浜名湖だより

美味
恵風
こだわりカタログギフト

Bimi - Keifu

2022年度版

協力：浜名湖パラグライダースクール

あの人に届けたい─。
はまなこの恵み。
美 味しいもの、味 わい深いもの。
厳選された海や山の恵みを浜名湖の風にのせて
あなたへとお届けいたします。
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─ 美・味・恵・風 ─

「おいしいもの」
「たのしいもの」
「うつくしいもの」で
大切なあなたを笑顔にしたい。

浜名湖の
恵み

申込番号

美味恵風

522-001

Bi m i - Kei f u

遠州灘舞阪産釡揚げしらす・しらす干し

申込番号

522-003

鰻むすびセット

アツアツご飯のお供にも、
おやつ
にも、
おつまみにも最適です。鮮
度抜群な遠州灘舞阪産の釡揚げ
しらすとしらす干しです。

３種類のお米に浜名湖鰻をのせ
た贅沢なおにぎりです。栄養価の
高い鰻とヘルシーなお米を体に
優しく、
お手軽に召し上がってい
ただけるおむすびに仕上げまし
た。作りたての美味しさをそのま
ま冷凍しましたので、
いつでも食
べたい時にレンジでチン！

●釡揚げしらす 500g
しらす干し 500g
●販売元／株式会社丸昌河合商店
[ 賞味期限 ] 冷凍1年、冷蔵7日
※原材料のシラスは、
エビやカニが混ざる
漁法で漁獲されています。

●黒米入り鰻むすび４個
十五穀米鰻むすび4個
蒲焼むすび4個
●販売元／株式会社海老仙

小麦
COOL 冷蔵

申込番号

522-002

鯖

蕎麦

胡麻

COOL 冷凍

浜名湖鰻白焼＆蒲焼

申込番号

522-004

浜名湖うなぎ真空長蒲焼

浜名湖の養殖池で手塩にかけて
大切に育てた鰻を、素早く丁寧に
焼き上げました。白焼き、蒲焼の
二つの味をお楽しみください。

豊富な経験と実績を持つ生産者
が、手間暇かけて育てた浜名湖う
なぎを当組合の加工場で美味し
く仕上げました。

●鰻白焼浜名湖産約90ｇ１本
鰻蒲焼浜名湖産90ｇ２本
蒲焼のタレ40ｇ１本 山椒3Ｐ
●販売元／株式会社海老仙
[ 賞味期限 ] 冷凍180日

●うなぎ真空長蒲焼(約100g）
×2
たれ(100ml)×1
山椒
●販売元／浜名湖養魚漁業協同組合
[ 賞味期限 ] 冷蔵30日

小麦
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大豆

合計１２個

大豆

COOL 冷凍

小麦

大豆

COOL 冷蔵
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浜名湖の
恵み

申込番号

美味恵風

522-005

Bi m i - Kei f u

『伸東ヒラメ』ｘ『津本式究極の血抜き』刺身セット

申込番号

522-007

菜乃屋 うなぎ、のり佃煮セット
地元の良質な特産品を厳選した
こだわりの佃煮5品目です。お酒
のおつまみに、
ご飯と一緒に後を
引く美味しさです。

浜名湖畔の恵まれた環境で育て
た
『伸東ヒラメ』魚本来の旨味を
引き出す
『津本式究極の血抜き』
で仕立て刺身にしました。
付属の専用ポン酢でお召し上が
りください。

●うなぎ佃煮瓶入り70ｇ
うなぎの肝佃煮瓶入り70ｇ
ぶっかけてうなぎ瓶入り80ｇ
浜名湖のり佃煮瓶入り100ｇ
サクサクわさびのり瓶入り100ｇ
●販売元／株式会社共栄商会
[ 賞味期限 ] 常温90日

●ヒラメ刺身90g×2
伸東ヒラメ専用ポン酢150ml×1
●販売元／伸東養魚有限会社
[ 賞味期限 ] 冷凍20日

小麦

申込番号

522-006

大豆

浜名湖青まぜのり

申込番号

県内唯一の海苔処「浜名湖」
から、
風味豊かな青まぜのりのお届け
です。当商品は乾のりの状態なの
で、
お召し上がりの際は炙ってお
使いください。
●浜名湖青まぜのり全型100枚
化粧箱包装と発送用梱包の2重包装
●販売元／有限会社やまへい
[ 賞味期限 ] 常温1８0日
※発送は常温ですが、
ご家庭で保存する
場合は要冷蔵となります。
※詳細説明のしおりつきです。

えび

05

大豆

COOL 冷凍

かに

522-008

小麦

まるとう佃煮詰合せ8点
浜名湖周辺で古くから愛され今も
継承される
「まるとう佃煮」
。伝統
の味を詰合せました。
●大粒あさり１P
しらすくるみ１P
あさりしぐれ甘口１P
舞阪しらす１P
浜名湖のり１P
くるみ小女子１P
うなぎきも１P
小えび１P
●販売元／松田食品株式会社
[ 賞味期限 ] 常温90日

小麦

大豆

えび

ごま

くるみ
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浜名湖の
恵み

申込番号

522-009

大地の
恵み

美味恵風

Bimi - K e ifu

すっぽんスープとすっぽん玄米雑炊の詰合せ

大地の
恵み

申込番号

美味恵風

522-011

クラウンメロン

初めて召し上がる方にオススメの
「すっぽんスープ」
と玄米好きな方
にオススメの
「すっぽん玄米雑炊」
の詰合せです。美容と健康に良い
と言われているすっぽんを是非お
楽しみください。

Bi m i - Kei f u

白級

1玉
静岡県浜松市が誇る果実の王様マスク
メロンの最高級ブランド「クラウンメロ
ン」は、約100日をかけて、1本の木で1玉
だけのメロンを愛情込めて育てていま
す。熟練生産者の高い技術と浜松市の
温暖な気候により、1年を通してご提供
いたします。有名デパートや果物店など
からの厚い信頼を得ている品質は、農林
水産大臣賞を受賞するなど長年にわ
たって高い評価を得て、最高級のブラン
ドとして知られています。最高級の甘さ
ときめ細かな食感、気品あふれる香りを
お楽しみください。1玉1.1kg以上

●すっぽんスープ１８０ｇｘ４Ｐ
すっぽん玄米雑炊２５０ｇｘ６Ｐ
●販売元／株式会社服部中村養鼈場
[ 賞味期限 ]
すっぽんスープ：常温で製造から365日
すっぽん玄米雑炊：常温で製造から730日

●白 1玉 1.1㎏以上 化粧箱入
●販売元／株式会社メロ―静岡

小麦

※ご注文受付期間：2022年7月10日までの商品です
申込番号

522-010

うずらボックス

申込番号

浜名湖ファームのうずら卵の安全の秘訣
は、発酵の力。餌にたっぷり入った乳酸菌
や酢酸菌が、うずらを病気から守る殺菌
効果を持っており、さらに元気な卵を作
ります。鶏卵と比べて、サッパリ、スッキリ
味で、臭みもほどんど無いうずらの卵は、
そのまま食べてもしつこくなく、何個でも
食べたくなるほどの美味しさです。
●うずらの生卵10卵パック×4ｐ
うずらの燻製玉子15個入り×2
うずらの燻製玉子5個入り×2
うずらのカラワリ専用はさみ×１
●販売元／有限会社浜名湖ファーム
[ 賞味期限 ] 生卵冷蔵2週間
燻製玉子常温3か月
卵
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小麦

522-012

浜松の梨“幸水”

期間
限定

数量
限定

市 町 村 別日照 量 の 首 位 を 常 に
競っている浜松市で、太陽の恵み
をいっぱいに浴びて育った梨。
品種は、
シャリシャリ感とたっぷ
りの水分が自慢の
「幸水」
です！
●約5ｋｇ秀品
●販売元／とぴあ浜松農業協同組合
柿梨選果場
[ お届け期間 ] 2022年8月上旬～中旬
[ 注文期間 ] 2022年7月10日まで

大豆
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大地の
恵み

美味恵風

Bi m i - Kei f u

※ご注文受付期間：2022年10月末日までの商品です
申込番号

522-013

※ご注文受付期間：2022年11月末日までの商品です

期間
限定

浜北次郎柿

数量
限定

申込番号

522-015

期間
限定

新玉葱

数量
限定

新年を迎えると全国で一番早く
出荷される新物。玉葱独特の辛味
が少なく、
みずみずしさは満点！
ＪＡとぴあ浜松自慢の逸品です。

静岡県原産の完全甘柿。浜松市
で“柿”と言えば次郎柿とも言わ
れる品種です。
肉質は緻密でやや硬め。果汁は少
ないですが、甘みが強い柿です。
渋さが口に残りません。

●Lサイズ×1箱 約10ｋｇ
●販売元／とぴあ浜松農業協同組合
西部野菜販売センター
[ お届け期間 ] 2023年2月～3月上旬
[ 注文期間 ] 2022年11月末日まで

●約7ｋｇ秀品
●販売元／とぴあ浜松農業協同組合
柿梨選果場
[ お届け期間 ] 2022年10月下旬～11月中旬
[ 注文期間 ] 2022年10月末日まで

※ご注文受付期間：2022年11月末日までの商品です
申込番号

522-014

葉付サラダオニオン

期間
限定

数量
限定

新年を迎えると全国で一番早く
出荷される新物。肉質はとてもや
わらかく、辛味が少ないので水に
さらさなくても召し上がれます。
みずみずしさ満点です。
●Lサイズ 2玉×15袋
●販売元／とぴあ浜松農業協同組合
西部野菜販売センター
[ お届け期間 ] 2023年1月～2月上旬
[ 注文期間 ] 2022年11月末日まで

申込番号

522-016

峯野牛上ローススライス（400g）

数量
限定

静岡県浜松市北区引佐町に位置す
る峯野牧場で育てられた峯野牛は
環境・えさ・水にこだわり、自然豊か
な環境の中、特別に指定した安心・
安全のＪＡのエサを与え、大自然の
もたらす天然水でのんびり・ゆった
り育て上げています。そんな峯野牛
は、
『霜降りよりも赤身』
『うまみが自
慢』を特徴として、程よい霜降りかげ
んで脂もしつこくなく、口の中でとろ
けます。その上、肉の味がしっかりし
ているので広い年齢層の方に喜ん
でいただけると思います。
●峯野牛上ローススライス400g
●販売元／峯野牧場
[ 賞味期限 ] 冷凍10日
COOL 冷凍
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10

大地の
恵み

申込番号

美味恵風

522-017

浜名湖そだち

Bi m i - Kei f u

豚肉詰合せ

申込番号

522-019

遠州黒豚しゃぶしゃぶ&三ヶ日みかん入りぽん酢セット

奥浜名湖ののどかな環境で餌か
らこだわって育てた静岡型銘柄
豚「浜名湖そだち」
のいろんな部
位の詰合せです。

遠州黒豚の甘みある脂身とコク
のある赤身が、三ケ日みかん入り
ポン酢の甘酸っぱい酸味と大変
良く合う逸品です。

●豚ヒレ一口かつ用４０ｇ×８切
豚ロースカツ用１３０ｇ×４枚
豚肩ローススライス４００ｇ
豚バラ焼肉用５００ｇ
●販売元／有限会社三和畜産 とんきい
[ 賞味期限 ] 冷凍30日

●遠州黒豚ロース250g
バラ250g
三ケ日みかん入りポン酢2袋
●販売元／浜松ハム株式会社
[ 賞味期限 ] 冷凍90日

小麦

COOL 冷凍

申込番号

522-018

もりしま黒豚家康セット

申込番号

522-020

COOL 冷凍

数量
限定

きじ肉とタレのセット

約70年前から営む農場で育った
豚肉は、我が国を代表する有名デ
パートの常設商品として認めてい
ただいているほどの逸品です。ぜ
ひご賞味ください。

家康公も好んで食した
「きじ」
をご
家庭でお召し上がりください。自
然豊かな引佐町で育ったきじは
低カロリーで必須アミノ酸を豊富
に含む健康食品です。

●森島黒豚農場生産の黒豚ロースカツ豚80ｇ×3枚
バラ焼肉カルビ用300ｇ
モモシャブシャブ用300ｇ
●販売元／森島黒豚農場
[ 賞味期限 ] 冷凍30日

●きじ肉半身約500g
鍋用のタレ360ml
●販売元／株式会社奥山観光 きじ亭
[ 賞味期限 ] 冷凍14日

COOL 冷凍
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数量
限定

小麦

COOL 冷凍

12

大地の
恵み

美味恵風

Bi m i - Kei f u

※ご注文受付期間：2022年8月20日までの商品です
申込番号

522-021

期間
限定

食用アユ（養殖）

申込番号

522-023

冷たい地下水で育てたアユは、
身
が引き締まり臭みがなく、活きて
いるアユを発送直前に氷で絞め
るので、鮮度も抜群です。どうぞ
一度ご賞味下さい。

三方原台地で環境に配慮して育
てたお茶（ティーバッグ）
とオリジ
ナルお茶菓子のギフトです。
●緑茶ティーバッグ3g×5包入り 1点
和紅茶ティーバッグ2g×５包入り 1点
ほうじ茶ティーバッグ3g×5包入り 1点
玄米茶ティーバッグ3g×5包入り 1点
緑茶クッキー 6枚入り 1点
ほうじ茶クッキー 6枚入り 1点
ほうじ茶葛餅 3ケ入 1点
●販売元／有限会社まるたま
[ 賞味期限 ] 常温 製造日より 和紅茶２年、
緑茶・ほうじ茶・玄米茶1年、
緑茶クッキー・ほうじ茶クッキー
120日、ほうじ茶葛餅75日

●生アユ 12 ～ 18尾
●販売元／天竜川漁業協同組合
[ 賞味期限 ] 冷蔵3日
[ お届け期間 ] 2022年6月～8月
[ 注文期間 ] 2022年5月1日～
2022年8月20日

小麦

COOL 冷蔵

申込番号

522-022

申込番号

三方原台地で育てた特別栽培の
和紅茶や浜松産和ハーブのブレン
ドティー、
オリジナルお茶菓子の
ギフトです。
●さなるの紅茶
（和紅茶30g入り） 1点
和紅茶ティーバッグ2g×５包入り 1点
まるたまハーブティー すっきりブレンド2g×3包入り １点
まるたまハーブティー ほっこりブレンド2g×3包入り 1点
緑茶クッキー 6枚入り 1点／ほうじ茶クッキー 6枚入り 1点
あとひきほうじ茶大豆80g 1点
●販売元／有限会社まるたま
[ 賞味期限 ] 常温 製造日より 和紅茶2年、
まるたまハーブティー6ケ月、
緑茶クッキー・ほうじ茶クッキー120日、
あとひきほうじ茶大豆300日
乳

乳

落花生

（落花生を含む場合がございます。）

浜松産の和紅茶とハーブティーのギフト

小麦

浜松産のお茶とお菓子のティータイムギフト

えび

かに

卵

522-024

奥浜名湖のお茶（ティーバッグ）詰合せギフト
三方原台地で環境に負担をかけず
に育てた4種類の浜松茶をかわい
いスリム缶に入れてお届けします。
●スリム缶入浜松茶４種
化粧箱入
１．浜松産緑茶ティーバッグ3g×7包
２．浜松産和紅茶ティーバッグ2g×7包
３．浜松産ほうじ茶ティーバッグ3g×7包
４．国産玄米入り浜松産玄米茶ティーバッグ3g×7包
●販売元／有限会社まるたま
[ 賞味期限 ] 製造日より1年（緑茶・ほうじ茶・玄米茶）
製造日より2年（和紅茶）
※季節に合わせて缶の柄を一部変更させ
ていただきます。

落花生

（えび・かに・卵・落花生を含む場合がございます。）
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大地の
恵み

申込番号

申込番号

美味恵風

522-025

522-026

Bi m i - Kei f u

太田園の天竜茶とささらのセット

天竜茶

200ｇ缶

申込番号

522-027

国産

原木乾椎茸箱入特大

260ｇ入

丹精込めて生産した山のお茶です。
爽やかな香りと旨味があります。
世界名茶大賞・天皇杯・黄綬褒章・
農林水産大臣賞を受賞しました。

国産の原木乾椎茸です。
原木椎茸なので風味がちがいます。
ビタミンＤ，
Ｂ群が豊富なアルカ
リ食品です。

●品評会入賞茶クラスの太田園の天竜茶30ｇ×3袋
茶器×1セット
●販売元／有限会社カネタ太田園
[ 賞味期限 ] 常温180日

●国産乾椎茸260ｇ 箱入特大
●販売元／遠州中央農業協同組合 茶ピア
[ 賞味期限 ] 常温 製造日より１年

2個入り

申込番号

天竜川流域の自然の中で栽培さ
れた山のお茶です。山間地特有の
コクと旨味、程よい渋みと爽快な
後味、上品な香りが特徴です。
●天竜茶 200ｇ×2缶箱入り
●販売元／遠州中央農業協同組合 茶ピア
[ 賞味期限 ] 常温 製造日より１年

522-028

万能みそうまいら

4種詰合せ
浜名湖産のコノシロを使用した
甘口の万能みそです。
そのみそをベースにした万能みそ
うまいら
（胡麻）
やコチュジャンを
使用したピリ辛ドレッシング、万
能みそうまいらが隠し味のレトル
トカレーです。
●万能みそうまいら
（300g）
×1本
万能みそうまいら胡麻（300g）
×1本
ピリ辛ドレッシング（280g）
×1本
浜名湖うまいらカレー（200g）
×3個
●販売元／うまいら株式会社
[ 賞味期限 ] 常温180日

15
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大地の
恵み

申込番号

美味恵風

522-029

浜松餃子

Bi m i - Kei f u

112個

申込番号

522-031

浜松餃子（濃厚鰻だし）
オススメ
1.うなぎと餃子が一度で味わえる
2.普通の餃子より満腹になりボ
リューム満点
3.職人による特殊製法により更に
甘いキャベツをお楽しみください
浜松をギュッと閉じ込めました。
お口の中で溶けていくうなぎを感
じてみませんか？

静岡県中心に店舗展開している
五味八珍の浜松餃子です。国産
野菜、国産豚肉使用、
ニンニク控
えめであっさり。
●浜松餃子 14個×8Ｐ
●販売元／五味八珍
[ 賞味期限 ] 冷凍180日

●冷凍生餃子30個、飲む鰻だし入
●販売元／株式会社カクメイJAPAN
[ 賞味期限 ] 冷凍90日

小麦
小麦

申込番号

522-030

COOL 冷凍

COOL 冷凍

浜松発出世餃子「ぶり餃子」48個

数量
限定

天ぷらとぶり料理専門店UOTEN
（うおてん）
から、
「ぶり」
を使用し
た新しい餃子ができました。ぶり
餃子は
「揚げ餃子・水餃子」
に適し
ています。揚げ餃子を和風だしに
くぐらせて食べると、
ぶりの香り
が一層引き立ちます。是非ご賞味
下さいませ。
●ぶり餃子 24個入/袋×２袋セット
（48個）
●販売元／株式会社こころ
[ 賞味期限 ] 製造日より180日
※冷凍便にて発送します。お届け後は、
冷凍保存にてお願い致します。
大豆 小麦 卵 牛肉

申込番号

522-032

国産きくらげ詰め合わせセット
国内生産が少なく、希少な生きく
らげ。肉厚でプリプリの食感は一
度食べたら離れられなくなりま
す。希少な生きくらげと乾燥きく
らげをセットにしてお届けいたし
ます。
●生きくらげ1kg（200g入×5袋）
乾燥きくらげ51g（17g入×3袋）
●販売元／有限会社静岡ラボ
[ 賞味期限 ] 生きくらげ：冷蔵10日
乾燥きくらげ：常温365日

鶏肉 豚肉 ゼラチン

COOL 冷凍
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大地の
恵み

申込番号

522-033

美味恵風

Bi m i - Kei f u

国産きくらげ入2種の餃子食べ比べセット 乾燥きくらげ2袋付
希少な国産の乾燥きくらげをたっ
ぷり使った2種類の餃子を食べ比
べセットに致しました。原材料に
含まれている食品は全て国産の
物を使用しています。
●きくらげ入羽根餃子 12個入パック×2
きくらげ入丸餃子 15個入袋×2
乾燥きくらげ 17g入袋×2
●販売元／有限会社静岡ラボ
[ 賞味期限 ] 餃子：冷凍約240日
乾燥きくらげ：常温365日

小麦

申込番号

522-034

大豆

鶏肉

豚肉

COOL 冷凍

申込番号

522-035

菌活で免疫力UP！！生きた麹菌「食べる甘酒」
低温でじっくりと発酵させ、
出来
たての甘酒をそのまま冷凍でお
届け。解凍してそのまま食べたり、
ヨーグルトのトッピングにも◎
●（プレーン、いちご、
ブルーベリー、モリ
ンガ、
ローカカオ、はとむぎ、
ココナッツ
シュガー、玄米）各150ｇ 各1袋
計8袋 化粧箱入り
●販売元／甘酒専門店麹家
[ 賞味期限 ] 冷凍90日

COOL 冷凍

国産きくらげ入焼売＆餃子 大満足セット
希少な国産の乾燥きくらげをふ
んだんに使った100％豚肉のとっ
てもジューシーな焼売が新たに
仲間入り。原材料に含まれている
食品は全て国産の物を使用して
います。
●きくらげ入冷凍餃子12個入×3パック
きくらげ入冷凍焼売6個入×3パック
●販売元／有限会社静岡ラボ
[ 賞味期限 ] 餃子：冷凍約240日
焼売：冷凍約240日

小麦
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大豆

鶏肉

豚肉

COOL 冷凍

20

大地の
恵み

美味恵風

Bi m i - Kei f u

※ご注文受付期間：2022年12月中旬までの商品です
申込番号

522-036

浜名湖ほとりで採れた天然はちみつ
渚みかんはちみつ＆みなと百花はちみつ 2本セット

期間
限定

申込番号

522-038

アグリ浜名湖オリーブリーフハミガキセット
オリーブの生葉を粉末化したパ
ウダーを配合した歯磨き粉です。
赤穂の焼き塩が歯茎を引き締め、
ミントの香りで爽快な磨き心地
です。

＜渚みかんはちみつ＞遠州の潮風を
受けた特産のみかんの花から採取し
ました。柑橘の香り、爽やかな味わい
が特徴です。
＜みなと百花はちみつ＞
浜名湖ほとりのハゼやクロガネモチ、
栗など自然の花々が最も咲く時期に
採取しました。天然の甘味が口の中
に広がる、濃厚な味わいです。 ※直
射日光、高温多湿を避けて、常温で
保存してください。 ※1歳未満の乳
幼児には与えないでください。

●オリーブリーフハミガキ 100g
3個セット
●販売元／株式会社アグリ浜名湖

●渚みかんはちみつ 180g
みなと百花はちみつ 300gプラボトル
●販売元／満蜂ファーム
[ 賞味期限 ] 常温730日
[ お届け期間 ] 2022年6月上旬～ 12月下旬
[ 注文期間 ] 2022年12月下旬まで

申込番号

522-037

浜名湖ほとりで採れた天然はちみつ
みなと百花はちみつ＆ミックスナッツはちみつ漬け 2本セット
＜みなと百花はちみつ＞浜名湖ほとり
のハゼやクロガネモチ、栗など自然の
花々が最も咲く時期に採取しました。
天然の甘味が口の中に広がる、濃厚な
味わいです。＜ミックスナッツはちみつ
漬け＞厳選したアーモンド・カシュー
ナッツ・クルミの3種をローストし、みな
と百花はちみつで漬け込みました。ト
ロっとした味わいがナッツと絡み、ひと
口食べるとまた食べたくなります。
※栗はちみつで漬ける場合もあります。
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で
保存してください。 ※1歳未満の乳幼
児には与えないでください。

申込番号

522-039

アグリ浜名湖オリーブ茶セット
太陽の光降り注ぐ静岡、浜名湖オ
リーブ園 産オリーブ葉100％使
用。特殊な製法で生葉を粉末にし
た緑粉茶と、乾燥焙煎した焙煎茶
のセットです。
●オリーブ緑粉茶 1.5ｇx15包入りｘ2箱
オリーブ焙煎茶 2ｇｘ10包入りx3箱
●販売元／株式会社アグリ浜名湖
[ 賞味期限 ] 常温、製造日より2年

●みなと百花はちみつ 300gプラボトル
ミックスナッツはちみつ漬け 160g
●販売元／満蜂ファーム
[ 賞味期限 ] 常温730日
（ナッツ365日）
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大地の
恵み

申込番号

522-040

銘

菓

美味恵風

Bimi - K e ifu

カネタの油セット

銘

菓

申込番号

522-042

美味恵風

浜松銘菓詰合せ
徳川家 康 公ゆかりの
「浜 松 最中
出世葵」
をはじめ、
井伊家菩提寺
「龍潭寺もなか」
「
、葵姫街道」
浜松
銘菓の詰合せ。

創業明治５年。浜松市の伊佐地川
沿いで油を搾り続けること150
年。戦後に買い集めた搾油機を大
切に使い、今日も丁寧に油を搾っ
ています。香りの良い胡麻油(赤)
と、癖のない胡麻油(白)、やらま
いかブランドに認定された辣油
に、使いやすい菜種油をセットに
しました。
カネタの油を是非ご賞
味ください。

●「葵姫街道」
６個
「浜松最中 出世葵」
「龍潭寺もなか」計6個
ソフト蒸しカステラ
「浜名湖」5個
●販売元／有限会社あおい
[ 賞味期限 ] 常温７日

●胡麻油(赤)/胡麻油(白) 各450g 各1本
菜種油 270g 1本
辣油 45ｇ 1本
計4本 化粧箱入り
●販売元／株式会社村松製油所
[ 賞味期限 ] 常温365日

申込番号

522-041

三ヶ日みかんファーストクラスセット

●「三ヶ日特産みかん最中」8個
「みかん娘」8個
●販売元／株式会社入河屋
[ 賞味期限 ] 常温10日

卵

23

乳

卵

申込番号

国内線ファーストクラス機内食に
採用された、
「みかん最中」
「みか
ん娘」
を詰め合わせた銘菓セット。
浜名湖をのぞむ山々ではぐくまれ
た名産品、三ヶ日みかんを活かし
たお菓子の味わいをお楽しみくだ
さい。

小麦

Bi m i - Kei f u

522-043

乳

小麦

浜名湖「湖西味めぐり」
浜名湖の西、
湖西市内の5つの菓子
店の味をひとつの箱に揃えました。
郷土のお菓子に想いを込めてお届
けします。
●まんじゅや
（手筒最中×3）
あと引製菓（あと引せんべい×2袋）
未来や
（ベイリーフパイ×4枚）
ひので軒
（くるま最中・佐吉のふるさと最中・機織パイ×2）
パピヨン
（だもんでくっきー×2・備長炭タイヤドーナツ）
●販売元／湖西手土産プロジェクト
[ 賞味期限 ] 常温30日

卵

乳

小麦

落花生

えび
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銘

菓

申込番号

美味恵風

522-044

Bimi - K e ifu

かんたろうのオーガニックうなぎアイス

銘

菓

申込番号

522-046

伝統工芸

美味恵風

転車台マドレーヌ（5個入り）

卵や牛乳、
白砂糖を使わずオーガ
ニックでからだにやさしい豆乳アイ
スを作る地元企業と手を組み、
かん
たろうの秘伝のうなぎのたれを
使った当店だけのオリジナルアイス
です。

天竜にある遠州菓子処
「むらせや」
とのコラボ商品の隠し味の
「ホワイ
トチョコレート」のおかげで、
こく
のあるしっかりとした味わいです。
●マドレーヌ5個入り
化粧箱入り
●販売元／天竜浜名湖鉄道株式会社
[ 賞味期限 ] 常温50日

●100ml × 6個
●販売元／うなぎのかんたろう
[ 賞味期限 ] 特にありませんが、風味を損
なわないためにもお早めにお召し上がり
ください。

小麦

Bi m i - Kei f u

卵

COOL 冷凍

小麦

乳成分

※名入れの文字列をご記載ください
申込番号

522-045

浜松市の地場のものをたっぷりと使用しました、シフォンケーキ。
財団社会福祉法人遠浜会さんのさつ
まいもペーストをたっぷりと使用しま
した、
スイートポテトシフォン。
メイプ
ルシロップ入りで風味豊かに仕上
がっています。いちごジャムたっぷり
のいちごシフォン。
オレンジジュース、
オレンジピールをねりこんだシフォ
ン。
３種の詰め合わせシフォン。
１２こ
入り。浜松市の地場のものをたっぷり
と使用しました。
お楽しみください。
●スイートポテトシフォン
いちごシフォン
オレンジシフォン
３種の詰め合わせシフォン１２こ入り
●販売元／株式会社通友
[ 賞味期限 ] 解凍後2日
牛乳

25

卵

小麦

申込番号

522-047

故郷の木持ち
日本の三大人口美林のひとつ
「天
竜美林」。木目が整い、香り高く、
色・つやの良さが特徴の天竜杉。
その温かみある質感を成熟のデ
ザインで仕上げた
「ボールペン・
シャープペン２本セット」
にお名
前を入れてお届けします。
●レーザー彫刻でお名入れした「天竜杉ボール
ペン・シャープペン２本セット」化粧箱入り
名入れは英字・筆記体になります。
●商品申込ハガキの備考欄に名入れを
希望する文字列をご記載ください。
●販売元／佐藤産業株式会社

COOL 冷凍

26

伝統工芸

美味恵風

Bi m i - Kei f u

※予定数量を越え、追加生産で対応となる場合は予告なく発送まで数か月を要する場合が
ございます。予めご了承ください。

申込番号

522-048 【遠州綿紬】
やわらかスリッパ2足セット

申込番号 商品下に記載

【遠州綿紬&ROOTOTE】
トートバッグ HABITUEL-ハビチェル-《各2柄》

伝統織物【遠州綿紬】
を足にぴっ
たりフィットして履き心地抜群の
スリッパに仕上げました。
階段の上り下りで脱げそうになる
不安を解消!締め付けられるよう
な窮屈感もありません。
洗 濯 機で洗え、使い込むほどに
馴染む、軽くてやわらかいスリッ
パです。

522-051

トートバック専門ブランド
【ROOTOTE】
と
【遠州綿紬】
のコラボレーション。
昔から受け継がれる生地を、新し
い形としてお届けいたします。
内ポケットとファスナー付き、
外に
もポケットがあり、
使い勝手抜群。
底板があるので型くずれしにくく、
軽くて持ち運びやすいバッグです。

夜富士

●色柄《春霖・夜富士》
・柄・ポケット：外側ファスナー付き1箇所、内側3箇所
・サイズ：本体：
（W）35cm×
（H）24cm×
（D）14cm
・持ち手:42cm
■素材 表：綿100%、裏地:ポリエステル
持ち手：ポリエステル、底板:ベルポーレン
●販売元／ぬくもり工房

春霖

申込番号

●スリッパ：Lサイズ×2足（利休・ラベンダー）
底面 約27cm 重量・約80g
表地 綿100% 甲裏 パイル地
底地 ポリエステル100%(スエード風)
●販売元／ぬくもり工房

数量
限定

申込番号

522-052

※予定数量を越え、追加生産で対応となる場合は予告なく発送まで数か月を要する場合が
ございます。予めご了承ください。

申込番号 商品上に記載

富士 申込番号

【遠州綿紬】風呂敷・お弁当包み・はんかち3種セット≪各2柄≫

522-049

風呂敷
雨水 申込番号

風呂敷

27

お弁当包み

はんかち

522-050

お弁当包み

はんかち

遠州地域に江戸時代から伝わる
「遠州綿紬」
は、
今でも浜松市内の
職人の手で織り続けられています。
使えば使うほどにふんわりと肌に
馴染む、
あたたかな風合いが特徴
です。
定番のはんかちをはじめ、
人気商
品を３種セットにしました。
●色柄≪雨水・富士≫
風呂敷・お弁当包み・はんかちはすべて
同柄となります
■素材 綿100％
■サイズ 風呂敷 約90cm×90cm
お弁当包み 約55cm×55cm
はんかち 約39cm×39cm
●販売元／ぬくもり工房

申込番号 商品下に記載

【遠州綿紬×ROOTOTE】
ショルダーバッグ
ROO-Carriage ルーキャリッジ《各2柄》

春霖（シュンリン）

申込番号

522-053

楓（カエデ）

申込番号

522-054

数量
限定

トートバック専門ブランド
【ROOTOTE】
と
【遠州綿紬】
のコラボレーション。
昔から受け継がれる生地を、
新し
い形としてお届けいたします。
ショルダーを外せば手持ちバック
やバッグinバッグにもなり、使い
勝手抜群。普段使いに便利なサイ
ズ感が人気のバッグです。
●色柄《春霖・楓》
■素材 表：綿100％、裏地：ポリエステル
持ち手、
ショルダー：ポリエステル
■ポケット：外側３箇所（うちファスナー付１箇所）
内側３箇所（うちファスナー付１箇所、その他ホルダー５箇所）
■サイズ 本体：
（W）26cm×（H）19cm×（D）9cm
持ち手：16cm、ショルダー長さ：最長110cm
●販売元／ぬくもり工房

28

伝統工芸

美味恵風

Bi m i - Kei f u

※サイズをS・M・Lよりお選びください。
申込番号

522-055

浜松地域限定品 はままつてぬぐい ５枚組

申込番号

522-057

地元浜松の職人が染める、伝統工
芸品「浜松注染そめ」
の手ぬぐい
です。浜松の特産品をデザインし
ました。使用例：ハンカチ・スカー
フ・インテリア・ラッピングなど。

※サイズをS・M・Lよりお選びください。

522-056

遠州織物 子供ゆかた 麻の葉
（ピンク）

数量
限定

遠州織物に大人気の麻の葉柄プ
リントした子供ゆかたです。帯付
き。部屋着として、
パジャマとして
お使いください。素材は綿100％
の天然素材。
●サイズ： S（対応身長85 ～ 100㌢）
M（対応身長100 ～ 120㌢）
L（対応身長120 ～ 135㌢）
外箱サイズ：D360＊W250＊H60
重さ：500～650ｇ
（サイズにより異なります）
●販売元／株式会社竹杉商事

29

数量
限定

遠州織物に大人気の市松模様を
プリントした子供甚平です。部屋
着として、パジャマとしてお使い
ください。素材は綿100％の天然
素材。
●サイズ： S（対応身長90~100㌢）
M（対応身長100 ～ 110㌢）
L（対応身長110 ～ 120㌢）
外箱サイズ：D360＊W250＊H60
重さ：500～650ｇ
（サイズにより異なります）
●販売元／株式会社竹杉商事

●ピアノ
（黒）、
うなぎ（抹茶）、
浜松餃子（紅）、家康くん（紺）、
ガーベラ
（はなやか）各1枚。
生地：綿100%
染料：化学染料
サイズ：①長さ90㎝×幅35㎝
化粧箱入り
●販売元／有限会社B.I.通商

申込番号

遠州織物 子供甚平 市松模様（グリーン＊ブラック）

申込番号

522-058

音楽の街はままつ グランドピアノとメモるホルダー
メイドイン浜松のインテリア雑貨。
市販のＢＯＸティッシュを収納す
るためのケース
（グランドピアノの
シルエット）
と付属のボードマー
カーでメモができ、
スマートフォン
を乗せるためのホルダ ーの2点
セット。音楽、
ピアノがお好きな方
に喜ばれるギフトセットです。
●ＢＯＸティッシュカバーグランドピアノと
メモるホルダーミニの2点セット
●販売元／ハマニ化成株式会社
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伝統工芸

申込番号

美味恵風

522-059

Bi m i - Kei f u

音楽の街はままつ トイレットペーパーストックとマグネットボード

申込番号

522-061

音楽の街はままつ ピアノと暮らす毎日3点セット ピアニシモ
メイドイン浜松のインテリア雑貨。
市販のトイレットペーパーを収納
するためのケース
（ピアノデザイ
ン）
と付属のボードマーカーでメモ
ができ、
スマートフォンを乗せるた
めのホルダー、
ピアノブラックにグ
ランドピアノのデザインが入った
カードケースのお得な３点セット。
音楽、
ピアノがお好きな方に喜ば
れるギフトセットです。

メイドイン浜松のインテリア雑貨。
市販のトイレットペーパーを収納
するためのケース
（ピアノデザイン）
と付属のボードマーカーでメモが
でき、
鍵などを保管できるグランド
ピアノのシルエットのボード2点
セット。音楽、
ピアノがお好きな方
に喜ばれるギフトセットです。
●トイレットペーパーストック ピアノと
マグネットボードピアノの 2 点セット
●販売元／ハマニ化成株式会社

申込番号

522-060

音楽の街はままつ ピアノと暮らす毎日3点セット メゾフォルテ
メイドイン浜松のインテリア雑貨。
市販のＢＯＸティッシュを収納す
るためのケース
（グランドピアノの
シルエット）
とピアノブラックにグ
ランドピアノのデザインが入った
カードケース、
ピアノデザインの
コースターのお得な３点セット。音
楽、
ピアノがお好きな方に喜ばれる
ギフトセットです。

●トイレットペーパーストック ピアノと
カードケース、
メモるホルダーミニの
３点セット
●販売元／ハマニ化成株式会社

申込番号

522-062

桧 よせがき用板
天竜桧の香りと共に一生の思い出
をつめこめる寄せ書き用の板です。
卒業・お別れ会等での寄せ書きを
プレゼントしてはいかがですか？
この商品はFSC認定品です。
●桧板 300×400（㎜）
●販売元／天竜森林組合

●ＢＯＸティッシュカバーグランドピアノと
カードケース、コースターの 3 点セット
●販売元／ハマニ化成株式会社
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伝統工芸

美味恵風

Bi m i - Kei f u

※調子を（C・C#・A・Am）の中から1つお選びください。
申込番号

522-063

桧 つみきセット

申込番号

522-065

音楽の街浜松にてハーモニカを
作り続けている昭和楽器製造の
複音ハーモニカです。
70年以上の技術とノウハウを結
集し、手作業にて丁寧に調律・整
音してあります。

天竜桧の香りと共に、天然素材を
生かし、
身体に優しい安全に遊ぶ
ことのできる玩具です。
この商品はFSC認証品です。
●つみき
10×25×150（㎜）
×100ピース
●販売元／天竜森林組合

申込番号

522-064

Shōwa 天使の卵ミニハーモニカペアセット
宝飾メーカー（株）
スペースクリ
エータとのコラボ商品。
宝石ブランド
「天使の卵」
をプリン
トし正確に調律された４穴８音の
ミニハーモニカです。
贈り物として喜ばれるピンクとブ
ルーのセットです。
ケースはジュエリーケースとして
も使えます。
●天使の卵ミニハーモニカ
卵型ケース入り 2個
（ピンク・ブルーのセット）
●販売元／昭和楽器製造株式会社
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Shōwa 複音ハーモニカ 21Special

●複 音21穴 樹 脂 本 体 調 子（C・C#・
A・Amの中から1つ選んで下さい）
長さ163ｍｍ 高さ31ｍｍ
厚さ20ｍｍ 重さ110ｇ
付属品 紙化粧箱 吹き布 音階表
説明書
●販売元／昭和楽器製造株式会社

申込番号

522-066

列車型目覚まし時計
「キハ20塗装色」
天竜浜名湖鉄道の車両「キハ20
塗装色」
をモチーフにした列車型
目覚まし時計。プルバックで走り、
アラームの設定時間には窓が光
り音が鳴ります。
●材質：本体ABS
電池：LR44ボタン電池×2
ライト：白色LED
サイズ：長さ6.8㎝×幅3.5㎝×高さ4.2㎝
●販売元／天竜浜名湖鉄道株式会社
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伝統工芸

美味恵風

Bimi - K e ifu

観光商品

美味恵風

Bi m i - Kei f u

※カラーをお選びください（ブラウン・オレンジ）
申込番号

522-067

はままつ こど持っちバッグ

申込番号

共和レザー㈱のエシカルレザー
でつくったトートバッグです。浜
松市の観光地や著名人をたくさ
ん詰め込みました。
●浜松イラストトートバッグ
●カラー：
「ブラウン」
「オレンジ」
の２色の
どちらか片方をお選びください。
●サイズ：タテ315㎜、
ヨコ430㎜、マチ40㎜、
持ち手高さ180㎜、
サイドポケット タテ145㎜ ヨコ120㎜
●重量：約150g
●商品申込ハガキの備考欄に希望するカ
ラーをご記載ください。
●販売元／共和レザー株式会社
エシカルレザー Sobagni
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522-068

日帰り温泉入浴と浜名湖湖上遊覧が楽しめるペアセット券
浜名湖遊覧船の30分湖上遊覧と
舘山寺サゴーロイヤルホテル大浴
場と露天風呂がご利用できます。
さらにホテルにて利用できるコー
ヒー引換券付。
●2022/8/7～8/15・12/30～2023/1/3
はご利用できません。日帰り温泉ご利用
時間は11時～18時
（最終受付17時）
。
日帰り入浴定休日毎週
（火）
（ 水）
。浜名
湖遊覧船は定期便です。悪天候等で運
休になる場合がございます。お出かけ
前にご確認ください。
●販売元／舘山寺サゴーロイヤルホテル
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観光商品

申込番号

美味恵風

Bi m i - Kei f u

522-069 【直虎の玉手箱】浜松昼御膳

申込番号

おんな城主「井伊直虎」
が愛した
浜松への想いと
「浜名湖うなぎの
刺身」を特 別にお付けした豪 華
はままつ御膳です！
（1名様分）

※この商品は店舗にて召し上がっていただ
く商品です。チケットをお送りしますので、
ご来店くださいますようお願いします。

●・玉手箱
・浜名湖うなぎの刺身
・茶碗蒸し あおさ餡かけ
・浅利の味噌汁
・お漬物
・シャーベット
●販売元／有限会社魚魚一

※店舗では、様々な新鮮な浜名湖の食材を
使ったお食事も御座います。
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卵

小麦

えび

522-070

ほうじ茶のワークショップ

2名様分&お茶とお菓子のお土産付

築60年以上の農機具小屋をリノベーションしたまるた
ま茶屋にて行います。
・ご自身で緑茶を焙煎し、
自分だけのほうじ茶をつくります
・淹れたてのほうじ茶とオリジナルお菓子でティータイム
・ほうじ茶を使ったアレンジティーづくり
浜松産ほうじ茶をたっぷり楽しんでいただきます。
ゆったりとした時間をすごしませんか？
●ワークショップの内容：ほうじ茶のワークショップ2名様分+おひとり
様ずつほうじ茶ポテトチップスプレゼント
●開催日：ご予約後、
お申込み表を発送いたします。開催日は相談し、
決定させていただいております。ご了承ください。
●所要時間 90分
●販売元／有限会社まるたま

かに
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潮風薫る

富士山
東京

浜名湖
めぐり

静岡県

浜松市

湖西市
名古屋

浜名湖

浜松駅

富士山静岡空港

龍潭寺

はままつフラワーパーク

大河ドラマで一躍有名となった井伊
直虎の菩提を祀る古刹です。庭園は、
国の名勝記念物に指定されています。

30万㎡の広大な園内では、四季折々
3,000種類の花と植物が楽しめます。

浜名湖遊覧船

かんざんじ温泉

浜名湖を周遊する遊覧船。四季ごと
に移り変わる自然の景観が楽しめま
す。

開湯から60年の温泉街。日帰り入浴
も楽しめるので、
レジャー後におすす
めです。

観光情報をわかりやすく
「浜松・浜名湖だいすきネット」

竜ヶ岩洞
浜名湖
パラグライダー
スクール

気賀駅奥浜名湖
レンタサイクル

三ヶ日駅
レンタサイクル

天竜
浜名
湖鉄
道

細江湖

猪鼻湖

みっかび瀬戸港

東海
道新
幹線

路

レンタサイクル
はまなこサイクル

本興寺
ボートレース
浜名湖
新居町駅

新居関所 レンタサイクル
道の駅
潮見坂

東名高速道路

はままつ
フラワーパーク

浜名湖
パルパル

航空自衛隊
浜松広報館エアパーク

庄内湖

浜名湖
ガーデンパーク

浜名湖
体験学習施設
ウォット

舞阪駅
レンタサイクル

レンタサイクル
海湖館
（かいこかん）

州

うなぎパイ
ファクトリー

灘

天竜浜名湖鉄道

浜松城

全 長67.7kmを結ぶローカル 鉄 道。
車窓からは里山や里海の風景が広が
ります。

家康公の居城であり､歴代城主の多
くが幕府の要職に就いたため､出世
城と呼ばれています。

弁天島海浜公園

中田島砂丘

釣りや磯遊びが楽しめるレジャース
ポット｡夕日に染まる赤いシンボルタ
ワーの姿は絶景です。

毎年、
アカウミガメが産卵に訪れる砂
浜は浜松市の天然記念物に指定され
ています。

浜松城
新浜松駅
浜松駅

弁天島駅

遠
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浜松西I.C.

佐鳴
湖

豊田佐吉記念館

鷲津駅

航

大草山
浜松市動物園

遠州
鉄道

浜名湖

船

舘山寺スマートI.C.

かんざんじ
ロープウェイ
レンタ
サイクル

浜名
湖サ
イ
クリ
ングロ
ード

遊覧

東海道本線

浜名湖SA

県立三ケ日青年の家
ヨットハーバー

つぶて島

新所原駅

気賀関所

三ヶ日I.C.

利木峠
瀬戸湾

龍潭寺

高塚駅

浜松市
楽器博物館

古橋廣之進記念
浜松市総合水泳場
ToBiO
防潮堤

浜松まつり会館
中田島砂丘
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◆お申し込み方法について

◆食品アレルギー表示について

お申し込みは、本カタログの中からご希望の
品を第2希望までお選びいただき、同封のご
希望カードに申込番号と商品名、必要事項
をご記入のうえ、
お申し込みください。

などのマークは、食品アレルギーを引き起こ
す恐れのある特定原材料が含まれている商
品が入っています。

期間
限定

出荷時期の限定商品は、
注文期間までに
お申し込みください。

数量
限定

数量限定商品が終売となった場合や欠品
となった場合については、
第2希望の商品
をお送りします。

※状況により、改めて商品をお選び直しいただく
場合がありますのでご了承ください。

こだわりカタログギフト

浜名湖だより

有

効

期

限

2023年3月31日

ご希望の商品

カタログの中からお選びになった商品の申込番号と商品名をご記入ください。

第一希望

商品名

第二希望

商品名

申込番号

申込番号

ー

乳

卵

落花生

そば

かに

えび

◆商品のお届けについて
商品のお届けは、
ご希望カードが到着後、通
常約2週間前後でお届けいたします。3週間
以上経過しても到着しない場合は、次頁の
お問い合わせ先にご連絡ください。
（別途お
届け期間の記載がある商品を除く。）
産地の収穫・漁獲・天候等の事情や年末年
始、
お盆は休業のため、商品のお届けが遅れ
る場合があります。
長期不在等により商品をお受け取りできな
かった場合、再発送はできません。あらかじ
めご了承ください。

◆返品・交換について

ー

商品の品質及び輸送には万全を期しており
ますが、
お届けした商品が万一、内容相違、
破損、損傷等の場合、商品到着後7日以内に
返品理由を明記のうえ、
ご返送ください。商
品を交換いたします。なお、
ご使用後の返品
はご容赦ください。

氏名
（フリガナ）

お 届 け先

住所

小麦

〒

（日中に連絡が繋がる電話番号（携帯電話等）を記入ください。）

電話
番号
備考欄

浜名湖は遠州灘から
海水が流れ込む汽水湖です

同封の［個人情報保護シール］を上の枠が隠れるように貼付けてからご投函ください。

アンケートにご協力ください。
このカタログギフトはどのように入手しましたか。
（該当する番号に「○」をつけてください）
1 物産振興協議会・カタログギフト取扱店舗で購入
2 親族・知人等からのプレゼントとして入手
3 ふるさと納税の返礼品として入手
4 景品・記念品として入手
5 その他（

◆お申し込みの有効期限について
）

ご希望カードに記載の有効期限内にお申し
込みください。

◆その他、
ご注意事項
同封の剥離紙をこの部分に貼付けて
ご投函ください。
個人情報の取り扱いについて
商品のお申し込みの際にお預かりする個人情報に
つきましては、商品発送などの業務以外で使用す
ることはございません。
また、
その情報は、一定期間厳重に保管管理し、第
三者に提供、譲渡することはございません。業務
委託を行う場合は、適切な管理に努めます。
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商品の色は印刷の都合で多少異なる場合も
ありますのでご了承ください。
故意または過失によって不正にご希望カー
ドを取得した場合は、商品のお引き換えは致
しかねます。
新型コロナウィルス感染拡大や天候不順に
よる減産、生産中止となり取扱期間中であっ
ても終売となるものがあります。

こだわりカタログギフト

浜名湖だより
お問い合わせ先

（公財）浜松･浜名湖ツーリズムビューロー
（浜松・浜名湖物産振興協議会事務局）
〒430-0933
浜松市中区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館5F
TEL：053-458-0011(営業時間／9時～18時 ※土日祝、年末年始を除く）
FAX：053-458-0013
Email：catalog@hamacon.net

美味
恵風
Bimi - Keifu

こだわりカタログギフト

浜名湖だより
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