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山口県 田布施町

の～たに『お任せジャム』4個セッ
ト【農多】B-24

10,000円

140ｇ×4個（いちご、りんご、いち
じく、梨、ブルーベリー、ベリーベ
リーから4個）

の～たの『いちじくジャム』4個セ
ット【農多】B-22

10,000円

140ｇ×4個

の～たの『ブルーベリージャム』4
個セット【農多】B-23

10,000円

140ｇ×4個

いちじくジャムセット【田布施地域
交流館】A-5

5,000円

110ｇ×2個

4種類のベーグル11個詰合せ【yamag
uchi】A-40

7,000円

11個詰合せ・キャラメルナッツ・田
布施産ブルーベリー＆クランベリー
・ダブルチョコレート・カマンベー
ルチーズ

[数量限定]万能ハード系パンセット
【Yamaguchi】A-14

5,000円

フランスパン1本
チーズフランス1個
カンパーニュくるみ1個
フルーツライブレッド1個

朝食用食パンセット【Yamaguchi】A
-13

5,000円

祝食パン：1斤、美味しい食パン1斤
、ウォールナッツトースト：1袋、
ぶどうパン：1袋、全粒パン：1袋、
イギリスパン：1袋

山口維新の味わいパンセット【レ・
ザンジュ】A-17

5,000円

牛乳食パン1.5斤、天然酵母のカン
パーニュ1個、特製いちじくラスク1
袋

国産小麦のフランスパンセット【レ
・ザンジュ】A-31

5,000円

バケット　ｘ
１本3種チーズバタール　ｘ　
1個ジェノベーゼ　ｘ
1個ベーコンエピ　ｘ
1個黒豆フランス　ｘ
1個ウィンナーフランス　ｘ　1個

天然酵母パンセット【レ・ザンジュ
】A-19

5,000円

天然酵母食パン1.5斤、天然酵母カ
ンパーニュ1個、レトロバケット1本

７種のバラエティー食パンセット【
レ・ザンジュ】A-30

5,000円

絹食パン　ｘ　１斤玄米食パン　ｘ
　1袋よもぎ食パン　ｘ
1袋チョコマーブル食パン　ｘ
1袋黒ごま食パン　ｘ
1袋イギリス食パン　ｘ
1袋パン・ド・ミ食パン　ｘ　1袋

ティータイムパンセット【レ・ザン
ジュ】A-18

5,000円

ブルーベリー食パン1.5斤、天使の
チョコリング1個、黒糖黒豆ラウン
ド1個
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山口県　田布施町

ノングルテン米粉食パン1.5斤【ネ
ティエノ】A-25

5,000円

1.5斤

外郎セット【田布施地域交流館】A-
4

5,000円

合計10本（いちじく4本、いちご2本
、そば2本、よもぎ2本）

G-20お墓のお掃除（山口県熊毛郡田
布施町にお墓がある方）

35,000円

 

2019年産いちじくわいん2本セット
【田布施地域交流館】B-40

10,000円

720ｍｌ（アルコール分10％）×2本

のーたの詰め合わせ【農多】B-9

10,000円

甘酒、ジュース：各180ｍｌ、ジャ
ム：各140ｇ、※季節により内容が
変更となります

冬季限定「田布施漁師」の舌平目（
レンチョウ）の一夜干し　B-15

10,000円

約1.0kg（約350g×3パック）

馬島産牡蠣【山口県漁協田布施支店
】D-4

15,000円

約3.8ｋｇ（サイズ大）※殻つき

「田布施漁師」の魚フライセット【
新鮮田布施】B-2

10,000円

"5パック程度※時期により量が異な
ります"

A-2
ワイワイ!!豚肉鍋セット【池本】

5,000円

3人前　600ｇ

大判小判の銭型ハンバーグ【池本】
A-1

5,000円

80ｇ×8個

[A4・A5国産和牛使用]池熟選和牛炭
火蒲焼【池本】B-13

10,000円

10本

E-1　厚いだんらん池熟選和牛の焼
肉セット【池本】

20,000円

和牛肉520ｇ、豚肉250ｇ、鶏モモ肉
250ｇ
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山口県　田布施町

E-2　ウマこま池熟選和牛こま切れ
【池本】

20,000円

和牛肉760ｇ

G-1　池熟選和牛のロース・もも・
ばらの合わせ切り【池本】

30,000円

960ｇ

H-1
まるまるロースすき焼き用【池本】

40,000円

1,060ｇ

H-2　池熟選和牛のたぶうま一口ス
テーキ【池本】

40,000円

980ｇ

I-1　池熟選和牛の焼肉（かいのみ
・三角カルビ・ロース）【池本】

50,000円

1,420ｇ

J-1　池熟選和牛焼肉すき焼きセッ
トA【池本】

80,000円

池熟選和牛焼肉用：1.26ｋｇ、池熟
選和牛すきやき用：1.38ｋｇ

K-1　池熟選和牛焼肉すき焼きセッ
トB【池本】

100,000円

池熟選和牛焼肉用：1.52ｋｇ、池熟
選和牛すきやき用：1.75ｋｇ

やのくに純真米粉ミズホチカラ500g
・ひとめぼれ500gセット【ネティエ
ノ】A-24

5,000円

「品種：ミズホチカラ」500g「品種
：ひとめぼれ」500g　

美味しいお米【田布施地域交流館】
B-3

10,000円

5ｋｇ

たぶせ健康厳選米【田布施地域交流
館】B-4

10,000円

5ｋｇ

美味しいお米セット【田布施地域交
流館】E-7

20,000円

米（ヒトメボレ）5ｋｇ、古代米450
ｇ、黒米150ｇ、発芽玄米1.5ｋｇ

畑の赤い贈りもの【グレイスネイチ
ャー】C-1

12,000円

500ｇ×1本
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山口県　田布施町

畑の赤い贈りもの2本セット【グレ
イスネイチャー】E-3

20,000円

500ｇ×2本

どらやきセット【たけした】A-3

5,000円

どら焼き10個、平もち8個

Ａ-8
ほうじ粉茶セット【辻梅香園】

5,000円

ほうじ粉茶：180ｇ×3本ティーパッ
ク：5ｇ×15個入り×3袋

Ａ-9　日本茶「さあお茶にしましょ
う！」セット【辻梅香園】

5,000円

特上かりがね味覚：100ｇ×1本緑茶
（梅）：100ｇ×1本計100ｇ×2本

Ａ-10　日本茶「やっぱりお茶がい
いね！」セット【辻梅香園】

5,000円

特上白折：100ｇ×1本玉緑茶：100
ｇ×1本ほうじ茶（鳳凰）：100ｇ×
1本計100ｇ×3本

B-5
緑茶「味自慢」セット【辻梅香園】

10,000円

特上かりがね（㊤味覚）：100ｇ×1
本、特上かりがね（味覚）：100ｇ
×1本、玉露（かぶせ）：100ｇ×1
本計100ｇ×3本セット

B-6
日本茶わいわいセット【辻梅香園】

10,000円

"玄米茶（緑茶）：180ｇ×1本、緑
茶（梅）：100ｇ×1本、深蒸し緑茶
：100ｇ×1本玉緑茶：100ｇ×1本、
㊤煎茶：130ｇ×1本、ほうじ茶（手
摘み）：100ｇ×1本、釜炒りおばん
ちゃ：150ｇ×1本計7本入り"

B-7　日本茶「熱湯でも美味しい！
気軽に緑茶」セット【辻梅香園】

10,000円

㊤熱湯玉露：100ｇ×1本、緑茶（梅
）：100ｇ×1本、煎茶
五月山：180ｇ×1本計3本

D-1　日本茶もっと！わいわいセッ
ト【辻梅香園】

15,000円

玄米茶（緑茶）：180ｇ×1本、玄米
茶（抹茶入り）：180ｇ×1本有機煎
茶：80ｇ×1本、緑茶（豊の香）：1
00ｇ×1本、玉緑茶：100ｇ×1本、
お寿司屋さんの㊤粉茶：200ｇ×1本
、煎茶：130ｇ×1本、ほうじ茶（鳳
凰）：100ｇ×1本計8本入り

D-2　日本茶「お徳用大袋だよ」セ
ット【辻梅香園】

15,000円

抹茶白折：300ｇ×1本
ほうじ茶：200ｇ×1本　煎茶
五月山：180ｇ×1本
玄米茶（ジャンボ）：370ｇ×1本
緑茶（味覚）：100ｇ×1本計5本

D-3　日本茶「辻梅香園なう」セッ
ト【辻梅香園】

15,000円

特上かりがね㊤味覚：100ｇ×1本、
特上かりがね味覚：100ｇ×1本、玉
露（かぶせ）：100ｇ×1本、緑茶（
ほのか）：100ｇ×1本、特上白折：
100ｇ×1本、計100ｇ×5本"

E-8　緑茶「おすすめべっぴん4」セ
ット【辻梅香園】

20,000円

特上かりがね㊤味覚：200ｇ×1本、
特上かりがね味覚：200ｇ×1本、緑
茶（豊の香）：200ｇ×1本、深蒸し
緑茶：200ｇ×1本、計200ｇ×4本
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山口県　田布施町

E-9
日本茶カモン！セット【辻梅香園】

20,000円

特上かりがね㊤味覚:100ｇ×1本、
特上かりがね味覚：100ｇ×1本、玉
露（かぶせ）：100ｇ×1本、緑茶（
味覚）：100ｇ×1本、緑茶（梅）10
0ｇ×1本、煎茶
五月山：180ｇ×1本、計6本

E-10　緑茶「特上かりがね＆抹茶白
折、くき茶を堪能」セット【辻梅香
園】

20,000円

特上かりがね味覚300ｇ×1、抹茶入
り白折れ300ｇ×1、特上白折
300ｇ×1　計300ｇ×3本

F-1　日本茶「店主のお好み、厳選
の玉の露」セット【辻梅香園】

25,000円

㊤煎茶：100ｇ×1本、煎茶：100ｇ
×1本、玉露：100ｇ×1本、玉露（
玉誉）：100ｇ×1本、特上かりがね
味覚：100ｇ×1本、計100ｇ×5本

F-2　緑茶「特上かりがね、グッジ
ョブ！」セット【辻梅香園】

25,000円

特上かりがね㊤味覚200ｇ×1、特上
かりがね味覚200ｇ×2、特上かりが
ね好味200ｇ×2　計200ｇ×5本

H-4　高級緑茶「これ！玉露ざんま
い」セット【辻梅香園】

40,000円

玉露：280ｇ缶×1本㊤熱湯玉露：28
0ｇ缶×1本

G-3　日本茶「自慢のお茶、ぶち美
味しいんちゃ！」セット【辻梅香園
】

30,000円

特上かりがね㊤味覚300ｇ×1、特上
かりがね味覚300ｇ×2本
計300ｇ×3本

G-4　日本茶「美味しいんよ、飲ん
でみんさい」セット【辻梅香園】

30,000円

玉露（かぶせ）：100ｇ×2本、有機
煎茶：80ｇ×1本、緑茶（味覚）：1
00ｇ×2本、緑茶（豊の香）：100ｇ
×2本、特上白折：100ｇ×2本、粉
末緑茶：100ｇ×1本、計10本

H-5　日本茶「贅沢な！お茶、お茶
、お茶」セット【辻梅香園】

40,000円

㊤玉露：100ｇ×1本、玉露（かぶせ
）：100ｇ×1本、玉露（玉誉）：10
0ｇ×1本、上熱湯玉露：100ｇ×1本
、緑茶（豊の香）：100ｇ×1本、特
上かりがね㊤味覚：200ｇ×1本、煎
茶　五月山：180ｇ×1本、計7本

I-2　日本茶「店主の選んだ、ちょ
ー美味し！銘茶」セット【辻梅香園
】

50,000円

㊤玉露：100ｇ×2本、㊤煎茶：100
ｇ×2本、特上かりがね㊤味覚：100
ｇ×2本、計100ｇ×6本

I-3　日本茶「玉露でお茶にしませ
んか？」セット【辻梅香園】

50,000円

㊤玉露：100ｇ×1本、玉露：100ｇ
×1本、㊤煎茶：100ｇ×1本、玉露
（玉誉）：100ｇ×1本、緑茶（味覚
）：100ｇ×1本、㊤熱湯玉露：100
ｇ×1本、特上かりがね㊤味覚：100
ｇ×2本、計100ｇ×8本

J-4　日本茶「感激！美味し！」セ
ット【辻梅香園】

80,000円

㊤玉露：100ｇ×2本、玉露：100ｇ
×2本、玉露（かぶせ）：100ｇ×1
本、玉露（玉誉）：100ｇ×1本、㊤
煎茶：100ｇ×2本、特上かりがね㊤
味覚：100ｇ×2本、緑茶（味覚）：
100ｇ×2本、計100ｇ×12本

J-3　高級緑茶「伝承の味」セット
【辻梅香園】

80,000円

㊤玉露：280ｇ缶×1本、㊤煎茶：28
0ｇ缶×1本、特上かりがね㊤味覚：
280ｇ缶×1本
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山口県　田布施町

K-2　日本茶　最高級玉露「匠の味
」セット【辻梅香園】

100,000円

㊤玉露：280ｇ缶×2本、特上かりが
ね㊤味覚：280ｇ×1本

寿司満お食事券5000【寿司満】E-6

20,000円

五千円相当

寿司満お食事券10000【寿司満】H-3

40,000円

一万円相当

寿司満お食事券20000【寿司満】J-2

80,000円

二万円相当

ステンレスエッチング(L判)【ケン
チク】C-50

15,000円

89mm×127mm×1mm

ステンレスエッチング(2L)【ケンチ
ク】C-51

16,500円

127mm×178mm×1mm

ステンレスエッチング(六切)【ケン
チク】E-50

26,000円

203mm×254mm×1mm

ステンレスエッチング(四切)【ケン
チク】G-50

34,000円

254mm×305mm×1mm

レ・ザンジュパン引換券【レ・ザン
ジュ】A-16

5,000円

 

たぶんクマスタンド【田布施地域交
流館】A-6

5,000円

約幅7.5×高さ8×奥行9ｃｍ

2019年産いちじくわいん【田布施地
域交流館】A-7

5,000円

720ｍｌ（アルコール分10％）

田布施町史【田布施町】A-23

5,000円

1冊
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