食品】
おやつにちょうどいい栄養おやつにちょうどいい栄養
たっぷりな６種の木ノ実にたっぷりな６種の木ノ実に
いりこがよく合いますいりこがよく合います

一口串間あげ一口串間あげ
【【　 　 内野蒲鉾店】内野蒲鉾店】
食べやすいサイズ、食べやすいサイズ、
そしてクセになる味わいそしてクセになる味わい

内

赤芋仕込み。梅酒赤芋仕込み。梅酒
【寿海酒造㈱】【寿海酒造㈱】
飲みきりサイズの梅酒が飲みきりサイズの梅酒が
新登場。パッケージには「寿」新登場。パッケージには「寿」
の文字が隠れていますの文字が隠れています

イモリン・モンローイモリン・モンロー
【玉味製菓㈲】【玉味製菓㈲】
パイ生地に、甘くなめらかなパイ生地に、甘くなめらかな
スイートポテトと粒あんがスイートポテトと粒あんが
よく合いますよく合います

ミニかまぼこミニかまぼこ
【【　 　 内野蒲鉾店】内野蒲鉾店】
ちょっと使いたいときにちょっと使いたいときに
うれしいミニサイズうれしいミニサイズ

内

さきひかりさきひかり
【松田農産】【松田農産】
味・つやともに味・つやともに
今年もいい出来と今年もいい出来と
なりましたなりました

甘藷甘藷
【㈱串間青果【㈱串間青果地方卸売市場】地方卸売市場】
甘く濃厚な串間の宝を甘く濃厚な串間の宝を
ずっしり700ｇずっしり700ｇ

New

漁師の漁師の
とれたてちりめんとれたてちりめん

【㈱猪塚水産】【㈱猪塚水産】
漁獲後、すぐ仕上げた漁獲後、すぐ仕上げた
からこその新鮮なからこその新鮮な
味わいが特徴味わいが特徴

香草のような爽やかな香りと
優しい芋の香りが特徴的な焼酎。

生産者生産者

矢矢
やや

野野
のの

  裕裕
ひろひろ

晃晃
あきあき

さんさん

生産者 生産者 

前前
まえまえ

鶴鶴
づるづる

  考考
こうこう

嗣嗣
じじ

さん（中央）さん（中央）

九州産の南高梅を使用した梅の香りとさわやか
な味わいが特徴です。

New

心水心水
【松露酒造㈱】【松露酒造㈱】
ふくよかな香りと、ふくよかな香りと、
とろりとしたとろりとした
まろやかなまろやかな
味わいの芋焼酎味わいの芋焼酎

New
New

伝承かめ壺造り伝承かめ壺造り
幸蔵幸蔵

【幸蔵酒造㈱】【幸蔵酒造㈱】
土中に埋めた土中に埋めた
かめ壺によるかめ壺による
風味豊かな風味豊かな
まろやかな味わいまろやかな味わい

生産者 生産者 有有
ありあり

田田
たた

    豪豪
ごうごう

さんさん
麺はもちっとつるっと、
九州の甘みのあるだしに仕上げています。

宮崎のお米を使ったグルテンフリー麺、
辛さ調整ができます。

生産者生産者

萩萩
はぎはぎ

原原
わらわら

  純純
すみすみ

正正
まさまさ

さんさん

生産者生産者

隈隈
くまくま

田田
たた

原原
ばらばら

  喜喜
きき

代代
よよ

美美
みみ

さんさん

生産者生産者

内内
うちうち

野野
のの

  直直
なおなお

紀紀
きき

さんさん

こだわりバターとアーモン
ド粉末を入れ、香りとしっ
とりとした食感が特徴です

食べると口いっぱいに、イチゴとミルクの
バランスの良い味が広がります。

そのまま焼いても、
パスタに和えても楽しめます。

New

New

グルテンフリー美人麺グルテンフリー美人麺
（ぶっかけうどん）（ぶっかけうどん）【㈱川北製麺】【㈱川北製麺】
小麦アレルギーの方でも安心して小麦アレルギーの方でも安心して
食べられるよう県内のお米を使用食べられるよう県内のお米を使用

グルテンフリー美人麺グルテンフリー美人麺
（宮崎辛麺）（宮崎辛麺）【㈱川北製麺】【㈱川北製麺】
グルテンフリー生活の方も楽しめるグルテンフリー生活の方も楽しめる
食べごたえのある麺と辛さ食べごたえのある麺と辛さ

New New

冷 蔵 3,500円（税・送料込み）

都井岬セット

冷 蔵 4,500円（税・送料込み）

幸島セット
冷 凍 5,500円（税・送料込み）

黄金の瀬セット

冷 蔵 5,500円（税・送料込み）

恋ヶ浦セット 緑茶ティーバッグ緑茶ティーバッグ
【お茶の葉香園】【お茶の葉香園】
ほっとひといきほっとひといき
つきたい時につきたい時に

鶏・炭火焼鶏・炭火焼
【㈲クシマフーズ】【㈲クシマフーズ】
国産の若鶏を国産の若鶏を
使用しているので使用しているので
やわらかくジューシーやわらかくジューシー

雑穀ごはん雑穀ごはん
【喜多米穀店】【喜多米穀店】
栄養価が高く栄養価が高く
健康的なだけでなく、健康的なだけでなく、
雑穀ならではの食感も雑穀ならではの食感も
楽しめます楽しめます


