
食べる緑茶
五ヶ瀬町商工会

粉末茶として飲むのはも
ちろん、お料理にも使え
ます。茶殻も出ず手軽に
お茶の栄養素をまるごと
摂取できます。

1袋・・540円

マンゴーチーズ饅頭
高原町商工会

あっさりチーズとマンゴ
ージャムのまろやかな甘
さがおいしいチーズ饅頭
です。10個入り。

10個入り・・1,080 円

鶏めしの素
門川町商工会

自社生産の鶏肉をたっぷ
り使用した炊き込みご飯
の素です。1合用

1袋・・298円

マンゴージャム
川南町商工会

高級ブランド「時の雫」
マンゴーだけで作ってい
ます。濃厚な味わい。

1個・・977円

乙女のだれやめ
すき商工会

女子会などに好評！
ピリッと柚子胡椒が効い
たアルコールのお供にピ
ッタリなお菓子です。

1箱・・540円

玉ねぎの皮（粉末）
高原町商工会

昔から、玉ねぎは健康に
良いとされていますが、
古くから煎じて飲まれて
いました。

1袋・・540円

コラーゲン鍋スープ
国富町商工会

コラーゲンがたっぷり入
った鍋用スープ。魚介類
を入れるとさらに美味し
さUP。醤油・塩味

1袋・・各 540円

ごぼうかりんと
高原町商工会

ごぼうをたっぷり生地に
練り込みました。
ほんのりピリリッとくる
後味が癖になるかりんと
うです。

　1袋・・324円

つのトマト鍋
都農町商工会

トマト・かぼちゃ等の具
入りスープ。温めてその
ままでも美味しい。
キノコ、チーズなどを加
えると一層おいしい鍋料
理を楽しめます。

1箱・・500円

綾の果実黒酢
綾町商工会

甘さ控えめなのでお料理
にもおすすめ。マンゴー
きんかん、あやむらさき
など 10種類

1本・・1,296 円

生姜ドレッシング
木城町商工会

サラダはもちろん、豚肉
を漬け込んで焼くと生姜
焼きも手軽に作れます。
生姜ドレッシング 410円
生姜ドレッシング金ごま風味 
430 円

青とうがらしみそ 
日之影町商工会

厳選したみそにピリッと
辛い青唐辛子をブレンド
した手作りの味です。

1個・・432円

宮崎サラめし
高城町商工会

冷やしても温めても美味
しい。夏は冷や汁冬はあ
ったかさらっとサラめし。
パスタにもおすすめ。

1袋・・324円

宮崎切り干し大根
国富町商工会

安心の自社農場で育てた
大根を天日と寒風で干し
甘み、歯ごたえを豊かに
仕上げました。

1袋・・108円

田舎ぬか漬け
新富町商工会

貴重な特大天日干しだい
こんを、一年以上、国産
米ぬかや自然結晶天日塩
などで漬け込みました。 

1本・・648円

手羽味つけ 
門川町商工会

都城産の醤油を使用した
自家製たれでじっくり煮
込みました。

1袋・・324円

ナンデンゴたれ 
川南町商工会

元々はカツオのたたきの
タレとして、漁業の町・
川南で生まれました。
お野菜やお肉など、何に
でも合う万能たれです。

1本・・500円

鶏のささみくんせい
綾町商工会

宮崎産若鶏のささみと日
向灘の海塩を使い、外は
こんがり香ばしく、中は
しっとりやわらか仕上げ

1袋（4本）・・648円

海軍医カレー
高岡町商工会

たっぷりのお野菜と宮崎
県産和牛を使用。
２５０ｇ×２袋。

1箱・・1,080 円

香りの煎茶よかにせ 
三股町商工会

ツヤのある元気な茶葉と、
爽やかな香りから名付け
ました。清々しく、さっ
ぱりとした旨味をお楽し
みいただけます。

1袋・・1,080 円

甘乳蘇
山之口町商工会

古代の健康食品です。
牛乳のもつ甘み、うま味
を凝縮したチーズのよう
な食品です。

1箱・・1,080 円

ほろ酔い刈干娘 
高千穂町商工会

高千穂　故郷の香　
《梅焼酎漬け》　250ｇ 
※本商品にはアルコール
分が含まれております。

1袋・・380円

山椒佃煮 
高千穂町商工会

山椒の新芽の部分だけを
使用した、風味豊かな佃
煮です。おにぎり、お茶
漬け、豆腐料理にも最適
です。　1箱・・864円

若ごぼう霧島育ち 
三股町商工会

霧島山麓で栽培された若
採りのごぼうをコクのあ
るしょうゆで仕上げまし
た。このまま斜めに薄く
切ってお召し上がりくだ
さい。1袋・・307円

ひや汁
国富町商工会

食欲増進カルシウム補給
におすすめです。水又は
お湯で溶くだけでおいし
いひや汁が召し上がれま
す。 1袋・・320円

山下さんちの自慢の茶 
国富町商工会

天ぷらの付け塩、お茶漬
けなどに加えると、お茶
の風味豊かな一品が出来
上がります。

1袋・・1,080 円

イチジクジャム
佐土原町商工会

自家農園イチジク使用。
糖度をギリギリまでおさ
えフレッシュなおいしさ
を閉じ込めました。

1個・・400円

高原味のおとし子 
高原町商工会

牛、魚刺身、漬物、水炊
きや、卵かけごはん・野
菜炒めなどにも使える元
祖万能醤油です。

1本大・・830円

おし大豆
野尻町商工会

みそ汁や酢の物などに。
天日干しで栄養たっぷり
１００ｇ入り

1袋・・216円

豆腐のカリント 
椎葉村商工会

昔ながらの製法で作られ
た硬くて粘りのある椎葉
の生豆腐を、独自の製法
でかりんとうにしました。

1袋・・380円

日南海岸さしみ醤油 
南郷町商工会

濃口醤油（混合）。
自家製もろみを使ってま
す。５００ｍｌ
南国宮崎の甘口醤油です

1本・・450円

キーマカレー
高千穂町商工会

風味と歯ごたえの良い乾
しいたけ (原木 ) をたっ
ぷり使用しました。
(高千穂町 )180ｇ　

1箱・・460円

桑の葉茶
高原町商工会

霧島の麓で採集された天
然の桑の葉です。 
落葉の高木です。

1袋・・215円

柚子チョコ
西米良村商工会

宮崎県産柚子の皮にチョ
コレートをコーティング
しました。３５ｇ

1袋・・216円

黒にんにく
田野町商工会

宮崎県産自然栽培、遠赤
外線によるオリジナル熟
成方法に元気をプラス

1袋・・620円

旨辛一滴　青・赤 
西米良村商工会

柚子と唐辛子を使用。
お料理にひとふりかける
と刺激的な旨さが広がる
液状ゆずこしょう。
1本・・各 378円

柚子こしょう青・赤
すき商工会

すき村の香り高い青柚子
と青唐辛子を使用してい
ます（青）鶏の炭火焼き
などにおすすめ。

1本・・各 450円

有機釜炒り茶 特撰 
五ヶ瀬町商工会

農薬も化学肥料も一切使
わずに育てました。
茶葉本来の風味がいきて
います。

1袋・・1,080 円

ゆず巻ようかん 
西米良村商工会

ゆずの皮を甘露煮して白
餡をたっぷり詰めました。
半分に割ったゆずの皮を
甘露煮してゆず羊かんを
流し込んだお菓子です。

1個・・540円

あゆの姿煮 180ｇ 
綾町商工会

綾北川の清流を使って大
事に育てた香魚（鮎）を
使用して作りました。

1袋・・1,300 円

鈴之家のタレ
南郷町商工会

日南海岸刺身醤油を使用
して作ったタレ。鈴之家
旅館秘伝のタレです。
漬け丼におすすめ！

1袋・・500円

宮崎ﾏﾝｺﾞｰういろう
高原町商工会

宮崎県産ひのひかりを使
用して作りました。
保存料は一切使用してい
ません。

1個・・400円

塩御殿
三股町商工会

中辛・ピリリとした辛み
が食材と料理に新たな深
みを加え、食欲を刺激し
ます。3種類

1本各・・600円

尾鈴たかな漬
都農町商工会

ピリ辛でご飯に合います
が、チャーハンやラーメ
ンのトッピングとし使っ
てもおいしく食べれます。

1袋・・220円

朝どれ菜園ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
三股町商工会

無農薬で育てた自家栽培
の野菜をたっぷり取り入
れた新鮮なドレッシング
です。

各 1本・・480円

ゆず塩
すき商工会

宮崎須木産ゆずと串間産
夢の塩を使用。天ぷらの
漬け塩・鍋物・パスタな
ど幅広くご利用できます。

1袋・・300円

マンゴージャム小
清武町商工会

濃厚かつ爽やかな宮崎マ
ンゴーの風味をそのまま
お届けしたいので、プリ
ップリの果肉も残してじ
っくりコトコトつくりま
した。 1個・・325円

くろまる 31 粒 
佐土原町商工会

一日 1片を目安に皮をむ
いてお召し上がりくださ
い。独特のニオイも気に
せずおいしく食べられま
す。 1袋・・1,545 円

冷凍

冷蔵

冷凍


