
工芸品

雲海物産
創業以来「燻製」一筋。長年に
わたり蓄積された燻製の技術と
造りのノウハウで、手づくりを
主体に「鶏のささみ燻製」を製
造・販売しています。

あゆの山水
照葉樹林が美しい綾川渓谷の入
り口に位置。清流・綾北川の水
を活かして育てたあゆを味わえ
る、まち有数のあゆ処です。

SHINGAKI
創業70年余年、お客様のニーズ
に応えた安心・安全にこだわっ
た幅広い精肉・加工品を取扱っ
ています。

ショップ
セレクト

綾町内の直売所などがセレクト
した逸品です。

綾豚会
（りょうとんかい）

遺伝子組換ではないトウモロコ
シや麦などを自家配合した飼料
を使用し、ストレスの少ない環
境で安心・安全な豚を育ててい
ます。

元町陶苑
創業昭和57年11月。小石原と
綾川焼で修行の後開窯。湯のみ・
花器類と日曜雑器が主力で、全
体的に民芸調で白物が目立ちま
す。

13,000円のご寄附

うす塩味20本、黒胡椒味10本

鶏のささみ燻製

17-01

14,000円のご寄附

あゆの姿煮90g×2袋、あゆの姿煮1尾×3
本、あゆ昆布巻×1本、焼きあゆ100g×1袋

あゆの詰め合わせ

15-12

10,000円のご寄附

5個入×4パック

綾ぶどう豚チーズinメンチカツ
20個

36-139 5,000円のご寄附

1袋10本入×1袋

綾ぶどう豚 手羽餃子
1袋

36-13710,000円のご寄附

1袋10本入×2袋

綾ぶどう豚 手羽餃子
2袋

36-138

10,000円のご寄附

120g×10個

綾牛・ぶどう豚ハンバーグ

13-04 8,000円のご寄附

日向夏ドレッシング200ml×3本、日向夏ポ
ン酢200ml×3本

日向夏無添加
ドレッシング＆ポン酢

61-01

9,000円のご寄附

マーシー（ホット柚子ソース）100ml×2本、
赤マーシー（柚子ソースの風味と赤唐辛子の
辛味と旨味が加わったソース）100ml×2本

万能調味料（マーシー）セット

16-14

10,000円のご寄附

5個入り(350g)×5袋 

綾牛コロッケ(family)

04-17 6,000円のご寄附

5個入(350g)×3袋

綾牛コロッケ

04-04

32,000円のご寄附

幅18cm×奥行19cm×高さ30cm
※手作りのため、大きさや色、柄の具合等が
異なります。

焼酎サーバー

41-13 21,000円のご寄附

直径15cm×高さ20.5cm
※手作りのため、大きさや色の具合等が異な
ります。

一合炊き土鍋セット

41-04 14,000円のご寄附

幅18cm×奥行き18cm×高さ12cm
※手作りのため、大きさや色の具合等が異な
ります。

すり鉢

41-11

熊須碁盤店
創業昭和30年。国の「現代の名
工」熊須建一が手がける、カヤ
材の碁盤は特級品で知られ、原
木から手づくりで仕上げます。
自然の生地を生かした製品は定
評があります。

134,000円のご寄附

1尺1寸×1尺2寸×2寸、駒台×2
※将棋の駒は含まれません。 ※お届けに1～
2ヵ月ほどかかる場合がございます。

九州中央山地産「榧」の
卓上将棋盤（駒台付）

40-12 134,000円のご寄附

1尺4寸×1尺5寸×2寸
※碁石は含まれません。 ※お届けに1～2ヵ
月ほどかかる場合がございます。

九州中央山地産「榧」の卓上碁盤

40-13 14,000円のご寄附

榧の箸1膳、榧のまな板1枚（標準約21cm×約
26cm）※手作りのため、大きさや色の具合等が
異なります。まな板置きと箸置きは含みません。

かやの木セット

40-11

児玉工芸
創業昭和52年。原木仕入から加
工販売を手がけ、カヤ、ケヤキ、
サクラ等約50種類以上の木材を
使って、丸盆や茶托、盛皿等を
制作しています。

10,000円のご寄附

2枚（直径約15cm×高さ約2cm）

食卓に木の温もりを、
5寸皿　限定10セット

54-02 6,000円のご寄附

1個（直径約6cm×高さ約4cm）

食卓に木の温もりを、
アカガシの起き上がりぐい呑み

54-01 30,000円のご寄附

飯椀１個（直径約10cm×高さ約5.5cm）
汁椀1個（直径約10cm×高さ約6cm）
榧箸１膳（長さ約23cm）

サクラのお椀（3.5寸）と
かやのお箸セット　限定20

100-2

26,000円のご寄附

直径7.5cm × 高さ10cm（いずれか1つ。色
は選べません）

春爛漫タンブラー

09-13 19,000円のご寄附

高さ8.1cm×幅9.2cm×奥行6.3cm（1つ）

一輪挿し ハッピークローバー

09-19 17,000円のご寄附

高さ9cm×幅7cm×奥行4cm（いずれか1
つ。色は選べません）

金彩 しずく文鎮
限定10個

09-14

110,000円のご寄附

高さ5cm×幅6.8cm×奥行6.8cm（いずれ
か1つ。色は選べません）

ぐい呑 プラチナ象嵌「光琳」
限定5個

09-16 52,000円のご寄附

高さ20cm×幅9.8cm×奥行9.8cm（いずれ
か1つ。色は選べません）

銀彩 光琳筒形花器
限定10個

09-15

13,000円のご寄附

720ml×1本

綾の有機玄米黒酢プレミアム

16-17 7,000円のご寄附

純米酢500ml×1本、柚酢あわせ500ml×
1本、醸造酢500ml×1本

古式醸造酢バラエティ
3種セット

16-16

8,000円のご寄附

（180g×4個）×2パック

綾のママ・ハンバーグ

51-11

13,000円のご寄附

うす塩味10本、黒胡椒味10本、ゆず胡椒味
10本

鶏のささみ燻製3種セット

17-02

8 9

グラスアート
黒木

ガラス工芸家で国の「現代の名
工」黒木国昭氏が主宰する工房。
原料から溶解・製作・加工まで
の一貫した設備があり、ショー
ルームも備えています。

千尋の滝



フルーツ

野々陶苑
平成9年開窯。綾町内の工房で9
年間修行した後に独立。粉引き
といわれる白を基調とした日常
食器や花器を主に製作していま
す。

綾城焼
「国際クラフトの城」内の体験
実習館にある陶芸教室の窯元で
す。ロクロや粘土も用意され、
だれでも気軽に指導が受けられ
ます。

工房
アートフラワー
きくち

さまざまな特長の布を使ってつ
くる四季の花・枝もの・山野草
など。さらにそれらをブーケ・
コサージュ・リース・タペスト
リー・盛り花に仕上げます。

綾の手紬
染織工房

国の「現代の名工」秋山眞和が
主宰。養蚕から織りまでの工程
を一貫して手作業で行い、染は
藍染・貝紫染をはじめとした草
木染が主の工房です。

日向夏
酸味の少ないさわやかな味わい
で人気の柑橘。生産者が一丸と
なり、自然生態系農業を実践し
て育てている自慢の果実です。

9,000円のご寄附

コーヒーカップ・ソーサー・スプーン1客、
コーヒー豆「綾城ブレンド」100g

日常に「ほっ」としたひとときを、
コーヒーセット　限定5セット

101-1

5,000円のご寄附

粉引しのぎスープカップ1個
（直径約11cm×高さ約5.5cm）

スープは優しく温かみのある器で、
限定20個

55-03 32,000円のご寄附

幅43cm×長さ92cm 
※花織部の色はお任せください。

テーブルセンター

27-16

14,000円のご寄附

コーヒーカップ1個、湯呑み1個
※手作りのため、大きさや色の具合等が異な
ります。

コーヒーカップ＆湯呑みセット

46-11 32,000円のご寄附

約18cm×10cm
※手作りのため、大きさや色の具合等が異な
ります。

シルクのコサージュ（大）

42-13

14,000円のご寄附

約8cm×6cm
※手作りのため、大きさや色の具合等が異な
ります。

シルクのコサージュ（小）

42-11

14,000円のご寄附

2つ
※手作りのため、大きさや色の具合等が異な
ります。

白さつま飯碗セット

39-12 14,000円のご寄附

コーヒーカップ1個、ビアカップ1個
※手作りのため、大きさや色の具合等が異な
ります。

白さつま
コーヒー碗ビアカップセット

39-15

15,000円のご寄附

2.5kg×2箱

日向夏（種なし）
5kg

14-23 12,000円のご寄附

2.5kg×2箱

日向夏（種が少ない）
5kg

14-22

9,000円のご寄附

5kg

日向夏（種あり）
5kg

14-21

完熟
マンゴー

果実が完熟すると木が実を落と
す特性を利用して収穫していま
す。そのため、味に間違いがな
く、完熟ならではのマンゴーの
風味を味わっていただけます。

30,000円のご寄附

3玉（約1㎏）　※お申込み時期によって、宮
崎県産「太陽のたまご」となる場合がござい
ます。予めご了承願います。

マンゴー「太陽のたまご」
3玉

14-26 30,000円のご寄附

5玉（約1.7kg）

（訳あり）完熟マンゴー
5玉

14-27

15,000円のご寄附

2玉（700g以上）

完熟マンゴー
2玉

14-24 15,000円のご寄附

9～15玉（約420ｇ）

生ライチ
9～15玉

14-30 12,000円のご寄附

完熟マンゴー1玉（約350g）、ライチ1パック
（約200g）

完熟マンゴー＆生ライチセット

14-3520,000円のご寄附

幅約7.5cm×奥行約1.5cm×高さ約1.8cm
（2個セット）
※専用木箱入り

錫でできた
「ネコのカトラリーレスト」

56-01 20,000円のご寄附

幅約8.7cm×奥行約1.5cm×高さ約2cm
（2個セット）
※専用の木箱入り

錫でできた
「馬のカトラリーレスト」

56-02

7,000円のご寄附

100g×1個

古法藍染め シルクの保湿　
綾の“藍”せっけん 

27-07

7,000円のご寄附

コーヒーカップ・ソーサー・スプーン1客

珈琲がもっと好きになる、
コーヒーカップセット　限定5セット

55-02 5,000円のご寄附

1枚（横約27cm×縦約14cm×高さ約3cm）

食卓に華やぎを、
花舟皿　限定20枚

55-01

10 11

三三鋳金
工房

動植物や身近な景色を題材とし
て、オブジェや日常で使える小
物・アクセサリーなどを、錫や
ブロンズ、真鍮といった金属で
つくっています。

陶房八十一
「生活に潤いを」と作られるシ
ンプルかつ味わい深い陶器類
は、日常的に食卓で使いやすい
ものが中心の窯元です。

ライチ
国内で流通しているライチのう
ち国産はわずか1%。綾町では
その希少な国産ライチの生産に
も力を入れています。新鮮な生
ライチは冷凍物にくらべて香り
高く、味にも深みがあります。

綾競馬

2021年2月～3月発送予定2021年2月～3月発送予定

2021年3月～4月発送予定

8,000円のご寄附

2.5kg×1箱

初春の旬「日向夏」種なし
2.5kg

14-39

2021年2月～3月発送予定

7,000円のご寄附

2.5kg×1箱

初春の旬「日向夏」種が少ない
2.5kg

14-38

2021年2月～3月発送予定

2021年6月～7月発送予定

2021年5月～7月発送予定

22,000円のご寄附

2玉（約1kg）

完熟マンゴー（大玉）
2玉

04-32

2021年5月～7月発送予定

2021年5月～7月発送予定

2021年5月～7月発送予定

2021年6月～7月発送予定

寄附者の声
2021年1月10日　神奈川県
綾町のお野菜をたべると野菜の甘さを感じられて大好
きです。これからも頑張ってください。

2021年1月7日　大阪府
医療従事者の皆様、町民の皆様、コロナに負けず頑張っ
て下さい。

2020年12月31日　大阪府
自然を大切にしている綾町のファンです。これからも、
自然を大切にした産業をどんどん発信してほしいです。
以前訪れた際、綾町のお水が美味しくて、その水で水だ
しコーヒーを作りました。コーヒーのあまりの美味しさ
に感動しました。お水がが返礼品にありとても嬉しいで

す。届いたら早速水だしコーヒーを作ろうと思います。

2020年12月30日　東京都
毎年綾町の知人より、農作物や畜産物を贈って頂いてお
ります。恩返しの気持ちも込めて、寄付させて頂きます。
これからもステキな農作物、畜産物を応援しておりま
す。

2020年12月29日　神奈川県
知人から日向夏を頂いてから自然の恵みに感謝して綾
町を応援しています。特に地方の活性化を応援していま
す。

2020年12月27日　愛知県
今までで食べてきた中で一番美味しい野菜は宮崎産で
した。応援しております。

2020年12月21日　長野県
有機農業を応援します。綾町のブランドがさらに高まる
よう頑張ってください!

2020年12月20日　愛媛県
毎年おいしい野菜をいただいてます。安心して食べれる
ことを感謝しています。

2020年12月19日　岐阜県
緑豊かな綾町の自然を後世に残すために、微力ではあり
ますが、応援させていただきます。

2020年12月14日　京都府
新しい時代に向けた新しい世代の育成を応援します。

2020年12月13日　長崎県
自然がいっぱいの綾町が大好きです。これからも応援し
ています。



フルーツ

野々陶苑
平成9年開窯。綾町内の工房で9
年間修行した後に独立。粉引き
といわれる白を基調とした日常
食器や花器を主に製作していま
す。

綾城焼
「国際クラフトの城」内の体験
実習館にある陶芸教室の窯元で
す。ロクロや粘土も用意され、
だれでも気軽に指導が受けられ
ます。

工房
アートフラワー
きくち

さまざまな特長の布を使ってつ
くる四季の花・枝もの・山野草
など。さらにそれらをブーケ・
コサージュ・リース・タペスト
リー・盛り花に仕上げます。

綾の手紬
染織工房

国の「現代の名工」秋山眞和が
主宰。養蚕から織りまでの工程
を一貫して手作業で行い、染は
藍染・貝紫染をはじめとした草
木染が主の工房です。

日向夏
酸味の少ないさわやかな味わい
で人気の柑橘。生産者が一丸と
なり、自然生態系農業を実践し
て育てている自慢の果実です。

9,000円のご寄附

コーヒーカップ・ソーサー・スプーン1客、
コーヒー豆「綾城ブレンド」100g

日常に「ほっ」としたひとときを、
コーヒーセット　限定5セット

101-1

5,000円のご寄附

粉引しのぎスープカップ1個
（直径約11cm×高さ約5.5cm）

スープは優しく温かみのある器で、
限定20個

55-03 32,000円のご寄附

幅43cm×長さ92cm 
※花織部の色はお任せください。

テーブルセンター

27-16

14,000円のご寄附

コーヒーカップ1個、湯呑み1個
※手作りのため、大きさや色の具合等が異な
ります。

コーヒーカップ＆湯呑みセット

46-11 32,000円のご寄附

約18cm×10cm
※手作りのため、大きさや色の具合等が異な
ります。

シルクのコサージュ（大）

42-13

14,000円のご寄附

約8cm×6cm
※手作りのため、大きさや色の具合等が異な
ります。

シルクのコサージュ（小）

42-11

14,000円のご寄附

2つ
※手作りのため、大きさや色の具合等が異な
ります。

白さつま飯碗セット

39-12 14,000円のご寄附

コーヒーカップ1個、ビアカップ1個
※手作りのため、大きさや色の具合等が異な
ります。

白さつま
コーヒー碗ビアカップセット

39-15

15,000円のご寄附

2.5kg×2箱

日向夏（種なし）
5kg

14-23 12,000円のご寄附

2.5kg×2箱

日向夏（種が少ない）
5kg

14-22

9,000円のご寄附

5kg

日向夏（種あり）
5kg

14-21

完熟
マンゴー

果実が完熟すると木が実を落と
す特性を利用して収穫していま
す。そのため、味に間違いがな
く、完熟ならではのマンゴーの
風味を味わっていただけます。

30,000円のご寄附

3玉（約1㎏）　※お申込み時期によって、宮
崎県産「太陽のたまご」となる場合がござい
ます。予めご了承願います。

マンゴー「太陽のたまご」
3玉

14-26 30,000円のご寄附

5玉（約1.7kg）

（訳あり）完熟マンゴー
5玉

14-27

15,000円のご寄附

2玉（700g以上）

完熟マンゴー
2玉

14-24 15,000円のご寄附

9～15玉（約420ｇ）

生ライチ
9～15玉

14-30 12,000円のご寄附

完熟マンゴー1玉（約350g）、ライチ1パック
（約200g）

完熟マンゴー＆生ライチセット

14-3520,000円のご寄附

幅約7.5cm×奥行約1.5cm×高さ約1.8cm
（2個セット）
※専用木箱入り

錫でできた
「ネコのカトラリーレスト」

56-01 20,000円のご寄附

幅約8.7cm×奥行約1.5cm×高さ約2cm
（2個セット）
※専用の木箱入り

錫でできた
「馬のカトラリーレスト」

56-02

7,000円のご寄附

100g×1個

古法藍染め シルクの保湿　
綾の“藍”せっけん 

27-07

7,000円のご寄附

コーヒーカップ・ソーサー・スプーン1客

珈琲がもっと好きになる、
コーヒーカップセット　限定5セット

55-02 5,000円のご寄附

1枚（横約27cm×縦約14cm×高さ約3cm）

食卓に華やぎを、
花舟皿　限定20枚

55-01

10 11

三三鋳金
工房

動植物や身近な景色を題材とし
て、オブジェや日常で使える小
物・アクセサリーなどを、錫や
ブロンズ、真鍮といった金属で
つくっています。

陶房八十一
「生活に潤いを」と作られるシ
ンプルかつ味わい深い陶器類
は、日常的に食卓で使いやすい
ものが中心の窯元です。

ライチ
国内で流通しているライチのう
ち国産はわずか1%。綾町では
その希少な国産ライチの生産に
も力を入れています。新鮮な生
ライチは冷凍物にくらべて香り
高く、味にも深みがあります。

綾競馬

2021年2月～3月発送予定2021年2月～3月発送予定

2021年3月～4月発送予定

8,000円のご寄附

2.5kg×1箱

初春の旬「日向夏」種なし
2.5kg

14-39

2021年2月～3月発送予定

7,000円のご寄附

2.5kg×1箱

初春の旬「日向夏」種が少ない
2.5kg

14-38

2021年2月～3月発送予定

2021年6月～7月発送予定

2021年5月～7月発送予定

22,000円のご寄附

2玉（約1kg）

完熟マンゴー（大玉）
2玉

04-32

2021年5月～7月発送予定

2021年5月～7月発送予定

2021年5月～7月発送予定

2021年6月～7月発送予定

寄附者の声
2021年1月10日　神奈川県
綾町のお野菜をたべると野菜の甘さを感じられて大好
きです。これからも頑張ってください。

2021年1月7日　大阪府
医療従事者の皆様、町民の皆様、コロナに負けず頑張っ
て下さい。

2020年12月31日　大阪府
自然を大切にしている綾町のファンです。これからも、
自然を大切にした産業をどんどん発信してほしいです。
以前訪れた際、綾町のお水が美味しくて、その水で水だ
しコーヒーを作りました。コーヒーのあまりの美味しさ
に感動しました。お水がが返礼品にありとても嬉しいで

す。届いたら早速水だしコーヒーを作ろうと思います。

2020年12月30日　東京都
毎年綾町の知人より、農作物や畜産物を贈って頂いてお
ります。恩返しの気持ちも込めて、寄付させて頂きます。
これからもステキな農作物、畜産物を応援しておりま
す。

2020年12月29日　神奈川県
知人から日向夏を頂いてから自然の恵みに感謝して綾
町を応援しています。特に地方の活性化を応援していま
す。

2020年12月27日　愛知県
今までで食べてきた中で一番美味しい野菜は宮崎産で
した。応援しております。

2020年12月21日　長野県
有機農業を応援します。綾町のブランドがさらに高まる
よう頑張ってください!

2020年12月20日　愛媛県
毎年おいしい野菜をいただいてます。安心して食べれる
ことを感謝しています。

2020年12月19日　岐阜県
緑豊かな綾町の自然を後世に残すために、微力ではあり
ますが、応援させていただきます。

2020年12月14日　京都府
新しい時代に向けた新しい世代の育成を応援します。

2020年12月13日　長崎県
自然がいっぱいの綾町が大好きです。これからも応援し
ています。



飲料・
調味料

綾・ほんもの
アイス工房

「綾手づくりほんものセンター」
横の小さな売店で、綾町産のフ
ルーツを使ったソフトやアイス
を販売しています。

※アイスはラクトアイスです。

クッチーナ・
リナルド

綾町の安心安全でおいしい食材
を使い、無添加・完全手づくり
にこだわったイタリア家庭料理
のお店です。

くるりカフェ
綾町の綾小学校下にある小さな
カフェ。焙煎士による自家焙煎
珈琲と自家製ベーグルが評判の
お店です。

10,000円のご寄附

綾ブルーベリー100g×2個、綾日向夏
100g×2個、オーガニックココア95g×2個

グルテン・白砂糖・乳製品・卵フリー
豆乳プリン　6個セット

21-11

10,000円のご寄附

90ml×18個　※セット内容は季節によっ
て異なります。（日向夏、マンゴー、ドラゴン
フルーツ、いちご、トマト、ワインなど）

綾DOREシャーベット
18個セット

11-05 10,000円のご寄附

90ml×18個　※セット内容は季節によって
異なります。（日向夏、マンゴー、ドラゴンフ
ルーツ、いちご、ブルーベリー、お茶、お芋など）

綾ほんものアイス
18個セット

11-06 10,000円のご寄附

90ml×18個　※セット内容は季節によって
異なります。（日向夏、マンゴー、ドラゴンフ
ルーツ、いちご、ブルーベリー、ワインなど）

綾ほんものアイスセット
（アイス&シャーベットミックス18個）

11-07

5,000円のご寄附

90ml×8個　※セット内容は季節によって
異なります。（日向夏、マンゴー、ドラゴンフ
ルーツ、いちごなど）

綾ほんものアイス
8個セット

11-04

14,000円のご寄附

自家焙煎コーヒー豆（オリジナルブレンド）
120g×2袋、自家焙煎コーヒー豆（シングルオリ
ジン）120g×2袋、オリジナルドリップバッグ6個

照葉樹林の町「綾町」で焙煎した
コーヒーセット

19-11

14,000円のご寄附

水出しコーヒー2袋（2リットル分）、自家焙
煎コーヒー豆150g×2袋、オリジナルド
リップパック6個

水に浸すだけで出来る
水出しコーヒーのセット

19-12 11,000円のご寄附

ドリップバッグコーヒー3個セット×6、焼
き菓子1組

オリジナルドリップバッグと
当店人気の焼き菓子セット

19-13

30,000円のご寄附

エルセ　シャワーヘッド　1本
世界発！ 抗酸化力を持つはたらく水の出るア
ンチエイジングシャワーヘッド。

エルセ
新型シャワーヘッド

29-12 12,000円のご寄附

所要時間2時間程度・希望日を備考欄にご記
入ください。※入金確認後、綾の手紬染織工
房から日程確認などの連絡をいたします。

綾町無形文化財
天然藍染め体験チケット（お一人様分）

27-08 10,000円のご寄附

所要時間2時間30分～3時間半程度・希望日
を備考欄にご記入ください。※入金確認後、
早川農苑から日程確認などの連絡をいたし
ます。

無農薬農家の農業体験（お一人様分）

05-07

19,000円のご寄附

綾の果実黒酢300ml×3本（梅、やまもも、き
んかん）、綾の有機黒玄米酢300ml×1本、綾
の天然水500ml×2本

綾の果実黒酢セット

16-11 1０,000円のご寄附

お花ハーブティ1袋（10g）、パワーハーブティ1袋（10g）、マ
ロウ1袋（8g）、はじめてのハーブティ1袋（レモングラス12g・
ミント3g・カモミール3g）、ビスカスレモングラス1袋（20g）

あや作業所のハーブティセット

43-1２

1０,000円のご寄附

ガーリックオイル1本（110g）、ハーブソルト1本
（50g）、バジルドレッシング1本（220g）、ハーブ
オイル1本（110g）、唐辛子オイル焼1本（50g）

あや作業所のハーブ調味料セット

43-13 1０,000円のご寄附

綾旨ラー油1本（110g）、旨辛とうがらしドレッシング1
本（220g）、あらびき唐辛子1本（18g）、ハーブオイル1
本（110g）、唐辛子オイル焼1本（50g）、唐辛子小袋1袋

あや作業所のとうがらし辛辛セット

43-14

36,000円のご寄附

綾の果実黒酢300ml×6本（梅、やまもも、き
んかん  各 2 本 ）、綾の有機黒玄米酢
300ml×2本

綾の果実黒酢
8本セット

16-12 34,000円のご寄附

アミノ黒酢 200ml×30本、綾の天然水 
500ml×24本

アミノ黒酢＆綾の天然水

16-13

5,000円のご寄附

落花生［から付］1袋（100g）、小粒落花生［む
きみ］1袋（80g）、黒糖大豆1袋（110g）

落花生と黒糖大豆セット

53-08 5,000円のご寄附

落花生［から付］1袋（100g）、小粒落花生［む
きみ］1袋（80g）、梅ピ1袋（90g）

落花生と豆菓子セット

53-09

11,000円のご寄附

生菓子（チョコバレル）8個、季節のコンフィ
チュール2本

オーガニックタウン綾から
美容と健康ギフト

37-11

14,000円のご寄附

ミニビターチョコ（8個）、ミニホワイトチョ
コ（6個）、オリーブオイル生チョコ（6個）

オーガニックチョコ＆
乳製品フリー生チョコセット

21-16 12,000円のご寄附

綾日向夏、綾ブルーベリー、オーガニックコ
コア各1個

グルテンフリー米粉ケーキ
3個セット

21-13

12 13

大山食品
「綾の名水」を仕込みから割水
まですべてに使用。無農薬有機
農業の玄米のみを原料に、昔な
がらの「野外カメ仕込み」でお
酢を醸造しています。

スイーツ

カフェ山猫
３世代のお客様が共有できる
ショップ＆レストラン。オー
ナーシェフが厳選したオーガ
ニックでナチュラルな素材が楽
しめます。

ショップ
セレクト

綾町内の直売所などがセレクト
した逸品です。

障がい者
通所福祉施設
あや作業所
綾町の大自然の中、20年間農薬
を使用していない健康な大地
で、農作物を育て、加工し販売
しています。

11,000円のご寄附

綾城ブレンドコーヒー150g、シングルオリ
ジンコーヒー150g、ドリップバック6個

季節ごとに変わる綾町自家焙煎の
コーヒーセット

19-14

体験・宿泊
その他

雛山

日本最大規模の照葉樹林が広がり、2012年ユネスコエコパークに登録され

た綾町。自然と共生する先進的な取り組みは、いまや世界の注目を集めるほ

どになりました。森に生息するさまざまな動植物たち。森がくれたきれいな

水、新鮮な空気。森への感謝とともに暮らす人々の笑顔まで、綾のすべてが

森のめぐみでイキイキと輝いています。いつまでも輝き続ける綾であるため

に、綾のまちづくりを「ふるさと納税」というカタチで応援してくださる方

を募集します。



飲料・
調味料

綾・ほんもの
アイス工房

「綾手づくりほんものセンター」
横の小さな売店で、綾町産のフ
ルーツを使ったソフトやアイス
を販売しています。

※アイスはラクトアイスです。

クッチーナ・
リナルド

綾町の安心安全でおいしい食材
を使い、無添加・完全手づくり
にこだわったイタリア家庭料理
のお店です。

くるりカフェ
綾町の綾小学校下にある小さな
カフェ。焙煎士による自家焙煎
珈琲と自家製ベーグルが評判の
お店です。

10,000円のご寄附

綾ブルーベリー100g×2個、綾日向夏
100g×2個、オーガニックココア95g×2個

グルテン・白砂糖・乳製品・卵フリー
豆乳プリン　6個セット

21-11

10,000円のご寄附

90ml×18個　※セット内容は季節によっ
て異なります。（日向夏、マンゴー、ドラゴン
フルーツ、いちご、トマト、ワインなど）

綾DOREシャーベット
18個セット

11-05 10,000円のご寄附

90ml×18個　※セット内容は季節によって
異なります。（日向夏、マンゴー、ドラゴンフ
ルーツ、いちご、ブルーベリー、お茶、お芋など）

綾ほんものアイス
18個セット

11-06 10,000円のご寄附

90ml×18個　※セット内容は季節によって
異なります。（日向夏、マンゴー、ドラゴンフ
ルーツ、いちご、ブルーベリー、ワインなど）

綾ほんものアイスセット
（アイス&シャーベットミックス18個）

11-07

5,000円のご寄附

90ml×8個　※セット内容は季節によって
異なります。（日向夏、マンゴー、ドラゴンフ
ルーツ、いちごなど）

綾ほんものアイス
8個セット

11-04

14,000円のご寄附

自家焙煎コーヒー豆（オリジナルブレンド）
120g×2袋、自家焙煎コーヒー豆（シングルオリ
ジン）120g×2袋、オリジナルドリップバッグ6個

照葉樹林の町「綾町」で焙煎した
コーヒーセット

19-11

14,000円のご寄附

水出しコーヒー2袋（2リットル分）、自家焙
煎コーヒー豆150g×2袋、オリジナルド
リップパック6個

水に浸すだけで出来る
水出しコーヒーのセット

19-12 11,000円のご寄附

ドリップバッグコーヒー3個セット×6、焼
き菓子1組

オリジナルドリップバッグと
当店人気の焼き菓子セット

19-13

30,000円のご寄附

エルセ　シャワーヘッド　1本
世界発！ 抗酸化力を持つはたらく水の出るア
ンチエイジングシャワーヘッド。

エルセ
新型シャワーヘッド

29-12 12,000円のご寄附

所要時間2時間程度・希望日を備考欄にご記
入ください。※入金確認後、綾の手紬染織工
房から日程確認などの連絡をいたします。

綾町無形文化財
天然藍染め体験チケット（お一人様分）

27-08 10,000円のご寄附

所要時間2時間30分～3時間半程度・希望日
を備考欄にご記入ください。※入金確認後、
早川農苑から日程確認などの連絡をいたし
ます。

無農薬農家の農業体験（お一人様分）

05-07

19,000円のご寄附

綾の果実黒酢300ml×3本（梅、やまもも、き
んかん）、綾の有機黒玄米酢300ml×1本、綾
の天然水500ml×2本

綾の果実黒酢セット

16-11 1０,000円のご寄附

お花ハーブティ1袋（10g）、パワーハーブティ1袋（10g）、マ
ロウ1袋（8g）、はじめてのハーブティ1袋（レモングラス12g・
ミント3g・カモミール3g）、ビスカスレモングラス1袋（20g）

あや作業所のハーブティセット

43-1２

1０,000円のご寄附

ガーリックオイル1本（110g）、ハーブソルト1本
（50g）、バジルドレッシング1本（220g）、ハーブ
オイル1本（110g）、唐辛子オイル焼1本（50g）

あや作業所のハーブ調味料セット

43-13 1０,000円のご寄附

綾旨ラー油1本（110g）、旨辛とうがらしドレッシング1
本（220g）、あらびき唐辛子1本（18g）、ハーブオイル1
本（110g）、唐辛子オイル焼1本（50g）、唐辛子小袋1袋

あや作業所のとうがらし辛辛セット

43-14

36,000円のご寄附

綾の果実黒酢300ml×6本（梅、やまもも、き
んかん  各 2 本 ）、綾の有機黒玄米酢
300ml×2本

綾の果実黒酢
8本セット

16-12 34,000円のご寄附

アミノ黒酢 200ml×30本、綾の天然水 
500ml×24本

アミノ黒酢＆綾の天然水

16-13

5,000円のご寄附

落花生［から付］1袋（100g）、小粒落花生［む
きみ］1袋（80g）、黒糖大豆1袋（110g）

落花生と黒糖大豆セット

53-08 5,000円のご寄附

落花生［から付］1袋（100g）、小粒落花生［む
きみ］1袋（80g）、梅ピ1袋（90g）

落花生と豆菓子セット

53-09

11,000円のご寄附

生菓子（チョコバレル）8個、季節のコンフィ
チュール2本

オーガニックタウン綾から
美容と健康ギフト

37-11

14,000円のご寄附

ミニビターチョコ（8個）、ミニホワイトチョ
コ（6個）、オリーブオイル生チョコ（6個）

オーガニックチョコ＆
乳製品フリー生チョコセット

21-16 12,000円のご寄附

綾日向夏、綾ブルーベリー、オーガニックコ
コア各1個

グルテンフリー米粉ケーキ
3個セット

21-13

12 13

大山食品
「綾の名水」を仕込みから割水
まですべてに使用。無農薬有機
農業の玄米のみを原料に、昔な
がらの「野外カメ仕込み」でお
酢を醸造しています。

スイーツ

カフェ山猫
３世代のお客様が共有できる
ショップ＆レストラン。オー
ナーシェフが厳選したオーガ
ニックでナチュラルな素材が楽
しめます。

ショップ
セレクト

綾町内の直売所などがセレクト
した逸品です。

障がい者
通所福祉施設
あや作業所
綾町の大自然の中、20年間農薬
を使用していない健康な大地
で、農作物を育て、加工し販売
しています。

11,000円のご寄附

綾城ブレンドコーヒー150g、シングルオリ
ジンコーヒー150g、ドリップバック6個

季節ごとに変わる綾町自家焙煎の
コーヒーセット

19-14

体験・宿泊
その他

雛山

日本最大規模の照葉樹林が広がり、2012年ユネスコエコパークに登録され

た綾町。自然と共生する先進的な取り組みは、いまや世界の注目を集めるほ

どになりました。森に生息するさまざまな動植物たち。森がくれたきれいな

水、新鮮な空気。森への感謝とともに暮らす人々の笑顔まで、綾のすべてが

森のめぐみでイキイキと輝いています。いつまでも輝き続ける綾であるため

に、綾のまちづくりを「ふるさと納税」というカタチで応援してくださる方

を募集します。
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200,000円のご寄附

［1ヶ月目］ウデ焼肉、肩ロース焼肉 各400g
／［2ヶ月目］クラシタスライス、リブロース
スライス 各400g／［3ヶ月目］サーロインス
テーキ、ももステーキ 各200g×2／［4ヶ月
目］三角バラ焼肉、もも焼肉 各400g／［5ヶ
月目］ももスライス、三角バラスライス各
400g／［6ヶ月目］ヒレステーキ100g×2、
リブロースステーキ200g×2

宮崎牛豪華バラエティ
6か月コース

36-63

綾町からのお裾分け～ふるさと定期便～

100,000円のご寄附

［1ヶ月目］ウデ焼肉、バラ焼肉 各400ｇ／
［2ヶ月目］クラシタ焼肉、モモ焼肉 各400ｇ
／［3ヶ月目］三角バラ焼肉400g、ヒレサイ
コロ焼肉200g

宮崎牛焼肉食べ比べ
3か月コース

36-61 100,000円のご寄附

［1ヶ月目］ウデスライス、バラスライス 各
400g／［2ヶ月目］クラシタスライス、リブ
ローススライス 各400g／［3ヶ月目］ももス
ライス、バラスライス 各400g

宮崎牛しゃぶしゃぶ・すき焼き
食べ比べ　3か月コース

36-62 120,000円のご寄附

［1月］綾の冬野菜セット／［2月］有機野菜＆
加工品セット／［3月］日向夏／［4月］鶏のさ
さみくんせい／［5月］綾ぶどう豚の詰め合わ
せ／ ［6月］綾牛の詰め合わせ／［7月］日向夏
ドリンク「綾夏ちゃん」30％／［8月］綾の地
ビール／［9月］お酢セット／［10月］あゆの
詰め合わせ／［11月］綾の新米／ ［12月］焼
酎「阿陀能奈珂椰」

あやチョイス
12か月コース

26-01

120,000円のご寄附

自然生態系農業で育てられた新鮮な旬の野
菜、果物などを月に1回、1年間お送りしま
す。
※セット内容は、1回につき、概ね10～15種
類程度
※夏から秋は、野菜の種類や収穫量が少なく
なるため一部が加工品に変わる場合があり
ます。

綾町旬野菜ギフト
（全12回）

04-03 60,000円のご寄附

自然生態系農業で育てられた新鮮な旬の野
菜、果物などを奇数月：1月・3月・5月・7月・９
月・11月にお届けいたします。
※セット内容は、1回につき、概ね10～15種
類程度
※夏から秋は、野菜の種類や収穫量が少なく
なるため一部が加工品に変わる場合があり
ます。

綾町旬野菜ギフト
（全6回）【奇数月発送】

04-05_1 60,000円のご寄附

自然生態系農業で育てられた新鮮な旬の野
菜、果物などを偶数月：2月・4月・6月・8月・
10月・12月にお届けいたします。
※セット内容は、1回につき、概ね10～15種
類程度
※夏から秋は、野菜の種類や収穫量が少なく
なるため一部が加工品に変わる場合があり
ます。

綾町旬野菜ギフト
（全6回）【偶数月発送】

04-05_2 100,000円のご寄附

［3月］旬の野菜＆日向夏（種あり）／ ［6月］完
熟マンゴー＆日向夏ゼリーと日向夏ジュー
ス（100％）／ ［10月］旬の野菜＆加工品＆綾
の米／ ［12月］旬の野菜＆スイートスプリン
グ

ＪＡ綾町定期便
（全４回）

14-33

30,000円のご寄附

［2月］完熟きんかん「たまたま」1kg／ ［3月］
種なし日向夏2.5kg／ ［6月］完熟マンゴー
350g／ ［12月］スイートスプリング5kg

ＪＡ綾町『いつでも綾フルーツ』
レギュラーコース　（全４回）

14-34

入金のあった月の翌月から発送
入金のあった月の翌月以降の該当月から
発送

入金のあった月の翌月以降の該当月から
発送

60,000円のご寄附

旬の野菜（8種類以上）の詰め合わせ［全12
回］
※天候災害等により野菜の種類が少ない場
合は、一部が果物や加工品に変わる場合があ
ります。

本日の朝どれお野菜セット
（全12回）

53-23

入金のあった月の翌月以降の該当月から
発送。※配送日時の指定ができます

30,000円のご寄附

旬の野菜（8種類以上）の詰め合わせ［全6回］
※天候災害等により野菜の種類が少ない場
合は、一部が果物や加工品に変わる場合があ
ります。

本日の朝どれお野菜セット
（全6回）

53-22

入金のあった月の翌月以降の該当月から
発送。※配送日時の指定ができます

入金のあった月の翌月以降の該当月から
発送

入金のあった月の翌月以降の該当月から
発送

入金のあった月の翌月から発送入金のあった月の翌月から発送入金のあった月の翌月から発送入金のあった月の翌月から発送

綾の照葉大吊橋

〒880-1392 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣515番地
TEL.0985-77-4025 / FAX.0985-77-2094　Email：zeimu@town.aya.lg.jp 第7刷2021年2月15日

綾町役場 総務税政課 ふるさと納税係
お問い合わせ
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200,000円のご寄附

［1ヶ月目］ウデ焼肉、肩ロース焼肉 各400g
／［2ヶ月目］クラシタスライス、リブロース
スライス 各400g／［3ヶ月目］サーロインス
テーキ、ももステーキ 各200g×2／［4ヶ月
目］三角バラ焼肉、もも焼肉 各400g／［5ヶ
月目］ももスライス、三角バラスライス各
400g／［6ヶ月目］ヒレステーキ100g×2、
リブロースステーキ200g×2

宮崎牛豪華バラエティ
6か月コース

36-63

綾町からのお裾分け～ふるさと定期便～

100,000円のご寄附

［1ヶ月目］ウデ焼肉、バラ焼肉 各400ｇ／
［2ヶ月目］クラシタ焼肉、モモ焼肉 各400ｇ
／［3ヶ月目］三角バラ焼肉400g、ヒレサイ
コロ焼肉200g

宮崎牛焼肉食べ比べ
3か月コース

36-61 100,000円のご寄附

［1ヶ月目］ウデスライス、バラスライス 各
400g／［2ヶ月目］クラシタスライス、リブ
ローススライス 各400g／［3ヶ月目］ももス
ライス、バラスライス 各400g

宮崎牛しゃぶしゃぶ・すき焼き
食べ比べ　3か月コース

36-62 120,000円のご寄附

［1月］綾の冬野菜セット／［2月］有機野菜＆
加工品セット／［3月］日向夏／［4月］鶏のさ
さみくんせい／［5月］綾ぶどう豚の詰め合わ
せ／ ［6月］綾牛の詰め合わせ／［7月］日向夏
ドリンク「綾夏ちゃん」30％／［8月］綾の地
ビール／［9月］お酢セット／［10月］あゆの
詰め合わせ／［11月］綾の新米／ ［12月］焼
酎「阿陀能奈珂椰」

あやチョイス
12か月コース

26-01

120,000円のご寄附

自然生態系農業で育てられた新鮮な旬の野
菜、果物などを月に1回、1年間お送りしま
す。
※セット内容は、1回につき、概ね10～15種
類程度
※夏から秋は、野菜の種類や収穫量が少なく
なるため一部が加工品に変わる場合があり
ます。

綾町旬野菜ギフト
（全12回）

04-03 60,000円のご寄附

自然生態系農業で育てられた新鮮な旬の野
菜、果物などを奇数月：1月・3月・5月・7月・９
月・11月にお届けいたします。
※セット内容は、1回につき、概ね10～15種
類程度
※夏から秋は、野菜の種類や収穫量が少なく
なるため一部が加工品に変わる場合があり
ます。

綾町旬野菜ギフト
（全6回）【奇数月発送】

04-05_1 60,000円のご寄附

自然生態系農業で育てられた新鮮な旬の野
菜、果物などを偶数月：2月・4月・6月・8月・
10月・12月にお届けいたします。
※セット内容は、1回につき、概ね10～15種
類程度
※夏から秋は、野菜の種類や収穫量が少なく
なるため一部が加工品に変わる場合があり
ます。

綾町旬野菜ギフト
（全6回）【偶数月発送】

04-05_2 100,000円のご寄附

［3月］旬の野菜＆日向夏（種あり）／ ［6月］完
熟マンゴー＆日向夏ゼリーと日向夏ジュー
ス（100％）／ ［10月］旬の野菜＆加工品＆綾
の米／ ［12月］旬の野菜＆スイートスプリン
グ

ＪＡ綾町定期便
（全４回）

14-33

30,000円のご寄附

［2月］完熟きんかん「たまたま」1kg／ ［3月］
種なし日向夏2.5kg／ ［6月］完熟マンゴー
350g／ ［12月］スイートスプリング5kg

ＪＡ綾町『いつでも綾フルーツ』
レギュラーコース　（全４回）

14-34

入金のあった月の翌月から発送
入金のあった月の翌月以降の該当月から
発送

入金のあった月の翌月以降の該当月から
発送

60,000円のご寄附

旬の野菜（8種類以上）の詰め合わせ［全12
回］
※天候災害等により野菜の種類が少ない場
合は、一部が果物や加工品に変わる場合があ
ります。

本日の朝どれお野菜セット
（全12回）

53-23

入金のあった月の翌月以降の該当月から
発送。※配送日時の指定ができます

30,000円のご寄附

旬の野菜（8種類以上）の詰め合わせ［全6回］
※天候災害等により野菜の種類が少ない場
合は、一部が果物や加工品に変わる場合があ
ります。

本日の朝どれお野菜セット
（全6回）

53-22

入金のあった月の翌月以降の該当月から
発送。※配送日時の指定ができます

入金のあった月の翌月以降の該当月から
発送

入金のあった月の翌月以降の該当月から
発送

入金のあった月の翌月から発送入金のあった月の翌月から発送入金のあった月の翌月から発送入金のあった月の翌月から発送

綾の照葉大吊橋

〒880-1392 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣515番地
TEL.0985-77-4025 / FAX.0985-77-2094　Email：zeimu@town.aya.lg.jp 第7刷2021年2月15日

綾町役場 総務税政課 ふるさと納税係
お問い合わせ



aya selection
照葉樹林のめぐみをお裾分け

綾町ふるさと納税　お礼の品カタログ

http://furusato-aya.jp/

あやちょう 検索

有効期限／2021年3月31日


