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滋賀県　東近江市

10,000円からの寄附で選べる

A1手作り近江牛ハンバーグ5個入

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、お肉本来の旨味を
存分に楽しんでいただけるハンバーグです。(提
供)株式会社万葉

A2特選近江牛ビフカツ3枚入

外はカリッ！中はジューシー。万葉ビフカツ膳
にご提供している商品をご家庭でお召しあがり
いただけます。(提供)株式会社万葉

A4あいとう梨（化粧箱入)5～6玉

東近江市愛東地域で生産された甘さが濃厚な幸
水梨とほどよい酸味と甘みでジューシーな豊水
梨です。※選択はできません。（8月下旬～9月
中旬）(提供)一般社団法人愛の田園振興公社

A5あいとうぶどう（マスカットベリ
ーA）3～5房

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。（8月下旬～9月
下旬）(提供)一般社団法人愛の田園振興公社

A6愛東いちご（化粧箱入）大粒12～
18粒

東近江市愛東地域で生産されているおいしいい
ちごです。品種は章姫もしくは紅ほっぺです。
※選択はできません。（12月中旬～1月下旬）(
提供)一般社団法人愛の田園振興公社

A7東近江産野菜セット

東近江市産の新鮮な野菜を詰め合わせました。
季節に応じた野菜をお届けします。(提供)一般
社団法人愛の田園振興公社

A8近江永源寺米食べ比べセット/コ
シヒカリ・みずかがみ

鈴鹿の山の清らかな水と自然豊かな恵みで育っ
た近江永源寺米は味と香りが自慢です。(提供)
株式会社カネキチ

A9近江米食べ比べセット/みずかが
み・秋の詩・コシヒカリ

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・コシヒカリを詰め合わせまし
た。(提供)グリーン近江農業共同組合

A10環境こだわり米魚のゆりかご水
田米コシヒカリ5kg

びわ湖固有種の魚を田んぼで育て、環境に優し
い栽培法で作られたコシヒカリです。(提供)グ
リーン近江農業共同組合

A11JA湖東お米詰合せ/みずかがみ・
コシヒカリ・キヌヒカリ

東近江市の田んぼで育ったおいしいお米3種類（
みずかがみ・コシヒカリ・キヌヒカリ）のお試
しパックです。(提供)一般社団法人愛の田園振
興公社

A12東近江市の地酒（大治郎・一博
）720ml2本セット

東近江市の地酒蔵「畑酒造」、「中澤酒造」の
代表商品です。ともに東近江市内での契約栽培
《呑百姓の会》による酒米を使用した純米吟醸
と純米の無濾過生酒です。(提供)大桝屋

A13東近江市の地酒（大治郎・一博
）720ml2本セット

東近江市の地酒蔵「畑酒造」、「中澤酒造」の
代表商品です。ともに東近江市内での契約栽培
《呑百姓の会》による酒米を使用した純米吟醸
と純米の無濾過生酒です。(提供)大桝屋

A14東近江市の地酒（喜楽長・薄櫻
近江藤兵衛）720ml2本セット

東近江市の地酒蔵「喜多酒造」、「増本酒造」
の純米吟醸酒と純米酒をセットにしました。す
べて東近江市内での契約栽培による酒米を高度
に精米した純米吟醸酒です。(提供)大桝屋

A15ヒトミワイン2本セット

「カリブー」はデラウエアの香りと溌剌とした
泡が味わえる田舎式微発泡ワインです。「バリ
ックルージュ」はメルローとベリーA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。(提供)株式会社ヒトミワイナリー

A16ひがしおうみ産天然菜たね油菜
ばかり2本

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、
風味豊かな油をどうぞ。(提供)NPO法人愛のまち
エコ倶楽部

A17東近江銘菓詰合せ

「和菓子は餡が命」にこだわり、国産小豆と自
然の恵みである鈴鹿山系の天然伏流水を使用し
た自家製餡で和菓子をつくっています。(提供)
井上製菓株式会社
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滋賀県　東近江市

A18イタリアンジェラート詰合せ12
個入

池田牧場の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)有限会社池田牧場

A19田舎の親戚香想庵お食事券A税込
5,000円分

農家レストラン「香想庵」でお使いいただける
税込5,000円分のお食事券です。※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)有限
会社池田牧場

A20岡本の手づくりこんにゃく詰合
せ

昔ながらの手づくりで味がしみやすく、歯ごた
えのあるこんにゃくです。(提供)有限会社岡本
こんにゃく本舗

A21本もろこつくだ煮　80g/5パック

酒・しょうゆ・砂糖のみで炊き上げたつくだ煮
です。(提供)村井水産有限会社

A22鮒寿し姿スライス子持ち1本

鮒本来の味わいが生きる滋賀の名産鮒寿しです
。(提供)村井水産有限会社

A23永源寺温泉八風の湯ペア入館券
（岩盤浴利用券1回分付）

紅葉の名所永源寺の麓で至福のひと時を楽しめ
る温浴施設です。都会の喧騒から離れ、日ごろ
の疲れを癒してください。※有効期限：発送か
ら1年(提供)永源寺温泉　八風の湯

A24近江信長プリン10個入

近江の土地で信長が愛したであろう野菜やお茶
・栗などを使い、濃厚でなめらかなプリンをつ
くりました。(提供)パティスリーパピエ

A25　ふるさとあられ詰合せ

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生かし、当社独
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

A26近江のお茶鈴鹿の恵みセット

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
豊かで深い味わいをお楽しみください。(提供)
銘茶ますきち

A27近江の丁子麸詰合せ

創業明治以来続く、手作りのやきふです。ここ
でしか味わえない近江の味をご賞味ください。
お好きなアレンジでお召しあがりください。(提
供)麸重商店

A28うまい唐がらし料理人の隠し味
脇役セット

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)有限会社ヤマサン

A29ひきたて名人山椒ミル付き・詰
替袋セット

自社農園で育成した山椒を乾燥→粉砕→粉末の
加工を経て、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。(提供)有
限会社ヤマサン

A30ひきたて名人唐辛子ミル付き・
詰替袋セット

自社農園で育成した唐辛子（鷹の爪）を乾燥→
粉砕→粉末の加工を経て、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。(提供)有限会社ヤマサン

A31湖のくに生チーズケーキ

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、手軽に美味しい“き
き酒粕”をお楽しみ下さい。(提供)社会福祉法
人あゆみ福祉会

A32Rapty特選ギフト

地元産の豊富な農産物を活かしたクッキーや焼
菓子を詰め合わせてお送りします。(提供)一般
社団法人愛の田園振興公社

A33醤三昧（手作りしょうゆ詰合せ
）

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め合
わせにしました。(提供)やまよし醤油

A34マグカップペア

布引焼は美しい手描きの絵付が特徴です。「日
本の心の花・桜」を金天目で表現したカップで
、一層美味しくお楽しみください。(提供)布引
焼窯元

A35ブレスエアー製座クッション

高反発素材『東洋紡ブレスエアー（R）』を中芯
に採用した座クッションです。(提供)爽快潔リ
ビング

A36風鈴「湖響の風」

七百有余年一子相伝の鋳造法によって、人びと
のこころに響く妙音の梵鐘造りに精進している
金壽堂。ガラス製よりも深く、鉄製よりも柔ら
かい独特の音色と長い余韻をお楽しみください
。(提供)金壽堂

A37「近江の麻」ハンカチ3枚セット

サラッとした手触りで、吸水性と乾燥性抜群の
近江の麻を使ったハンカチです。ベーシックな
無地とスタイリッシュなストライプ柄とチェッ
ク柄のハンカチをお届けします。(提供)麻絲商
会
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滋賀県　東近江市

A38「近江ちぢみ」ボディタオル3色

近江ちぢみを使ったボディタオルです。ほどよ
い泡立ちとさっぱりした洗い上がりが特徴の麻
のボディタオルです。※写真は一例です。(提供
)麻絲商会

A39イ草ぞうり紳士用

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

A40イ草ぞうり婦人用

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。
※鼻緒の柄はイメージです。(提供)畳増

a1近江牛ロースすきやき用230g

とろけるようなまろやかな近江牛です。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200ｇ

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

a3万葉オリジナル近江牛まんまるコ
ロッケ30個

牛肉しぐれ煮がたっぷり詰まった一口大の可愛
い万葉オリジナルまんまるコロッケです。(提供
)株式会社万葉

a4ビーフコロッケ・ミンチカツ・ビ
ーフカツ各6個

ビーフコロッケ、メンチカツ、ビーフカツの詰
合せセットです。(提供)福永喜三郎商店

a5自家製スモークチキン8本入り

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8本

a6鮒寿し子持ち丸1本真空パック

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

a7ホンモロコあめ煮3パック

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。(提供)
株式会社山匠ホンモロコ養殖工房

a8滋賀の地酒　喜楽長　辛口旨口飲
みくらべ720ml　2本セット

喜楽長が誇る辛口酒と旨口酒の飲みくらべセッ
トです。柔らかで、コクのある味わいをお楽し
み下さい。(提供)喜多酒造株式会社

a9大治郎純米火入1.8ℓ

地元農家による契約栽培米の『吟吹雪』をしよ
うし、旨口のキレのある純米酒です。(提供)畑
酒造有限会社

a10日本酒特別純米近江龍門720ml、
日本酒純米近江龍門720ml

近江の酒米と竜門の滝と同じ源流である愛知川
の伏流水で醸しました。コクのある、深い味わ
いです。(提供)近江酒造株式会社

a11ハニーライス白米　キヌヒカリ
6ｋｇ

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にこだわり米、キヌヒカリ
です。注文いただいてから精米します。(提供)
農事組合法人万葉の郷ぬかづか

a12きねつき餅つめ合せ

東近江市糠塚町産の羽二重もち米をきねでつい
た切り餅の詰合せ。10月以降の提供となります
。(提供)農事組合法人万葉の郷ぬかづか

a13お米のパンつめ合せ

東近江市糠塚町産環境こだわり米こしひかりを
精米製粉して、心をこめてこねあげたお米のパ
ンです。表面はパリパリ中はしっとりヘルシー
なパンの詰合せです。(提供)農事組合法人万葉
の郷ぬかづか

a14美湖母湖どら焼き20ケ入り詰合
せ

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

a15儀平みそ　詰め合わせ6個入り

滋賀県産の大豆・米を使用した味噌4種と甘糀・
塩糀のセットです。完全手造り、天然醸造の風
味をお楽しみ下さい。(提供)株式会社糀や儀平

a16原木生しいたけ

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
。お勧めはバター焼きです。(提供)特定非営利
活動法人たけのこ
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20,000円からの寄附で選べる

B1東近江市の近江牛赤身スライス50
0g

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

B2近江牛すき焼き用300g

滋賀が誇る琵琶湖。それを取り巻く豊かな自然
。近江牛はそんな滋賀の自然と人間が育てた芸
術品です。舌でとろけるような肉質と口中に広
がる濃厚でまろやかな旨味をぜひご賞味くださ
い。(提供)能登川いろは精肉店

B3近江牛しゃぶしゃぶ用300g

滋賀が誇る琵琶湖。それを取り巻く豊かな自然
。近江牛はそんな滋賀の自然と人間が育てた芸
術品です。舌でとろけるような肉質と口中に広
がる濃厚でまろやかな旨味をぜひご賞味くださ
い。(提供)能登川いろは精肉店

B4近江牛味噌漬90g/3枚

近江牛の最高級部位である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

B5田舎の親戚香想庵ぼたん鍋セット
3人前/2セット

鈴鹿山脈の天然猪肉と東近江産の根菜を香想庵
特製味噌だしでお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)有限会社池田牧場

B6近江永源寺米　食べ比べセット/
コシヒカリ・みずかがみ

鈴鹿の山の清らかな水と自然豊かな恵みで育っ
た近江永源寺米は味と香りが自慢です。(提供)
株式会社カネキチ

B7環境こだわり米魚のゆりかご水田
米コシヒカリ10kg

びわ湖固有種の魚を田んぼで育て、環境に優し
い栽培法で作られたコシヒカリです。(提供)グ
リーン近江農業共同組合

B8環境こだわり米秋の詩7.5kg/2袋

滋賀県環境こだわり農産物認定を受けたお米で
す。「秋の詩」は適度な大きな粒と適度なねば
りと甘さが特徴です。(提供)グリーン近江農業
共同組合

B9環境こだわり米みずかがみ7.5kg/
2袋

滋賀県環境こだわり農産物認定を受けたお米で
す。「みずかがみ」は滋賀県で開発された新し
い品種です。(提供)グリーン近江農業共同組合

B10東近江市の地酒(喜楽長・薄桜　
近江藤兵衛)1,800ml2本セット

東近江市の地酒蔵「喜多酒造」、「増本酒造」
の純米吟醸酒をセットにしました。すべて東近
江市内での契約栽培による酒米を高度に精米し
た純米吟醸酒です。(提供)大桝屋

B11東近江市の地酒(一博・薄櫻　近
江藤兵衛)1,800ml2本セット

東近江市の地酒蔵「中澤酒造」、「増本酒造」
の純米吟醸酒をセットにしました。すべて東近
江市内での契約栽培による酒米を高度に精米し
た純米吟醸酒です。(提供)大桝屋

B12東近江市の地酒(大治郎・一博・
喜楽長・薄櫻・近江藤兵衛)720ml…

東近江市の地酒蔵「喜多酒造」、「畑酒造」、
「中澤酒造」、「増本酒造」の純米酒・純米吟
醸酒をセットにしました。(提供)大桝屋

B13田舎の親戚香想庵お食事券B　税
込10,000円分

農家レストラン「香想庵」でお使いいただける
税込10,000円分のお食事券です。※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)
有限会社池田牧場

B14永源寺温泉八風の湯ペア弁当付
入館券(岩盤浴利用券1回分付)

紅葉の名所永源寺の麓で至福のひと時を楽しめ
る温浴施設です。季節の食材を使用した「松花
堂弁当」、ソフトクリーム券、オリジナルグッ
ズもついております。(提供)永源寺温泉八風の
湯

B15近江のお茶鈴鹿の恵み(缶入)セ
ット

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
豊かで深い味わいをお楽しみください。(提供)
銘茶ますきち

B16鮒寿し姿スライス子持ち2本

 鮒本来の味わいが生きる滋賀の名産鮒寿しです
。(提供)村井水産有限会社

B17東近江銘菓詰合せ

「和菓子は餡が命」にこだわり、国産小豆と自
然の恵みである鈴鹿山系の天然伏流水を使用し
た自家製餡で和菓子をつくっています。(提供)
井上製菓株式会社

B18ふくろうオブジェ<市福>Ｓ

市役所をはじめ東近江市内9か所に設置され、街
を見守っている市福フクロウのミニチュアサイ
ズです。可愛い表情で愛されています。(提供)
布引焼窯元

B19ストール

地域ブランド「近江の麻」を使ったストールで
す。細い麻糸を使用していますので、軽くて肌
触りが良く快適です。(提供)北川織物

B20コキンメフクロウ

ギリシャ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、ローマ地方に棲息するコ
キンメふくろうの聡明な姿を表現しました。(提
供)布引焼窯元
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B21イ草ぞうり男女セット

創業80年の確かな技術とこだわりの国産イ草を
使い、履き心地の良い男女ペアの草履のセット
です。※婦人用の鼻緒はイメージになります。
（提供）畳増

b1近江牛ロースすきやき用400g

とろけるようなまろやかな近江牛です。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

b2近江牛しぐれ煮400ｇ

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

b3牛肉味噌漬け400g

ロース、ランプ、ヒレ等　ステーキ用の部位を
使用してた味噌漬けです。(提供)福永喜三郎商
店

b4いわなの山椒煮10尾入り

愛知川上流須谷川の日本初のいわな養魚場で、
採卵、孵化から育てたいわなの山椒煮です。(提
供)有限会社池田養魚場

30,000円からの寄附で選べる

C1東近江市の近江牛ロース・赤身60
0g

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。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

C2極上近江牛焼肉・ホルモンセット
600g/400g

万葉おすすめ焼肉用部位と産地直送希少な近江
牛ホルモンを詰め合わせてお届けします。(提供
)株式会社万葉

C3極上近江牛モモスライス800g

赤身肉ですがサシもはいっており、柔らかな食
感、肉の旨味も楽しんでいただけます。脂の苦
手な方におすすめです。すき焼き、しゃぶしゃ
ぶどちらでも召しあがっていただけます。(提供
)株式会社万葉

C4近江牛味噌漬100ｇ/4枚

近江牛の最高級部位である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

C5近江永源寺米食べ比べセットコシ
ヒカリ・みずかがみ・五穀ブレンド

鈴鹿の山の清らかな水と自然豊かな恵みで育っ
た近江永源寺米は味と香りが自慢です。(提供)
株式会社カネキチ

C6喜楽長味わいいろいろ飲み比べ72
0ml6本セット

喜楽長の地酒の世界を存分にお楽しみいただけ
る飲みくらべセットです。柔らかで、コクのあ
る味わいをお楽しみください。(提供)喜多酒造
株式会社

C7永源寺温泉八風の湯炭火焼「蕾」
コースペアチケット

紅葉の名所永源寺の麓で至福のひと時を楽しめ
る温浴施設です。炭火焼コースをご堪能いただ
けます。※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

C8永源寺温泉八風の湯炭火焼「匠」
コースペアチケット

紅葉の名所永源寺の麓で至福のひと時を楽しめ
る温浴施設です。炭火焼コースをご堪能いただ
けます。※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
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C9永源寺温泉八風の湯ペア紅葉懐石
付入館券(岩盤浴利用券1回分付)

紅葉の名所永源寺の麓で至福のひと時を楽しめ
る温浴施設です。八風自慢の懐石料理とともに
ご堪能ください。※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

C10鮒寿し姿スライス子持ち3本

鮒本来の味わいが生きる滋賀の名産鮒寿しです
。(提供)村井水産有限会社

C11小梵鐘（中）〈思安和世の鐘〉

金壽堂がお届けする小梵鐘の深い音色と長く響
く余韻をお楽しみください。(提供)金壽堂

C12「近江の麻」パットシーツシン
グル

近江の麻を使った敷きパッドです。天然素材「
麻」の自然なひんやり感や爽やかなシャリ感で
快適な夏の眠りをサポートします。(提供)麻絲
商会

C13半畳へりなし置き畳1枚

創業80年の確かな技術で作った約半畳サイズの
置き畳です。フローリング用で人工の畳表を使
っているので、汚れがつきにくいのが特徴です
。畳の上で大の字になって寝てみませんか。(提
供)畳増

C14MIOびわこ滋賀レプリカユニフォ
ーム

東近江市の布引グリーンスタジアムをホームス
タジアムとするJFL所属のMIOびわこ滋賀のレプ
リカユニフォームです。このユニフォームを着
てスタジアムで一緒に応援しませんか？(提供)M
i-Oスポーツ

C15食器セット<桜>

布引焼は美しい手描きの絵付が特徴です。「日
本の心の花・桜」を金天目で表現した器は、お
食事を一層美味しく引き立てる事でしょう。(提
供)布引焼窯元

C16パスタ皿2枚/直径25cm

木地師発祥の地である東近江市奥永源寺地域で
作られています。栃の木の木目を生かした実用
性のあるパスタ皿です。１つ１つ丁寧に手作り
で作られています。(提供)筒井ろくろ

C17ブレスエアー製ドッグケアマッ
トM－DX

高反発素材『東洋紡ブレスエアー（R）』を中芯
に採用したシニア犬用マットです。通気性がよ
く、中芯の洗濯できるので、清潔に使用できま
す。中大型犬向け。(提供)爽快潔リビング

C18ONE-PIECEOFROCKORIGINALUTILIT
YBAG

1920年代の雰囲気の生地で作られたユーティリ
ティバッグです。岡山県児島から厳選された糸
で作られたオリジナルのインディゴデニム地を
使用しています。(提供)FORTYNINERS

C19木製薄盆栃約30cm

木地師発祥の地である東近江市奥永源寺地域で
ろくろを使った手作りの薄盆です。塗装など一
切せず、木が持つ自然の光沢をそのままに仕上
げています。お品により、色、木目が異なりま
す※写真は一例です。(提供)君杢

C20木製薄盆欅約30cm

木地師発祥の地である東近江市奥永源寺地域で
ろくろを使った手作りの薄盆です。塗装など一
切せず、木が持つ自然の光沢をそのままに仕上
げています。お品により、色、木目が異なりま
す※写真は一例です。(提供)君杢

C21近江商人の町並み見学と湖国料
理を楽しむ旅(ペア)

近江商人発祥の地、五個荘金堂。歴史的な町並
みを観光ガイドの案内で見学していただきます
。昼食は江戸時代から続く「納屋孫」にて湖国
料理。※「ぷらざ三方よし」発着(主催)東近江
市観光協会

c1近江牛ロースすきやき用600g

とろけるようなまろやかな近江牛です。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近江牛ミスジスライス600g

霜降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

c3近江牛しぐれ煮600ｇ

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

c4万葉近江牛お惣菜3点セット

万葉オリジナル牛肉まんまるコロッケ30個、万
葉手作りハンバーグ3個、万葉特選近江牛ビフカ
ツ3枚を詰め合わせてお届けします。(提供)株式
会社万葉

c5日本酒大吟醸錦藍720ml、上撰額
田王磁器入720ml

錦藍は、滋賀県産の山田錦を使用し、厳選した
吟醸酒用の工房を使用して醸し出しました。志
賀盛は近江酒造の代表する銘柄です。すっきり
した酒質が魅力です。(提供)近江酒造株式会社

c6ハニーライス白米　キヌヒカリ　
30ｋｇ

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にこだわり米、キヌヒカリ
です。　精米サービスします。（精米後２６ｋ
ｇ位になります。）(提供)農事組合法人万葉の
郷ぬかづか

c7鮒寿し子持ち丸1本真空パック2本
+スライス大2個

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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50,000円からの寄附で選べる

D1東近江市の特選近江牛ロースまた
は肩ロース800g

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。粉雪の
ような霜降りと、きめ細やかな赤身が見事に調
和した霜降り肉です。お口の中で広がる旨味が
味わえます。(提供)中川畜産

D2極上近江牛ローススライス1kg

近江牛特有のきめ細やかな美しいサシが入った
ローススライスです。上品な肉質と脂の甘みを
楽しんでいただけます。またすき焼き、しゃぶ
しゃぶどちらでもおいしく召しあがっていただ
けます。(提供)株式会社万葉

D3極上近江牛サーロインステーキ80
0g

柔らかく独特な甘みと、きめ細やかな美しいサ
シで近江牛特有のとろけるような味を楽しんで
いただけます。(提供)株式会社万葉

D5A5ランク近江牛サーロインステー
キ600g

最高級近江牛サーロインステーキです。近江牛
の上質な脂は「しつこさ」「くどさ」がなく、
最高級の味を楽しんでいただけます。(提供)株
式会社万葉

D6近江牛すき焼き用・わりしたセッ
ト700g

滋賀が誇る琵琶湖。それを取り巻く豊かな自然
。近江牛はそんな滋賀の自然と人間が育てた芸
術品です。舌でとろけるような肉質と口中に広
がる濃厚でまろやかな旨味をぜひご賞味くださ
い。(提供)能登川いろは精肉店

D7近江牛しゃぶしゃぶ用・ごまだれ
セット700g

滋賀が誇る琵琶湖。それを取り巻く豊かな自然
。近江牛はそんな滋賀の自然と人間が育てた芸
術品です。舌でとろけるような肉質と口中に広
がる濃厚でまろやかな旨味をぜひご賞味くださ
い。(提供)能登川いろは精肉店

D8近江牛サーロインステーキ200g/3
枚

滋賀が誇る琵琶湖。それを取り巻く豊かな自然
。近江牛はそんな滋賀の自然と人間が育てた芸
術品です。舌でとろけるような肉質と口中に広
がる濃厚でまろやかな旨味をぜひご賞味くださ
い。(提供)能登川いろは精肉店

D9近江牛味噌漬100g/7枚

近江牛の最高級部位である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

D10近江永源寺米/コシヒカリ・みず
かがみ・五穀ブレンド

鈴鹿の山の清らかな水と、自然豊かな恵みで育
った近江永源寺米は味と香りが自慢です。(提供
)株式会社カネキチ

D11喜楽長味わいいろいろ飲み比べ1
,800ml6本セット

喜楽長の地酒の世界を存分にお楽しみいただけ
る飲みくらべセットです。(提供)喜多酒造株式
会社

D12小梵鐘（大）〈思安和世の鐘〉

日本人の心の音色「梵鐘」を作り続けている金
壽堂。音色は梵鐘のように独特な強弱のある長
い余韻を楽しんでいただけます。(提供)金壽堂

D13「近江の麻」パットシーツダブ
ル

近江の麻を使った敷きパッﾄです。天然素材「麻
」の自然なひんやり感や爽やかなシャリ感で快
適な夏の眠りをサポートします。(提供)麻絲商
会

D14半畳へりなし置き畳2枚セッ

創業80年の確かな技術で作った約半畳サイズの
置き畳（２枚セット）です。フローリング用で
人工の畳表を使っているので、汚れがつきにく
いのが特徴です。畳の上で大の字になって寝て
みませんか。(提供)畳増

D15抹茶椀<桜>

布引焼は美しい手描きの絵付が特徴です。「日
本の心の花・桜」を金天目で表現したお茶碗は
手に穏やかに馴染みます。至福の一服をお楽し
みください。(提供)布引焼窯元

D16ブレスエアー製敷き布団『FOURS
EASONSLITE』

高反発素材『東洋紡ブレスエアー（R）』を中芯
に採用した敷きパッドです。通気性がよく蒸れ
にくいので快適で、体が沈みにくいので、正し
い寝姿勢を保てます。中芯も洗濯できますので
、清潔に使用できます。(提供)爽快潔リビング

D17ONE-PIECEOFROCKORIGINALHELMET
BAGMEDIUM

13.5ozの左綾デニム生地で作られたヘルメット
バッグです。(提供)FORTYNINERS

D18「近江の麻」本麻生成掛布団

近江の麻を使った、さらっとした手触りで吸水
性のいい麻の掛布団です。麻の爽やかなシャリ
感で快適な夏の眠りをサポートします。(提供)
麻絲商店

d1近江牛ロースすきやき用1kg

とろけるようなまろやかな近江牛です。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

d2近江牛ロースステーキ用1㎏

ジューシーなステーキ用の近江牛です。おいし
い近江牛を楽しんでください。(提供)大道精肉
店

d3近江牛肩ローススライス800g

近江牛の中でも最上級の霜降りロースです。ス
ライス肉ですので、幅広い料理にご利用できま
す。口の中でとろけるような味わいをお楽しみ
ください。(提供)佐乃屋精肉店
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d4近江牛しぐれ煮1000ｇ

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

d5鮒寿し子持ち丸1本真空パック3本
+スライス大3個

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

d6酒蔵見学、近江龍門2種類、志賀
盛、錦藍、吟おうみ、近江路

6種類の現生した地酒と酒蔵見学をセットにしま
した。提供近江酒造株式会社

100,000円からの寄附で選べる

E1東近江市の特選近江牛頒布会

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。こだわ
り近江牛を種類ごとに3カ月お届けします。(提
供)中川畜産

E2近江牛サーロインステーキ300g/5
枚

滋賀が誇る琵琶湖。それを取り巻く豊かな自然
。近江牛はそんな滋賀の自然と人間が育てた芸
術品です。舌でとろけるような肉質と口中に広
がる濃厚でまろやかな旨味をぜひご賞味くださ
い。(提供)能登川いろは精肉店

E3近江牛しゃぶしゃぶ用・ごまだれ
セット1.2kg[髙島屋選定品]

滋賀が誇る琵琶湖。それを取り巻く豊かな自然
。近江牛はそんな滋賀の自然と人間が育てた芸
術品です。舌でとろけるような肉質と口中に広
がる濃厚でまろやかな旨味をぜひご賞味くださ
い。(提供)能登川いろは精肉店

E4近江牛すき焼き用・わりしたセッ
ト1.2kg

滋賀が誇る琵琶湖。それを取り巻く豊かな自然
。近江牛はそんな滋賀の自然と人間が育てた芸
術品です。舌でとろけるような肉質と口中に広
がる濃厚でまろやかな旨味をぜひご賞味くださ
い。(提供)能登川いろは精肉店

E5近江永源寺米頒布会コシヒカリ・
みずかがみ・五穀ブレンド

鈴鹿の山の清らかな水と、自然豊かな恵みで育
った近江永源寺米は味と香りが自慢です。※5カ
月に分けて発送　※1ヶ月分：コシヒカリ・みず
かがみ各5kg×2/五穀ブレンド1kgは１カ月目に
発送

E6鮒寿し子持ち桶入り7kg[髙島屋選
定品]

鮒本来の味わいが生きる滋賀の名産鮒寿しです
。(重石をのせて管理していただくと美味しく召
しあがっていただけます。）※重石は商品には
ついておりません。(提供)村井水産有限会社

E7永源寺温泉　八風の湯宿「八風別
館」宿泊ペアチケット

都市部から離れた滋賀県の奥座敷で、どこか昔
懐かしい風情漂う落ち着いた大人の空間を堪能
できます。全室露天風呂付客室をご用意してお
ります。(提供)永源寺温泉八風の湯

E8白洲正子「かくれ里」の世界木地
師のふるさとを訪ねる旅(ペア)

専用タクシーで木地師のふるさと小椋谷を訪ね
ます。観光ガイドがご案内します。地元食材の
お弁当付。※「JR能登川駅」発着(主催)東近江
市観光協会

E9ブレスエアー製敷き布団『FOURSE
ASONSPREMIUM』

高反発素材『東洋紡ブレスエアー（R）』を中芯
に採用した敷きパッドです。通気性がよく蒸れ
にくいので快適で、体が沈みにくいので、正し
い寝姿勢を保てます。(提供)爽快潔リビング

E10木製薄盆玉杢約30cm

木地師発祥の地である東近江市奥永源寺地域で
ろくろを使った手作りの薄盆です。塗装など一
切せず、木が持つ自然の光沢をそのままに仕上
げています。お品により、色、木目が異なりま
す。※写真は一例です。(提供)君杢

E11木製アクセサリーボックス檜約8
cm

木地師発祥の地である東近江市奥永源寺地域で
ろくろを使った手作りのアクセサリーボックス
です。塗装など一切せず、木が持つ自然の光沢
をそのままに仕上げています。お品により、色
、木目が異なります。※写真は一例です。(提…

E12長皿<湖畔>

布引焼は美しい手描きの絵付が特徴です。びわ
湖を望む湖畔の樹々に木漏れ陽の射す静かな風
景を、青い釉薬を基調に爽やかに描いています
。(提供)布引焼窯元
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E13半畳へりなし置き畳4枚セット

創業80年の確かな技術で作った約半畳サイズの
置き畳（4枚セット）です。フローリング用で人
工の畳表を使っているので、汚れがつきにくい
のが特徴です。畳の上で大の字になって寝てみ
ませんか。(提供)畳増

E14「近江ちぢみ」本麻ボーダー掛
布団

近江ちぢみを使った、さらっとした手触りで吸
水性のいい麻を側地、中わたにも使用した掛布
団です。麻の爽やかなシャリ感で快適な夏の眠
りをサポートします。(提供)麻絲商会

e1近江牛ロースすきやき用1㎏×2箱

品質、味にこだわった近江牛です。大人数や毎
日楽しみたい方にお勧めです。(提供)大道精肉
店

e2近江牛本ロース（リブロース）80
0g、近江牛赤身スライス800g

リブロースは牛肉本来の味をお楽しみ頂けます
。赤身はあっさりした中にもしっかりした旨み
のある赤身肉です。(提供)佐乃屋精肉店

e3近江牛サーロイン炙り焼き1.3㎏

霜降と脂の甘みをお楽しみください。ご家庭で
も調理しやすい厚みでカットしています。(提供
)佐乃屋精肉店

e4近江牛しぐれ煮2kg

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

300,000円からの寄附で選べる

F1近江牛すき焼き用・しゃぶしゃぶ
用・焼肉用頒布会

舌でとろけるような肉質と口中に広がる濃厚で
まろやかな旨味をぜひご賞味ください。3カ月に
分けてお届けします。(提供)能登川いろは精肉
店

F2近江永源寺米頒布会コシヒカリ・
みずかがみ・五穀ブレンド

鈴鹿の山の清らかな水と、自然豊かな恵みで育
った近江永源寺米は味と香りが自慢です。※10
カ月に分けて発送　※1ヶ月分：コシヒカリ・み
ずかがみ各5kg×3、五穀ブレンド1kg(提供)株式
会社カネキチ

F3永源寺温泉八風の湯ゴルフプレー
券付宿泊チケット(4名様1組)

名門「朝日野カントリー倶楽部」でゴルフを楽
しんでいただき、永源寺温泉八風の湯「八風別
館」自慢のお食事・お風呂をご堪能いただけま
す。(提供)永源寺温泉八風の湯

f1近江牛ロースすきやき用1㎏×5箱

品質、味にこだわった近江牛です。大人数や毎
日楽しみたい方にお勧めです。(提供)大道精肉
店

f2近江牛ヒレ肉1本（3㎏～4㎏）

近江牛の中でも最上級の希少な部位です。お好
きな厚みにお切り頂き、お召上がりください。(
提供)佐乃屋精肉店
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500,000円からの寄附で選べる

G1東近江市の「恵み」プレミアムツ
アー(ペア)

専用タクシーにて巡り,現地でガイドによる説明
がございます。お食事は「招福楼」や「万葉（
近江牛料理）」にてご用意します。宿泊は「日
登美山荘（お二人様貸切使用）」「八日市ロイ
ヤルホテル」などからお選びいただけます。…

G2壁掛けレリーフパネル<黄昏に翔
ぶ>

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、人々が一日を終え賢くなった黄昏
時の町に飛んで知恵を集めたというフクロウを
表現しています。(提供)布引焼窯元

G3木製茶盆栃ちぢみ約48cm<現品限
り>

木地師発祥の地である東近江市奥永源寺地域で
ろくろを使った手作りの茶盆です※写真の光具
合により色の見え方が実際のお品と異なる場合
があります。(提供)君杢

G4木製盆栃ちぢみ約39cm<現品限り>

木地師発祥の地である東近江市奥永源寺地域で
ろくろを使った手作りの盆です。※写真の光具
合により色の見え方が実際のお品と異なる場合
があります。(提供)君杢

G5木製盆欅玉杢約37cm<現品限り>

木地師発祥の地である東近江市奥永源寺地域で
ろくろを使った手作りの盆です。※写真の光具
合により色の見え方が実際のお品と異なる場合
があります。(提供)君杢

g1近江牛ロースすきやき用1㎏×10
箱

品質、味にこだわった近江牛です。大人数や毎
日楽しみたい方にお勧めです。(提供)大道精肉
店

1,000,000円からの寄附で選べる

H1花器<湖畔の桜>

布引焼は美しい手描きの絵付が特徴です。存在
感の充分な大きさの花器に、びわ湖畔を彩る華
やかな桜と、遠くに望む竹生島をゆったりと画
いています。(提供)布引焼窯元

H2木製茶盆楓コブ約37cm<現品限り>

木地師発祥の地である東近江市奥永源寺地域で
ろくろを使った手作りの茶盆です。※写真の光
具合により色の見え方が実際のお品と異なる場
合があります。(提供)君杢

H3木製薄盆楠コブ約44cm<現品限り>

木地師発祥の地である東近江市奥永源寺地域で
ろくろを使った手作りの薄盆です。※写真の光
具合により色の見え方が実際のお品と異なる場
合があります。(提供)君杢

h1近江牛ロースすきやき用1㎏×20
箱

品質、味にこだわった近江牛です。大人数や毎
日楽しみたい方にお勧めです。(提供)大道精肉
店
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