
■商品について
商品価格は、すべて税込みです。
食品類の賞味期限は、製造日よりの起算で、未開封の状態で、配送方法の区分で保存した場合の表示です。開封後は、
記載の賞味期限にかかわらず、お早めにお召し上がりください。

■ご注文について
ご注文は、別紙注文書を弊社あて郵送もしくはファックスにて承ります。
下記のとおり、お届け期間によって、ご注文締め切り期日を設けさせていただいております。お日にちに余裕をもってご
注文ください。

■配送について
商品はヤマト宅配便にてお届けします。また、各店舗より直送しますので、同一のお届け先に異なる店舗の商品の同梱、
また、異なる保管方法の商品の同梱はできません。
1梱包ごとに下記配送料が別途かかります。

■お支払について
ご注文が、郵送もしくはファックスの場合は、ご注文受付後、請求書を送付いたしますので、商品価格及び送料の合計額
を、下記あて振込、もしくは代金引換にてお支払いください。なお、振込手数料及び代引手数料はご注文者様でご負担く
ださい。※取扱い金融機関：肥後銀行（内牧）、熊本銀行（阿蘇）、阿蘇農業協同組合（阿蘇町中央支所）、ゆうちょ銀行。

■個人情報について
取得した個人情報は商品発送及び商品案内のために利用します。また、商品は各店舗より直送しますので、発送に必要
な情報が該当店舗に共有されます。

〒869-2307　熊本県阿蘇市小里656番地1

TEL0967-32-3000 FAX0967-32-3020
e-mail:green-a@aso.ne.jp
Twitter：https：//twitter.com/asogscorp
印刷：城野印刷所　〒861-2296 熊本県上益城郡益城町広崎1630番地1

企画　株式会社 GSコーポレーション

阿蘇の贈りもの阿蘇の贈りもの

阿蘇草原再生応援企画

2022年 夏のギフトカタログ

Summer 
Gift

 C
atalog

阿蘇の草原は1000年以上前から、放牧・野焼き・採草など、人が手を
懸けて維持され、自然と人間の共生で守られてきました。阿蘇地域は九
州にある一級河川6本の源流の一部でもあります。近年の研究で、草原
のほうが森林より下流域への水供給力が高いことが指摘されています。
しかしながら、草原の面積は減少傾向にあります。弊社は、草原の保
全と地域振興のため夏と冬にカタログギフトを企画しており、このカタロ
グによる収益の一部を「公益財団法人　阿蘇グリーンストック」に寄付い
たします。なお、2021年度の夏と冬の本企画では、58,802円を寄付いた
しました。
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Twittere-mail

区分
①
②
③

お届け期間
7月前半 （ ～ 7月15日）
7月後半 （ ～ 7月31日）
8月前半 （ ～ 8月15日）

ご注文期限
7月  7日（木）
7月22日（金）
8月  5日（金）

地域（都道府県）
北海道
東北（青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島）
関東・信越（群馬・栃木・山梨・茨城・千葉・埼玉・東京都・神奈川・新潟・長野）
中部・北陸（静岡・愛知・三重・岐阜・富山・石川・福井）
四国・関西（愛媛・香川・高知・徳島・大阪府・京都府・奈良・滋賀・兵庫・和歌山）
中国（山口・広島・岡山・島根・鳥取）
九州（福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島）
沖縄

送料
1,750円
900円
800円
550円
450円
350円
― 円

1,350円



4,800円
5,500円

内容／玄米10kg×1袋

2021年産
阿蘇ほたる米（コシヒカリ）
阿蘇の大観峰の裾野、蛍が飛び交う冷たくて
きれいな湧水で育ったおいしいお米です。

ＧＳコーポレーションのハンバーグとひばり工房の
人気商品をコラボしました。
（GSコーポレーション×ひばり工房）

阿蘇産あか牛70％と熊本県産豚肉30％
のハンバーグです。ヘルシーだと人気の
あるあか牛肉を使用し、また、原料にも合
成添加物を使用していません。ひとつひと
つ手ごねをしていて、口当たりがよく、
ジューシーに仕上がっています。

阿蘇のあか牛阿蘇のあか牛

4,000円

阿蘇あか牛
ハンバーグ
内容／110g×3個×3袋
賞味期限 180日

3,700円

GS×ひばり コラボセット

阿蘇ジオパーク認定

写真はイメージです。

阿蘇あか牛
サーロインステーキ
内容／200g×3枚
賞味期限 180日

冷 凍

8,900円

阿蘇あか牛
ハンバーグ＆
サーロインステーキセット
内容／ハンバーグ110g×3個×2袋、
サーロインステーキ200g×2枚
賞味期限 180日4,800円

阿蘇あか牛
ハンバーグ＆
ハム・ソーセージセット
内容／ハンバーグ110ｇ×3個、ペッパーフランク
ソーセージ約175g、ウィンナーソーセージ約175g、
ブロック肉入りハムステーキ約200g
賞味期限 180日

4,100円

阿蘇あか牛
ハム・ソーセージセット

阿蘇ジオパーク認定

阿蘇ジオパーク認定

阿蘇ジオパーク認定

冷 蔵

冷 凍

内容／阿蘇あか牛ハンバーグ110g×3個（180日）、ベーコン約300g
（90日）、スモークチキン約250g（90日）　※（　）内は賞味期限

内容／馬肉200g、
特製馬刺し醤油1本

新鮮馬刺し赤身
内容／馬肉200g、
特製馬刺し醤油1本

新鮮馬刺し霜降り 冷 凍 冷 凍冷 凍

内容／ペッパーフランクソーセージ約175g、
ウィンナーソーセージ約175g、
ブロック肉入りハムステーキ約200g
賞味期限 35日

「馬肉」は艶やかな赤身であり、深い旨みが凝縮され
た味わいが特徴です。専用の馬刺し醤油とご一緒にお
召し上がりください。
賞味期限 90日 （阿蘇とり宮）

赤身の中に美しいサシが入った「霜降り」は甘みがあ
り、口の中で溶ける柔らかさ。専用の馬刺し醤油とご一
緒にお召し上がりください。
賞味期限 90日 （阿蘇とり宮）

内容／馬肉（赤身200g、
霜降り200g）、特製馬刺し醤油1本

新鮮馬刺しセット（赤身・霜降り）

艶やかな赤身は深い旨みが凝縮された味わいが特徴
です。赤身の中に美しいサシが入った「霜降り」は甘み
があり、口の中で溶ける柔らかさ。専用の馬刺し醤油と
ご一緒にお召し上がりください。
賞味期限 90日 （阿蘇とり宮）

阿蘇あか牛

肩ロースすき焼き
内容／500g
賞味期限 180日

冷 凍

7,200円999-008

冷 凍 999-001

冷 凍 040-003

999-004 999-002

冷 凍

9,800円999-005

冷 凍

8,500円999-006

冷 凍

7,200円999-007

999-101

内容／白米5kg×2袋 999-100

阿蘇の大自然の中で、自然の恵みをたっぷり受けながら健康に育っ
た牛です。あか牛は脂肪分が少なく、赤身の旨みが味わえる肉です。

阿蘇あか牛

ロース冷しゃぶ
内容／500g
賞味期限 180日

阿蘇あか牛

肩ロース焼肉
内容／500g
賞味期限 180日

11,000円067-0037,000円067-0025,400円067-001

999-003



内容／プレスハム350g、
スモークソーセージ320ｇ、
ベーコン250～400g、
ウィンナー200ｇ×1袋

ひばり工房
ハムセット

阿蘇の自然から生み出された湧き水とオリジナルブ
レンドしたスパイスと天然塩で丁寧に造り上げた手造
りハムとソーセージのセットです。
賞味期限 35日 （ひばり工房）

冷 蔵

冷 凍南阿蘇からの贈り物①

小国町産の豚肉を使用した大人味のドライカレーと
ジューシーなメンチカツのセットです。
賞味期限 3か月 （学びやの里）

内容／小国豚ドライカレー100g×4個、
メンチカツ100g×4個

阿蘇小国豚ドライカレー、
メンチカツセット

5,400円

冷 凍 冷 凍 冷 凍

5,800円
良質なあか牛と小国町の大自然で育てられたモナー
ク種という希少な豚のお肉を使った、手作りハンバー
グの食べ比べセットです。
賞味期限 3か月 （学びやの里）

内容／牛ハンバーグ150g×4個、
豚ハンバーグ150g×4個

あか牛と阿蘇小国豚の
ハンバーグ食べ比べセット

5,500円
小国町の大自然で育てられたモナーク種という希少
な豚のお肉を使った、手作りの加工品です。お店の味
を簡単調理で味わえます。
賞味期限 ３か月（ソースは半年）
 （学びやの里）

内容／豚ハンバーグ150g×2個、
メンチカツ100g×2個、ドライカレー
120g×2個、小国豚餃子18個入り×
1箱、ハンバーグソース×1袋

阿蘇小国豚満足セット

内容／阿蘇俵山カレー（阿蘇あか牛、馬肉、
ひごさかえ肥皇豚、大阿蘇どり）各200ｇ×2

阿蘇由来の厳選素材をレトルトパックにした世界に一
つだけのカレーです。それぞれの素材の味が際立つカ
レーです。贈りものはもちろん、備蓄用としても好評です。
賞味期限 2年 （たんぽぽハウス）

阿蘇俵山カレー食べ比べセット
世界農業遺産認定記念商品

冷 凍

阿蘇市「内牧料理維新の会」がプロデュースした渾身
の丼ぶり。肥後のあか牛と阿蘇特産の高菜の新漬け、
特製たれと絡み合いこれまでにない美味しさの丼ぶり
をご案内します。
賞味期限 30日 （オンラインショップASOMO）

内容／阿蘇あか牛丼
90g×2（2人前）、
阿蘇高菜新漬け40g、
特製たれ180㎖

特選あか牛
火の山丼

冷 凍

ＵＲＬ http://aso-asomo．cｏｍ

内容／手づくり
馬ロッケ10個

手づくり
馬ロッケ
10個セット

甘辛く煮込んだ熊本特産の「馬肉」をホクホクのじゃ
がいもで愛情込めて手づくりで包みました。アツアツの
「手づくり馬ロッケ」をお手軽に、ご自宅でお召し上が
りください。
賞味期限 90日 （阿蘇とり宮）

056-002

本場ドイツの伝統的製法に基づき、時間と手間をかけたこだわりのハム・ソーセージです。その美味しさと技術力は、ドイ
ツ食肉加工マイスター達からも高く評価されています。温度と湿度の調整と管理に長年の勘と経験が必要な炭火で、ゆっ
くりと乾燥することにより、遠赤外線効果でハム・ソーセージの旨みと保存性を高めています。桜材の原木チップでスモー
クを行うことにより香りが高まり、天然の防腐効果を最大限引き出します。賞味期限 40日 （阿蘇ナチュラル・ジェイファーム）

内容／炭火スモークベーコン170g、
スモークフランクフルト120g、
ポリニッシュソーセージ180g、
ハーブウィンナー130g

手造りハム・ソーセージ
詰め合わせA

4,0004,000円
内容／炭火スモークベーコン170g、
炭火スモークヒレハム100g、
炭火スモークソーセージ300g、
スモークフランクフルト120g

手造りハム・ソーセージ
詰め合わせB

5,0005,000円
040-001

4,7004,700円

冷 蔵 冷 蔵

056-001

「昔食べたトマトの味」「果物みたい」というお客様の
声。畑で完熟してから収穫、即お届けします。南阿蘇村
の野草や落ち葉を二年半寝かせて作った堆肥を使
い、まじめにトマトを作っています。※天候・生育状況等
によりお届け時期が前後しますので、あらかじめご了承
ください。 （小泉農園）

内容／2kg

小泉農園のミディトマト小泉農園のミディトマト

糖度が高くジューシーな「惠美ゴールド」をお届けいた
します。生物ですのですぐ茹でるか冷蔵保存して出来
るだけ早くお召し上がり下さい。※天候・生育状況等に
よりお届け時期が前後しますので、あらかじめご了承く
ださい。 （市原啓吉）

糖度が高くジューシーな「惠美ゴールド」をお届けいた
します。生物ですのですぐ茹でるか冷蔵保存して出来
るだけ早くお召し上がり下さい。※天候・生育状況等に
よりお届け時期が前後しますので、あらかじめご了承く
ださい。 （市原啓吉）

阿蘇の高原で育った
甘いスイートコーン

内容／3㎏
（約8本入り）
内容／3㎏
（約8本入り）

内容／5㎏
（16～18本入り）
内容／5㎏
（16～18本入り）

044-001

044-002

032-001

036-001

036-005
036-006

4,300円
038-001

3,400円
067-004

4,000円
028-002

4,700円
053-005

2,600円
037-0023,600円

037-001

2,800円
賞味期限 イチゴジャムは6か月、他は1年
※写真はセットＡの内容です。 （工房阿蘇ものがたり）

内容／焼肉のたれ（甘口）、
トマトケチャップ、
ドレッシング（甘口）

内容／焼肉のたれ（甘口）、
トマトケチャップ、
ドレッシング（甘口）

阿蘇ものがたりセットB阿蘇ものがたりセットB
4,200円

048-001 5,400円

内容／焼肉のたれ（甘口）、トマトケチャップ、
ドレッシング（甘口）、イチゴジャム、
阿蘇たかな飯の具

内容／焼肉のたれ（甘口）、トマトケチャップ、
ドレッシング（甘口）、イチゴジャム、
阿蘇たかな飯の具

阿蘇ものがたりセットA阿蘇ものがたりセットA

冷 蔵

草原環境を保全するため、草原の野草を堆肥に使用
している「草原再生シール生産者の会」で作られた新
鮮な野菜の詰め合わせです。7種類ほどの新鮮な野菜
をお届けします。※天候・生育状況等によりお届け時期
が前後しますので、あらかじめご了承ください。
 （草原再生シール生産者の会）

内容／野菜7種類程度内容／野菜7種類程度

阿蘇草原再生シール
野菜セット
阿蘇草原再生シール
野菜セット

4,3004,300円065-002

冷 蔵

3,1003,100円
065-001 4,5004,500円

熊本とまとでつくった無添加酵素シロップと阿蘇の湧
き水でつくった炭酸水のセットです。阿蘇小国杉でつ
くった特製栓抜きがセットになっているため、届いたら
すぐに栓を開けられます。 （七福醤油店）

熊本とまとでつくった無添加酵素シロップと阿蘇の湧
き水でつくった炭酸水のセットです。阿蘇小国杉でつ
くった特製栓抜きがセットになっているため、届いたら
すぐに栓を開けられます。 （七福醤油店）

南阿蘇の人気店カルデラバッチョの詰め合わせです。 
（井手商店）
南阿蘇の人気店カルデラバッチョの詰め合わせです。 
（井手商店）

内容／酵素シロップ阿蘇まるごと搾りとまと240ｇ×1
本（240日）、阿蘇炭酸水200㎖×２本、阿蘇小国杉
の栓抜き1個
※（　）内は賞味期限

内容／酵素シロップ阿蘇まるごと搾りとまと240ｇ×1
本（240日）、阿蘇炭酸水200㎖×２本、阿蘇小国杉
の栓抜き1個
※（　）内は賞味期限

内容／パンツェロッティ（包み揚げピザ）150g×2袋
（2か月）、南郷谷の五目おこわ200g×3袋（2か月）
※（　）内は賞味期限

内容／パンツェロッティ（包み揚げピザ）150g×2袋
（2か月）、南郷谷の五目おこわ200g×3袋（2か月）
※（　）内は賞味期限

内容／あか牛ハンバーグ（デミグラスソース）100g×2
袋（8か月）、あか牛ハンバーグ（トマトソース）100g×2袋
（8か月）、南阿蘇ピクルスゆず大根100g×1袋（6か月）
※（　）内は賞味期限

内容／あか牛ハンバーグ（デミグラスソース）100g×2
袋（8か月）、あか牛ハンバーグ（トマトソース）100g×2袋
（8か月）、南阿蘇ピクルスゆず大根100g×1袋（6か月）
※（　）内は賞味期限

内容／ベジタブルパス
タ180g×1袋（10か
月）、あせびのドレッシ
ング たまねぎ＆阿蘇た
かなの種120㏄×1瓶
（2か月）、ちょい辛ペー
ニョ（唐辛子ソース）
80g×1瓶（6か月）、た
べオイル ベーコン＆ト
マト100g×1瓶（2か
月）、ハーブティ12g×1
袋（6か月）
※（　）内は賞味期限

内容／ベジタブルパス
タ180g×1袋（10か
月）、あせびのドレッシ
ング たまねぎ＆阿蘇た
かなの種120㏄×1瓶
（2か月）、ちょい辛ペー
ニョ（唐辛子ソース）
80g×1瓶（6か月）、た
べオイル ベーコン＆ト
マト100g×1瓶（2か
月）、ハーブティ12g×1
袋（6か月）
※（　）内は賞味期限

酵素シロップ阿蘇まるごと搾りと
阿蘇炭酸水のセット
（小国杉の特製栓抜き付き）

常 温

常 温

常 温 常 温

常 温

常 温

常 温

常 温
046-005 3,1003,100円

007-011 4,0004,000円

南阿蘇からの贈り物②

阿蘇赤牛を使ったハンバーグセットです。（井手商店）阿蘇赤牛を使ったハンバーグセットです。（井手商店）

007-012 4,2004,200円

南阿蘇からの
贈り物③

阿蘇の素材をふんだんに使った、パスタ、ドレッシン
グ、オイルコンフィなど地元で人気の商品の詰め合わ
せです。 （井手商店）

阿蘇の素材をふんだんに使った、パスタ、ドレッシン
グ、オイルコンフィなど地元で人気の商品の詰め合わ
せです。 （井手商店）

007-013

4,3004,300円

058-002

冷 蔵

3,1003,100円 草原再生シール
生産者の会

美味しい阿蘇の湧き水で丁寧にドリップしたコーヒー抽
出エキスです。150㎖の水または牛乳にこのエキスを
40㎖加えてかき混ぜておのみください。美味しいカフェ
オレの出来上がりです。夏はアイス、冬はホットでどうぞ。
賞味期限 4か月 （おぐに天然食 ほこすぎ）

内容／500㎖×2本

阿蘇の湧水で煎れた
コーヒー抽出液
阿蘇の湧水で煎れた
コーヒー抽出液

カフェオレに最適

白ワイン、チーズ、魚介類との相性ばっちり！！ヘルシー
でおいしいと評判のドレッシングをセットにしました。
賞味期限 4か月 （おぐに天然食 ほこすぎ）

内容／カボス150g、柚子150g、
たまねぎ150g

おぐにドレッシング
3点セット
おぐにドレッシング
3点セット

阿蘇産大豆

100％使
用!!

冷 凍

阿蘇産大豆100％の豆腐を原料に使用し、ふんわりと
した食感のハンバーグです。肉・豆腐の旨みを引き出
すため添加物や合成着色料は一切使用していません
のでご安心してお召し上がりいただけます。
賞味期限 3か月 （おふくろ工房）

内容／阿蘇産大豆納豆30g×6、
和風ソース豆腐ハンバーグ×3、
豆腐ハンバーグ×3

内容／阿蘇産大豆納豆30g×6、
和風ソース豆腐ハンバーグ×3、
豆腐ハンバーグ×3

阿蘇の
大豆で作った
豆腐ハンバーグと
納豆のセット

阿蘇ミルク牧場
バター（加塩タイプ）
200g瓶入り×1、
ナチュラルチーズ
あそ野プレーン100g×1、
あらびきウインナー3本×1、
バジルソーセージ150g×1、
ボンレスハムスライス80g×1、
あか鶏スモークチキン100g×1
賞味期限 14日

阿蘇ミルク牧場
バター（加塩タイプ）
200g瓶入り×1、
ナチュラルチーズ
あそ野プレーン100g×1、
あらびきウインナー3本×1、
バジルソーセージ150g×1、
ボンレスハムスライス80g×1、
あか鶏スモークチキン100g×1
賞味期限 14日

阿蘇ミルク牧場
乳製品ミート
セット

阿蘇ミルク牧場
乳製品ミート
セット

熊本県産生クリームで作ったバターとミルク牧場で飼
育している乳牛の生乳を100％使用したナチュラル
チーズ、主原料を熊本県産にこだわったミート製品の
詰め合わせセットです。 （阿蘇ミルク牧場）

冷 蔵



011-001 051-001

043-001

043-002

046-002

049-002
049-003 049-004

047-001

047-002069-003

046-001

冷 蔵

2,400円
きざみ大根の醤油漬けとたっぷりのつけ汁で卵かけ
ご飯に食感・うま味・ヘルシーをプラス。
賞味期限 90日 （阿蘇はなびし）

内容／きざみ大根ノーマル２袋、
きざみ大根阿蘇たかな入り２袋

魔法のきざみ大根
よくばり４コセット 3,000円

天然油脂原料の無添加せっけんに、熊本県で採取さ
れた“よもぎエキス”（保湿成分）を配合。きめ細かな泡
立ちで、汚れをしっかり落としつつ洗い上りはしっとり。
合成着色料・香料・酸化防止剤は使用しておりません。 
（地の塩社）

内容／よもぎせっけん98ｇ
4個入り ３セット

よもぎせっけんセット

阿蘇の
よもぎ
使用

阿蘇の
よもぎ
使用

4,300円
阿蘇小国のお米使用ノンアルコール甘酒や、くまモン
のパッケージが可愛い一滴ずつ出る甘めのかけ醤
油、ご飯やきゅうりにオススメの「もろみ」甘じょっぱさ
がクセになる「七福おこし」など七福醤油店オススメの
詰め合わせです。 （七福醤油店）

内容／甘酒900㎖（8
か月）、麦粒味噌1kg
（6か月）、甘かもん醤
油200㎖（1年半）、も
ろみ270g（1年）、七福
おこし120g（4か月）
※添加物としてサッカリン
Na、ステビア等を使用して
います。
※（　）内は賞味期限

七福セット
「くまモン版」

2,500円
お肌に潤いを与えます。男のシャンプーは話題の柿タ
ンニン配合で気になる臭いをスッキリ。また、メントー
ル（さわやか成分）配合により汗をかいた肌をスーッと
クールダウンします。これ1本で全身にお使い頂けます。
 （地の塩社）

内容／よもぎせっけん98ｇ×3個、
男のシャンプー300㎖×2本
内容／よもぎせっけん98ｇ×3個、
男のシャンプー300㎖×2本

よもぎせっけん・
男のシャンプー
ギフトセット

冷 蔵

免疫力UP詰め合わ
せ

3,000円

 （七福醤油店）

内容／さしみ醤油1ℓ（1年）、濃口醤油1ℓ（1年）、薄口醬
油1ℓ（1年）、粒味噌500g（6か月）、もろみ270g（1年）
※添加物としてサッカリンNa、ステビア等を使用しています。
※（　）内は賞味期限

七福堪能セット

全9アイテム。南阿蘇の味わいがにぎやかに勢ぞろい
です。 （豊前屋本店）

内容／熟成ベーコン100ｇ（冷蔵24日）、奥阿蘇やま
めの甘露煮5匹（冷蔵50日）、鶏ももの燻製200ｇ（冷
蔵24日）、たまごごはん醤油150㎖（1年）、阿蘇たか
な漬け200ｇ（90日）、阿蘇しぼり漬け【大根半割】（14
日）、田舎梅干し100ｇ（120日）、阿蘇もろみ220ｇ（5
か月）、味噌かりんとう110ｇ（3か月）
※（　）内は賞味期限

阿蘇高森
こでっちの
玉手箱

5,500円

南阿蘇老舗しょうゆ蔵自慢の美味が彩り豊かに勢ぞろ
い。当蔵元イチバン人気のギフトです。 （豊前屋本店）

内容／阿蘇の甘露醤油「大吟」300㎖（1年6か月）、
かぼす風味「ぽん酢」300㎖l（1年）、たまごごはん醤
油300㎖（1年）、きざみ阿蘇たかな漬け220g（7か
月）、百年蔵（合わせみそ）300g（6か月）
※（　）内は賞味期限

阿蘇の美味萬彩
（阿蘇百年蔵セット）

3,500円

阿蘇の大自然の美しさの中で育まれたそば粉から生
まれた風味豊かなそば。紫芋粉入りそばのセット商品
です。
賞味期限 乾麺6か月 （神楽苑）

内容／乾麺200ｇ・2人前×2袋、
乾麺200ｇ（紫芋粉入り）・2人前
×1袋、6人前つゆ付き

神楽そば

熊本県産無農薬にんにくを使用した『にんにくみそ』、和三
盆を使用して甘さを控えた『プレミアムにんにくみそ』の2
品に加え、熊本の特産品である馬肉を贅沢に使用した『さ
くら肉味噌』のセットです。どれも食品添加物不使用で、安
心してお召し上がりいただけるおかずみそセットです。
賞味期限 180日 （松合食品）

3,400円
内容／プレミアムにんにくみそ180ｇ、
にんにくみそ180ｇ、さくら肉味噌180ｇ

おかずみそ ３点セット

お湯を注ぐだけで出来上がる国産具材100%の即席みそ汁です。フリーズドライ製法で旨味と栄養を閉じ込めまし
た。全品阿蘇産大豆を使用した無添加あわせ味噌を使用しています。
賞味期限 1年  （松合食品）

3,400円
内容／大地の贈り物（わかめ、しめじ、玉ねぎなど）、
（ほうれんそう、キャベツ）各５袋、豚汁５袋

フリーズ
ドライ
みそ汁１５食
詰め合わせ

2,500円
内容／大地の贈り物（わかめ、しめじ、玉ねぎなど）５袋、
（ほうれんそう、キャベツ）3袋、豚汁2袋

フリーズドライみそ汁
３種詰め合わせ

3,800円
「そば」本来の味・風味を引き出すために二十数年と
いう年月をかけてたどりついた独自の製粉技術で「南
阿蘇産のそば」を自社工場にて挽いています。
賞味期限 1年 （南阿蘇そば道場）

粗挽きそばセット
内容／そば6束、つゆ付き

食品添加
物

不使用
化学調味

料

無添加
化学調味

料

無添加

2,500円
常 温

常 温

常 温

常 温

常 温

常 温

常 温
常 温

常 温

041-003 5,600円
木之内農園人気の4種のジャム詰め合わせセット。ひと釜
ひと釜丁寧に手造りをしています。テレビでの紹介や、国際
線ファーストクラス機内食への採用、ダブルメインマーマ
レード日本大会金賞受賞など、ご好評いただいています。
賞味期限 10か月 （木之内農園）

木之内農園人気の4種のジャム詰め合わせセット。ひと釜
ひと釜丁寧に手造りをしています。テレビでの紹介や、国際
線ファーストクラス機内食への採用、ダブルメインマーマ
レード日本大会金賞受賞など、ご好評いただいています。
賞味期限 10か月 （木之内農園）

4種の
ジャムセット
4種の
ジャムセット
内容／阿蘇木之内農園
いちごジャム150g、阿
蘇木之内農園ブルーベ
リージャム150g、阿蘇
木之内農園晩・デコ
ジャム150g、阿蘇木之
内農園プレミアム不知
火マーマレード150g

内容／阿蘇木之内農園
いちごジャム150g、阿
蘇木之内農園ブルーベ
リージャム150g、阿蘇
木之内農園晩・デコ
ジャム150g、阿蘇木之
内農園プレミアム不知
火マーマレード150g

033-003
042-004

042-003

030-001030-002 033-001

042-002

042-001

濃厚なジャージー牛乳で作った自家製ヨーグルトを
使用したヨーグルトアイスの上に阿蘇産のイチゴ・ブ
ルーベリーをふんだんに飾ったアイスケーキです。
賞味期限 6か月 （阿蘇天然アイス）

濃厚なジャージー牛乳で作った自家製ヨーグルトを
使用したヨーグルトアイスの上に阿蘇産のイチゴ・ブ
ルーベリーをふんだんに飾ったアイスケーキです。
賞味期限 6か月 （阿蘇天然アイス）

5,0005,000円

内容／ベリーベリーアイス550ｇ×1内容／ベリーベリーアイス550ｇ×1

ベリーベリーアイスの
お花畑
ベリーベリーアイスの
お花畑

阿蘇小国ジャージー牛乳をベースに、こだわりのアイ
スにしました。素材の味をそのままに、自然のやさしい
色合いと、贅沢な口どけが特徴です。
賞味期限 6か月 （阿蘇天然アイス）

阿蘇小国ジャージー牛乳をベースに、こだわりのアイ
スにしました。素材の味をそのままに、自然のやさしい
色合いと、贅沢な口どけが特徴です。
賞味期限 6か月 （阿蘇天然アイス）

4,500円
内容／ミルク120㎖×2、いちご、キウイ、
ブルーベリー、抹茶、玄米、黒ごま各120㎖×1
内容／ミルク120㎖×2、いちご、キウイ、
ブルーベリー、抹茶、玄米、黒ごま各120㎖×1

阿蘇天然アイス
8個セット
阿蘇天然アイス
8個セット

ジャージーアイスクリームは阿蘇小国郷で飼育されて
いるジャージー牛の牛乳を使用した商品です。風味豊
かなコクと味わいをお楽しみください。
賞味期限 150日 （JA阿蘇小国郷）

ジャージーアイスクリームは阿蘇小国郷で飼育されて
いるジャージー牛の牛乳を使用した商品です。風味豊
かなコクと味わいをお楽しみください。
賞味期限 150日 （JA阿蘇小国郷）

内容／バニラ130㎖×2個、抹茶130㎖×2個、
チョコ130㎖×2個、ミルク130㎖×2個 
内容／バニラ130㎖×2個、抹茶130㎖×2個、
チョコ130㎖×2個、ミルク130㎖×2個 

阿蘇小国ジャージー
アイスクリームセット IS-2
阿蘇小国ジャージー
アイスクリームセット IS-2

阿蘇小国ジャージー牛乳を贅沢に使用し、丹念に発
酵させた上品でクリーミーなヨーグルトに仕上げまし
た。コクのある甘みと酸味をお楽しみください。
賞味期限 18日 （JA阿蘇小国郷）

阿蘇小国ジャージー牛乳を贅沢に使用し、丹念に発
酵させた上品でクリーミーなヨーグルトに仕上げまし
た。コクのある甘みと酸味をお楽しみください。
賞味期限 18日 （JA阿蘇小国郷）

内容／ジャージーのむヨーグルト900㎖×2本、
ジャージークリーミーヨーグルト110g×8個
内容／ジャージーのむヨーグルト900㎖×2本、
ジャージークリーミーヨーグルト110g×8個

4,500円

阿蘇小国ジャージー
ヨーグルトセット YS-2
阿蘇小国ジャージー
ヨーグルトセット YS-2

4,500円

冷 蔵 冷 凍 冷 凍

冷 凍

冷 凍

阿蘇小国郷で生産される希少なジャージー牛乳を使
用してお店で1個ずつ手作りしている南阿蘇の人気の
プリンです。
賞味期限 5日 （キャラメルプディング）

阿蘇小国郷で生産される希少なジャージー牛乳を使
用してお店で1個ずつ手作りしている南阿蘇の人気の
プリンです。
賞味期限 5日 （キャラメルプディング）

南阿蘇の人気スイー
ツ

9個セット9個セット
内容／うわさの白いプリン、大人プリン、
クリーミープリン 各3個 9個セット
内容／うわさの白いプリン、大人プリン、
クリーミープリン 各3個 9個セット 4,100円

人気プリン3種セット
6個セット
人気プリン3種セット
6個セット
内容／うわさの白いプリン、大人プリン、
クリーミープリン 各2個 6個セット
内容／うわさの白いプリン、大人プリン、
クリーミープリン 各2個 6個セット 3,000円

冷 蔵

冷 蔵

3,100円

4,200円

035-001 3,600円
035-003

3,600円

冷 蔵

冷 蔵

素材の味わいを最大限に引き出しました。熊本の新み
やげ「くまもとうまかモン」にも選ばれた自信作です。
賞味期限 5日 （キャラメルプディング）

内容／南阿蘇のこだわりプリン
90g×9個

南阿蘇のこだわりプリン
9個セット
南阿蘇のこだわりプリン
9個セット

内容／南阿蘇のこだわりプリン
90g×6個

南阿蘇のこだわりプリン
6個セット
南阿蘇のこだわりプリン
6個セット

阿蘇天然アイス

阿蘇とり宮

阿蘇ナチュラル・ジェイファーム

阿蘇はなびし

阿蘇ミルク牧場

阿部牧場

市原啓吉

井手商店

おぐに天然食ほこすぎ

おふくろ工房

オンラインショップASOMO

神楽苑

木之内農園

キャラメルプディング

小泉農園

工房阿蘇ものがたり

七福醤油店

草原再生シール生産者の会

たんぽぽハウス

地の塩社

ひばり工房

豊前屋本店

松合食品

学びやの里

南阿蘇そば道場

GSコーポレーション

JA阿蘇小国郷

阿蘇市一の宮町宮地

阿蘇市一の宮町宮地

南阿蘇村河陽

阿蘇市一の宮町宮地

西原村河原

阿蘇市三久保

阿蘇市一の宮町坂梨

南阿蘇村河陽

小国町宮原

阿蘇市小里

阿蘇市小里

阿蘇市波野小地野

南阿蘇村立野

南阿蘇村一関

南阿蘇村白川

阿蘇市一の宮町宮地

小国町宮原

阿蘇市黒川

西原村小森

山鹿市久原

阿蘇市一の宮町中通

高森町高森

宇城市不知火町松合

小国町北里

南阿蘇村久石

阿蘇市小里

小国町宮原

牛乳と砂糖のみで作った飲むヨーグルト。余分なものは
一切加えず、牛乳が本来持つ力だけで醗酵させました。
賞味期限 15日 （阿部牧場）

内容／200㎖×10本

ASO MILK
のむヨーグルトセット
（10本セット）

ASO MILK
のむヨーグルトセット
（10本セット）冷 蔵

阿部牧場の搾りたての牛乳がふんだんに使われた一
番人気のミルクの他、3種類のアイスをセットにしまし
た。甘くて美味しいアイスをお届けします。
賞味期限 6か月 （阿部牧場）

内容／ミルク×2、イチゴ×2、
ヨーグルト×2、
桑の葉×2 各130㎖

ASO MILK
アイスバラエティセット
ASO MILK
アイスバラエティセット

●
店
舗
一
覧


