ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業
南会津直送便カタログ 2022
No.1
高清水自然公園ひめさゆり群生地

南会津の自然が生んだうめぇ～がな、
おもっしがな、いい匂いのがな、いっぱいあっぞ！

商品番号

００１

南会津町産

雪の舞５kg
《商品内容》
●一等米 ひとめぼれ精米
････････････ 5kg・1 袋

南会津の雪解け水と美味しい空気が
育てた自慢のうまい米です。

現在取扱っておりません
点
2,500

常温

アレルギー品 / なし

商品番号

商品番号

００２

南郷トマトジュース

南会津町産

（無塩）１ケース

雪の舞 10kg

《商品内容》総重量約３kg
●南郷トマトジュース（無塩）
･････････250g・12 本

《商品内容》
●一等米 ひとめぼれ精米
･･･････････ 10kg・1 袋

《賞味期限 / 製造日より 1 年間》

南会津特産の“南郷トマト”を使った人気
のトマトジュース。高い標高と昼夜の温度差
が作り出した、甘みがぎゅっと詰まったトマ
トの味をお楽しみ下さい。

南会津の雪解け水と美味しい空気が
育てた自慢のうまい米です。

常温

4,500 点

００３

アレルギー品 / なし

常温

4,300 点

アレルギー品 / なし

ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業
南会津直送便カタログ 2022
００４

商品番号

商品番号

００５
マストロジェペット

南会津のお酒４蔵セット

木の動物セット

《商品内容／清酒》
●国権 てふ（純米酒）････････････ 720ｍｌ・1 本
アルコール度数 15.0

《商品内容》
●ノエ (12 種類）
･･･････････ 1 セット

●会津 本醸造辛口･･･････････････ 720ｍｌ・1 本
アルコール度数 15.0

物語を作ってトコトコ歩かせたり、積み木と組み
合わせたり、インテリアとしても長く遊べるおも
ちゃです。お風呂で動物をプカプカ浮かせたり、
壁に貼り付けたり、親子で木の香りを楽しんで
下さい。

●開当男山 純米吟醸･････････････ 720ｍｌ・1 本
アルコール度数 15.3

●花泉 大吟醸･････・･････・･･･････ 720ｍｌ・1 本
アルコール度数 15.0

7,600 点

常温

商品番号

アレルギー品 / なし

現在取扱っておりません
10,000
００８

グリッロ

素材／積み木：ハードメープル
木箱：スプルス・シナ合板
サイズ／ 14.7×14.7×14.7ｃｍ 対象年齢／１才～

現在取扱っておりません
点
15,000
００９

木のガラガラ
《商品内容》
●ファーヴァ（ナチュラル）･･･････ 1 個
木が持つ「温もり・手触り・色・重さ・
香り・音」の特徴をフルに生かせるように
木材選びにこだわり、赤ちゃんが噛んでも
安心なメープルを使用。赤ちゃんの最初の
おもちゃとしておすすめです。

とことん音にこだわって作られた上質な木琴おも
ちゃです。白と黒で材質が違うマレット（バチ）を
使い分け本格的な演奏を楽しむことが出来ます。

現在取扱っておりません
点
14,000

素材／鍵盤：アフリカンパドック
本体：イタヤカエデ
サイズ／ 22.0×28.0×7.0ｃｍ 対象年齢／ 3 才～

常温

現在取扱っておりません
点
3,500

素材／メープル
サイズ／ 11.5×4.2×2ｃｍ
対象年齢／３ヶ月～

商品番号

０１０

マストロジェペット

０１１

一十八日

南会津のアロマセット

木のハンドル

《商品内容》
●アロマエッシェンシャルオイル
（南会津クロモジ）
･････････３ml・1 個
（南会津ニオイコブシ）
･････３ml・1 個
（南会津杉）
･･････････････３ml・1 個
●ディフューザー（どんぐり）
･･・大３個

《商品内容》
●グイート･････････････ 1 個
車やバスでお出かけする時に、お父さんや
お母さんのとなりで、右へ、左へとハンドル
をまわすとコロコロと楽しい運動が始まりま
す。さぁ、シートベルトを締めて出発だ！

南会津産自家製オイル 3 種類とディフューザーの
セット。どんぐりに精油を垂らしてご利用下さい。

コマ：ウォールナット・ハードメープル・ナラ
現在取扱っておりません
点
4,500
サイズ／ 18.5×4.5cm
対象年齢／３才～
素材／エコシラ合板

常温

商品番号

０１２

13,500 点

どんぐり
サイズ／ 3.2×2.4ｃｍ

素材／メープル

０１３

一十八日

一十八日

ラッテダロマオイルセット
（南会津ニオイコブシ）

ラッテダロマオイルセット
（南会津クロモジ）

《商品内容》
●アロマエッシェンシャルオイル
（南会津ニオイコブシ）
･････ ３ml・1 個
●ラッテダロマ（ディフューザー）
･･ 1 個

《商品内容》
●アロマエッシェンシャルオイル
（南会津クロモジ）
･････････３ml・1 個
●ラッテダロマ（ディフューザー）
･･ 1 個

別名タムシバと言い昔から香りの良い植物とし
て知られている南会津産ニオイコブシから抽出
した自家製オイルと、ディフューザーのセット。
どんぐりの部分に精油を垂らしてご利用下さい。

南会津産クロモジから抽出した爽やかな香りの
自家製オイルと、コロンとした木の質感を生か
したディフューザーのセット。どんぐりの部分に
精油を垂らしてご利用下さい。

常温

常温

マストロジェペット

《商品内容》
●木琴（グリッロ）･････････････ 1 セット
（本体 ×1・マレット ×2・童謡楽譜 10 曲）

商品番号

3 ㎝基尺の四角積み木のセット
組んだり、はめたり いろいろな形を作って
遊び、お子様の創造力に磨きをかけてみて
はいかがでしょうか。

商品番号

マストロジェペット

常温

００７

《商品内容》
●積み木クビコロ ( クアドロ）････ 1 セット

会津に古くから伝わる郷土玩具「起き上がり小法
師」をモチーフにした木のおもちゃです。カラフル
でインテリア性もあるので、遊ばないときもお部
屋の装飾として飾っていただけます。
素材／シナ合板・ウォールナット・ブナ
シルクスクリーン印刷
（食品衛生法規格基準適合インク使用）
常温
点
サイズ／ 30.6×6.3×23.3ｃｍ 対象年齢／３才～

商品番号

素材／米ヒバ
サイズ／ 34.5×22×3.2ｃｍ
（箱サイズ）
対象年齢／３才～

積み木 クビコロ

起姫（おきひめ）
《商品内容》
●おきひめ ････････････････ 1 セット
（本体 ×１・コマ ×３）

常温

現在取扱っておりません
点
6,500

マストロジェペット

マストロジェペット

木琴

常温

商品番号

００６

商品番号

No.2

6,500 点

ラッテダロマ（素材：メープル）
本体／ 4.8×3.4ｃｍ
どんぐり／ 3.2×2.4ｃｍ

常温

8,000 点
※ご注意

ラッテダロマ（素材：メープル）
本体／ 4.8×3.4ｃｍ
どんぐり／ 3.2×2.4ｃｍ

お酒のご注文は 20 歳未満の方はできません。

