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夏の晩酌
にピッタリの詰め合わせ。

風味豊かで
うま味があふれ出す

夢の塩【㈲大田商店】
都井岬沖の海水をじっくりと直火にかけ、
できた塩はぜいたくな甘みと絶妙なまろやかさ

焼きドーナツ
（黒糖・プレーン味）
【Bon Bon Maman】
揚げないドーナツ。今回は南国を感じる
黒糖味と、プレーン味をチョイス

串間の優
しい味を詰め合わせました。

ほっと一
息つきたいときにちょうどいい

冷 蔵

96 年間守られてきた製法
で「蒸気」で丁寧に蒸して
います。売りにしている弾
力は蒸し時間の数秒の差で
変わるので時間勝負です。
しそ蒲鉾は親子で初めて開
発した商品でイタリアン蒲
鉾の大先輩です。暑い夏に
ぴったりなのでぜひ！

（調理後）

黄金の瀬セット
助けて

くれる商
品中心のラインナップ。困ったときの

「ご飯
何にしよ

う…」そんなとき冷凍庫を開けると

強い味方と
なってくれるセットです。

夏の期間限定ギフトセット『串間よかむん味だより』。今年も「夏の便」の申し込み受け付けが始まりました。
４つのセットをご用意。今回は、しそ蒲鉾や生チョコタルトなどが新たに仲間入りしました。

　夏を乗り切れる「おいしい」がたくさん詰まった「夏の便」。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。

〒888-０００１　宮崎県串間市大字西方5503-1
道の駅「くしま」 情報提供施設内　串間市観光物産協会　
☎0987-72-0479　FAX :0987-72-1134

■申込締切＝７月22日（金）　　■発送日＝７月29日（金）
■ご注文方法＝ 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

ピーマン・ゴーヤは天候・生育状況により、他の野菜ピーマン・ゴーヤは天候・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が もしくは野菜加工品に代替させていただく場合が 
ございますので、あらかじめご了承ください。ございますので、あらかじめご了承ください。

スタミナ 
つけてみそ

【㈱松尾醸造場】
みそ・しょうゆ・砂糖の甘辛をベースに 
ニンニクやゴマなどの風味が広がる 
のでそのままはもちろん、炒め物にも

新茶【川島茶園】
さわやかな香りとふ
わっと広がる甘みは新
茶ならではのこっく
りとした味わい

生チョコタルト、半熟チョコ、
チーズスティックバー 

【玉味製菓㈲】
濃厚なチョコやチーズが風味豊かでティータイ
ムや来客時にぴったり

ホクホクおいもスティック 
【ヤマダイフーズ】
油でさっと揚げると外はカリッと中はホクホク。
アイスやバターなどを添えても楽しめます

たまたま
シャーベット

【たまたまクラブ】
鮮やかなオレンジ色でさっぱりとし
た甘さが夏にぴったり。キンカンの
うま味がぎゅっと詰まった一品

味付すり身
【　 川畑かまぼこ店】
魚のうま味をギュッと 
すり身に。野菜やひじき
などを混ぜてアレンジ
することもでき、揚げた
りお吸い物におすすめ

川

手羽ギョーザ
【㈲クシマフーズ】
ギョーザの具に黒豚ミンチを
使用。バーベキューやお鍋、
素揚げなど調理方法が豊富

いりこと
６種の木ノ実

【たいき食品】
噛めば噛むほど広がるいりこと
木ノ実のうま味。栄養満点でお
やつにぴったり

松尾の手造りみそ汁
フリーズドライ

【㈱松尾醸造場】
お湯を注いだ瞬間にふわっと香るみ
その香り。わかめや厚揚げ、ネギが
入っている上に、出汁のうま味が
しっかりとしたフリーズドライとは
思えない深い味わい

鶏・炭火焼 
【㈲クシマフーズ】
噛めば噛むほど炭火の風味と
国産の鶏のうま味が 
じゅわっと口に広がります

イタリアン蒲鉾【Ⓚ川畑蒲鉾店】
魚のうま味のなかに香りのいいスパイスが
練りこまれた奥行きのある味わい

チーズ棒【　 川畑かまぼこ店】
中にぎっしりと詰まった
濃いチーズと蒲鉾の風味が広がります

川

伝承かめ壺造り 
幸蔵
25度 300㎖

【幸蔵酒造㈱】
かめ壺で造られた
風 味 は 奥 が 深 く 
ぐいぐいと飲める 
のどごし

赤芋仕込み
ひむか寿
25度 300㎖

【寿海酒造㈱】
地元特産の赤芋をぜい
たくに使用した芳醇な
香りとまろやかな深み
の本格芋焼酎

夏季限定 松露 白麹
赤芋仕込 20度 720㎖

【松露酒造㈱】
夏にぴったりの軽やかさと新酒 
ならではの香ばしさを楽しめる逸品

全セット
送料込み！

6,000 円
（税・送料込み）

恋ヶ浦セット

くき茶【お茶の西谷園】
色の出もよく、ほんのりとお茶
らしい苦みがマッチした逸品

グルテンフリー
九州お米麺（冷し中華）

【㈱川北製麺】
グルテンフリー麺を使用した冷し中華は
ツルっとした食感と夏にぴったりの
さっぱりとした味わい

漁師のとれたて
ちりめん【㈱猪塚水産】
漁獲してすぐ仕上げた
新鮮な味わいがぎゅっと
詰まっています

赤中巻【　 川畑かまぼこ店】
赤と白を２段階に巻いた真心のこもった縁起物は、弾力
のある食感と噛むほどに広がる甘みが特徴

川

ゴーヤ
【野菜生産グループ TAHATA】
串間の恵みを受けて大きく育った
ゴーヤは程よい苦みと豊かな風味

ピーマン
【野菜生産グループ TAHATA】
柔らかくて無農薬。色つやのいい栄
養満点ピーマンはサラダや料理を引
き立てます

しそ蒲鉾
【Ⓚ川畑蒲鉾店】
涼しい見た目に、すっきり
さっぱりとした味わい

バニラシフォン
ケーキ 【SUMOMO】
ふわふわな食感に濃厚なバ
ニラの風味が口いっぱいに
広がります。ふわふわなの
でついつい手が止まらなく
なる一品

いりこと
６種の木ノ実

【たいき食品】
噛めば噛むほど広がる
いりこと木ノ実のうま味。
栄養満点でおやつにぴったり

和紅茶 
ほうじ茶セット

【お茶の葉香園】
和紅茶とほうじ茶が便利なティーバッグに。
お湯を注ぐと深い香りが広がります

くしま産
新米こしひかり １キロ

【㈱江藤商店】
もちもちでつやつやのくしま産新米は
噛むほどに甘みがじわっと広がります

宮崎県串間産新米
ミルキークイーン
１キロ

【喜多米穀店】
炊きたてはもちろん冷めても 
おいしく、もっちりとした
食感や、つや、粘りが特徴

幸島セット
冷 蔵 5,000 円

（税・送料込み）

漁師のとれたて 
ちりめん【㈱猪塚水産】
漁獲してすぐ仕上げた新鮮な味わいが
ぎゅっと詰まっています

塩こうじホルモン
【四季彩館ほりぐち】
国産豚ホルモンを塩麴とニ
ンニクで濃いめに味付け。
白ご飯と一緒に食べてもよ
し、野菜と炒めたり煮込ん
だりもよし

さっぱり飲みたいときはソー
ダで、香りを楽しみたいとき
はお湯で割るのがおすすめ。
今季で販売終了となりますの
でぜひご賞味ください！

チョコはベルギー産を使用し
ており、どれも大人から子ど
もまで 好まれます。濃 厚な
味と香りを楽しんでください。
コーヒー、紅茶によく合います。
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冷 凍 6,000 円
（税・送料込み）

（調理例）

（調理例）

和紅茶

生産者生産者

川畑 川畑 慶慶
けいけい

悟悟
ごご
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夏にぴ
ったりの

グルテンフリーの冷し中華の詰め合わせ。
串間の

恵みを受
けた農産物と海の幸の組み合わせと、

松尾の手造りみそ汁 
フリーズドライ【㈱松尾醸造場】
お湯を注いだ瞬間にふわっと香るみその香り。わかめや厚揚げ、
ネギが入っている上に、出汁のうま味がしっかりとしたフリーズ
ドライとは思えない深い味わい

全商品一番茶のみを使用し
ており、紅茶はえぐみが少な
くてストレートでも飲みやす
く、ほうじ茶は芳醇な香りと
味わいを楽しめます。どちら
の商品も牛乳と合わせて飲
んでもおいしいですよ☆

常 温 4,000 円
（税・送料込み）

都井岬セット

（調理後）

たこめしの素
【㈲内野水産】
伝統のみりんダレを使い 
１～２日かけじっくり
とタコを漬け込み。タ
コとみりんの甘みが広
がります

さば炭火焼
【㈲内野水産】
脂が乗った大きなさばを秘伝
ダシにじっくりと漬け、七輪
で焼き上げました

（調理後）

（調理後）

（調理後）

New

New

今季で
販売終了
です
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