
南国の夏の定番のゴーヤ。
塩もみをしてカツオ節をか
けて食べると、素材の味
も楽しみながらサッパリと
食べられておすすめですよ。

全セット
送料込み！

 今年の夏も期間限定ギフトセット『串間よかむん味だより「夏の便」』の申
込受付が始まっています。

 ４タイプのセットをご用意し、今年は福島高校生と玉味製菓の共同開発
商品であるマーチ棒、マンゴーごろごろゴローさんや、野菜生産グループ
TAHATAから夏にピッタリのお野菜などが仲間入り。

 大切な方へのお中元や、お礼代わりに。そして季節のお便りに。期間限
定のこの機会にぜひご利用ください。

串間 の

串

間の
おい

しい をあの人に

〒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＝７月21日（水）　■発送日＝７月30日（金）
■注文方法＝ 串間市観光物産協会、市役所（商工観光スポーツランド推進課）、各支所、

商工会議所などに設置してい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

ティータイムや夕飯に
串間を感じることのできる詰め合わせ。

「今日のご飯何にしよう…」そんなとき冷凍庫を
開けると助けてくれる商品中心のラインナップ。
主婦の強い味方となってくれるセットです。

焼酎３種とおつまみにピッタリな商品が
盛りだくさん！夕涼みをしながらの晩酌に

ぜひいかがでしょうか？

手羽ギョーザ手羽ギョーザ
【㈲クシマフーズ】【㈲クシマフーズ】
ギョーザの具に黒豚ミンチギョーザの具に黒豚ミンチ
を使用。皮はパリパリ、中を使用。皮はパリパリ、中
はジューシーな味わいはジューシーな味わい

トロさば炭火焼トロさば炭火焼【㈲内野水産】【㈲内野水産】
脂が乗った大きなトロさばを脂が乗った大きなトロさばを
秘伝ダシにじっくりと漬け、秘伝ダシにじっくりと漬け、
七輪で焼き上げました七輪で焼き上げました

いかミリンいかミリン
【㈲内野水産】【㈲内野水産】
フライパンで焼くだけで フライパンで焼くだけで 
絶品なおつまみに。 絶品なおつまみに。 
噛めば噛むほどうま味が溢れます噛めば噛むほどうま味が溢れます

ホクホク ホクホク 
おいもスティッ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。
お好みの調味料でおやつからお好みの調味料でおやつから
おつまみまで楽しめますおつまみまで楽しめます

塩麴ホルモン塩麴ホルモン
【四季彩館ほりぐち】【四季彩館ほりぐち】
国産豚ホルモンを塩麴と 国産豚ホルモンを塩麴と 
ニンニクで濃いめに味付け。 ニンニクで濃いめに味付け。 
白ご飯にも生野菜にも相性抜群白ご飯にも生野菜にも相性抜群

バニラシフォンケーキバニラシフォンケーキ
【はとや】【はとや】
ふわふわな食感とバニラの風味がふわふわな食感とバニラの風味が
口いっぱいに広がります。ジャムや口いっぱいに広がります。ジャムや
生クリームなどを足すだけで生クリームなどを足すだけで
おもてなしの際にも大活躍おもてなしの際にも大活躍

グリーンティ・ほうじ茶セットグリーンティ・ほうじ茶セット
【お茶の葉香園】【お茶の葉香園】
ちょっと一息つきたいときや、ちょっと一息つきたいときや、
手土産にちょうどいいサイズ。手土産にちょうどいいサイズ。

水出し緑茶水出し緑茶
【お茶の西谷園】【お茶の西谷園】
三角パックに入っており三角パックに入っており
手軽においしい緑茶を手軽においしい緑茶を
楽しめます楽しめます

漁師のとれたて 漁師のとれたて 
ちりめんちりめん【㈱猪塚水産】【㈱猪塚水産】
漁獲してすぐ漁獲してすぐ
仕上げたからこその仕上げたからこその
新鮮な味わい新鮮な味わい

なんでもできま酢 なんでもできま酢 
【㈱松尾醸造場】【㈱松尾醸造場】
出汁のきいた三杯酢は、酢の物や出汁のきいた三杯酢は、酢の物や
チキン南蛮などにピッタリチキン南蛮などにピッタリ

緑茶ティーバッグ 緑茶ティーバッグ 
【川島茶園】【川島茶園】
ホットでもアイスでも ホットでもアイスでも 
一息つきたいときに一息つきたいときに

オクラ オクラ 
【野菜生産グループTAHATA】【野菜生産グループTAHATA】
串間の恵みの中で育ったオクラ串間の恵みの中で育ったオクラ
は大きく粘りがあり栄養満点は大きく粘りがあり栄養満点

夢の塩夢の塩【㈲大田商店】【㈲大田商店】
都井岬沖の海水を都井岬沖の海水を
直火で手間暇かけた直火で手間暇かけた
ぜいたくな甘みとぜいたくな甘みと
まろやかさまろやかさ

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】
いりこと木の実の相性がよく、いりこと木の実の相性がよく、
ついつい手を伸ばしてしまうついつい手を伸ばしてしまう
栄養素たっぷりの一品栄養素たっぷりの一品

鶏・炭火焼鶏・炭火焼
【㈲クシマフーズ】【㈲クシマフーズ】
噛めば噛むほど 噛めば噛むほど 
炭火の風味と 炭火の風味と 
国産の若鶏のうま味が 国産の若鶏のうま味が 
口に広がります口に広がります

チーズ棒チーズ棒
【【　 　 川畑かまぼこ店】川畑かまぼこ店】
中にぎっしりと 中にぎっしりと 
入ったチーズが 入ったチーズが 
味の変化を 味の変化を 
楽しませます楽しませます

川

赤芋仕込み・ 赤芋仕込み・ 
ひむか寿（25度）ひむか寿（25度）

【寿海酒造㈱】【寿海酒造㈱】
地元特産の赤芋を地元特産の赤芋を
使用した芳醇な香りと 使用した芳醇な香りと 
まろやかな深みの まろやかな深みの 
本格芋焼酎本格芋焼酎

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】
漁獲してすぐ 漁獲してすぐ 
仕上げたからこその 仕上げたからこその 
新鮮な味わい新鮮な味わい

オクラオクラ
【野菜生産グループ TAHATA】【野菜生産グループ TAHATA】
串間の恵みの中で育ったオクラは 串間の恵みの中で育ったオクラは 
大きく粘りがあり栄養満点大きく粘りがあり栄養満点

常 温 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

宮崎県串間市産宮崎県串間市産
ミルキークイーンミルキークイーン

【喜多米穀店】【喜多米穀店】
つやと粘りがあり、つやと粘りがあり、
モチモチの食感を楽しめるモチモチの食感を楽しめる
お米です。冷めてもおいしい！お米です。冷めてもおいしい！

いろいろな場面で活躍のできる
海と山のおいしい商品を詰め合わせました。

グルテンフリー九州お米麺グルテンフリー九州お米麺
（冷やし中華）（冷やし中華）【㈱川北製麺】【㈱川北製麺】
ツルっとしたのどごしのよいグルテンツルっとしたのどごしのよいグルテン
フリー麺をさっぱりとした冷やし中華でフリー麺をさっぱりとした冷やし中華で

マーチ棒・マンゴーごろごろゴローさん マーチ棒・マンゴーごろごろゴローさん 
【玉味製菓㈲】【玉味製菓㈲】
福島高校生との共同開発商品。福島高校生との共同開発商品。
宮崎果汁のマンゴージュースや宮崎果汁のマンゴージュースや
県内のドライマンゴーを使用県内のドライマンゴーを使用

たまたまシャーベットたまたまシャーベット
【たまたまクラブ】【たまたまクラブ】
完熟きんかん「たまたま」を完熟きんかん「たまたま」を
使った甘くさわやかな風味は 使った甘くさわやかな風味は 
夏にピッタリ夏にピッタリ

くしま産 くしま産 
新米こしひかり 新米こしひかり 

【㈱江藤商店】【㈱江藤商店】
日本一早い、日本一早い、
ふっくらもっちりした新米ふっくらもっちりした新米

焼肉バンザイ 焼肉バンザイ 
（さっぱりレモン味）（さっぱりレモン味）  
【㈱松尾醸造場】【㈱松尾醸造場】
お肉に合うタレはもちろんお肉に合うタレはもちろん
レモンの風味が食欲をそそりますレモンの風味が食欲をそそります

ピーマン ピーマン 
【野菜生産グループ 【野菜生産グループ 
TAHATA】TAHATA】
レモンより レモンより 
ビタミンＣ豊富な夏野菜。 ビタミンＣ豊富な夏野菜。 
夏バテ予防に!!夏バテ予防に!!

焼きドーナツ 焼きドーナツ 
（チョコ味・メープル味） （チョコ味・メープル味） 
【Bon Bon Maman】【Bon Bon Maman】
揚げないドーナツに揚げないドーナツに
今回はチョコ味とメープル味をチョイス今回はチョコ味とメープル味をチョイス

全工程手作業で作っており、芋本
来の味を生かした、口いっぱいに
広がる深いコクとまろやかさが特徴
の焼酎です。焼酎１：ソーダ３で割っ
て飲むとサッパリとして、さらに飲
みやすくなるのでおすすめです！

生産者生産者

上上
かみかみ

園園
そのその

田田
だだ

  慶慶
けいけい

蔵蔵
ぞうぞう

さんさん

早朝に収穫した新鮮な物
をそのままお届けします。
気温が上がる前に収穫し
ているので、鮮度が高く
甘みいっぱいです！

生産者生産者

仁仁
にっにっ

田田
たた

  辰辰
たつたつ

徳徳
のりのり

さんさん

自家製しょうゆと酢を使った三杯酢に天
然だしを入れて仕上げました。キャベツ
の千切りやチキン南蛮、ドレッシングな
どさまざまな料理に使えます。

生産者生産者

瀬瀬
せせ

尾尾
おお

  大大
だいだい

樹樹
きき

さんさん

クリームチーズと濃厚なマンゴー
ジュースとの味のハーモニーをお楽
しみください。

生産者生産者

海海
かいかい

江江
ええ

田田
だだ

    暁暁
さとるさとる

さんさん

宮崎県産レモンをふんだん
に使用しており、さわやかな
香りと味を楽しめます。脂っ
こいお肉に付けるとさっぱり
と食べられておすすめです。

生産者生産者

松松
まつまつ

尾尾
おお

  定定
さださだ

直直
なおなお

さんさん

減農薬で太陽の光をたくさん浴び
たビタミン C たっぷりの夏秋ピーマ
ンです。実が肉厚で歯ごたえがあ
り、また、苦味が少なく、さまざ
まな料理に彩りを添えられます。

生産者生産者

牧牧
まきまき

野野
のの

  一一
かずかず

徳徳
のりのり

さんさん

TAHATA は串間の若手生産農家で構成して
おり、自信を持って育てたおがやせ（おれの
やさい）をお届けします。切干大根は低温で
長く乾燥させており甘みたっぷりです。キュウ
リとのマヨネーズ和えがおすすめです！

生産者生産者

鶴鶴
つるつる

田田
たた

  康康
こうこう

太太
たた

郎郎
ろうろう

さんさん

切干大根 切干大根 
【野菜生産グループTAHATA】【野菜生産グループTAHATA】
90％が水分でできている大根90％が水分でできている大根
を乾燥させることで栄養素をを乾燥させることで栄養素を
ギュッと閉じ込めましたギュッと閉じ込めました

サブレ生地に刻ん
で煮詰めたドライ
マンゴーをサンド
しました。

ゴーヤ ゴーヤ 
【野菜生産グループTAHATA】【野菜生産グループTAHATA】
疲労回復や夏バテ予防の疲労回復や夏バテ予防の
栄養がぎっしりとつまった栄養がぎっしりとつまった
この夏味わいたい一品この夏味わいたい一品

松露（25度）松露（25度）【松露酒造㈱】【松露酒造㈱】
穀物の香ばしさや甘みとうま味穀物の香ばしさや甘みとうま味
のバランスの優れた本格芋焼酎のバランスの優れた本格芋焼酎

味付けすり身味付けすり身
【【　 　 川畑かまぼこ店】川畑かまぼこ店】
魚のうま味をギュッと 魚のうま味をギュッと 
すり身に。団子状に すり身に。団子状に 
することで、揚げたりすることで、揚げたり
お吸い物におすすめお吸い物におすすめ

川

生産者生産者

松松
まつまつ

尾尾
おお

  定定
さださだ

直直
なおなお

さんさん

New

New

New

New

New

New

New

New

New

※生野菜は天候・生育状況により、他の野菜もしくは野菜加工品に代替させていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。※生野菜は天候・生育状況により、他の野菜もしくは野菜加工品に代替させていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

伝承かめ壺造り 伝承かめ壺造り 
幸蔵（20度）幸蔵（20度）【幸蔵酒造㈱】【幸蔵酒造㈱】
かめ壺で造られた、風味豊かでかめ壺で造られた、風味豊かで
ぐいぐいと飲めるのどごしぐいぐいと飲めるのどごし

イタリアン蒲鉾 イタリアン蒲鉾 
【Ⓚ川畑蒲鉾店】【Ⓚ川畑蒲鉾店】
ビールや焼酎、 ビールや焼酎、 
ワインなどにもよく合う ワインなどにもよく合う 
風味豊かなかまぼこです風味豊かなかまぼこです
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