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滋賀県 東近江市

A1東近江市産の近江牛バラ切り落と
し[高島屋選定品〕

10,000円

東近江市の湖東平野で水・飼料・血
統にこだわり育てた自社牧場の近江
牛です。良質な脂質のバラ肉で煮込
みや炒め物を一段とおいしくします
。(提供)中川畜産

A2近江牛　味噌漬（サーロイン）[
高島屋選定品〕

10,000円

近江牛の中でも認定近江牛の最高級
部位であるサーロインを西京味噌で
漬け込みました。（提供）岩井亭

A3手作りハンバーグ[高島屋選定品
〕

10,000円

日本三大和牛のひとつ「近江牛」を
ふんだんに使用した岩井亭自慢のハ
ンバーグです。※写真はイメージで
す。（提供)岩井亭

A4手作り近江牛まんまるコロッケ[
高島屋選定品〕

10,000円

近江牛しぐれ煮がたっぷり詰まった
万葉特製手作りコロッケです。※写
真はイメージです。（提供）万葉

A5手作り近江牛ハンバーグ[高島屋
選定品〕

10,000円

近江牛専門店が極めた近江牛100％
のハンバーグです。肉の旨味が凝縮
され、肉本来の旨味を存分の楽しん
でいただけます。※写真はイメージ
です。（提供）万葉

A6近江牛牛めし[高島屋選定品〕

10,000円

近江牛・近江米みずかがみ・赤蒟蒻
・丁子麩といった近江の特産品を材
料に使用した丼です。材料をご飯に
ので、ひもを引いて10分、あつあつ
の牛めしができあがります。（提供
）JAグリーン近江

A7あいとうメロン[高島屋選定品〕

10,000円

東近江市上岸本町の温室でじっくり
育てられたとってもジューシーなア
ールスメロンです。※受注期間：4
月～6月下旬※お届け期間：5月～7
月上旬(提供)あいとうマーガレット
ステーション

A8あいとう梨（化粧箱入）[高島屋
選定品〕

10,000円

東近江市愛東地域で生産。光センサ
ーによる糖度検査を通過した梨のみ
を出荷。幸水梨、豊水梨どちらかを
お届け。※品種は選択できません。
※受注期間：7月下旬～9月上旬※お
届け期間：8月下旬～9月中旬(提供)
あいとうマーガレットステーション

A9あいとうぶどう（マスカットベリ
ーA）[高島屋選定品〕

10,000円

東近江市愛東地域で生産されている
種なしぶどうマスカットベリーA。
糖度は非常に高く、濃厚な甘みはや
みつきになります。※受注期間：7
月上旬～9月中旬※お届け期間：8月
下旬～9月下旬 (提供)あいとうマー
ガレットステーション

A10愛東いちご（化粧箱入）[高島屋
選定品〕

10,000円

東近江市愛東地域で生産され寒い時
期に育ったイチゴはおいしいです。
章姫,紅ほっぺどちらかをお届け。
※品種は選択できません。※受注期
間：11月中旬～1月中旬※お届け期
間：12月中旬～1月下旬(提供)あい
とうﾏｰｶﾞﾚｯﾄｽﾃｰｼｮﾝ

A11東近江市の野菜セット[高島屋選
定品〕

10,000円

東近江市産の旬の野菜を詰合せまし
た。季節に応じた野菜をお届けしま
す。※写真はイメージです。※6月
～10月は冷蔵便でのお届けとなりま
す。(提供)JAグリーン近江

A12近江永源寺米食べ比べセット[高
島屋選定品〕

10,000円

鈴鹿の山の清らかな水と、自然の豊
かな恵みで育った近江永源寺米は味
と香りが自慢です。滋賀県でしか栽
培されない「みずかがみ」もセット
にしました。（提供）カネキチ
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A13JA湖東お米詰合せ[高島屋選定品
〕

10,000円

東近江市の田んぼで育ったおいしい
お米6種類のお試しパックです。※
入荷状況により、品種が変わる場合
があります。(提供)あいとうマーガ
レットステーション

A14環境こだわり米魚のゆりかご水
田米「コシヒカリ」[高島屋選定品
〕

10,000円

びわ湖固有種の魚を田んぼで育て、
環境にやさしい栽培方法で作られた
コシヒカリです。環境こだわり米に
携わった方々は第46回日本農業賞食
の架け橋門で大賞を受賞しました。
(提供)JAグリーン近江

A15滋賀県限定品種環境こだわり米
「秋の詩」[髙島屋選定品]

10,000円

滋賀県でしか栽培されていない「秋
の詩」。大粒で冷めてもおいしいお
米です。(提供)JAグリーン近江

A16滋賀県限定品種環境こだわり米
「みずかがみ」[高島屋選定品〕

10,000円

滋賀県でしか栽培されていない「み
ずかがみ」。冷めてもおいしいお米
です。「みずかがみ」は平成27～29
年産米食味ランキングで３年連続「
特A」に輝いた銘柄です。(提供)JA
グリーン近江

A17レトルトご飯「みずかがみ」[高
島屋選定品〕

10,000円

滋賀県でしか栽培されていない「み
ずかがみ」。冷めてもおいしいお米
を手軽に召し上がっていただけるレ
トルトパックにしました。(提供)JA
グリーン近江

A18みずかがみ加工品セット[高島屋
選定品〕

10,000円

滋賀県でしか栽培されていない「み
ずかがみ」。手軽食べられるレトル
トパックのご飯とみずかがみを使用
したお菓子をセットにしました。(
提供)JAグリーン近江

A19近江ネコ正宗「HACHIWARE」[高
島屋選定品〕

10,000円

温和で人なつっこいはちわれ（白と
黒の猫で毛色が顔のまんなかで分か
れているものをはちわれという）の
イメージした深い味わいの純米酒で
す。ゆっくりとおだやかな時間をく
つろげます。（提供）近江酒造

A20旬の特別純米酒と辛口純米吟醸7
20ml2本セット[高島屋選定品〕

10,000円

特別純米酒は5～6月：若苗（生囲い
）、9月～10月：ひやおろし、12月
～1月：あらばしり生酒をお届けし
ます。※特別純米酒は季節限定のた
め品切れの場合は通年商品となりま
す。※ラベルが変わる場合がありま
す。（提供）喜多酒造

A21東近江市の地酒720ml2本セット
［高島屋選定品］

10,000円

東近江市の地酒蔵「畑酒造」、「中
澤酒造」の代表銘柄です。純米吟醸
と純米の無濾過生原酒のセットです
。※季節により生酒・うすにごり・
火入酒と内容が変更になる場合がご
ざいます。（提供）大枡屋

A22東近江市の地酒720ml2本セット
［高島屋選定品］

10,000円

東近江市の地酒蔵「畑酒造」、「喜
多酒造」の代表銘柄。純米酒と純米
吟醸のセットです（提供）大枡屋。

A23東近江市の地酒720ml2本セット
［高島屋選定品］

10,000円

東近江市の地酒蔵「畑酒造」、「増
本酒造場」の代表銘柄。純米吟醸と
純米の無濾過生酒です。（提供）大
枡屋

A24ヒトミワイン2本セット[高島屋
選定品〕

10,000円

「カリブー」はデラウェアの溌剌と
した泡が味わえる田舎式微発泡ワイ
ンです。「バリックメルロー」はメ
ルローをフレンチオークで熟成させ
たミディアムボディの赤ワインです
。※150セット限り（提供）ヒトミ
ワイナリー
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A25微発泡とブドウの果実感を楽し
むワイン2本セット[高島屋選定品〕

10,000円

「カリブー」はデラウェアの溌刺と
した泡が味わえる田舎式微発泡ワイ
ンです。「アスタリスクルージュ」
はメルローのシンプルな果実感とブ
ドウそのものの甘味、柔らかな口当
たりが特徴です。※150セット限り
（提供）ﾋﾄﾐﾜｲﾅﾘｰ

A26湖のくに生チーズケーキ・酒粕
ビスコッティセット[高島屋選定品
〕

10,000円

滋賀の六つの酒蔵の酒粕を贅沢に使
った生チーズケーキ。きき酒ならぬ
、手軽においしい“きき酒粕”をお
楽しみください。酒粕ビスコッティ
も一緒に。(提供)社会福祉法人あゆ
み福祉会工房しゅしゅ

A27近江焼き菓子セット[高島屋選定
品〕

10,000円

東近江市産の6種類の厳選素材それ
ぞれに合う砂糖を使い分けるといっ
た、シェフこだわりの焼き菓子セッ
トです。素材の風味と相性抜群の甘
みをお楽しみください。（提供）洋
菓子工房パピエ

A28Ｒａｐｔｙ特選ギフト[高島屋選
定品〕

10,000円

地元産の豊富な農産物を活かしてク
ッキーや焼菓子、ジャムなど旬の逸
品を詰合せてお送りします。※季節
により内容が変わります。(提供)あ
いとうマーガレットステーション

A29冨来郁銘菓撰詰合せ[高島屋選定
品〕

10,000円

近江商人の理念「売り手良し、買い
手良し、世間良し」に因んだパイ饅
頭「三方よし」など冨来郁の代表銘
菓を詰合せました。（提供）菓道冨
来郁

A30滋賀羽二重杵つき切り餅詰合せ&
ねじりんぼう[高島屋選定品〕

10,000円

東近江産の滋賀羽二重米の杵つき切
り餅・白餅・黒糖入り餅・蓬入り餅
を詰め合わせました。きな粉､黒糖､
水飴のみで作り上げた柔らかい飴の
ねじりんぼうもセットにしています
。（提供）菓道　冨来郁

A31生クリーム大福詰合せ[高島屋選
定品〕

10,000円

コーヒーの生クリームと抹茶（朝宮
茶）の生クリームを白餡で包み、更
に餅で包んだ生クリーム大福です。
（提供）菓道冨来郁

A32銘菓冨来小判[高島屋選定品〕

10,000円

地元の近江米を製粉し、山芋とあわ
せ、大納言餡を包み香ばしい焼き色
をつけた独特の薄皮小判饅頭です。
（提供）菓道冨来郁

A33近江のう米チップス[高島屋選定
品〕

10,000円

滋賀県でしか栽培されていない「み
ずかがみ」を使ったお菓子です。サ
クサクと軽い食感と甘さが特徴です
。※写真はイメージです。(提供)JA
グリーン近江

A34本もろこつくだ煮[高島屋選定品
〕

10,000円

滋賀県琵琶湖特産魚の「本もろこ」
を酒・しょうゆ・砂糖のみで炊きあ
げたつくだ煮です。(提供)村井水産

A35川上ふなずし工房ふなずし[高島
屋選定品〕

10,000円

東近江市産のお米と琵琶湖産のニゴ
ロブナで漬け込んだふなずしは滋養
にもよく、お酒のお供にも絶品です
。(提供)あいとうマーガレットステ
ーション

A36うまい唐がらし料理人の隠し味
脇役セット[高島屋選定品〕

10,000円

ヤマサンの自社農園にて唐辛子（鷹
の爪）をタネから育成し、乾燥→粉
砕→粉末の加工をしています。鮮度
、風味が抜群です。(提供)ヤマサン
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A37ひきたて名人山椒ミル付き・詰
替袋セット[高島屋選定品〕

10,000円

ヤマサンの自社農園にて育成した山
椒を、風味と辛味をのがさずボール
状に仕上げた山椒のペッパーボール
です。スパイスミルをご使用いただ
くと、挽きたての風味と辛味を楽し
めます。(提供)ヤマサン

A38ひきたて名人唐辛子ミル付き・
詰替袋セット[高島屋選定品〕

10,000円

ヤマサンの自社農園にて育成した唐
辛子を、風味と辛味をのがさずボー
ル状に仕上げた唐辛子のペッパーボ
ールです。スパイスミルをご使用い
ただくと、挽きたての風味と辛味を
楽しめます。(提供)ヤマサン

A39醤三昧（手作りしょうゆ詰合せ
）[高島屋選定品〕

10,000円

江戸後期湖東三山百済寺門前で生ま
れた醸造元です。料理にあわせて選
んでいただける詰合せにしました。
（提供）やまよし醤油

A40ひがしおうみ産天然菜たね油菜
ばかり[高島屋選定品〕

10,000円

滋賀県東近江市産の菜種を100％使
用し、化学薬品・添加物を一切使用
せず、ていねいに搾りました。てん
ぷらやサラダ、お菓子作りなどにお
使いください。（提供）NPO法人愛
のまちエコ倶楽部

A41近江のお茶鈴鹿の恵みセット[高
島屋選定品〕

10,000円

日本最古の茶所といわれている近江
。その地元鈴鹿山系で採れた緑茶を
「銘茶ますきち」が厳選して仕入れ
、仕上げを行いました。香気豊かな
で深い味わいをお楽しみください。
（提供）銘茶ますきち

A42近江のお茶　鈴鹿の恵みバラエ
ティーセット[高島屋選定品〕

10,000円

日本最古の茶所といわれている近江
。その地元鈴鹿山系で採れた緑茶を
「銘茶ますきち」が厳選して仕入れ
、仕上げを行いました。幻の銘茶「
政所茶」をはじめ、香気豊かで深い
味わいをお楽しみください。（提供
）銘茶ますきち

A43「近江の麻」ハンカチ３枚セッ
ト（無地1枚・柄2枚）[高島屋選定
品〕

10,000円

さらったとした手触りで、吸水性と
乾燥性抜群の近江の麻100％を使っ
たハンカチです。※写真は一例です
。※色・柄はご指定できません。（
提供）麻絲商会

A44「近江ちぢみ」ボディタオル・
ハンカチセット[高島屋選定品〕

10,000円

ほどよい泡立ちとさっぱりした洗い
上がりが特徴の麻のボディタオルと
、吸水性・乾燥性抜群の近江の麻10
0％を使ったハンカチをセットにし
ました。※写真は一例です。※ハン
カチの色・柄はご指定できません。
（提供）麻絲商会

A45「近江の麻」ミニ敷きパッド[高
島屋選定品〕

10,000円

近江の麻を使ったミニ敷きパッド。
中わたにも麻わたを使用。洗濯可能
で吸水性・速乾性に優れ、汗や湿気
をよく吸いベタつきません。ペット
用にもおすすめです。※写真は一例
です。※色はご指定できません。（
提供）麻絲商会

A46「近江の麻」ピローバッド[高島
屋選定品〕

10,000円

近江の麻を使ったピローパッドです
。天然素材『麻』の自然なひんやり
感で快適な眠りをサポートします。
洗濯もでき、いろいろな枕に対応で
きるよう調節も可能です。※写真は
一例です。※色はご指定できません
。（提供）麻絲商会

A47高反発座クッション「オフィス
クッション」[高島屋選定品〕

10,000円

三次元スプリング構造体ブレスエア
ー®を中芯に採用した座クッション
。高通気でお尻が蒸れず快適。中芯
も簡単に洗え、常に清潔に保てます
。（提供）爽快潔リビング

A48半月皿「フクロウと桜」ペア[高
島屋選定品〕

10,000円

淡く透明感のある布引焼独自の技法
「七彩天目」で、日本の心・桜と可
愛らしいフクロウを描いた半月形の
銘々皿。普段使いはもちろん、飾り
皿としてもお使いいただけます。（
提供）布引焼窯元
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A49ティーカップセット「三毛ねこ
」[高島屋選定品〕

10,000円

三毛ねこの形をしたティーカップ＆
ソーサー。ティータイムを楽しい癒
しの時間にしてくれます。（提供）
布引焼窯元

A50ねこ皿　ブルー[高島屋選定品〕

10,000円

淡く透明感のある布引焼独自の技法
「七彩天目」で描いた可愛らしいね
この形のお皿。普段使いはもちろん
、飾り皿としてもお使いいただけま
す。（提供）布引焼窯元

A51ねこ皿　ピンク[高島屋選定品〕

10,000円

淡く透明感のある布引焼独自の技法
「七彩天目」で描いた可愛らしいね
この形のお皿。普段使いはもちろん
、飾り皿としてもお使いいただけま
す。（提供）布引焼窯元

A52茶香炉「フクロウ」&茶高炉用ブ
レンド茶[高島屋選定品〕

10,000円

「布引焼」の淡く透明感のある独自
の技法「七彩天目」で焼き上げたフ
クロウの形をした茶香炉と、「銘茶
ますきち」が茶香炉専用にブレンド
した香りを楽しむ茶葉をセットにし
ました。（提供）布引焼窯元

A53マグカップ「緑釉」ペア[高島屋
選定品〕

10,000円

布引山で発見された緑釉陶器を再現
し進化させた布引焼独自の緑釉マグ
カップ。落ち着いた色合いでコーヒ
ータイムを一層美味しく引き立てて
くれます。（提供）布引焼窯元

A54イ草ぞうり紳士用[高島屋選定品
〕

10,000円

創業80年の確かな技術とこだわりの
国産イ草を使ったさらりとした履き
心地のよい草履です。（提供）畳増

A55イ草ぞうり婦人用[高島屋選定品
〕

10,000円

創業80年の確かな技術とこだわりの
国産イ草を使ったさらりとした履き
心地のよい草履です。※鼻緒はイメ
ージです。（提供）畳増

A56国産イ草人形台[高島屋選定品〕

10,000円

創業８０年の確かな技術とこだわり
の人工の畳表を使っています。記念
品や人形のディスプレイ台としてご
使用ください。（提供）畳増

A57アンスリウム６号鉢（赤）[髙島
屋選定品]

10,000円

滋賀県産のアンスリウムは、本来の
花持ちの良さに加え、多くの花と葉
をつけたボリューム感のある草姿に
仕上げています。（提供）湖東フラ
ワー

A58湖東のアンス6号鉢(ピンク)[高
島屋選定品〕

10,000円

滋賀県産のアンスリウムは、本来の
花持ちの良さに加え、多くの花と葉
をつけたボリューム感のある草姿に
仕上げています。（提供）湖東フラ
ワー

A59アンスリウム６号鉢（白）[髙島
屋選定品]

10,000円

滋賀県産のアンスリウムは、本来の
花持ちの良さに加え、多くの花と葉
をつけたボリューム感のある草姿に
仕上げています。（提供）湖東フラ
ワー

A60フラワーリース[高島屋選定品〕

10,000円

地元の花農家が丹精込めて育てた季
節のドライフラワーをメインにオリ
ジナルのかわいいナチュラルリース
を手作りしてお届けします。※写真
はイメージです。（提供）あいとう
マーガレットステーション
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A61ハーバリウム[高島屋選定品〕

10,000円

地元の花農家が丹精込めて育てたド
ライフラワーを200mlサイズの瓶に
詰めたハーバリウムを手づくりして
お届けします。インテリアに最適で
す。※写真はイメージです。（提供
）あいとうマーガレット

a1近江牛ロース　すき焼き用230g

10,000円

とろける様な近江牛です。ぜいたく
なひとときを味わってください。（
提供）大道精肉店

a2近江牛　しぐれ煮

10,000円

近江牛の中でも東近江市で飼育され
た認定近江牛だけを八日市の地醤油
で丁寧に炊き上げました。（提供）
岩井亭

a3近江牛切り落とし　450ｇ

10,000円

煮炊物や炒め物など色々な料理にお
使いいただけます。（提供）佐乃屋
精肉店

a4大治郎　純米火入　1．8ℓ

10,000円

地元農家による契約栽培米の『吟吹
雪』を使用し、旨口のキレのある純
米酒です。（提供）畑酒造有限会社

a5特別純米近江龍門、純米近江龍門
（ギフトボックス）

10,000円

近江の酒米と龍門の滝と同じ原水で
ある愛知川の伏流水で醸しました。
　純米酒ならではのコクのある深い
味わいです。（提供）近江酒造株式
会社

a6　ハニーライス白米　
キヌヒカリ

10,000円

東近江市糠塚町産のレンゲを肥料に
栽培した特別栽培米滋賀の環境こだ
わり米、キヌヒカリです。注文いた
だいてから精米します。（提供）万
葉の郷ぬかづか

a7びわこ産鮒寿し　子持ち真空パッ
ク入り（進物用箱付き）

10,000円

琵琶湖の北で取れた天然鮒を当店伝
統の手法で塩切りし飯付けしていま
す。骨も柔らかく臭みもなく又栄養
面でも優れ鮒寿しの持つ乳酸菌が体
によいです。（提供）塚本鮒寿し店

a8びわこ産鮒寿し
子持ちスライス品真空パック入り

10,000円

琵琶湖の北で取れた天然鮒を当店伝
統の手法で塩切りし飯付けしていま
す。骨も柔らかく臭みもなく又栄養
面でも優れ鮒寿しの持つ乳酸菌が体
によいです。（提供）塚本鮒寿し店

a9鮒寿し子もち丸1本真空パック

10,000円

滋賀県名産の鮒寿し。発酵食品で乳
酸菌が多く、美容・健康維持に最適
です。（提供）村井水産有限会社

a10天然ホンモロコの甘露煮

10,000円

伊庭内湖で獲れた天然ホンモロコを
、東近江市ホンモロコマイスターに
登録された調理人が、伝統的な調理
法で甘露煮にしました。（提供）鳥
善

a11自家製スモークチキン

10,000円

自家製野菜を使った特製の液に漬け
込み、桜のチップで燻した香ばしい
香りと塩味の美味しいスモークチキ
ンです。（提供）美湖母湖
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a12美湖母湖どら焼き

10,000円

一つ一つ真心こめて作りました。あ
んこたっぷりで小ぶりの美湖母湖ど
ら焼きです。色々おいしい5種入（
粒・こし・白・抹茶・甘栗）（提供
）美湖母湖

a13ホンモロコあめ煮

10,000円

東近江市の大自然鈴鹿山脈の名水で
育むホンモロコ。懐かしい味をお楽
しみください。（10月から順次発送
）（提供）山匠ホンモロコ養殖工房

a14儀平みそ

10,000円

滋賀県産の大豆・米を使用した味噌
4種類と甘糀のセットです。完全手
造り、天然醸造の風味をお楽しみく
ださい。（提供）糀や儀平

a15お米のパン詰合せ

10,000円

近江市糠塚町産環境こだわり米コシ
ヒカリを精米製粉して心をこめてこ
ねあげたお米のパンです。ヘルシー
なパンの詰合せです。（提供）万葉
の郷ぬかづか

a16杵つき餅つめ合わせ

10,000円

東近江市糠塚町産のはぶたいもち米
をきねでついた切り餅の詰合せ。よ
くのびてとっても美味です。（10月
から順次発送）（提供）万葉の郷ぬ
かづか

a17こんにゃく詰め合わせ

10,000円

永源寺名物　岡本の手作りこんにゃ
く詰め合わせです。味のしみの良い
煮物用やさしみこんにゃくの歯ごた
えをご賞味下さい。（提供）岡本こ
んにゃく本舗

a18原木生椎茸

10,000円

こだわりの原木栽培ですので、味、
歯ごたえが一味違います。和洋中、
色々な料理に使えます。お勧めはや
っぱりバター焼きです。（提供）特
定非営利活動法人たけのこ

a19近江の麩
丁子麩・からし和え丁子麩セット

10,000円

湖東地方に古くから伝わり、煮込ん
でもとろけないのですき焼きにぴっ
たりです。無添加で植物性タンパク
質が豊富で低カロリーなので体に優
しい健康食品です。（提供）麩重商
店

a20鈴鹿の雫（飲料水）５００ｍｌ
×２４本

10,000円

鈴鹿山脈に降り注ぐ雨が木々を伝わ
り雫となり、東近江市に広がる愛知
川扇状地の地下深く数十年の時を経
た後、綺麗な天然水となります。そ
んな天然水を加熱処理しペットボト
ルに詰め込みました。（提供）八日
市まちづくり公社

a21ふるさとあられ詰合せ

10,000円

近江米（滋賀羽二重もち米）を使用
しています。もち米本来のやさしい
甘味を活かし、七福堂製菓独自の製
法でサクッと軽い食感に仕上げまし
た。（提供）七福堂製菓

B1近江永源寺米コシヒカリ[高島屋
選定品〕

15,000円

鈴鹿の山の清らかな水と、自然の豊
かな恵みで育った近江永源寺米は味
と香りが自慢です。（提供）カネキ
チ

B2近江永源寺米食べ比べセット[高
島屋選定品〕

15,000円

鈴鹿の山の清らかな水と、自然の豊
かな恵みで育った近江永源寺米は味
と香りが自慢です。滋賀県でしか栽
培されない「みずかがみ」もセット
にしました。（提供）カネキチ
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B3近江米食べ比べセット[髙島屋選
定品]

15,000円

近江米の代表銘柄の食べ比べセット
です。みずかがみ・秋の詩・コシヒ
カリを詰合せました。育成方法にも
こだわった「環境こだわり米」です
。(提供)JAグリーン近江

B4東近江市の地酒3本セット[髙島屋
選定品]

15,000円

東近江市の地酒蔵「畑酒造」、「中
澤酒造」、「増本酒造」の純米酒3
本セットです。（提供）大枡屋

B5東近江市の地酒2本セット[髙島屋
選定品]

15,000円

東近江市の地酒蔵「畑酒造」、「中
澤酒造」の代表銘柄。純米無濾過生
酒のセットです。（提供）大枡屋

B6イタリアンジェラート詰合せ12個
入り［高島屋選定品］

15,000円

池田牧場搾りたて牛乳をふんだんに
使用したイタリアンジェラート。香
料や着色料は使用せず、素材本来の
味「ほんまもん」の味をお楽しみい
ただけます。(提供)池田牧場香想

B7近江プリン10個入り［高島屋選定
品］

15,000円

近江の土地で育まれた野菜やお茶・
栗などを使用。さらに白下糖を使用
し、濃厚でなめらかな極上のプリン
を創りました。（提供）洋菓子工房
パピエ

B8近江銘菓詰合せ［高島屋選定品］

15,000円

鈴鹿山系の伏流水を用い、国産小豆
100％の自家製餡にこだわった伝統
の和菓子をご賞味ください。※4月
～10月はクール便でのお届けとなり
ます。(提供)井上製菓

B9鮒寿し姿スライス子持ち[高島屋
選定品〕

15,000円

鮒本来の味わいいきる滋賀の名産鮒
寿しです。すぐにお召しあがりいた
だけるスライスしてお届けします。
(提供)村井水産

B10政所平番茶[高島屋選定品〕

15,000円

東近江市奥永源寺政所地区、歴史あ
るお茶産地で作られた貴重な茶葉を
使用したペットボトル飲料です。ク
セが少なくすっきりとしたお茶です
。（提供）JAグリーン近江

B11農家レストラン香想庵お食事券A
[高島屋選定品〕

15,000円

農家レストラン「香想庵」でお使い
いただけるお食事券です。※写真は
イメージです。※有効期限：発送か
ら6ヶ月※ご利用に際し、事前予約
が必要となります。(提供)池田牧場
田舎の親戚香想庵

B12いけぼく石鹸セット[高島屋選定
品〕

15,000円

牛乳の成分であるホエイを配合。無
添加・無香料で、ホエイを石鹸に配
合することで保湿能力にもたいへん
優れています。また、石油系鉱物系
も無使用で、敏感肌の方にも安心し
て使っていただけます。（提供）池
田牧場

B13「近江の麻」マルチパッド[高島
屋選定品〕

15,000円

近江の麻を使ったマルチパッドです
。リバーシブル使用で色んな用途で
お使いいただけます。ﾐﾆ敷きﾊﾟｯﾄと
して使用したり、夏場ソファにかけ
たり車のシートにもおすすめ。※洗
濯可能（提供）麻絲商会

B14筒花入「桜」[高島屋選定品〕

15,000円

淡く透明感のある布引焼独自の技法
「七彩天目」で、日本の心・桜を表
現した花器。雅にお部屋を演出しま
す。（提供）布引焼窯元
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B15フクロウ置物「止まり木」[高島
屋選定品〕

15,000円

淡く透明感のある布引焼独自の技法
「七彩天目」で焼き上げた可愛らし
いフクロウの置物。お部屋を幸福の
空間へと演出します。（提供）布引
焼窯元

B16フリル角鉢「桜」[高島屋選定品
〕

15,000円

淡く透明感のある布引焼独自の技法
「七彩天目」で、日本の心・桜を表
現した角型の鉢。和食・洋食問わず
多用途に使えます。（提供）布引焼
窯元

B17フリル角鉢「桜」ピンク[高島屋
選定品〕

15,000円

淡く透明感のある布引焼独自の技法
「七彩天目」で、日本の心・桜を表
現した角型の鉢。和食・洋食問わず
多用途に使えます。（提供）布引焼
窯元

B18ティーカップセット「桜」ペア[
高島屋選定品〕

15,000円

淡く透明感のある布引焼独自の技法
「七彩天目」で、日本の心・桜を表
現したティーカップ＆ソーサー。気
軽なティータイムのひと時を、ほん
の少し贅沢なカップでお楽しみくだ
さい。（提供）布引焼窯元

B19ティーカップセット「オーロラ
」[高島屋選定品〕

15,000円

淡く透明感のある布引焼独自の技法
「七彩天目」で、美しいオーロラを
描いたティーカップ＆ソーサー。気
軽なティータイムのひと時を、ほん
の少し贅沢なカップでお楽しみくだ
さい。（提供）布引焼窯元

B20タタミ押し花マットとコースタ
ーセット[高島屋選定品〕

15,000円

創業80年の確かな技術とこだわりの
人工の畳表と、万葉の植物である四
季折々の押し花を使って製作してい
ます。マットコースターは壁飾りや
敷台としもてお使いください。※写
真は一例です。（提供）畳増

B21湖東のアンス寄植え小(赤)[高島
屋選定品〕

15,000円

滋賀県産のアンスリウムは、本来の
花持ちの良さに加え、多くの花と葉
をつけたボリューム感のある草姿に
仕上げています。赤品種の２株植え
。（提供）湖東フラワー

C1東近江市の近江牛赤身スライス[
高島屋選定品〕

20,000円

東近江市の湖東平野で水・飼料・環
境・血統にこだわり育てた自社牧場
の近江牛です。赤身本来の旨味が味
わえ、冷めても美味しく召しあがれ
ます。(提供)中川畜産

C2近江牛カルビスライス[高島屋選
定品〕

20,000円

旨味のあるカルビを薄くスライスし
ています。きめ細やかな美しいサシ
と柔らかく独特の甘みを焼きしゃぶ
にしてお楽しみください。（提供）
万葉

C3近江牛カルビ切り落とし[高島屋
選定品〕

20,000円

肉じゃがや牛丼、しぐれ煮、すき焼
きとしても、またフライパンで焼い
て焼肉としても楽しんでいただけま
す。（提供）万葉

C4近江牛味噌漬（サーロイン・ヒレ
）[髙島屋選定品]

20,000円

近江牛の中でも認定近江牛のサーロ
インとヒレだけを西京味噌に漬け込
みました。（提供）岩井亭

C5近江永源寺米食べ比べセット[高
島屋選定品〕

20,000円

鈴鹿の山の清らかな水と、自然の豊
かな恵みで育った近江永源寺米は味
と香りが自慢です。滋賀県でしか栽
培されない「みずかがみ」もセット
にしました。（提供）カネキチ
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C6環境こだわり米魚のゆりかご水田
米「コシヒカリ」[高島屋選定品〕

20,000円

びわ湖固有種の魚を田んぼで育て、
環境にやさしい栽培方法で作られた
コシヒカリです。環境こだわり米に
携わった方々は第46回日本農業賞食
の架け橋門で大賞を受賞しました。
(提供)JAグリーン近江

C7みずかがみレトルトご飯(大)[高
島屋選定品〕

20,000円

滋賀県でしか栽培されていない「み
ずかがみ」。冷めてもおいしいお米
をレトルトご飯にしました。レンジ
２分でお手軽においしいご飯が召し
あがれます。(提供)JAグリーン近江

C8愛おし純米大吟醸＆敬いし大吟醸
720ｍｌ2本セット[高島屋選定品〕

20,000円

喜楽長の最高級銘柄。味わいはもち
ろんのこと、ネーミング・ラベルデ
ザインにもこだわった逸品です。（
提供）喜多酒造

C9東近江市の地酒2本セット[髙島屋
選定品]

20,000円

東近江市の地酒蔵「畑酒造」、「喜
多酒造」の代表銘柄。純米吟醸の無
濾過生酒と純米吟醸のセットです。
（提供）大枡屋

C10東近江市の地酒5本セット[髙島
屋選定品]

20,000円

東近江市の地酒蔵　｢喜多酒造｣、「
畑酒造」、「中澤酒造」、「増本酒
造」の地酒を5本セットにしました
。（提供）大枡屋

C11微発泡・デラウェアの旨み・熟
成を楽しむワインセット[高島屋選
定品〕

20,000円

「カリブー」は田舎式微発泡、「キ
レデラ」は独自の製法で仕込んだア
ルコール16％の白、「メルローキュ
ベシティーファーム」はフレンチオ
ークで約10カ月熟成させた赤ワイン
です。※96セット限り（提供）ヒト
ミワイナリー

C12近江のお茶鈴鹿の恵み（缶入り
）セット[高島屋選定品〕

20,000円

日本最古の茶所といわれている近江
。その地元鈴鹿山系で採れた緑茶を
「銘茶ますきち」が厳選して仕入れ
、仕上げを行いました。香気豊かな
で深い味わいをお楽しみください。
（提供）銘茶ますきち

C13プチ贅沢ないけぼく牛乳
頒布会[高島屋選定品〕

20,000円

鈴鹿山脈から湧き出るきれいな水と
きれいな空気、そして地元永源寺の
お米を食べて育った池田牧場の牛か
ら搾った牛乳です。3ヶ月間、おい
しい牛乳を毎月お届けします。（提
供）池田牧場

C14「近江の麻」リネンシーツ[高島
屋選定品〕

20,000円

蒸し暑く寝苦しい夏にぴったり。さ
らりとして気持ちのよい肌ざわりの
近江の麻（ﾘﾈﾝ）シーツです。吸水
性・速乾性に優れ汗や湿気をよく吸
い、お洗濯をしてもすぐに乾きます
。（提供）麻絲商会

C15「AromaVilla高反発枕低めタイ
プ」[髙島屋選定品]

20,000円

三次元スプリング構造体ブレスエア
ー®を中芯に使用した「自然な寝返
り」を促進するメカニズムを重視し
た枕です。（提供）爽快潔リビング

C16シニア犬用マット「ドッグケア
マットSサイズ」[高島屋選定品〕

20,000円

三次元スプリング構造体ブレスエア
ー®を中芯に使用したシニア犬用マ
ット。高通気で体が蒸れず快適。中
芯も簡単に洗え、常に清潔に保てま
す。小型犬向けわんちゃん用です。
（提供）爽快潔リビング

C17ONE-PIECEOFROCKORIGINAL
MINITOTEBAG[高島屋選定品〕

20,000円

厳選された糸で作られたオリジナル
インディゴデニム生地を使用し、東
近江で縫製されたミニトートバッグ
です。（提供）FORTYNINERS
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C18ONEPIECEOFROCKORIGINALPCCASE[
高島屋選定品〕

20,000円

オリジナルの13.5ozデニム生地で作
られたPCケースです。裏地は迷彩柄
のヘインボーンツイルを使用。間に
クッション材を入れることでPCを保
護します。※クッションはPCの安全
を確約するものではありません。（
提供）FORTYNINERS

C19ジップトップ収納トート（L）[
高島屋選定品〕

20,000円

普段使いにぴったりな8号帆布のダ
ブルファスナーのトートバッグ。手
持ちに肩掛け両方に使えるハンドル
の長さに仕上げています。鍵ヒモ付
きの吊ポケットと小物収納に便利な
内ポケットをつけています。（提供
）ｲﾇｲｯﾄ

C20フクロウ置物「まなざし」小[高
島屋選定品〕

20,000円

淡く透明感のある布引焼独自の技法
「七彩天目」で焼き上げた陶器のフ
クロウ。癒しのまなざしを感じて下
さい。（提供）布引焼窯元

C21フォトフレーム「桜」[高島屋選
定品〕

20,000円

淡く透明感のある布引焼独自の技法
「七彩天目」で、日本の心・桜を表
現したフォトフレーム。楽しい思い
出の写真を更に華やかに演出します
。（提供）布引焼窯元

C22イ草ぞうり男女セット[高島屋選
定品〕

20,000円

創業80年の確かな技術とこだわりの
国産イ草を使い、履き心地のよい男
女ペアの草履セットです。※婦人用
の鼻緒をイメージです。（提供）畳
増

c1近江牛ロース　すき焼き用
400ｇ

20,000円

とろける様な近江牛です。ぜいたく
なひとときを味わってください。（
提供）大道精肉店

c2近江牛　しぐれ煮

20,000円

近江牛の中でも東近江市で飼育され
た認定近江牛だけを八日市の地醤油
で丁寧に炊き上げました。ご要望に
より200g×２の包装でも可能です。
（提供）岩井亭

c3牛肉味噌漬け

20,000円

ロース、ランプ、ヒレ等ステーキ用
の部位を使用した味噌漬けです。（
提供）福永喜三郎商店

c4びわこ産鮒寿し　子持ち真空パッ
ク入り（進物用箱付き）

20,000円

琵琶湖の北で取れた天然鮒を当店伝
統の手法で塩切りし飯付けしていま
す。骨も柔らかく臭みもなく又栄養
面でも優れ鮒寿しの持つ乳酸菌が体
に良いです。（提供）塚本鮒寿し店

c5鮒寿し子もち　真空パック

20,000円

滋賀県名産の鮒寿し。発酵食品で乳
酸菌が多く、美容・健康維持に最適
です。（提供）村井水産有限会社

c6イワナ生き活メ

20,000円

愛知川上流須谷川で採卵、孵化から
育てたイワナです。（提供）池田養
魚場

c7イワナの山椒煮

20,000円

愛知川上流須谷川で採卵、孵化から
育てたイワナの山椒煮です。（提供
）池田養魚場
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c8イワナの燻製

20,000円

愛知川上流須谷川で採卵、孵化から
育てたイワナの自家製燻製です。（
提供）池田養魚場

D1近江永源寺米食べ比べセット[高
島屋選定品〕

25,000円

鈴鹿の山の清らかな水と、自然の豊
かな恵みで育った近江永源寺米は味
と香りが自慢です。滋賀県でしか栽
培されない「みずかがみ」もセット
にしました。（提供）カネキチ

D2滋賀県限定品種環境こだわり米「
みずかがみ」[高島屋選定品〕

25,000円

滋賀県でしか栽培されていない「み
ずかがみ」。冷めてもおいしいお米
です。「みずかがみ」は平成27、28
年度産米食味ランキングで「特A」
に輝いた銘柄です。（提供）JAグリ
ーン近江

D3滋賀県限定品種環境こだわり米「
秋の詩」[高島屋選定品〕

25,000円

滋賀県でしか栽培されていない「秋
の詩」。大粒で冷めても美味しいお
米です。（提供）JAグリーン近江

D4近江米食べ比べセット[高島屋選
定品〕

25,000円

近江米の代表銘柄の食べ比べセット
です。みすかがみ・秋の詩・コシヒ
カリを詰合せました。育成方法にも
こだわった「環境こだわり米」です
。（提供）JAグリーン近江

D5近江ネコ正宗KIN-UNNEKO・SHIRON
EKO・HACHIWARE[高島屋選定品〕

25,000円

とにかくネコが好きで、とにかく日
本酒が好き。そんな蔵元がつくった
日本酒です。すっきりした味わいで
冷やでも常温でも楽しめます。（提
供）近江酒造

D6鮒寿し姿スライス子持ち[髙島屋
選定品]

25,000円

鮒本来の味わいいきる滋賀の名産鮒
寿しです。すぐにお召し上がりいた
だけるスライスしてお届けします。
(提供)村井水産

D7ペア松花堂弁当付入館券（岩盤欲
利用券1回分付）[高島屋選定品〕

25,000円

紅葉の名所永源寺の麓で至福のひと
ときを楽しめる温浴施設です。季節
の食材を使用した「松花堂弁当」が
ついています。※有効期限：発送か
ら1年※ご利用に際し、事前予約が
必要となります。（提供）永源寺温
泉八風の湯

D8農家レストラン香想庵お食事券B[
高島屋選定品〕

25,000円

農家レストラン「香想庵」でお使い
いただけるお食事券です。※写真は
イメージです。（提供）池田牧場田
舎の親戚香想庵

D9ぼたん鍋セット[高島屋選定品〕

25,000円

鈴鹿山系の天然猪肉と東近江市産の
根菜を香想庵特製味噌だしで召しあ
がりください。※画像は盛り付けの
イメージです。葉野菜・きのこ類は
ついておりません。（提供）池田牧
場田舎の親戚香想庵

D10「近江の麻」ガーゼケット[高島
屋選定品〕

25,000円

寝苦しい夏にぴったりの麻のｶﾞｰｾﾞｷ
ｯﾄ。吸水性に優れ、熱がこもりにく
く汗をかいても快適です。洗濯可能
で何回か使っていくうち柔らかく、
ふわふわになっていきます。（提供
）麻絲商会

D11近江の麻「麻ケット」[高島屋選
定品〕

25,000円

通気性、吸湿性、放湿性に優れた近
江の麻を使用した麻ケットです。さ
らさらと気持ちのよい肌触りで、真
夏のマストアイテムとして手放せな
い1枚です。（提供）爽快潔リビン
グ



25213

滋賀県　東近江市

D12高反発枕「AromaVilla低めタイ
プピローケース付」[高島屋選定品
〕

25,000円

三次元スプリング構造体ブレスエア
ー®を中芯に使用した「自然な寝返
り」を促進するメカニズムを重視し
た枕です。専用のピローケースをつ
けています。（提供）爽快潔リビン
グ

D13　高反発枕「AromaVilla標準タ
イプ」[高島屋選定品〕

25,000円

「自然な寝返り」を促進するメカニ
ズムを重視した枕です。三次元スプ
リング構造体ブレスエアー®を中芯
に使用しており、ソフトな反発弾性
で頭を優しく包み込みながら、しっ
かりとささえます。（提供）爽快潔
リビング

D14フロントフラップショルダー（
ミニ）[高島屋選定品〕

25,000円

8号帆布で仕上げたミニショルダー
バッグです。正面のポケット付きフ
ラップを上げるとポケットが２つ、
背面はファスナーポケットを装備。
（提供）ｲﾇｲｯﾄ

D15きぐみのつみき
KUMINO[高島屋選定品〕

25,000円

東近江市産木材で作られたつみきで
す。木の香りとぬくもりを感じられ
る28ピースのセットです。全てのピ
ースが同じ形をしており、自由に発
想を広げて様々な作品をつくること
ができます。（提供）クミノ工房

D16フクロウ置物「市福」ペア[高島
屋選定品〕

25,000円

市役所をはじめ東近江市内９箇所に
設置され、町の幸福を見守っている
「市福フクロウ」のミニチュアサイ
ズの大小ペア。飽きの来ない可愛い
らしさで愛されています。（提供）
布引焼窯元

D17フクロウ陶額（小）[高島屋選定
品〕

25,000円

可愛らしい2匹のフクロウをレリー
フで表現した陶板を額装した壁飾り
。お部屋を癒しの空間に演出します
。（提供）布引焼窯元

D18フクロウ置物「市福」（小）[高
島屋選定品〕

25,000円

市役所をはじめ東近江市内９箇所に
設置され、町の幸福を見守っている
「市福フクロウ」のミニチュアサイ
ズ。飽きの来ない可愛いらしさで愛
されています。（提供）布引焼窯元

D19フクロウ置物「コキンメフクロ
ウ」[高島屋選定品〕

25,000円

ヨーロッパの神話に登場する知恵と
芸術の女神ミネルヴァの使いとされ
、今もローマ地方に生息するコキン
メフクロウの聡明な姿を表現しまし
た。（提供）布引焼窯元

D20湖東のアンス寄植え大（赤・ピ
ンク）[高島屋選定品〕

25,000円

滋賀県産のアンスリウムは、本来の
花持ちの良さに加え、多くの花と葉
をつけたボリューム感のある草姿に
仕上げています。赤とピンクの２色
植え。（提供）湖東フラワー

E1東近江市の近江牛ロース・赤身[
高島屋選定品〕

30,000円

東近江市の湖東平野で水・飼料・血
統にこだわり育てた自社牧場の近江
牛です。淡白で旨味のある赤身肉と
、柔らかく舌触り良くコクのあるロ
ース肉が一度に楽しめるお得なミッ
クスとなっております。（提供）中
川畜産

E2極上近江牛焼肉セット（モモ・バ
ラ）[高島屋選定品〕

30,000円

赤身肉と脂身肉の両方を味わえるセ
ットです。（提供）万葉

E3極上近江牛モモスライス[高島屋
選定品〕

30,000円

赤身肉ですが、サシもはいっており
、柔らかな食感と肉の旨味を楽しめ
ます。脂の苦手な方におすすめです
。すき焼き、しゃぶしゃぶお好きな
メニューで召しあがってください。
（提供）万葉
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E4近江牛ロースすき焼き用[高島屋
選定品〕

30,000円

近江牛一筋４６年。店主が選び抜い
たお肉を自信を持ってお届けいたし
ます。（提供）能登川いろは精肉店

E5近江牛ロースしゃぶしゃぶ用[高
島屋選定品〕

30,000円

近江牛一筋４６年。店主が選び抜い
たお肉を自信を持ってお届けいたし
ます。（提供）能登川いろは精肉店

E6近江牛味噌漬（サーロイン・ヒレ
）[高島屋選定品〕

30,000円

近江牛の中でも認定近江牛のサーロ
インとヒレだけを西京味噌で漬け込
みました。（提供）岩井亭

E7近江永源寺米食べ比べセット／コ
シヒカリ・みずかがみ・五穀ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ
[高島屋選定品〕

30,000円

鈴鹿の山の清らかな水と、自然の豊
かな恵みで育った近江永源寺米は味
と香りが自慢です。滋賀県でしか栽
培されない「みずかがみ」もセット
にしました。（提供）カネキチ

E8東近江市の地酒4本セット[髙島屋
選定品]

30,000円

東近江市の蔵元四社の貴重な大吟醸
と純米大吟醸をセットにしました。
※季節によって内容が変更になる場
合がございます。（提供）大枡屋

E9東近江市の地酒6本セット[髙島屋
選定品]

30,000円

東近江市の蔵元四社の地酒を6本セ
ットにしました。（提供）大枡屋

E10「近江の麻」パッドシーツシン
グル[高島屋選定品〕

30,000円

近江の麻を使った敷パッドです。天
然素材「麻」の自然なひんやり感で
快適な夏の眠りをサポートします。
洗濯できますので清潔にお使ってい
ただけます。（提供）麻絲商会

E11麻まくら（麻わた入り）〔高島
屋選定品〕

30,000円

硬めの麻枕が、熟睡・安眠をサポー
トします。首の位置を高めにするこ
とで、首の付け根が密着し、首すじ
と肩の筋肉を「緊張させない」硬・
軟構造です。高さ調節シートもつけ
ています。（提供）麻絲商会

E12「近江の麻」ガーゼケット&ピロ
ーパッド[高島屋選定品〕

30,000円

ピローパッドはお使いの枕に使用す
るだけで快適な眠りをサポート。ケ
ットは吸水性に優れ熱がこもりにく
く汗をかいてもべたつきません。洗
濯可能です。※ピローパッドの色は
ご指定できません。（提供）爽快潔
ﾘﾋﾞﾝｸﾞ

E13「AromaVilla高反発枕標準タイ
プピローケース付」[髙島屋選定品]

30,000円

自然な寝返りを促進するメカニズム
を重視した枕です。三次元ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
構造体ﾌﾞﾚｽｴｱｰ®を中芯に使用し、ソ
フトな反発弾性で頭を優しく包み込
みながら、しっかりとささえます。
専用のピローケース付です。（提供
）爽快潔ﾘﾋﾞﾝｸﾞ

E14シニア犬用マット「ドッグケア
マットMサイズ」[高島屋選定品〕

30,000円

三次元スプリング構造体ブレスエア
ー®を中芯に採用したシニア犬用マ
ット。高通気で体が蒸れず快適。中
芯も簡単に洗え、常に清潔を保てま
す。小型～中型犬用です。（提供）
爽快潔リビング

E15羊毛敷きパッド
シングル[高島屋選定品〕

30,000円

東近江市ふるさと納税返礼品限定モ
デルで、数量限定です。上質なウー
ルの肌触りと抜群の保温力で、朝ま
で暖かく、快適に過ごせます。※20
セット限り。（提供）爽快潔リビン
グ
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E16木製薄盆欅[高島屋選定品〕

30,000円

木地師発祥の地東近江市永源寺地域
でろくろを使って手作りした薄盆で
す。塗装など一切せず、木が持つ自
然の光沢そのままに仕上げています
。※商品により色、木目が異なりま
す。（提供）君杢

E17木製薄盆栃[高島屋選定品〕

30,000円

木地師発祥の地東近江市永源寺地域
でろくろを使って手作りした薄盆で
す。塗装など一切せず、木が持つ自
然の光沢そのままに仕上げています
。※商品により色、木目が異なりま
す。（提供）君杢

E18銘木
ボール（2個）[高島屋選定品〕

30,000円

より選れた銘木より、使いやすさを
重視した多機能の一品です。（提供
）筒井ろくろ

E19フリル角鉢「桜」ペア[高島屋選
定品〕

30,000円

淡く透明感のある布引焼独自の技法
「七彩天目」で、日本の心・桜を表
現した角型の鉢。和食・洋食問わず
多用途に使えます。（提供）布引焼
窯元

E20湖東のアンス寄植え(赤)[高島屋
選定品〕

30,000円

滋賀県産のアンスリウムは、本来の
花持ちの良さに加え、多くの花と葉
をつけたボリューム感のある草姿に
仕上げています。赤品種を３株植え
た特大型。（提供）湖東フラワー

E21湖東のアンス寄植え(ピンク)[高
島屋選定品〕

30,000円

滋賀県産のアンスリウムは、本来の
花持ちの良さに加え、多くの花と葉
をつけたボリューム感のある草姿に
仕上げています。ピンク品種を３株
植えた特大型。（提供）湖東ﾌﾗﾜｰ

e1近江牛ロース　すき焼き用
600ｇ

30,000円

とろける様な近江牛です。ぜいたく
なひとときを味わってください。（
提供）大道精肉店

e2近江牛ミスジスライス

30,000円

霜降りと赤身の両方をお楽しみくだ
さい。スライス肉ですので、幅広い
料理にご利用できます。（提供）佐
乃屋精肉店

e3近江牛　しぐれ煮

30,000円

近江牛の中でも東近江市で飼育され
た認定近江牛だけを八日市の地醤油
で丁寧に炊き上げました。ご要望に
より200g×３の包装でも可能です。
（提供）岩井亭

e4大吟醸　錦藍、上撰
額田王磁器入

30,000円

琵琶湖の東部に位置する当社は、豊
かな米、鈴鹿山系の伏流水に恵まれ
る酒どころです。精魂込めて造り上
げられた近江国の銘酒です。（提供
）近江酒造株式会社

e5ハニーライス白米　
キヌヒカリ（30kg）

30,000円

東近江市糠塚町産のレンゲを肥料に
栽培した特別栽培米滋賀の環境こだ
わり米、キヌヒカリです。精米サー
ビスします。（精米後２６㎏位にな
ります。）（提供）万葉の郷ぬかづ
か

e6鮒寿し子持ち2個、スライス2個

30,000円

滋賀県名産の鮒寿し。発酵食品で乳
酸菌が多く、美容・健康維持に最適
です。（提供）村井水産有限会社
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e7イワナ　生き活メ
25～30尾（約２．７㎏）　　　　　

30,000円

愛知川上流須谷川で採卵、孵化から
育てたイワナの生き活メです。（提
供）池田養魚場

e8イワナ山椒煮（１８尾入）

30,000円

愛知川上流須谷川で採卵、孵化から
育てたイワナの山椒煮です。（提供
）池田養魚場
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