
申込
番号 B-7
スタミナジューシー
焼肉用佐賀和牛
○黒毛和牛 500g
○出品者：肉のもりやま

10,000円以上の寄附

冷凍

申込
番号 B-2
しゃぶしゃぶ・すきやき用
佐賀和牛
○黒毛和牛500g
○出品者：肉のもりやま

10,000円以上の寄附

冷凍

冷凍

申込
番号 C-5
森山牧場産
黒毛和牛ボリュームの
肉厚ステーキ （250g×2）
○ロースステーキ 250g×2 枚
○出品者：肉のもりやま

20,000円以上の寄附

申込
番号 B-16
焼肉屋特選！
佐賀和牛カルビー 500ｇ
○カルビー 500g、自家製タレ、コチュジャン
○出品者：焼肉園

10,000円以上の寄附

冷凍

申込
番号 B-22
 「佐賀産和牛」
しゃぶしゃぶ・すき焼き用肉

牛取引規格で肉質「4～ 3」等級クラスの
JA 佐賀のブランド牛「佐賀産和牛」は柔ら
かい赤身の中にきめ細かいサシが入った見事
な霜降りの牛肉です。

※入金確認後随時発送（商品お届けまで2～3週間）人気のある商品については更にお時間をいただく場合があります。予めご了承ください。 ※写真は全てイメージです。記載内容以外の物は含まれません。

佐賀ブランド「もりやまの肉」、佐賀県の豊かな自然の中に常時千頭ほどの佐賀産黒毛和牛を扱う森山牧場は、全国霜降り
チャンピオン牛も輩出！ 牧場では広い牛舎にストレスの無い環境作りと、独自に配合した飼料を与え、最高級の黒毛和牛
を育てています。また生産・加工・販売を自社で行い、柔らかくジューシーで美味しい佐賀和牛は県内でも高く評価され
ています。地元でも大人気の牧場直営の「もりやまの肉」を是非ご賞味ください！ ！ 

注目の新登場メニュー！自社牧場の肉のもりやまから
黒毛和牛の厚切ステーキ（250g×2）をお届け致し
ます。肉質は柔らかく、脂身も少ない、分厚くカット
したボリューム満点のロースステーキを鉄板で
ジュッと焼いて塩コショウでお召し上がり下さい。

○佐賀産和牛 400g
○出品者：中島精肉店

10,000円以上の寄附

冷凍

申込
番号 B-15
本生ハンバーグと肥前さくら
ポークベーコン・ソーセージ
○ハンバーク（佐賀牛・佐賀産豚）2個 x2袋
肥前さくらポークバラ肉ウインナー5本
肥前さくらポークウデ肉ウインナー5本
肥前さくらポークバラベーコン厚切5枚
○出品者：フレッシュフーズはらだ

10,000円以上の寄附

冷凍

申込
番号 B-29
佐賀県産豚肉＆鶏肉の
麹漬けセット
○豚モモ肉 しゃぶしゃぶ用 300g 、豚肩ロース塩麹漬け 
110g 、豚肩ロース醤油麹漬け 110g 、鶏胸肉塩麹漬け 
220g 、鶏胸肉醤油麹漬け220g
○出品者：自然派食堂  陽だまり

10,000円以上の寄附

冷凍

申込
番号 D-9
豚しゃぶしゃぶ・麹漬け豚肉＆
鶏肉のボリューム 3.5kg セット

○豚モモ肉しゃぶしゃぶ　300g×3、豚ロース塩麹漬け（2 枚
入り）220g×2、 豚ロース醤油麹漬け（2枚入り）220g×2 、
豚バラ焼肉用塩麹漬け 170g×2、 豚バラ焼肉用醤油漬け
170g×2、 豚ヒレ塩麹漬け 170g×1 、鶏胸肉塩麹漬け
220g×2 、鶏胸肉醤油麹漬け220g×2 、合計 3.5kgオーバー
○出品者：自然派食堂  陽だまり

30,000円以上の寄附

冷凍

小城のグルメをご紹介

佐賀産和牛

森山牧場

恵まれた自然と温暖な気候で育った佐賀県産の豚肉・鶏肉は、上質
で風味豊かな肉質で、どんな料理でも肉の旨みを存分に味わうこと
ができます。肥前サクラポークのウインナー、ベーコンはジューシー
な甘みと旨みが特徴です。佐賀県産 豚肉・鶏肉

申込
番号 B-3

いかしゅうまい
（8 粒入り）3 箱セット

10,000円以上の寄附
冷凍 申込

番号 A-8

いかしゅうまい
4 パックセット

5,000円以上の寄附
冷凍 申込

番号 A-21

元気いっぱい！ 水耕
にんにく４パックセット

5,000円以上の寄附
冷蔵 申込

番号 A-7

すりごまギフト用
6 袋セット
○すりごま 85ｇ×6袋
○出品者：いな吉

5,000円以上の寄附
常温

申込
番号 B-39

むつごろう畑のお漬物
７点セット
○瓜粕漬け、生姜みそ漬け、南紅梅、たかな漬け、
干し大根しょうゆ漬け、紅生姜、らっきょう漬け
○出品者：むつごろう畑はしま青果

10,000円以上の寄附
冷蔵 申込

番号 A-17

小城の美味しい漬物
５品セット
○万能だれ、ゆず大根、手むきトマト甘酢
漬け、俺のキムチ、高菜の油炒め
○出品者：やまとフーズ

5,000円以上の寄附
冷蔵 申込

番号 B-10

豆乳麺と専用めんつゆ
＆ソースセット
○豆乳麺 80g×18 束、めんつゆ 200ml、
トマト＆オニオンソース 200ml
○出品者：フジサン

10,000円以上の寄附
常温 申込

番号 A-19

自然派食堂陽だまり
三色米
○「黒米・赤米・緑米」の古代玄米「三色米」
150g ×3
○出品者：自然派食堂  陽だまり

5,000円以上の寄附

B-28

自然派食堂 陽だまり
ふるさとセット
○小城産減農薬米にこまる 1kg（白米）、
小城産減農薬米にこまる  1kg （玄米）、佐賀
産無添加米みそ  500ｇ、佐賀産無添加合わせ
みそ  500g、佐賀県産丸大豆醤油 500ml
○出品者：自然派食堂  陽だまり

10,000円以上の寄附
常温 常温申込

番号
申込
番号 A-11

佐賀和牛カレー
3 パックセット
○レトルトカレー 220g ×３
○出品者：肉のもりやま

5,000円以上の寄付

常温

申込
番号 B-45

自然派！古代玄米入り＆
五穀米あま酒 4 本セット
○玄米入りあま酒  500ml×2本、古代米入り 
五穀あま酒  500ml ×2本
※ノンアルコール・無糖・添加物不使用
○出品者：自然派食堂  陽だまり

10,000円以上の寄附
常温申込

番号 A-15

キムチ
得々盛り合わせ
○のいちの朝鮮漬  300g、旨いだれキムチ
300g、ソフトキムチ  300g、特用キムチ
300g、大根キムチ  300g
○出品者：乃市商店

5,000円以上の寄附
冷蔵

○いかしゅうまい30g  8 粒入 ×3箱
○出品者：牛津蒲鉾

○いかしゅうまい25g  6 粒入 ×4パック
○出品者：牛津蒲鉾

○水耕にんにく10個入ｘ4パック
○出品者：はたらいくサポート

Og
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天山から有明海へと美しく流れる清流から始まる緑と水のまち小城 。
そんな小城自慢のグルメな逸品をたくさん取り揃えました。
お気に入りの一品を見つけてください。

こい姫が自信を

持ってオススメします！

小城は美味しいものが

　　　　　　　い～っぱい♥
小城市公式キャラクター

こい姫
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人気 新登場

メニュー


