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A-05　村上屋の山の神まんじゅう（
15個入）

5,000円

子授・安産の神様を祀る地元の山神
社にあやかって作られた小牛田銘菓
薄皮まんじゅうです。明治創業以来
「食べると子宝に恵まれる」と参拝
客のお土産に重宝されています。■
提供事業者株式会社村上屋連絡先：
0229-33-3333

A-09　美里麦酒BEERMEEMOと南郷高
校あんしんソーセージ

5,000円

美里町はじめての地ビールで、美（
ヴァイツェン）は地元の小麦を使用
しており、熱処理していない為、ビ
ール酵母が生きたフルーティーな味
になりました。また、あんしんソー
セージは、南郷高校の生徒さんが作
った野菜を使用したものです。■提
供事業者マジコ連絡先：0229…

B-07　【期間限定】小牛田の水まん
じゅう(12個入)

10,000円

夏季限定の小牛田の水まんじゅうで
す。プルンとした弾力の水まんじゅ
うはプレーン・抹茶・ゆずの三つの
味を用意しました。餡は水まんじゅ
うには珍しい粒餡です。涼しげな見
た目となめらかな口当たりをお楽し
みください。■提供事業者株式会社
村上屋連絡先：0229-33-3333

B-15　美里麦酒BEERMEEMO&とんたろ
うソーセージ

10,000円

はじめての美里の地ビール“美”は
ドイツと美里のコラボで、地元美里
の小麦を使用してフルーティーなビ
ールになりました。“里”はスッキ
リとした苦味のある口当たりのよい
味です。骨付きソーセージはボリュ
ームがあるので、ビールといっしょ
にどうぞ。■提供事業者マジコ連…

B-16　美里麦酒BEERMEEMO6本セット

10,000円

はじめての美里の地ビールで、ドイ
ツの大麦・ホップをベースに地元の
小麦を使用してできたフルーティー
なビールになった“美”と“里”は
、スッキリとした苦味のある口当た
りのよいビールです。■提供事業者
マジコ連絡先：0229-87-3367

E-03
美里麦酒BEERMEEMO24本セット

50,000円

はじめての美里の地ビールで、ドイ
ツと美里のコラボからできたBEERME
EMO“美”は地元の小麦を使用した
フルーティーな味わいの“ヴァイツ
ェン”。BEERMEEMO“里”は、スッ
キリとした苦味のある口当たりのよ
い味です。■提供事業者マジコ連絡
先：0229-87-3367

B-05　清酒黄金澤２本セット

15,000円

【新酒の仕込みが出来ましたので、
取扱いを再開しました。】明治３５
年創業の蔵元で、当時から伝承され
ている山廃仕込製法で作られた、旨
味・コクがありながらのどごしの良
いキレのあるお酒です。■提供事業
者川敬商店連絡先：0229-58-0333

F-01　雄勝石を使用したぐい呑み

150,000円

東日本大震災で大きな被害を受けた
石巻市雄勝町の復興支援を目的に、
地域産学官連携により開発されまし
た。手に包み込んで雄勝石の肌触り
を感じながら愉しめる「ぐい呑み」
です。天然石ですので表情は一つひ
とつ全て異なります。■提供事業者
キョーユー株式会社連絡先：…

F-02　雄勝石を使用した濡れ盃

400,000円

東日本大震災で大きな被害を受けた
石巻市雄勝町の復興支援を目的に、
地域産学官連携により開発されまし
た。広い見込みの濡れた風情を眺め
ながらお酒を味わいたい方にお勧め
の「濡れ盃」です。天然石ですので
表情は一つひとつ全て異なります。
■提供事業者キョーユー株式…

B-03　み～と工房とんたろう熟成ハ
ム７点セット

10,000円

自家製スパイスでじっくり熟成漬け
込み、桜のチップで仕上げた本格ハ
ム、ソーセージのセットです。仙台
名物牛たんの燻製も人気です。■提
供事業者み～と工房とんたろう連絡
先：0229-58-0092

C-01　み～と工房とんたろう熟成ハ
ム１０点セット

20,000円

自家製スパイスでじっくり熟成漬け
込み、桜のチップで仕上げた本格ハ
ム、ソーセージなど１０点のセット
です。仙台名物牛たんの燻製も人気
です。■提供事業者み～と工房とん
たろう連絡先：0229-58-0092

D-01　み～と工房とんたろう牛たん
三昧セット

30,000円

厳選した牛たんを厚切りにカットし
、熟成させ塩味で仕上げました。す
ぐに食べられるわさび風味とゆず風
味の牛たん燻製も合わせた豪華なセ
ットです。■提供事業者み～と工房
とんたろう連絡先：0229-58-0092
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A-08　美里の豚まん（4個入り）

5,000円

美里町育ちの豚のヒレやロースなど
高級部位を使用しました。肉汁の旨
味が口いっぱいに広がり、後味があ
っさりしているのが特徴です。皮は
食感がもちもちしている宮城県産小
麦「ゆきちから」を100%使用してい
ます。■提供事業者株式会社オリエ
ンタルコンサルタンツ（土田畑村）
連絡先：0229-58-2221

B-14　美里の豚まん（10個入り）

10,000円

美里町育ちの豚のヒレやロースなど
高級部位を使用しました。肉汁の旨
味が口いっぱいに広がり、後味があ
っさりしているのが特徴です。皮は
食感がもちもちしている宮城県産小
麦「ゆきちから」を100%使用してい
ます。■提供事業者株式会社オリエ
ンタルコンサルタンツ（土田畑村）
連絡先：0229-58-2221

A-04　あーりあわらと農園のひよこ
豆のカレーとおつまみセット

5,000円

農薬と化学肥料を使わず育てた野菜
とインドのオーガニック豆を使った
カレーに、オーガニック豆とカシュ
ーナッツを独自にブレンドした香辛
料で味付けしたおつまみを組み合わ
せました。カレー、おつまみともベ
ジタリアンの方や小麦粉アレルギー
のある方でも美味しく召し上がって
いただけます。■提供事業者あーり
あわらと農園連絡先：0229-34-3573
e-mail：aryawarat.farm@gmail.com

A-03
はなやか特選詰合せ（Ａセット）

5,000円

美里町特産の「北浦梨」と自家農園
の大豆「ミヤギシロメ」がたっぷり
入った本格カレーと梨の冷製スープ
のセットです。■提供事業者株式会
社はなやか連絡先：0229-59-1250

B-06
はなやか特選詰合せ（Ｂセット）

10,000円

美里町特産の「北浦梨」と自家農園
の大豆「ミヤギシロメ」がたっぷり
入った本格カレーと梨の冷製スープ
にお米（ささにしき）、梅干しやし
そ巻を加えたセットです。■提供事
業者株式会社はなやか連絡先：0229
-59-1250

C-02
はなやか特選詰合せ（Ｃセット）

20,000円

美里町特産の北浦梨と自家農園の大
豆「ミヤギシロメ」がたっぷり入っ
た本格カレーと梨の冷製スープに手
作りみそやお米（３種）、梅干しや
しそ巻を加えたセットです。■提供
事業者株式会社はなやか連絡先：02
29-59-1250

B-18　南郷高校産　マイクロバブル
で育てた!シクラメン6号鉢

10,000円

【限定３０鉢】南郷高校産業技術科
の生徒が1年間心を込めて育てたシ
クラメンの鉢花です。熊本県立大学
と共同研究を行っているマイクロバ
ブル水を使って育てているのでご家
庭で長く持ちます。ご自宅での観賞
用やお歳暮の贈り物にいかがでしょ
うか。今年の一番状態の良いものを
生徒自ら選定してお届けします。お
色はお選びいただけません。【注意
事項】・2020年11月下旬頃お届け（
予定）いたしま…

A-02
ハンバーグセット（Ａセット）

5,000円

自家製ソースを使用した和風おろし
ハンバーグや蔵王クリームチーズを
使用したハンバーグなど５種類のハ
ンバーグのセットです。■提供事業
者株式会社大地フーズ連絡先：0229
-87-4568

B-02
ハンバーグセット（Ｂセット）

10,000円

自家製ソースを使用した和風おろし
ハンバーグや伊達のいわし団子など
６種類のハンバーグのセットです。
■提供事業者株式会社大地フーズ連
絡先：0229-87-4568

B-09
ハンバーグセット（Cセット）

10,000円

自家製ソースを使用した和風おろし
ハンバーグなど４種類をそれぞれ２
個ずつ、更にこんがり直火焼チーズ
ハンバーグなども加えた合計６種類
のハンバーグ好きにはたまらないセ
ットです。■提供事業者株式会社大
地フーズ連絡先：0229-87-4568

A-14☆新☆木の屋直売所
特選缶詰６缶セット

5,000円

あの特選缶詰セットがリニューアル
！！豊かな魚介類に恵まれた石巻の
食材を美里町で製品に致しました。
新商品のキングサーモンの中骨・わ
かさぎ甘露煮・三陸産あなご醤油煮
込みと、大人気の金華さば味噌煮・
小女子佃煮・鯨の大和煮を詰め合せ
にした、木の屋自慢の特選缶詰６缶
セットです。

B-32☆新☆木の屋直売所
特選缶詰９缶セット

10,000円

あの特選缶詰セットがリニューアル
！！新商品のキングサーモンの中骨
・わかさぎ甘露煮・三陸産あなご醤
油煮込み・くじら～油と大人気の金
華さば味噌煮と水煮、そして鯨・小
女子佃煮・さんまが入った豪華な詰
め合せです。バラエティー豊かな食
べ比べが楽しめる、木の屋自慢の特
選缶詰9缶セットです。
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A-15　ＪＡ新みやぎレリッシュセッ
ト【A】（スイート、スパイシー）

5,000円

JA管内の食材を中心に使用し、ピク
ルスを刻んだ商品です。「そのまま
食べたり」「料理にかけたり」「混
ぜたり」して食卓に彩りをプラスで
きます。健康志向の方にも活用して
頂ける優しい商品です。スイートは
、ベーシックな味付けで、スパイシ
ーは、ピリッとパンチの効いた味付
けとなっています。[原材料名（素
材・成分）]スイート：玉ねぎ、き
ゅうり、人参、パプリカ、セロリ、
漬け原材料（ぶ…

A-16　ＪＡ新みやぎレリッシュセッ
ト【Ｂ】（スイート、ジャパン）

5,000円

JA管内の食材を中心に使用し、ピク
ルスを刻んだ商品です。「そのまま
食べたり」「料理にかけたり」「混
ぜたり」して食卓に彩りをプラスで
きます。健康志向の方にも活用して
頂ける優しい商品です。スイートは
、ベーシックな味付けで､ジャパン
は、シソやしょうがを使用し和風の
味わいとなっています。[原材料名
（素材・成分）]スイート：玉ねぎ
、きゅうり、人参、パプリカ、セロ
リ、漬け原材料（…

A-17　ＪＡ新みやぎレリッシュセッ
ト【C】（ジャパン、スパイシー）

5,000円

JA管内の食材を中心に使用し、ピク
ルスを刻んだ商品です。「そのまま
食べたり」「料理にかけたり」「混
ぜたり」して食卓に彩りをプラスで
きます。健康志向の方にも活用して
頂ける優しい商品です。ジャパンは
、シソやしょうがを使用し和風の味
わいで、､スパイシーは、ピリッと
パンチの効いた味付けとなっていま
す。[原材料名（素材・成分）]ジャ
パン：きゅうり、玉ねぎ、しょうが
、しその葉、漬…

A-18
ＪＡ新みやぎ米粉カレー粉詰合せ

5,000円

JA管内の米粉を使用した商品で、動
物性油脂、合成添加物、化学調味料
及びグルテンを含む原材料も使用し
ておりません。とても優しい味に仕
上がっていますので、ぜひお試し下
さい。[原材料名（素材・成分）]植
物油脂（パーム油(国内製造)、べに
花油）、米粉（米（宮城県産））、
砂糖、カレー粉、食塩、馬鈴薯澱粉
、酵母エキス、果汁（パイナップル
、マンゴー、パパイヤ）、粉末トマ
ト[保存方法]…

B-32
JA新みやぎ特産品セット【A】

10,000円

JA管内の食材を中心に使用した、特
産品の詰合せです。安全・安心・美
味しい商品となりますので、ぜひお
試し下さい。[原材料名（素材・成
分）]・いろどりレリッシュスイー
ト：玉ねぎ、きゅうり、人参、パプ
リカ、セロリ、漬け原材料（ぶどう
酢、砂糖、食塩、香辛料）、増粘多
糖類・いろどりレリッシュスパイシ
ー：きゅうり、大豆、玉ねぎ、パプ
リカ、人参、セロリ、漬け原材料（
ぶどう酢、砂糖…

B-33
ＪＡ新みやぎ特産品セット【Ｂ】

10,000円

JA管内の食材を中心に使用した、特
産品の詰合せです。安全・安心・美
味しい商品となりますので、ぜひお
試し下さい。[原材料名（素材・成
分）]・精米(ひとめぼれ宮城県産)
・いろどりレリッシュスイート：玉
ねぎ、きゅうり、人参、パプリカ、
セロリ、漬け原材料（ぶどう酢、砂
糖、食塩、香辛料）、増粘多糖類・
米粉カレー粉：植物油脂（パーム油
(国内製造)、べに花油）、米粉（米
（宮城県産））…

C-03　ＪＡ新みやぎ特産品セット

20,000円

JA管内の食材を中心に使用した、特
産品の詰合せです。安全・安心・美
味しい商品となりますので、ぜひお
試し下さい。特に､ひとめぼれプレ
ミアム米は、独自の基準を満たした
、ワンランク上のお米です。[原材
料名（素材・成分）]・精米(ひとめ
ぼれ宮城県産)・いろどりレリッシ
ュスイート：玉ねぎ、きゅうり、人
参、パプリカ、セロリ、漬け原材料
（ぶどう酢、砂糖、食塩、香辛料）
、増粘多糖類・い…

B-34☆新☆木の屋直売所　OH!!珠鯨
彩箱（おったまげいいろどりばこ）

10,000円

あのＯＨ!!珠鯨彩箱（おったまげい
いろどりばこ）がリニューアル！！
開けてビックリ、「おったまげ～」
のＯＨ!!珠鯨彩箱（おったまげいい
ろどりばこ）です。新商品の鯨の炙
り焼きと鯨コロッケ〈カレー風味〉
が入った冷凍品の鯨商品で、鯨の赤
肉やベーコン・竜田揚げなど、多彩
な商品を厳選いたしました。様々な
鯨料理が楽しめるセット商品です。
■提供事業者株式会社木の屋石巻水
産美里町工場連…
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