
平成30年度第９回ブランド専門部会 

 

日時 平成31年２月７日(木) 19:00～ 

場所 あわら市役所 202会議室 

 

会 議 次 第 

 

１ 開会 

 

 

 

２ 部会長あいさつ 

 

 

 

３ 協議事項 

（１） インスタグラムキャンペーンの実施について 

 

 

 

（２） 平成30年度事業の予算について 

 

 

 

（３） その他 

・次回の部会開催日の決定について（３月開催で調整） 

 

 

 

４ 閉会 



（敬称略）

区　分 役　職 氏　名 備　考

市民 五十嵐　　　平 部会長・馬場区

市民 奥　中　秀　尚 中番区

市民 笹　岡　太久磨 新富区

市民 伊　藤　佑　樹 十日区

福井工業大学（建築土木工学科） 教　授 下　川　　　勇 学識経験者

あわら市 主　査 松　本　智　美 議会事務局

あわら市 主　査 見　澤　香　織 金津図書館

あわら市 主　査 西　田　浩　也 総務課

あわら市 主　事 堀　川　由　貴 観光商工課

あわら市 主　事 中　島　綾　一 農林水産課

オブザーバー （敬称略）

菱　田　和　宏

新　島　　　宏

芦　澤　邦　夫

越　智　健　一

上　野　耕　平

山　中　貴　裕

事務局

課　長 武　田　正　彦

課長補佐 藤　田　由　紀

主　査 山　﨑　公　聖

うたみな

あわら市総務部政策課

ブランド専門部会員名簿

㈱大広

㈱大広

㈱大広北陸福井支社

㈱大広北陸福井支社

㈱大広北陸福井支社



あわら市  インスタキャンペーンスケジュール

制作内容 備考

2 2月4日 月

3 2月5日 火

4 2月6日 水

4 2月7日 木 ■ブランド専門部会（概要、LP、メイングラフィック、広告確認）

6 2月8日 金 ■制作開始（LP、メイングラフィック、広告）

2月9日 土

2月10日 日

2月11日 月

7 2月12日 火 ■概要、メイングラフィック、広告校正バック

8 2月13日 水 ■概要、メイングラフィック、広告再校提出

9 2月14日 木

10 2月15日 金 ■メイングラフィック、広告入稿、プレスリリース

2月16日 土

2月17日 日

11 2月18日 月

12 2月19日 火

13 2月20日 水

14 2月21日 木

15 2月22日 金

2月23日 土

2月24日 日

16 2月25日 月

17 2月26日 火

18 2月27日 水

19 2月28日 木

20 3月1日 金 ■インスタキャンペーン開始

3月2日 土

3月3日 日

16 3月4日 月

17 3月5日 火

18 3月6日 水

19 3月7日 木

20 3月8日 金

3月9日 土

3月10日 日

21 3月11日 月

22 3月12日 火

23 3月13日 水

24 3月14日 木

25 3月15日 金

3月16日 土

3月17日 日

3月18日 月

3月19日 火

3月20日 水

3月21日 木 ■インスタキャンペーン締め切り

3月22日 金 ■当選者抽選・当選者連絡

3月23日 土

3月24日 日

3月25日 月

3月26日 火

3月27日 水 ■賞品発送

3月28日 木

3月29日 金

日程

LP  クローズ 

LP立ち上げ Insta広

終了のお知らせ 



あわら市「#都会にはないぜいたく」Instagram投稿キャンペーン 

あなたが見つけた「都会にはないぜいたく」を感じる写真にハッシュタグをつ

けて投稿しよう！ 

 

■応募方法： 

あなたが見つけた「都会にはないぜいたく」を感じる風景やモノ・人などの写

真にエピソードを添えて投稿してください。 

① Instagram アプリをインストールし公式アカウントをフォロー。

@awara.zeitaku 

②ご利用規約をよくお読みの上、同意の上、ハッシュタグ「#都会にはないぜい

たく」をつけて写真とコメント（希望賞品含む）をつけて投稿。 

③当選者への連絡は Instagramのダイレクトメッセージで届きます。 

 

※お一人様何回でもご応募いただけます。 

※投稿の際は必ず希望賞品をコメント欄にご記載ください。 

※投稿の非公開設定を ON にされている方は、参加対象外になりますのでご注

意下さい。 

※投稿された写真は、Instagram @awara.zeitaku にリポスト投稿される場合が

あります。 

 

■応募期間：2019年 3月 1日（金）〜3月 31日（日） 

 

■賞品内容： 

A賞…○○○○○○○○○○（１名様） 

B賞…あわら温泉旅館ペア宿泊券５万円分（５名様） 

C賞…○○○○○○○（５名様） 

D賞…○○○○○○○（５名様） 

E賞…○○○○○○○（５名様） 

F賞…○○○○○○○（10名様） 

G賞…○○○○○○○（10名様） 

H賞…○○○○○○○（10名様） 

合計 51名様にプレゼント 

 

■応募資格：本利用規約に同意していただいた方 

 

■当選発表： 



・応募締め切り後、厳選なる審査の上、当選者を決定いたします。 

・当選された方には、Instagram のダイレクトメッセージにてお知らせいたし

ますので公式アカウント（@awara.zeitaku）を必ずフォローしてください。 

・当選通知の発信は、４月中旬頃を予定しております。 

・審査内容についてのお問い合わせは受け付けておりません。 

・お使いの端末の通知設定（プッシュ通知）をオンにして下さい。 

・当選通知受信後、７日以内に、ご連絡先、賞品お届け先等、必要事項を指定

の方法でご連絡ください。期限内にご連絡いただけない場合は、当選を無効と

させていただきますのでご注意ください。 

・賞品の発送は日本国内に限ります。 

・当選の権利は当選者ご本人のみ有効です。当選譲渡・換金はできません。 

 

■利用規約： 

・「#都会にはないぜいたく」（以下、「本キャンペーン」といいます。）は、福井

県あわら市によって構成する「#都会にはないぜいたくキャンペーン事務局（以

下、当事務局）」によって運営実施いたします。 

・当キャンペーンは、Facebook社・Instagramとは一切関係ありません。 

・本キャンペーンに応募の方（以下、「応募者」といいます。）は、以下をよく

お読みいただき、同意の上応募してください。 

・本キャンペーンにハッシュタグ「#都会にはないぜいたく」を付けて応募され

た場合には、本規約に同意したものとみなします。 

・万が一同意いただけない場合は応募を中止してください。 

 

〈注意事項〉 

・応募には Instagramアカウントが必要です。 

・お使いいただいているパソコンの環境、また一部のスマートフォンではご参

加いただけない場合がございます。 

・お電話やハガキ、封書でのご応募は受付けておりません。 

・ご投稿いただく写真は、応募者ご自身が撮影した写真に限ります。 

・投稿写真に応募者以外の人物が写っている場合は、必ず事前に本人の了解を

得た上で投稿してください。 

・一般の方が立ち入ることができないような私有地や、撮影禁止場所などで撮

影した写真の投稿はできません。 

・15歳未満の方は保護者の同意を得た上でご応募ください。 

・応募者は、投稿写真について自らが投稿することについての適法な権利を有

していること及び投稿写真が第三者の一切の権利を侵害していないことについ



て当事務局に対し表明し、保証するものとします。 

・応募者は、本キャンペーンへの応募をもって、投稿写真その他の投稿内容を

応募者の事前の承諾なく、あわら市が管理するWebサイト、SNS、その他の広

告媒体に転載し、または、複製、編集、加工（切り貼りすることや、他の素材

と組み合わせて使用する場合を含む）することを、無償で許諾するものとしま

す。 

・賞品のネットオークション等への出展や転売・換金は、固くお断りいたしま

す。 

・ご応募された Instagram アカウントにおいて、次に該当する変更操作・設定

等が認められた場合、当選連絡および賞品の発送ができなくなる場合がありま

すのでご了承ください。 

・@awara.zeitaku アカウントのフォローを解除する 

・指定の応募方法を満たしていない 

・Instagramアカウント名を変更する 

・Instagramアカウントを非公開設定としている 

・Instagramを退会する 

・当選者には賞品発送および本人確認の為、お名前、ご住所、お電話番号、

Instagramアカウント名等の確認をさせてただきます。 

 

〈禁止事項〉 

本キャンペーンへの応募に際し、以下の行為を禁止します。当事務局は、応募

者が以下の行為を行ったと判断した場合は、投稿データの非掲載・掲載後削除

等の対応をとる場合がありますのでご了承ください。 

・本規約に違反する行為 

・本キャンペーンの運営を妨げる行為 

・他人に迷惑、不利益、損害または不快感を与える行為 

・他人を誹謗中傷し、またはその名誉若しくは信用を毀損する行為 

・他人の著作権その他の知的財産権を侵害する行為 

・他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為 

・わいせつ、児童ポルノ及び児童の性的搾取を助長するデータを投稿する行為 

・営利を目的とした情報提供、広告宣伝もしくは勧誘行為 

・公序良俗に反する行為 

・法令に違反する行為 

・Instagramの利用規約に違反する行為 

・当事務局が本キャンペーンの趣旨に沿わないと判断する行為 

・その他、前各号に類する行為 



 

〈個人情報の取り扱いについて〉 

・本キャンペーンで取得した個人情報は、「あわら市個人情報保護条例」の規定

に基づき、適切に取り扱い、保護することに努めます。 

個人情報は、当選者への賞品の発送、諸連絡に使用する他、個人を特定しない

統計的情報に利用させていただくことがあります。 

・個人情報は、本キャンペーン業務の委託に必要な範囲で委託先に提供する場

合や、法令に基づき要求される場合を除き、応募者の事前の承諾なく第三者に

提供することはありません。 

 

〈キャンペーンに関するお問い合わせ〉 

#都会にはないぜいたくキャンペーン事務局 

あわら市総務部政策課内「#都会にはないぜいたくキャンペーン事務局」 

〒919-0692 福井県あわら市市姫三丁目 1番 1 号 TEL.0776-73-8005（直通）

FAX.0776-73-1350 

E-mail XXXXXXXXX@city.awara.lg.jp 

キャンペーンサイト http://awara-zeitaku.jp/ 

  

 

 

 

 

                 

  

 

 

 

 

 

   



あわらぜいたく

あなたが見つけた「都会にはないぜいたく」を感じる風景やモノ・人などの写真に、
ちょっとしたエピソードを添えてインスタグラムで投稿してください。

「あわら贅沢」な賞品を合計●名様にプレゼント!!ント!!

■応募期間：2019年3月1日（金）～3月21日（木）
■応募資格：本利用規約に同意していただいた方
■当選発表
　・応募締め切り後、厳選なる審査の上、当選者を決定いたします。
　・当選された方には、Instagramのダイレクトメッセージにてお知らせいたしますので公式
　　アカウント（@awara.zeitaku）を必ずフォローしてください。
　・当選通知の発信は、3月22日（金）頃を予定しております。
　・審査内容についてのお問い合わせは受け付けておりません。
　・お使いの端末の通知設定（プッシュ通知）をオンにして下さい。
　・当選通知受信後、５日以内（3月27日（水）まで）に、ご連絡先、賞品お届け先等、必要
　　事項を指定の方法でご連絡ください。期限内にご連絡いただけない場合は、当選を無効
　　とさせていただきますのでご注意ください。※賞品の発送は日本国内に限ります。
　・当選の権利は当選者ご本人のみ有効です。当選譲渡・換金はできません。

※お一人様何回でもご応募いただけます。
※投稿の非公開設定をONにされている方は、参加対象外になりますのでご注意下さい。
※投稿された写真はInstagram@awara.zeitakuにリポスト投稿される場合があります。

#都会にはないぜいたくキャンペーン事務局
あわら市総務部政策課内「#都会にはないぜいたくキャンペーン事務局」
〒919-0692 福井県あわら市市姫三丁目1番1号 TEL.0776-73-8005（直通） E-mail XXXXXX@city.awara.lg.jp 

■利用規約：

※ご宿泊先とご利用プランは事務局
　指定とさせていただきます。

キャンペーンの
お問い合わせ

http://awara-zeitaku.jp/

「#都会にはないぜいたく」は、福井県あわら市によって構成する「#都会にはないぜいたくキャンペーン事務局」によっ
て運営実施いたします。・本キャンペーンに応募の方は、以下をよくお読みいただき、同意の上応募してください。
・本キャンペーンにハッシュタグ「#都会にはないぜいたく」を付けて応募された場合には、本規約に同意したものと
みなします。・応募にはInstagramアカウントが必要です。・当キャンペーンは、Facebook社・Instagramとは一切関係
ありません。・お使いいただいているパソコンの環境、また一部のスマートフォンではご参加いただけない場合がご
ざいます。・お電話やハガキ、封書でのご応募は受付けておりません。・万が一同意いただけない場合は応募を中止
してください。〈注意事項〉・ご投稿いただく写真は、応募者ご自身が撮影した写真に限ります。・投稿写真に応募者以
外の人物が写っている場合は、必ず事前に本人の了解を得た上で投稿してください。・一般の方が立ち入ることがで
きないような私有地や、撮影禁止場所などで撮影した写真の投稿はできません。・15歳未満の方は保護者の同意を
得た上でご応募ください。・応募者は、投稿写真について自らが投稿することについての適法な権利を有しているこ
と及び投稿写真が第三者の一切の権利を侵害していないことについて当事務局に対し表明し、保証するものとしま
す。・応募者は、本キャンペーンへの応募をもって、投稿写真その他の投稿内容を応募者の事前の承諾なく、あわら市
が管理するWebサイト、SNS、その他の広告媒体に転載し、または、複製、編集、加工（切り貼りすることや、他の素材と

組み合わせて使用する場合を含む）することを、無償で許諾するものとします。・賞品のネットオークション等への出
展や転売・換金は、固くお断りいたします。 〈禁止事項〉 本キャンペーンへの応募に際し、以下の行為を禁止します。当
事務局は、応募者が以下の行為を行ったと判断した場合は、投稿データの非掲載・掲載後削除等の対応をとる場合
がありますのでご了承ください。・本規約に違反する行為 ・本キャンペーンの運営を妨げる行為 ・他人に迷惑、不利
益、損害または不快感を与える行為 ・他人を誹謗中傷し、またはその名誉若しくは信用を毀損する行為・他人の著作
権その他の知的財産権を侵害する行為・他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為・わいせつ、児童
ポルノ及び児童の性的搾取を助長するデータを投稿する行為・営利を目的とした情報提供、広告宣伝もしくは勧誘
行為・公序良俗に反する行為・法令に違反する行為 ・Instagramの利用規約に違反する行為 ・当事務局が本キャン
ペーンの趣旨に沿わないと判断する行為・その他、前各号に類する行為 
【個人情報の取り扱いについて】 ・本キャンペーンで取得した個人情報は、「あわら市個人情報保護条例」の規定に基づき、
適切に取り扱い、保護することに努めます。個人情報は、当選者への賞品の発送、諸連絡に使用する他、個人を特定しない
統計的情報に利用させていただくことがあります。・個人情報は、本キャンペーン業務の委託に必要な範囲で委託先に提
供する場合や、法令に基づき要求される場合を除き、応募者の事前の承諾なく第三者に提供することはありません。

応募方法

A賞 あわら温泉旅館ペア宿泊券
５万円分

B賞

C賞

D賞

E賞

F賞

…………５名様

……………５名様

…………５名様

………５名様

…………５名様

………………５名様

…５名様

○○○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○
○○○○○○○

①Instagramアプリをインストールし公式アカウントをフォロー。@awara.zeitaku
②ご利用規約に同意の上、ハッシュタグ「#都会にはないぜいたく」をつけて写真とコメントを投稿。
③当選者への連絡はInstagramのダイレクトメッセージで届きます。

賞
品



寄付

金の

使途 



11月～3月までの期間限定の商品
になります。手作り餡にこだわって
います。
黒砂糖入り。要冷蔵で賞味期限は
6日間となっております。
冷やしてお召し上がりください。到
着日の指定は受けておりません。
冷蔵便での発送になります。

●720ml×１本
●縦23㎝×横17㎝×高さ2㎝
　 の箱1枚流し(3枚入り)

●豆とぼ餅(縦5㎝×横9㎝)
　 7枚入り個装3袋

ミックスホルモン＇みそ味（ コリコリ塩ホルモン 蓮如伝説二話セット
あわら市産華越前特別栽培米

４kg＇2kg✕２（

¥8,000 ¥8,000 ¥9,000 ¥9,000

●200ｇ×6袋 ●400ｇ×3袋
●純米吟醸　「嫁おどし」720ml１本
　 造り醤油　「舌鼓」1000ML１本

●クラフト紙袋詰め(2kg✕2袋)

豚ガツ＇胃（の分厚い部分を中
心に、一口サイズにカットして、
ねぎの風味を程よく効かせ、塩
コショーで仕上げました。ビー
ルのつまみにぴったりのおつま
みホルモンです。

「嫁おどし」：全国に名を馳せる「蓮
如上人伝説 嫁威し肉附きの面」を
由来とする地酒です。古鍛冶屋岡
田酒店が宝暦年間＇1751年～1763
年（から大正4年まで製造していた
酒造銘柄を、平成10年から復刻販
売しています。軽く冷やすと風味が
増す純米吟醸酒です。
 「舌鼓」：かの美食家北大路魯山
人が山代温泉滞在時に愛した醤
油です。吉崎御坊の参拝客が北潟
湖名物のコイやフナなどを使った
郷土料理の調味料として文字通り
「舌鼓を打つ」味の決め手として愛
飲してきました。

管理番号：AH01管理番号：AH02

蓮如伝説の銘酒
純米吟醸　「嫁おどし」

福井冬の風物詩　水ようかん 
あわら清滝産もち米の豆とぼ

餅

¥6,000 ¥6,000 ¥8,000

全国に名を馳せる「蓮如上人
伝説 嫁威し肉附きの面」を由
来とする地酒です。
古鍛冶屋岡田酒店が宝暦年間
＇1751年～1763年（から大正4
年まで製造していた酒造銘柄
を、平成10年から復刻販売して
います。軽く冷やすと風味が増
す純米吟醸酒です。

11月＇新米入荷（～３月＇新米がな
くなるまで（の期間限定の商品で
す。
 水のきれいな あわら清滝産のも
ち米使用、黒豆・大豆入り、豆とぼ
餅です。軽く焼いてお召し上がりく
ださい。

【期間限定】11/1～3/31【期間限定】11/1～3/31

管理番号：AR01

管理番号：AA01 管理番号：AA04 管理番号：AR02 管理番号：AQ04

牛・豚の旨みを活かしたいろん
な部位を長年の経験から生ま
れた絶妙な配合割合でミックス
し、創業以来守り続けてきた、
秘伝の味噌だれでじっくりと漬
け込んだ自慢の逸品です。

【期間限定】今年度分先行予約

北陸越前、瑞穂の国からの期間限
定早場米です。昼夜寒暖差のある
中山間地で丹精込めた逸品を是
非一度、ご賞味下さい。この商品
は有機100%で栽培する特別栽培
米です。

寄
附
５
千
円
～



管理番号：AL28

●クラフト紙袋詰め(２kg✕2袋)

中山間地の自然に恵まれた環
境で有機100%の肥料を使い、
農薬をできるだけ減らして(１０
成分以下)作ったお米です。福
井の味をこころゆくまでご堪能
下さい。

エコファーマーが中山間地で作っ
た自慢の有機100%米を真空パック
しました。減農薬米の香り、味、粘
りの3拍子揃ったこだわりの逸品を
ご賞味下さい。

寄
附
１
万
円
～

●真空ガゼット袋詰め(1kg✕4袋) ●クラフト紙袋詰め(2kg✕2袋)

¥10,000

●300ml×3本

こだわりの樹上完熟トマトのみ
を使用し、自社工場でつくりま
した。
味は酸味甘味のバランスがと
れた飲みやすいトマトジュース
です。昔懐かしい味がすると評
判！
御両親、健康に気遣っている
方への贈り物として人気があり
ます。

管理番号：BA01
カメハメハ大農場の

100%完熟トマトジュース
3本セット

¥9,000

ちはやふるセットB　【２】反射
①／バンド①②／お守り②①

¥9,000

①反射キーホルダー×１個,②フ
リーバンド×２本,③お守り×１個

人気漫画「ちはやふる」の为要
登場人物・綿谷新があわら市
出身であるという設定にちなん
で開催されたイベント「ちはや
ふるweek in あわら」で販売さ
れたグッズが数量限定で登
場！
 夜道も安全・反射キーホル
ダー、お弁当や手帳留めにも
使える便利なバンド、かわいい
お守りのセットです♪

【期間限定】～2019/8/31

有機肥料のみで栽培した特別栽培
米です。上品な香りと粘りが特徴で
誰にでも好まれるクセの無いお米
です。

管理番号：AQ01 管理番号：AQ02 管理番号：AQ06

あわら市産コシヒカリ特別栽培
米(２kg✕2)

あわら市産コシヒカリ特別栽培
米　(1kgk✕4)

あわら市産あきさかり特別栽
培米４kg＇2kg✕２（

¥10,000 ¥10,000

管理番号：AL27

ちはやふるセットB　【１】反射
②／バンド①②／お守り②

¥9,000

①反射キーホルダー×１個,②フ
リーバンド×２本,③お守り×１個

人気漫画「ちはやふる」の为要
登場人物・綿谷新があわら市
出身であるという設定にちなん
で開催されたイベント「ちはや
ふるweek in あわら」で販売さ
れたグッズが数量限定で登
場！
 夜道も安全・反射キーホル
ダー、お弁当や手帳留めにも
使える便利なバンド、かわいい
お守りのセットです♪



●１玉　化粧箱入り

特選コシヒカリ白米

¥10,000

●合計4kg(コシヒカリ1kg✕2P・
あきさかり1kg・夢ごこち1kg)

●１２～１４玉 ※時期によって
品種が異なります。

●２玉　２Ｌサイズ　化粧箱入り

¥10,000 ¥10,000 ¥10,000

上ミックスホルモン
＇みそ味（

体が喜ぶものを毎日の食卓に
トウキ葉とハーブの
オリーブオイルセット

¥10,000

夏に舞い降りた！
「夏の天使　スイカ」１玉

管理番号：AQ10 管理番号：AF03 管理番号：AF02 管理番号：AF05

コシヒカリ・あきさかり・夢ごこち
食べ比べお得セット4kg

食感良し♪果汁良し！「花咲
梨」！

メロンの王様！
「花咲アールスメロン」２玉

¥10,000 ¥10,000 ¥10,000

●半月＇約280ｇ（2本,甘海老真丈
＇約130ｇ（1本,蟹真丈＇約130ｇ（1本

昔ながらの石臼で丁寧に練り
上げた最上級のすり身を使
い、どこを切ってもゆで卵が顔
を出すように職人が1本1本手
作業で仕上げた当店名物の
「半月」と、福井県産の甘エビと
紅ズワイガニを贅沢に使用し
て柔らかく仕上げた「しんじょ
う」のセットです。

管理番号：AC01

手作り蒲鉾詰め合わせ

「夏の天使」は肥沃な坂井北部
丘陵地で生産され、「夏の天
使」と呼ばれるＪＡ花咲ふくいブ
ランドのスイカです。皮がとても
薄く、糖度も１１～１２℃と甘く
てみずみずしいのが特徴で
す。
美味しいスイカの目安は甘さ・
シャリとした歯ざわり・緻密な肉
質です。この３つを兼ね揃えた
「夏の天使」をお召し上がりくだ
さい。

【期間限定】～2019/8/31

中山間地で作った自慢の特別
栽培米です。良食味が定番の
コシヒカリをはじめ、上品な香り
とクセの無い味のあきさかり、
極上食味と粘りが特徴の夢ご
こち、それぞれの銘柄の持ち
味を是非、食べ比べてみて下
さい。いずれの銘柄も真空パッ
クでのお届けです。

管理番号：AJ01 管理番号：AA03 管理番号：AB03

●500ｇ×3袋 ●１本50g×3本入り

【期間限定】7月上旪～8月上
旪

●コシヒカリ5kg

７種類のもつを当店独自の黄
金比率で配合し、秘伝の味噌
だれでじっくり漬け込んだ、専
門店一押しの至極の逸品。是
非一度食べて欲しい究極のホ
ルモンです。

あわら産トウキ葉にオリーブオ
イルを合わせることで、植物の
力を引き出し、ハーブによる良
いフレバーでサラダやお魚お
肉料理に華やかさを爽やかな
ミントの香りが広がる【angelica
＆speamint】。
お肉や魚の臭みをとり巾広い
料理に使える
【angelicarosemary】。
ほのかにカレーの香りが食欲
をそそる【angelica＆
curryplant】。
トウキの風味はハーブとの相
性抜群です。

山間の豊かな自然、清らかな
水の環境で、真心こめてつくら
れた米コシヒカリです。光セン
サーにて選別された良質米で

す。

【期間限定】9月中旪～10月中
旪

「花咲アールスメロン」は、香り
がよく上品な甘さで後味がすっ
きりとしています。また、特徴的
なきめ細かい網目をまとった外
観が美しく、まさに「メロンの王
様」の名に相応しい風格が感じ
られます。美味しさの秘訣は栽
培方法にあります。果実にしっ
かりと栄養が行き渡るように、
１株のツルに１玉しか結実しな
いようにしています。

【期間限定】8月下旪～9月下旪
※「幸水梨」～「豊水梨」に変更

[花咲梨」は肥沃な坂井北部丘
陵地で生産され、JA選果場で
厳選した高品質な梨です。品
種は時期により変わりますが
「幸水梨」または「豊水梨」で
す。



①ちはやふるレースブレス×２
本②ちはやふるヘアタイ×１本

ちはやふるセットA　【３】ピンク
Cセット：レースブレス③⑤／ヘ

アタイ③

¥10,000

実はとても使い勝手の良いお
肉です。焼いてよし、煮てよし。
こりこり食感を味わってくださ
い。

①ちはやふるレースブレス×２
本②ちはやふるヘアタイ×１本

①ちはやふるレースブレス×２
本②ちはやふるヘアタイ×１本

ちはやふるセットA
【１】ピンクAセット：レースブレ

ス③⑤／ヘアタイ①

ちはやふるセットA　【２】ピンク
Bセット：レースブレス③⑤／ヘ

アタイ②

¥10,000 ¥10,000

¥10,000¥10,000¥10,000

¥10,000 ¥10,000

あわらおもてなしキャラクター
の

湯巡権三グッズが満載

新鮮・安心・安全の
「きららの丘店長おすすめ野菜

セット」

花咲蜜芋使用
「さつまいもグラッセ」

若狭牛すじ

「ＪＡ花咲ふくい」直営の農作物
直売所「ファーマーズマーケッ
ト　きららの丘」の店長が選ぶ
おすすめ野菜セットです。新
鮮・安心・安全にこだわった厳
選野菜が箱一杯に詰まってお
ります。時期によって、お届け
できる野菜が違うので、どんな
お野菜が届くかはお楽しみ♪
小さなお子様でも安心して食べ
られる野菜を店長自ら厳選して
お届けします。
春・夏・秋・冬と四季ごとの野菜
たちをぜひ、どうぞ！

２０１６年度モンドセレクション
受賞！！ＪＡ花咲ふくい管内の
厳選したサツマイモをカットし、
食べやすく美味しく加工したグ
ラッセ。『金』、『銀』の２種類あ
ります。『金』はしっかりとした
甘味とお芋本来の風味が味わ
えます。『銀』はなめらかな食
感と上質な甘さが特徴です。ぜ
ひ、食べ比べてみてください。

管理番号：AP11

管理番号：AG01 管理番号：AL17 管理番号：AL18 管理番号：AL19

●ストラップ、マグネット、クリアファ
イル、権三サイフ、権三ミニ手帳…

●およその量の目安＝２人家
族の１週間分

●『金』　８０ｇ×２袋、『銀』　８０
ｇ×２袋＇化粧箱入り（

●700ｇ

芦原温泉で生まれたゆるきゃ
らでおなじみの湯巡権三。身に
つけたり眺めているだけで癒さ

れ、食べても美味しさ満点。

「あわらの美味しい水　財産区
物語」は芦原温泉の温泉街に
水道水を供給する芦原温泉上
水道財産区の水源の深井戸
(地下100ｍ)から汲み上げた天
然の地下水を使用しています。
軟水で、お茶やコーヒーなどの
味を一層引き立ててくれます。
普段より温泉区民はもとより宿
泊客からも好評をいただいて
おります。

人気漫画「ちはやふる」の为要
登場人物・綿谷新があわら市
出身であるという設定にちなん
で開催されたイベント「ちはや
ふるweek in あわら」で販売さ
れたグッズが数量限定で登
場！
 繊細な作りのかわいいレース
ブレスと、結んでも頭が痛くな
らないヘアゴム“ヘアタイ”のお
しゃれセットです♪

人気漫画「ちはやふる」の为要
登場人物・綿谷新があわら市
出身であるという設定にちなん
で開催されたイベント「ちはや
ふるweek in あわら」で販売さ
れたグッズが数量限定で登
場！
 繊細な作りのかわいいレース
ブレスと、結んでも頭が痛くな
らないヘアゴム“ヘアタイ”のお
しゃれセットです♪

人気漫画「ちはやふる」の为要
登場人物・綿谷新があわら市
出身であるという設定にちなん
で開催されたイベント「ちはや
ふるweek in あわら」で販売さ
れたグッズが数量限定で登
場！
 繊細な作りのかわいいレース
ブレスと、結んでも頭が痛くな
らないヘアゴム“ヘアタイ”のお
しゃれセットです♪

管理番号：AD01 管理番号：AF01 管理番号：AF04

あわらの美味しい水
財産区物語

●500ml/24本入り　1ケース



ちはやふるセットA　【７】レッドA
セット：レースブレス②⑤／ヘア

タイ②

ちはやふるセットA　【８】レッドB
セット：レースブレス②⑤／ヘア

タイ③

管理番号：AL20 管理番号：AL21 管理番号：AL22 管理番号：AL23

¥10,000 ¥10,000 ¥10,000

ちはやふるセットA　【４】ブルー
Aセット：レースブレス①④／ヘ

アタイ①

ちはやふるセットA　【５】ブルー
Bセット：レースブレス①④／ヘ

アタイ②

ちはやふるセットA　【６】ブルー
Cセット：レースブレス①④／ヘ

アタイ③

¥10,000

人気漫画「ちはやふる」の为要
登場人物・綿谷新があわら市
出身であるという設定にちなん
で開催されたイベント「ちはや
ふるweek in あわら」で販売さ
れたグッズが数量限定で登
場！
 繊細な作りのかわいいレース
ブレスと、結んでも頭が痛くな
らないヘアゴム“ヘアタイ”のお
しゃれセットです♪

人気漫画「ちはやふる」の为要
登場人物・綿谷新があわら市
出身であるという設定にちなん
で開催されたイベント「ちはや
ふるweek in あわら」で販売さ
れたグッズが数量限定で登
場！
 繊細な作りのかわいいレース
ブレスと、結んでも頭が痛くな
らないヘアゴム“ヘアタイ”のお
しゃれセットです♪

管理番号：AL24

人気漫画「ちはやふる」の为要
登場人物・綿谷新があわら市
出身であるという設定にちなん
で開催されたイベント「ちはや
ふるweek in あわら」で販売さ
れたグッズが数量限定で登
場！
 繊細な作りのかわいいレース
ブレスと、結んでも頭が痛くな
らないヘアゴム“ヘアタイ”のお
しゃれセットです♪

人気漫画「ちはやふる」の为要
登場人物・綿谷新があわら市
出身であるという設定にちなん
で開催されたイベント「ちはや
ふるweek in あわら」で販売さ
れたグッズが数量限定で登
場！
 繊細な作りのかわいいレース
ブレスと、結んでも頭が痛くな
らないヘアゴム“ヘアタイ”のお
しゃれセットです♪

人気漫画「ちはやふる」の为要
登場人物・綿谷新があわら市
出身であるという設定にちなん
で開催されたイベント「ちはや
ふるweek in あわら」で販売さ
れたグッズが数量限定で登
場！
 繊細な作りのかわいいレース
ブレスと、結んでも頭が痛くな
らないヘアゴム“ヘアタイ”のお
しゃれセットです♪

ちはやふるセットA　【９】ペア
＇お花（セット：レースブレス②

③／ヘアタイ②

ちはやふるセットA　【１０】ペア
＇星（セット：レースブレス④⑤

／ヘアタイ③

¥10,000 ¥10,000 ¥10,000

①ちはやふるレースブレス×２
本②ちはやふるヘアタイ×１本

①ちはやふるレースブレス×２
本②ちはやふるヘアタイ×１本

①ちはやふるレースブレス×２
本②ちはやふるヘアタイ×１本

人気漫画「ちはやふる」の为要
登場人物・綿谷新があわら市
出身であるという設定にちなん
で開催されたイベント「ちはや
ふるweek in あわら」で販売さ
れたグッズが数量限定で登
場！
 繊細な作りのかわいいレース
ブレスと、結んでも頭が痛くな
らないヘアゴム“ヘアタイ”のお
しゃれセットです♪

①ちはやふるレースブレス×２
本②ちはやふるヘアタイ×１本

①ちはやふるレースブレス×２
本②ちはやふるヘアタイ×１本

①ちはやふるレースブレス×２
本②ちはやふるヘアタイ×１本

①ちはやふるレースブレス×２
本②ちはやふるヘアタイ×１本

人気漫画「ちはやふる」の为要
登場人物・綿谷新があわら市
出身であるという設定にちなん
で開催されたイベント「ちはや
ふるweek in あわら」で販売さ
れたグッズが数量限定で登
場！
 繊細な作りのかわいいレース
ブレスと、結んでも頭が痛くな
らないヘアゴム“ヘアタイ”のお
しゃれセットです♪

管理番号：AL25 管理番号：AL26



¥13,000

【期間限定】～2019/8/31

この商品は希少な銘柄のた
め、一般流通がほとんど無く、
味・香りともに極上で粘りの強
い、特徴のあるお米です。是非
一度、ご賞味下さい。

【期間限定】～2019/3/20

福井といえば「水ようかん」とい
うことで試行錯誤を繰り返し、
ついに！トマトの水ようかんが
完成しました。
水ようかんには越前ガニの殻
を使った有機肥料で作るカメハ
メハ大農場の完熟トマトも使
用。濃厚なトマトの美味しさが
詰まった「ふくいトマト水ようか
ん」をぜひご賞味ください

鉄釉マグ

¥12,000¥12,000

●1種類5袋×３種類
　 ＇1袋あたり2杯分（

●クラフト紙袋詰め(2kg✕2袋)

毎日をキラキラと過ごしたい
女性へのスペシャルハーブ

ティー

あわら市産夢ごこち特別栽培
米４kg＇2kg✕２（

●16粒入小箱×8箱入り ●水ようかん8個

¥11,000 ¥12,000 ¥12,000

牛味噌上ホルモン 松乃露 ふくいトマト水ようかん
カメハメハ大農場の完熟トマト

バラエティ　4点セット

¥11,000

●クラフト紙袋詰め(2kg✕2袋)

ぷりぷりの牛上ホルモン＇大
腸（を伝統の秘伝の味噌だれ
で漬け込みました。お子様～お
年寄りまでたくさんのお客様
に、長年、ご支持をいただくヒッ
トグルメです。

「松乃露」は、卵白と砂糖のシ
ンプルこの上ない菓子でござ
いますので誤魔化しが効きま
せん。
 原材料には厳選した新鮮な素
材を使っており、また食品添加
物類を使用しないというこだわ
りを持っております。
その製法につきましても一切の
妥協を許さず、創業以来変わ
らぬ手作りの味を守り続けてお
ります。

越前海岸に産出する岩石を釉
薬の原料に使い、黒の中に銀
色結晶が輝くマグカップ
※在庫切れの際は約2ヶ月ほ
どかかります。

●280ml
　 9.2㎝×7.5㎝

越前海岸に産出する岩石を釉
薬の原料に使い、黒の中に銀
色結晶が輝くカップ
※在庫切れの際は約2ヶ月ほ
どかかります。

管理番号：BA03

あわら産のシャクヤクをブレン
ドしたWWハーブティーです。
シャクヤクは、漢方でも知られ
るハーブでとても芳醇な香りが
します。
WWH Herb Teaは、職業も年齢
も違う女性たちが集まり開発し
た女性のための商品です。
その日の気分や悩みに合わせ
て選んでください。

●400ｇ×3袋

¥11,000

管理番号：AA02

管理番号：AM01

鉄釉フリーカップ

管理番号：BB01

【期間限定】～2019/8/31

こだわりの樹上完熟トマトのみ
で作るジュースは無添加でトマ
ト本来の甘みを楽しめます。
ジャムは程よい甘さでパンに
塗ったり、スイーツのソースに
も。ソースはピッツァやパスタ
に、またスープの調味料として
もGOOD！

管理番号：AB01 管理番号：AQ08 管理番号：AM02

管理番号：BA02



銀を焼き付けておりますので電
子レンジのご使用はお控えくだ
さい。

「嫁おどし」：全国に名を馳せる「蓮
如上人伝説 嫁威し肉附きの面」を
由来とする地酒です。古鍛冶屋岡
田酒店が宝暦年間＇1751年～1763
年（から大正4年まで製造していた
酒造銘柄を、平成10年から復刻販
売しています。軽く冷やすと風味が
増す純米吟醸酒です。
 「舌鼓」：かの美食家北大路魯山
人が山代温泉滞在時に愛した醤
油です。吉崎御坊の参拝客が北潟
湖名物のコイやフナなどを使った
郷土料理の調味料として文字通り
「舌鼓を打つ」味の決め手として愛
飲してきました。…

これはフルーツの王様
 親戚の結婚式で出てきたメロ
ンは、匂いだけでも食べた気に
なるほど強烈で、ほっぺたが痛
くなるほど甘く「こんなメロンも
あるんだぁ！」とメロンの認識
が一変した事を覚えています。
そして私はまた衝撃を受ける
事になりました。それがこの
「黄金のメロン」です。

【期間限定】8/1～3/1

○ 福井のきれいな水と空気、
さんさんと降り注ぐ太陽の光、
日本海の爽やかな風、草取 り
等の手間を惜しまず丹精込め
て作った米です。
○ 15℃で保管、出荷直前に精
米、新鮮で風味のある米です。
○ 美味しく召し上がっていただ
くため、到着後1ヶ月以内でお
召し上がりください。

管理番号：AR03 管理番号：AK01

蓮如伝説三話セット
市場流通がほとんどない幻の

メロン

¥16,000 ¥17,000

●純米吟醸720ml２本、造り醤油
1000ml１本、銘菓125g１袋

●黄美香×１玉
 　1.6キロ以上補償

●10kg

銀彩フリーカップ

牛若丸で一番人気のもも肉の
ブロックです。ローストビーフ
に、サイコロステーキにと、しつ
こくない赤身の美味しさを感じ
ていただけるお肉です。

６種のハーブをお好みの飲み
方で健康を応援いたします。
 高麗人参やトウキ、シャクヤ
ク、ナツメ、クコの実、ショウガ
のフリーズドライして瓶に詰め
ました。焼酎やホワイトリカー
などを注いで２週間目途で飲
めるようになります。ブラン
デーのような香りとハーブのエ
キスがしみ出て元気と健康を
応援いたします。

¥20,000 ¥20,000

●乾燥ハーブ40g×1本

管理番号：AS04

管理番号：AS02

30年福井県産「いっちょらい」コ
シヒカリ精米10kg

¥19,000

管理番号：AP10 管理番号：AB02

30年福井県産 「いっちょらい」
コシヒカリ精米5㎏2袋

若狭牛モモブロック
ふくいのハーブ畑から
shim 滲酒手作りキット

●5㎏×2袋 ●800ｇ

○ 福井のきれいな水と空気、
さんさんと降り注ぐ太陽の光、
日本海の爽やかな風、草取 り
等の手間を惜しまず丹精込め
て作った米です。
○ 15℃で保管、出荷直前に精
米、新鮮で風味のある米です。
○ 美味しく召し上がっていただ
くため、到着後1ヶ月以内でお
召し上がりください。

【期間限定】8/1～3/1
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管理番号：AM05

●300ml
　 約8.5㎝×9.5㎝＇高（

¥13,000

¥20,000



あわら温泉美肌セット
30年福井県産特別栽培米

「いっちょらい」コシヒカリ精米
10kg

●クラフト紙袋詰め(5kg✕2袋) ●5杯

【期間限定】～2019/8/31

有機肥料のみで栽培した特別
栽培米です。上品な香りと粘り
が特徴で誰にでも好まれるク
セの無い美味しいお米です。
是非一度ご賞味下さい。

¥20,000 ¥22,000 ¥22,000

●400ml
　 約10.5㎝×10.5㎝

●美肌水、権三ジャガードタオル、
湯巡りサラックス…

●10kg ●5㎏×2袋

30年福井県産 特別栽培米
「いっちょらい」コシヒカリ精米5

㎏2袋

越前海岸に産出する岩石を釉
薬の原料に使い、黒の中に銀
色結晶が輝く。水切れは抜群
です。
※在庫切れの際は約2ヶ月ほ
どかかります。

芦原温泉で生まれた「湯巡権
三」と一緒に心も体も綺麗にな
りましょう！！

¥20,000

鉄釉河豚徳利

●クラフト紙袋詰め(5kg✕2袋)

【期間限定】今年度産先行予約

北陸越前、瑞穂の国からの期間限
定早場米です。昼夜寒暖差のある
中山間地で丹精込めた逸品を是
非一度、ご賞味下さい。この商品
は有機質100％で栽培する特別栽
培米をクラフト紙袋詰でお届けしま
す。

あわら市産華越前特別栽培米
10kg＇5kg✕２（

¥22,000

管理番号：AQ05

管理番号：AM03

あわら市産あきさかり特別栽
培米10kg＇5kg✕２（

ボイルせいこがに

¥25,000 ¥27,000

管理番号：AD02 管理番号：AS01

【期間限定】8/1～3/1

○ 福井のきれいな水と空気、
さんさんと降り注ぐ太陽の光、
日本海の爽やかな風、草取 り
等の手間を惜しまず丹精込め
て作った米です。
○ 15℃で保管、出荷直前に精
米、新鮮で風味のある米です。
○ 美味しく召し上がっていただ
くため、到着後1ヶ月以内でお
召し上がりください。

【期間限定】8/1～3/1

○ 福井のきれいな水と空気、
さんさんと降り注ぐ太陽の光、
日本海の爽やかな風、草取 り
等の手間を惜しまず丹精込め
て作った米です。
○ 15℃で保管、出荷直前に精
米、新鮮で風味のある米です。
○ 美味しく召し上がっていただ
くため、到着後1ヶ月以内でお
召し上がりください。

管理番号：AS03

管理番号：AQ07 管理番号：AE05

中山間地の自然に恵まれた環
境で有機質肥料のみを使用
し、農薬を出来るだけ減らした
特別栽培のお米です。福井の
味をこころゆくまでご堪能下さ
い。

【期間限定】11/10～12/20

せいこがに＇ズワイガニのメス（
の特徴はやはり外子と内子。
それぞれの濃厚な味とミソ、足
の身を一緒に食べるととてもお
いしいカニです。

管理番号：AQ03

あわら市産コシヒカリ特別栽培
米(5kg✕2)

¥28,000

●クラフト紙袋詰め(5kg✕2袋)



●４杯

【期間限定】～2019/8/31

この商品は希少な銘柄のた
め、一般流通がほとんど無く、
味・香りともに極上で粘りの強
い、特徴のあるお米です。是非
一度、ご賞味下さい。

【期間限定】11/10～12/20

冷凍せいこがに身出し

¥30,000 ¥34,000 ¥34,000

銀を焼き付けておりますので電
子レンジのご使用はお控えくだ
さい

ボイルしたせいこがに＇ズワイ
ガニのメス（を急速冷凍し、真
空パックにしました。身を出した
状態でお届けしますので解凍
後すぐに食べられます。せいこ
がにの食べ方が分からない方
や、カニの身を出すのが面倒
な方におすすめです。

銀彩片口・ぐい呑みセット

¥34,000 ¥38,000

たっぷり４杯入ったお得なズワ
イガニセットです。ご家族みん
なで食べるのにおすすめです。
＇こちらのカニはカナダ産のズ
ワイガニです。（

鉄釉河豚徳利・ぐいのみセット
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管理番号：AQ09

あわら市産夢ごこち特別栽培
米10kg(5kg✕2)

管理番号：AM04 管理番号：AM06

●クラフト紙袋詰め(5kg✕2袋)

●徳利:400ml/約10.5㎝×10.5
㎝、ぐい呑み:2個/6.8㎝×4㎝

●片口：200ml
　 ぐい呑み：2個/6㎝×5.5㎝

越前海岸に産出する岩石を釉
薬の原料に使い、黒の中に銀
色結晶が輝く。水切れは抜群
です。
※在庫切れの際は約2ヶ月ほ
どかかります。

●5杯

管理番号：AE03 管理番号：AE04

冷凍ズワイガニ



●1ｋｇ
●ローストビーフ　600ｇ、ハン
バーグ　200ｇ×3

●約450ｇ×2

1ポンド!!極厚特上ももステーキ

¥50,000 ¥50,000 ¥50,000

管理番号：AP01 管理番号：AP02

●400ml

銀を焼き付けておりますので電
子レンジのご使用はお控えくだ
さい。

管理番号：AM07

銀彩ティーポット

管理番号：AP03

若狭牛肥育牧場より直送の、
刺身でも食べられるほど新鮮
な赤身肉でローストビーフを特
別に作りました。
噛めば噛むほど味わいのある
美味しさをご堪能下さい。

合い挽きではなく、若狭牛だけ
のミンチで作られた特製ハン
バーグと、若狭牛肥育牧場より
直送の、刺身でも食べられる
ほど新鮮な赤身肉でのロース
トビーフの超人気商品をセット
にしてお送りいたします。

ももの部位の中でも特に柔ら
かい場所を極厚のステーキに
してみました。
バーベキューなどで網焼きにし
て、ナイフでカットして召し上
がっていただくと、塊肉の醍醐
味をお感じ頂けます。
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厳選赤身肉のローストビーフ
牧場直営牛若丸で

大人気コンビ
ローストビーフとハンバーグ

¥48,000
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直営店牛若丸にて大好評の4
種類のステーキ食べ比べセッ
トです。
ヒレは赤身で最も柔らかい肉
質でとても貴重な最高級部位
です。
サーロインは言わずと知れた
肉の王様でジューシーな霜降
りが特徴です。
リブロースは最も厚みのある部
位で肉の風味はトップクラスで
す。通好みな部位です。
もも肉は脂肪がない赤身肉
で、その中でも柔らかい部分を
ステーキカットしました。

王道のステーキ詰め
King＆Queen

どっちも大好き！
サイコロステーキ食べ比べ

＇霜降り＆赤身（

若狭牛肥育牧場直営店の
おすすめ

厳選ステーキ三昧詰め合わせ

10 ●ヒレ150ｇ×2、サーロイン250
ｇ×2

●特上サイコロ１ｋｇ、さいころ
１ｋｇ

●ヒレ150ｇ、サーロイン250ｇ、リブ
ロース300ｇ、ももステーキ200ｇ

ステーキといえばこれでしょう。
王道のステーキ2種類の詰め
合わせセットです。
ヒレは赤身で最も柔らかい肉
質でとても貴重な最高級部位
です。
サーロインは言わずと知れた
肉の王様でジューシーな霜降
りが特徴です。
ぜひ食べ比べてみてください。

サイコロステーキ2種類の詰め
合わせセットです。
霜降りのほうは和牛独特の脂
の味がわかるジューシーなお
肉です。
赤身のほうはあっさりしてます
が肉の甘みを感じていただけ
るお肉です。
ぜひ食べ比べてみてください。

管理番号：AP06

¥100,000

管理番号：AP04
欲張りさん必見！

贅沢すき焼き食べ比べセット
＇霜降り＆赤身（

¥50,000

管理番号：AM08

銀彩ティーポット・
湯呑セット

●ロース500ｇ、もも500ｇ
●ティーポット：400ml／10㎝×12
㎝＇高（、湯呑：5個／8.4㎝×6㎝

こんなセットがあったらいいの
にというお客様のご提案から生
まれたセットです。綺麗な霜降
りの特上ロースとあっさりした
特上ももをすき焼き用にスライ
スした贅沢すぎるセットです。

銀を焼き付けておりますので電
子レンジのご使用はお控えくだ
さい。

管理番号：AP05

¥100,000

管理番号：AP07
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¥93,000

¥100,000
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●各月１ｋｇ以上

【期間限定】11/10～3/10

牛若丸で人気の逸品を偶数月
にお届けします。
【8月商品】極上しゃぶしゃぶ
【10月商品】特選赤身ステーキ
【12月商品】特選すき焼き
【2月商品】特選ステーキセット
【4月商品】特選焼肉セット
【6月商品】ローストビーフ

管理番号：AE01 管理番号：AE02 管理番号：AP09
牧場直営の牛若丸が贈る
特撰和牛のうれしい定期便
～偶数月にあなたの食卓へ

¥500,000

福井が誇るブランドズワイガ
ニ、越前ガニです。
ゆでた状態でお届けします。

¥167,000

福井が誇るブランドズワイガ
ニ、越前ガニです。
ゆでた状態でお届けします。

【期間限定】11/10～3/10

管理番号：AP08

いま巷で大注目の赤身ステー
キ2種類の詰め合わせセットで
す。ヒレは赤身で最も柔らかい
肉質でとても貴重な最高級部
位です。
極上ももは赤身の中に綺麗な
霜降りが入っており、柔らかい
のに脂っこくないのが特徴で
す。
ぜひ食べ比べてみてください。

●ヒレ150ｇ×4、もも150ｇ×4
●生の状態で750ｇ～900ｇの
物を１杯

●生の状態で750ｇ～900ｇの
物を１杯

【期間限定】11/10～3/10

いま巷でブームです。
極上赤身ステーキセット

越前ガニ 越前ガニ　ダブルタグ

¥100,000 ¥100,000



あわら温泉宿泊利用券を使用できる旅館一覧

あわら市温泉2丁目205

電話番号住所

宿泊利用券サイズ
千円札大

芦原温泉は、お湯の共同管理
をおこなっておらず、各施設が
何本かの温泉の井戸をひいて
います。 各施設により温泉の
成分が微妙に異なっていて、そ
れぞれ違った感触のお湯をお
楽しみいただけます。
お申し込み後、宿泊利用券を
簡易書留でお送りさせて頂きま
す。宿泊券受け取り後、各施設
に宿泊予約いただき、清算の
際ご提出ください。当日原券の
提出が必要になりますので、
紛失されませんようにご注意く
ださい。

芦原温泉は、お湯の共同管理
をおこなっておらず、各施設が
何本かの温泉の井戸をひいて
います。 各施設により温泉の
成分が微妙に異なっていて、そ
れぞれ違った感触のお湯をお
楽しみいただけます。
お申し込み後、宿泊利用券を
簡易書留でお送りさせて頂きま
す。宿泊券受け取り後、各施設
に宿泊予約いただき、清算の
際ご提出ください。当日原券の
提出が必要になりますので、
紛失されませんようにご注意く
ださい。

芦原温泉は、お湯の共同管理
をおこなっておらず、各施設が
何本かの温泉の井戸をひいて
います。 各施設により温泉の
成分が微妙に異なっていて、そ
れぞれ違った感触のお湯をお
楽しみいただけます。
お申し込み後、宿泊利用券を
簡易書留でお送りさせて頂きま
す。宿泊券受け取り後、各施設
に宿泊予約いただき、清算の
際ご提出ください。当日原券の
提出が必要になりますので、
紛失されませんようにご注意く
ださい。

芦原温泉は、お湯の共同管理
をおこなっておらず、各施設が
何本かの温泉の井戸をひいて
います。 各施設により温泉の
成分が微妙に異なっていて、そ
れぞれ違った感触のお湯をお
楽しみいただけます。
お申し込み後、宿泊利用券を
簡易書留でお送りさせて頂きま
す。宿泊券受け取り後、各施設
に宿泊予約いただき、清算の
際ご提出ください。当日原券の
提出が必要になりますので、
紛失されませんようにご注意く
ださい。

あわら温泉宿泊利用券
6,000点分

あわら温泉宿泊利用券
9,000点分

あわら温泉宿泊利用券
15,000点分

あわら温泉宿泊利用券
30,000点分

¥20,000 ¥30,000 ¥50,000 ¥100,000

管理番号：AT04 管理番号：AT03 管理番号：AT02 管理番号：AT01

白和荘 あわら市温泉5丁目1201 0776-78-7000

長谷川 あわら市二面48-14 0776-77-2164

旅館名

灰屋 0776-78-5555

あわら市温泉4丁目601 0776-77-2001

グランディア芳泉 あわら市舟津43-26 0776-77-2555

宿泊利用券サイズ
千円札大

宿泊利用券サイズ
千円札大

宿泊利用券サイズ
千円札大

大江戸温泉物語 あわら市二面48-10 0776-77-1726

月香 あわら市舟津9-8 0776-97-8521

あわらグランドホテル あわら市温泉4丁目2 0776-78-5500

美松 あわら市舟津26-10 0776-77-2600

みのや泰平閣 あわら市舟津50-1-1 0776-78-5566

清風荘 あわら市温泉3丁目803 0776-77-2500

あわらの宿　八木 あわら市温泉4丁目418 0776-78-5000

まつや千千 あわら市舟津31-24 0776-77-2560

花の宿　福寿 あわら市温泉4丁目801 0776-77-2280

べにや＇休業中（ あわら市温泉4丁目510 0776-77-2333

つるや



お申し込み方法 

ふるさと納税ポータルサイト 

「ふるさとチョイス」からお申し込み下さい。 

インターネットからの申し込みの場合 

あわら市 ふるさとチョイス 検 索 

寄付申請書に必要事項をご記入の上、下

記までお送りください。 

※寄付申請書はあわら市のホームページからダ

ウンロードするか、下記までご請求ください。 

郵送・ＦＡＸでの申し込みの場合 

クレジット決済 郵便振替 

「ふるさとチョイス」でお申し込み後、

「Yahoo!公金支払い」のページへのリンク

が表示されますので、そちらからクレジット

決済の手続きを行ってください。 

寄付申請受付後にあわら市から郵便振替

用紙をお送りします。お近くの郵便局から

お振込みください。手数料は無料です。 

寄付金の使途 

※ふるさと納税による税金控除を受けるには、確定申告等の手続きが必要です。 

  ふるさとチョイス＇ＪＴＢ（から送付する領収証明書を大切に保管してください。 

お問い合わせ・お申し込み あわら市総務部政策課 企画グループ 

〒919-0692 福井県あわら市市姫三丁目１－１   TEL：0776-73-8005  FAX：0776-73-1350 

E-mail：seisaku@city.awara.lg.jp   ホームページ：http://www.city.awara.lg.jp/ 

２．ゆのまち情緒にあふれ、にぎわいと華やぎを 

  感じさせる温泉街づくりのための事業 

開湯130周年を迎えたあわら

温泉を活性化させるための

事業です。温泉街の景観整

備や公衆温泉施設の改修な

どの事業を行います。 

５．子どもを生み、育てやすい環境と 

  施設づくりのための事業 

市内の認定こども園の運

営や、子育て支援、乳幼児

健診などの事業を行います。 

３．子どものことを考えた 

  学校づくりのための事業 
子どもたちが安全で快適な

学校生活を送れるようにす

るため、市内の小中学校の

校舎改修や施設整備など

を行います。 

４．北潟湖や竹田川を自然の息吹に満ちた 

  空間によみがえらせるための事業 

カヌー競技の好適地として

有名な北潟湖と、市の中央

を流れる竹田川の水環境

の浄化や北潟湖畔公園の

整備を行います。 

延伸後は北陸新幹線の停

車駅にもなるＪＲ芦原温泉駅

の周辺整備や、駅へのアク

セス道路の整備、歩道の整

備・改修などを行います。 

１．芦原温泉駅周辺に活気を取り戻し、快適な 

  都市空間に生まれ変わらせるための事業 

６．その他、あわら市を元気にするために 

  市長が必要と認める事業 

まちづくり事業に取り組む団

体への補助など、市長が選

定したあわら市の活性化の

ための事業を行います。 



越前あわらブランドa参考価格表
商品
番号

事　業　所　名 商　　品　　名 販売期間
送料込・

消費税込価格

1 だるまや菓舗 あわら銘菓　フルーツもなか「どんりん」 通年 3,100

2 だるまや菓舗 柿羽二重餅 通年 2,100

3 カメハメハ大農場の農家カフェ
完熟ﾄﾏﾄバラエティ４点セット（ﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽ300ｍｌ 2本、ﾄﾏﾄｿｰｽ145ｍｌ
1本、ﾄﾏﾄｼﾞｬﾑ 150ml 1本）

通年 3,780

4-① カメハメハ大農場の農家カフェ 完熟ﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽとｿｰｽ、ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｼﾞｭｰｽ、梨のｼﾞｭｰｽとｼﾞｬﾑのｾｯﾄ 11月～2月 7,020

4-② カメハメハ大農場の農家カフェ 梨ジュース500ｍｌ 11月～2月 1,840

4-③ カメハメハ大農場の農家カフェ 梨ジュース300ｍｌ 11月～2月 1,400

4-④ カメハメハ大農場の農家カフェ 梨ｼﾞｭｰｽ300ｍｌ、梨ジャム150ｍｌのセット 11月～2月 2,160

4-⑤ カメハメハ大農場の農家カフェ 100％完熟ﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽセット3本入（各300ｍｌ） 通年 3,030

4-⑥ カメハメハ大農場の農家カフェ ﾄﾏﾄ２＆梨１ｼﾞｭｰｽｾｯﾄ（ﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽ２本・梨ｼﾞｭｰｽ１本 各300ｍｌ） 11月～2月 3,130

4-⑦ カメハメハ大農場の農家カフェ
ﾄﾏﾄ＆梨バラエティ４点セット（ﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽ300ｍｌ １本、梨ｼﾞｭｰｽ300ｍｌ
１本、ﾄﾏﾄｿｰｽ145ｍｌ １本、梨ｼﾞｬﾑ150ｍｌ １本）

11月～2月 4,000

5 ピアﾌｧｰﾑ あわら梨のｼﾞｭｰｽ（豊水・新興） 通年 3,600

6 有限会社川野造園（瑞香園） 手作り果実パイセット 通年 3,800

7-① 甘党本陣　嵯峨 冨津金時タルトと柿の実入りのブッセのｾｯﾄ（各6個） 通年 3,000

7-② 甘党本陣　嵯峨 冨津金時タルト　夢風車　（タルト10個入） 通年 2,700

7-③ 甘党本陣　嵯峨 柿の実入りのﾌﾞｯｾ　あわらさんぽ　（ﾌﾞｯｾ10個入） 通年 2,700

8 有限会社　シャトー あわら温泉パン 通年 4,100

9 かなづ干柿組合 越前あわら花咲干柿 11月～2月 4,100

10 有限会社　あわら農楽ﾌｧｰﾑ 越の甘柿（あんぽ柿） 11月～2月 3,600

11 あわらグランドホテル 霊峰白山の贈り物　美肌 通年 3,240

12 グランディア芳泉 あわらジェラート＆シャーベット「旬の泉」 通年 4,750

13 堀川製茶有限会社 越前茶　ｱｲｽｸﾘｰﾑｾｯﾄ 通年 3,900

14 ﾄﾏﾄ工房亜久里 小久江次郎のトマトスープ 通年 5,800

15 有限会社　藤田かまぼこ店 越前あわら手づくり蒲鉾詰め合わせ 通年 3,900

16 (株)三丹本店 越前あわらの柿の葉すし　三味　6個入り（2箱） 通年 3,000

17 (株)三丹本店 越前柿しっとりチップ（5袋入） 通年 2,700

18～21 創竹 あわら竹工芸季語　春夏秋冬　各 通年 4,500

22 創竹 あわら竹工芸季語　春夏秋冬　4作品セット 通年 17,000

23 From East To West "Fish" 通年 29,000

24 ヒョウタン 箸置き　プレーン 通年 3,700

25 ヒョウタン 箸置き　縦縞 通年 4,100

26 ヒョウタン 箸置き　銀箔ちらし 通年 4,300

EZRA GLASS STUDIO

裏面FAXご注文申込用紙にて、必要事項をご記入の上、お申し込みください。

*FAX:0776-73-7145*
ご注文を頂きましたら、事務局より注文受付確認書をFAXにて返信いたします。（土日祝日を除く）
ご入金頂きます金額、ご注文の流れ・詳細等も併せてご連絡いたします。

（インターネットご注文も可能→http://www.awara-brand.jp）

ご注文の流れ


