
 

馬場水産加工場 
 

甑島の詰合せ 

冷凍 4,320 円(送料・税込)  お中元対応 

馬場水産加工場 
 

甑の干物詰合せ 

甑島の海上天日干しの

干物と地魚つけあげの

セットです。馬場水産

加工場の人気 No.1 の

セットです。 

●商品内容： きびなご塩干し 80ｇ、黒糖きびなご 60ｇ、真さば開き

片身 1 枚、黒糖さば 1 枚、真あじ開き 3 枚 250ｇ、 

地魚つけあげ 5 枚●賞味期間：1 ヶ月  

●特定原材料：小麦 ●準特定原材料：ごま、さば、大豆 

馬場水産加工場 
 

甑島お刺身詰合せ 

甑島きびなごと赤い

か、甘えびの生冷凍セ

ット。鮮度抜群なので

お刺身用、お煮付け、塩

焼きとなんでも OK！ 

●商品内容：きびなご生冷凍 180ｇ×3、赤イカ生冷凍 3 尾 380ｇ、 

薩摩甘エビ生冷凍 15 尾ブロック 

●賞味期間： 1 ヶ月 

甑フルーツ園 
 

ジャム、シロップ 

飲むゼリーセット 

パッションフルーツ果

汁たっぷり、無添加加工

品です。 

濃厚でさわやかな味を

お楽しみください。 

●商品内容：パッションフルーツジャム 130ｇ、パッションフルーツ

シロップ 125ｇ、パッションフルーツ飲むゼリー150ｇ×2 

●賞味期間：ジャム、シロップ 6 ヶ月、ゼリー3 ヶ月 

●商品内容：パッションフルーツジュース 300ｍｌ×2 

●賞味期間： 6 ヶ月 

商品番号 

- 

●商品内容：パッションフルーツ×10 個 

●賞味期間：お届けから 10 日間 

●発送期間：8 月末まで（無くなり次第終了となります。） 

野菜の苦手な奥さんたちが、子供や野

菜の苦手な人に美味しく食べてもらお

うと一生懸命作った玉ねぎドレッシン

グです。原料には玉ねぎと調味料の実

を使用し、増粘剤や酸化防止剤などの

添加物は使用しておりません。 

●商品内容：オリジナルオニオンドレッシング 200ml、醤油オニオン

ドレッシング 200ml、ごまオニオンドレッシング 200ml 

●賞味期間： 6 ヶ月（解栓後要冷蔵） 

●特定原材料：小麦 ●準特定原材料：ごま、大豆 

商品番号 

- 

山下商店甑島本店 
 

とうふ屋さんの大豆バター 

3 本セット 

上白糖を使用せず、黒糖と大豆ペーストを

ブレンド。甑島のとうふ屋山下商店が監修

した女性に人気の大豆のジャム。パン、ミ

ルク、白和えなど、多様なお召し上がり方

を楽しめます。パンに塗って楽しむのがベ

ターですが、トーストする前に塗ること

で、大豆やアーモンドの香りがより一層引

き立ちます。 

●商品内容：とうふ屋さんの大豆バター80ｇ×3 

●賞味期間：6 ヶ月 ●特定原材料：大豆 

日笠山水産 
 

キビナゴ 

手間いらずセット 

●商品内容：きびなご刺身×1、きびなご唐揚げ×2、天然きびなご漁師

漬け×1、きびなご天日干し×1●賞味期間：6 ヶ月 

●特定原材料：小麦●準特定原材料：大豆 

漁師だからできる一番良

い鮮度のきびなごを、丁

寧に処理した甑島産の生

きびなごと塩干のセット

です。冷凍のきびなごは

お刺身でも食べられま

す。 

●商品内容：冷凍キビナゴ 1kg,きびなご天日干し 200ｇ 

●賞味期間：6 ヶ月 

●商品内容：きびなご塩干し 80ｇ×2、黒糖きびなご 60ｇ、 

真あじ開き 3 枚 250ｇ、かます開き 3 尾 200ｇ 

●賞味期間：1 ヶ月 

●特定原材料：小麦 ●準特定原材料：ごま、大豆 

手作業にこだわり、甑

島の海と潮風で味付け

した海上天日干しの干

物セットです。 

甑フルーツ園 
 

パッションフルーツ 

実がぎっしりとつまった甘いパ

ッションフルーツ 10 個入りで

す。甑島の潮風を浴びてミネラル

たっぷり！主に有機肥料を使用

して育てたパッションは、ビタミ

ンやクエン酸・カリウム等が豊富

に含まれており疲労回復にも効

果があるといわれています。 

薩摩川内市観光物産協会 上甑島支店 
 

かのこゆり球根 

夏の甑島を彩るかのこゆり。 

咲き始めると全国から一目見ようと

沢山の方が訪れます。そんなかのこゆ

りをご自宅で育ててみませんか？

段々畑百合の会が 1 つ 1 つ丁寧に育て

た 8ｃｍ～9ｃｍの球根です。はじめて

の方でも安心の育て方説明書つきで

す。 

●発送期間：9 月上旬より順次発送 

      （無くなり次第終了となります。） 

●届きましたらなるべく早く植えてください。 

手間いらずのきびなご 4 種盛り合

わせ！！きびなごのスペシャルセ

ットが登場！ 

自社船で朝捕れの鮮度抜群のきび

なごを加工しました。どれもシンプ

ルで素材の味がわかる商品となっ

ています。 

日笠山水産 
 

冷凍キビナゴ 

キビナゴ天日干し 

日笠山水産 
 

天然キビナゴ漁師漬け 

キビナゴ天日干しセット 

●商品内容：天然きびなご漁師漬け 2 食入り×2 きびなご天日干し 200

ｇ×2●賞味期間：6 ヶ月●特定原材料：小麦●準特定原材料：大豆 

自社船で朝捕れしたきびなごを手作業で

ひらいて家伝醤油に漬けこんだ漁師漬け、

鮮度の証、きびなごがルビー色に透き通っ

ています。中に霧島の有村製茶が入ってい

るので薬味と一緒にお茶漬けで味わって

下さい。鮮度抜群なキビナゴを甑海洋深層

塩水に漬け込み天日で一日仕上げした塩

干です。 

庵地つけあげ店 
 

甑島の地魚さつまあげ 

詰合せ A セット 
プレーン、イカ入り、野菜入り 

3 種 26 枚入り 

●商品内容：つけあげ（プレーン）5 枚入り×2 つけあげ（イカ入り）

8 枚入り、つけあげ（野菜入り）8 枚入り ●賞味期間： 3 週間 

●特定原材料：小麦●準特定原材料：いか、大豆 

昔ながらの製造にこだわった甑島のさ

つまあげ。地魚を使用した魚本来の味

を楽しめるさつま揚げです。イキのよ

さを歯ざわり良く閉じ込めたさつま揚

げを一度ご賞味下さい。 

庵地つけあげ店 
 

甑島の地魚さつまあげ 

詰合せ B セット 
プレーン、イカ入り、野菜入り、アオサ入り 

4 種 39 枚入り 

●商品内容：つけあげ（プレーン）5 枚入り×3 つけあげ（イカ入り）

8 枚入り、つけあげ（野菜入り）8 枚入り、つけあげ（あおさ入り）8 枚

入り●賞味期間：3 週間 

●特定原材料：小麦●準特定原材料：いか、大豆 

昔ながらの製造にこだわった甑島のさつ

まあげ。地魚を使用した魚本来の味を楽

しめるさつま揚げです。イキのよさを歯

ざわり良く閉じ込めたさつま揚げを一度

ご賞味下さい。 

庵地つけあげ店 
 

甑島の地魚さつまあげ 

詰合せ C セット 
プレーン 30 枚入り 

●商品内容：つけあげ（プレーン）5 枚入り×6 

●賞味期間：3 週間 

●特定原材料：小麦●準特定原材料：大豆 

昔ながらの製造にこだわった甑島

のさつまあげ。地魚を使用した魚本

来の味を楽しめるさつま揚げです。

イキのよさを歯ざわり良く閉じ込

めたさつま揚げを一度ご賞味下さ

い。 

甑フルーツ園 
 

パッションフルーツジュース 

2 本セット 

水を一滴も加えずパッション

果汁と北海道産ビート糖を使

用した甑フルーツ園No1の人気

商品です。水や炭酸水、焼酎で

割ってお召し上がりください。 

1-1 
商品 

番号 冷凍 3,780 円(送料・税込)  お中元対応 1-2 
商品 

番号 

冷凍 4,860 円(送料・税込)  お中元対応 1-3 
商品 

番号 
常温 3,600 円(送料・税込)  お中元対応 2-1 

商品 

番号 

常温 4,600 円(送料・税込)  お中元対応 2-2 
商品 

番号 
常温 3,500 円(送料・税込)  お中元対応 2-3 

商品 

番号 

常温 4,500 円(送料・税込)  お中元対応 3-1 
商品 

番号 
常温 2,680 円(送料・税込)  お中元対応 4-1 

商品 

番号 

冷凍 4,100 円(送料・税込)  お中元対応 5-1 
商品 

番号 
冷凍 3,500 円(送料・税込)  お中元対応 5-2 

商品 

番号 

冷凍 4,100 円(送料・税込)  お中元対応 5-3 
商品 

番号 

冷蔵 3,700 円(送料・税込)  お中元対応 6-1 
商品 

番号 

冷蔵 4,660 円(送料・税込)  お中元対応 6-2 
商品 

番号 

冷蔵 4,660 円(送料・税込)  お中元対応 6-3 
商品 

番号 

●商品内容：かのこゆり球根 M サイズ×2 

かのこゆり球根 2 個セット 

常温 1,980 円(送料・税込) 7-1 
商品 

番号 

●商品内容：かのこゆり球根 M サイズ×4 

かのこゆり球根 4 個セット 

常温 3,130 円(送料・税込) 7-2 
商品 

番号 

●商品内容：かのこゆり球根 M サイズ×6 

かのこゆり球根 6 個セット 

常温 4,280 円(送料・税込) 7-3 
商品 

番号 

甑に東風 現在地 
 

野菜のにがてな奥さんが作った 

ドレッシングギフトセット 


