
※現在想定される商品一覧です。一部変更になる場合もあります。

事業所名 寄付額 内容

1万円

1万円 いか、鯛、ふく

2万円

さかした製菓 1万円
（カフェオーレ大福、抹茶オーレ大福、スト
ロベリー大福）

ナカマル醤油醸造元 2万円

（筑前あまくち、宗像うまくち、神湊さしみ、
たまごかけ醤、パンかけ醤油、ヨーグルト
かけ醤油、チーズかけ醤油、パスタかけ
醤油、カルパッチョかけ醤油、とうふかけ
酢）

1万円

2万円

1万円

1万円
樽入り匠明太子、いか明太子、数の子明
太子

2万円 匠、ゆず仕込み

やまと寿司 1万円 みそ麻呂・ちり麻呂

鯛茶漬け、手づくりしゅうまいセット

２．事業所別商品一覧

商品名

鯛茶3本セット

クリーム大福セット

手づくりしゅうまいセット

きらり商品

洋食グリル　ふらんす屋

ビストロキャラメルプリン

無着色辛子明太子　匠

寿司店の手作りポン酢　2種セット

醤油バラエティセット（10本入り）

（株）海千 うまかもんセット

玄界灘産天然魚のグラタン

無着色辛子明太子　檜樽入り「極」

玄海食堂　温や

種別 品数 事業所別内訳 種別 品数 事業所別内訳

１０，０００円×７品目 １０，０００円×１１品目

２０，０００円×４品目 ２０，０００円×５品目

１０，０００円×２品目 ３０，０００円×４品目

２０，０００円×３品目 ５０，０００円×１品目

３０，０００円×４品目 米　（ＪＡ） 1 １０，０００円×１品目

５０，０００円×１品目 酒 1 １０，０００円×１品目

１００，０００円×１品目 その他食品 1 １０，０００円×１品目
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11きらり商品

１．統括票　（全４７品目）

宗像市ふるさと寄附商品一覧

肉 12

水産物

(漁協）



1万円 バラ切落し　計1,000ｇ

1万円
カタローススライス、ミックスホルモン
計700ｇ

2万円
厚切りサーロイン　赤身（カタ、モモ）スラ
イス　計800ｇ

2万円 リブロースステーキ　計750ｇ

2万円 もも焼肉、ももブロック　計1,100ｇ

3万円 厚切りサーロイン、リブロース　計1,000ｇ

3万円
リブロースブロック、カタローススライス
計1,500ｇ

3万円
ローストビーフ用ももブロック
計1,600ｇ

3万円 厚切りサーロイン、リブロース　計1,750ｇ

5万円
サーロインブロック、リブロースブロック
計2,000ｇ

10万円
サーロインブロック、リブロースブロック、
ももブロック　計4,800ｇ

10万円
サーロインブロック、ももブロック
計5,200ｇ

肉 すすき牧場

むなかた牛　バラ切落し

むなかた牛　すき焼き・しゃぶしゃぶ
お鍋用セット

むなかた牛　厚切りサーロイン・赤身
（カタ、モモ）スライス

むなかた牛　リブロースステーキ

むなかた牛　ももセット（ローストビー
フ・焼肉）

むなかた牛　ロースステーキセット

むなかた牛　リブロースブロック、カタ
ローススライス

むなかた牛　ローストビーフ用ももブ
ロック

むなかた牛　ロースステーキセット

むなかた牛　ロースブロックセット

むなかた牛ブロック　ロース・ももセット

むなかた牛　サーロインブロック　ロー
ストビーフ用もも　セット



1万円 スルメ、連子鯛、あじ、かます、カレイ

1万円 アルコールうに、乾燥ふのり、乾燥ひじき

1万円
あじの開き、あじのミリン干、いか一夜干
し、いりこ豆、塩わかめ、あかもく

1万円
イカのみりん干し・サバのみりん干し・連
子鯛の甘塩開き・イサキの甘塩開き・活イ
カの塩辛玄海かずのこ（のうさば）

1万円
真鯛の西京漬け、真鯛の塩麹漬け、甘鯛
の開き、連子鯛一夜干し

1万円 あじ2尾、かます、とびうお、イリコ

1万円
大島産あかもく、鐘崎産塩ワカメ、地島産
わかめ茎、地島産とろろめかぶ

1万円

1万円

1万円

1万円

2万円

2万円

甘鯛一夜干し、連子鯛一夜干し、あじ一
夜干し、とびうお一夜干し、カレイ一夜干
し、大島産いか一夜干し、イリコ干し、大
島産あかもく

2万円

2万円

2万円
大島産アルコールウニ、地島産つばき油
1瓶、乾燥ふのり、乾燥ひじき

3万円
３～４人分
（切り身・あら）

3万円
甘鯛、連子鯛、あじ、とびうお、イリコ、地
島産とろろめかぶ

3万円
鐘崎天然ふく（シマフグ）あぶり刺し、鐘崎
天然ふく（シロサバフグ）、あなご

3万円

5万円
鐘崎天然とらふくのセット（フグ刺し、ふぐ
ちり）

お試し干物セット

漁協

鐘崎天然とらふくセット（４～５人分）

丸干しいろいろ詰め合わせ

宗像産天然あら（くえ）鍋セット

宗像産茹たこ

ミネラルたっぷり海藻詰め合わせ

鐘崎天然ふくとアナゴ 調理お手軽鮮
魚セット

あじ・かます（小）一夜干しセット

あまだい・あじ（小）一夜干しセット

海産物

あまだい尽くし　一夜干し詰め合わせ

特選 むなかた干物詰め合わせ

希少　島の特産セット

鐘崎天然ふく炙り刺し（6～7人分）と鐘
崎天然ふくとアナゴ 調理お手軽鮮魚
セット

旬魚の食卓ボリュームセット

鐘崎天然ふく炙り刺し（2～３人分）と
鐘崎天然ふくとアナゴ 調理お手軽鮮
魚セット

むなかた干物　大物詰め合わせ

鐘崎天然ふく炙り刺し（4～5人分）

大島　うに・海藻セット

大島 ひもの・海藻セット

旬魚の食卓セット

鯛いろいろ詰め合わせ



米 ＪＡむなかた 1万円
ひのひかり：５ｋｇ、夢つくし：２ｋｇ、こしひ
かり：２ｋｇ

酒 勝屋酒造 1万円

その他食品 まちづくり宗像 1万円 16枚入り（１袋２枚）×５箱

大吟醸　神郡宗像

宗像の米（わがまち育ちセット）

宗像わかめんべい



宗像市ふるさと寄附商品一覧

１０，０００円以上

番号 商品名 内容

1お試し干物セット スルメ、連子鯛、あじ、かます、カレイ

2大島　うに・海藻セット アルコールうに、乾燥ふのり、乾燥ひじき

3大島 ひもの・海藻セット
あじの開き、あじのミリン干、いか一夜干し、いりこ豆、塩わか
め、あかもく

4旬魚の食卓セット
イカのみりん干し・サバのみりん干し・連子鯛の甘塩開き・イサ
キの甘塩開き・活イカの塩辛玄海かずのこ（のうさば）

5鯛いろいろ詰め合わせ
真鯛の西京漬け、真鯛の塩麹漬け、甘鯛の開き、連子鯛一夜
干し

6丸干しいろいろ詰め合わせ あじ2尾、かます、とびうお、イリコ

7ミネラルたっぷり海藻詰め合わせ
大島産あかもく、鐘崎産塩ワカメ、地島産わかめ茎、地島産とろ
ろめかぶ

8
鐘崎天然ふくとアナゴ 調理お手軽鮮魚
セット

9あじ・かます（小）一夜干しセット

10あまだい・あじ（小）一夜干しセット

11宗像産茹たこ

12むなかた牛　バラ切落し バラ切落し　計1,000ｇ

13
むなかた牛　すき焼き・しゃぶしゃぶ　お
鍋用セット

カタローススライス、ミックスホルモン　　計700ｇ

14無着色辛子明太子　匠

15
うまかもんセット（樽入り明太子・いか・数
の子）

樽入り匠明太子、いか明太子、数の子明太子

16寿司店の手作りポン酢　2種セット

17クリーム大福セット （カフェオーレ大福、抹茶オーレ大福、ストロベリー大福）



18大吟醸　神郡宗像

19ビストロキャラメルプリン

20鯛茶漬けセット

21手作り　しゅうまい（イカ・鯛・ふく） いか、鯛、ふく

22宗像の米（わがまち育ちセット） ひのひかり：５ｋｇ、夢つくし：２ｋｇ、こしひかり：２ｋｇ

23宗像わかめんべい 16枚入り（１袋２枚）×５箱

24旬魚の食卓ボリュームセット

25特選 むなかた干物詰め合わせ
甘鯛一夜干し、連子鯛一夜干し、あじ一夜干し、とびうお一夜干
し、カレイ一夜干し、大島産いか一夜干し、イリコ干し、大島産あ
かもく

26
鐘崎天然ふく炙り刺し（2～３人分）と鐘
崎天然ふくとアナゴ 調理お手軽鮮魚
セット

27鐘崎天然ふく炙り刺し（4～5人分）

28希少　島の特産セット
大島産アルコールウニ、地島産つばき油1瓶、乾燥ふのり、乾
燥ひじき

29
むなかた牛　厚切りサーロイン・赤身（カ
タ、モモ）スライス

厚切りサーロイン　赤身（カタ、モモ）スライス　計800ｇ

30むなかた牛　リブロースステーキ リブロースステーキ　計750ｇ

31むなかた牛　ももセット もも焼肉、ももブロック　計1,100ｇ

32無着色辛子明太子　檜樽入り「極み」 匠、ゆず仕込み

33玄海灘産　天然魚のグラタン

34ナカマル醤油　バラエティセット
（筑前あまくち、宗像うまくち、神湊さしみ、たまごかけ醤、パンか
け醤油、ヨーグルトかけ醤油、チーズかけ醤油、パスタかけ醤
油、カルパッチョかけ醤油、とうふかけ酢）

35鯛茶漬け・手作りしゅうまいセット

２０，０００円以上



36宗像産天然あら（くえ）鍋セット ３～４人分（切り身・あら）

37むなかた干物　大物詰め合わせ 甘鯛、連子鯛、あじ、とびうお、イリコ、地島産とろろめかぶ

38
鐘崎天然ふく炙り刺し（6～7人分）と鐘
崎天然ふくとアナゴ 調理お手軽鮮魚
セット

鐘崎天然ふく（シマフグ）あぶり刺し、鐘崎天然ふく（シロサバフ
グ）、あなご

39あまだい尽くし　一夜干し詰め合わせ

40むなかた牛　ロースステーキセット 厚切りサーロイン、リブロース　計1,000ｇ

41
むなかた牛　リブロースブロック、カタ
ローススライス

リブロースブロック、カタローススライス　計1,500ｇ

42
むなかた牛　ローストビーフ用ももブロッ
ク

ローストビーフ用ももブロック　計1,600ｇ

43むなかた牛　ロースステーキセット 厚切りサーロイン、リブロース　計1,750ｇ

44鐘崎天然とらふくセット（４～５人分） 鐘崎天然とらふくのセット（フグ刺し、ふぐちり）

45むなかた牛　ロースブロックセット サーロインブロック、リブロースブロック　計2,000ｇ

46
むなかた牛ブロック　ロース・ももセット
（4.8㎏）

サーロインブロック、リブロースブロック、ももブロック　計4,800ｇ

47
むなかた牛　サーロインブロック　ロース
トビーフ用もも　セット　（5..2㎏）

サーロインブロック、ももブロック　計5,200ｇ

３０，０００円以上

５０，０００円以上

１００，０００円以上



事業所名

宗像漁業協同組合

宗像漁業協同組合

宗像漁業協同組合

宗像漁業協同組合

宗像漁業協同組合

宗像漁業協同組合

宗像漁業協同組合

宗像漁業協同組合

宗像漁業協同組合

宗像漁業協同組合

宗像漁業協同組合

すすき牧場

すすき牧場

海千

海千

やまと寿司

さかした製菓



勝屋酒造合名会社

洋食グリル　ふらんす
屋

玄海食堂　温や

玄海食堂　温や

JA宗像　お米パール
店

まちづくり宗像

宗像漁業協同組合

宗像漁業協同組合

宗像漁業協同組合

宗像漁業協同組合

宗像漁業協同組合

すすき牧場

すすき牧場

すすき牧場

海千

洋食グリル　ふらんす
屋

ナカマル醤油醸造元

玄海食堂　温や



宗像漁業協同組合

宗像漁業協同組合

宗像漁業協同組合

宗像漁業協同組合

すすき牧場

すすき牧場

すすき牧場

すすき牧場

宗像漁業協同組合

すすき牧場

すすき牧場

すすき牧場



種別 事業所名 品目数 事業所別内訳

１０，０００円×２品目

２０，０００円×１品目

さかした製菓 １品目 １０，０００円×１品目

ナカマル醤油醸造元 １品目 ２０，０００円×１品目

１０，０００円×１品目

２０，０００円×１品目

１０，０００円×２品目

２０，０００円×１品目

やまと寿司 １品目 １０，０００円×１品目

１０，０００円×１１品目

２０，０００円×５品目

３０，０００円×４品目

５０，０００円×１品目

１０，０００円×２品目

２０，０００円×３品目

３０，０００円×４品目

５０，０００円×１品目

１００，０００円×１品目

米 ＪＡむなかた １品目 １０，０００円×１品目

酒 勝屋酒造 １品目 １０，０００円×１品目

その他食品 まちづくり宗像 １品目 １０，０００円×１品目

きらり商品
　
　
　　合計１１品目

２１品目宗像漁業協同組合
水産物

　　合計２１品目

１２品目すすき牧場
肉

　　合計１２品目

玄海食堂　温や ３品目

２品目洋食グリル　ふらんす屋

（株）海千 ３品目



種別 品数 事業所別内訳 種別 品数 事業所別内訳

１０，０００円×７品目 １０，０００円×１１品目

２０，０００円×４品目 ２０，０００円×５品目

１０，０００円×２品目 ３０，０００円×４品目

２０，０００円×３品目 ５０，０００円×１品目

３０，０００円×４品目 米　（ＪＡ） 1 １０，０００円×１品目

５０，０００円×１品目 酒 1 １０，０００円×１品目

１００，０００円×１品目 その他食品 1 １０，０００円×１品目
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11きらり商品

１．統括票　（全４７品目）

宗像市ふるさと寄附商品一覧

肉 12

水産物

(漁協）



項目名 寄付金額 掲載用-商品名

用途 WEB商品登録 WEB商品登録

110,000円以上 お試し干物セット

210,000円以上 大島　うに・海藻セット　【数量限定】

310,000円以上 大島 ひもの・海藻セット

410,000円以上 旬魚の食卓セット

510,000円以上 鯛いろいろ詰め合わせ

610,000円以上 丸干しいろいろ詰め合わせ

710,000円以上 ミネラルたっぷり海藻詰め合わせ

810,000円以上
鐘崎天然ふくとアナゴ 調理お手軽鮮魚
セット

910,000円以上 あじ・かます（小）一夜干しセット

1010,000円以上 あまだい・あじ（小）一夜干しセット

1110,000円以上 むなかた牛　バラ切落し



1210,000円以上
むなかた牛　すき焼き・しゃぶしゃぶ　お
鍋用セット

1310,000円以上 無着色辛子明太子　匠

1410,000円以上
うまかもんセット（樽入り明太子・いか・数
の子）

1510,000円以上 寿司店の手作りポン酢　2種セット

1610,000円以上 クリーム大福セット

1710,000円以上 大吟醸　神郡宗像

1810,000円以上 ビストロキャラメルプリン

1910,000円以上 鯛茶漬けセット

2010,000円以上 手作り　しゅうまい（イカ・鯛・ふく）

2110,000円以上 宗像の米（わがまち育ちセット）



2210,000円以上？ 宗像わかめんべい

2320,000円以上 旬魚の食卓ボリュームセット

2420,000円以上 特選 むなかた干物詰め合わせ

2520,000円以上
鐘崎天然ふく炙り刺し（2～３人分）と鐘崎
天然ふくとアナゴ 調理お手軽鮮魚セット

2620,000円以上 鐘崎天然ふく炙り刺し（4～5人分）

2720,000円以上 希少　島の特産セット

2820,000円以上
むなかた牛　厚切りサーロイン・赤身（カ
タ、モモ）スライス

2920,000円以上 むなかた牛　リブロースステーキ



3020,000円以上
むなかた牛　ももセット（ローストビーフ・
焼肉）

3120,000円以上 無着色辛子明太子　檜樽入り「極み」

3220,000円以上 玄海灘産　天然魚のグラタン

3320,000円以上 ナカマル醤油　バラエティセット

3420,000円以上 鯛茶漬け・手作りしゅうまいセット

3530,000円以上 むなかた干物　大物詰め合わせ

3630,000円以上
鐘崎天然ふく炙り刺し（6～7人分）と鐘崎
天然ふくとアナゴ 調理お手軽鮮魚セット

3730,000円以上 あまだい尽くし　一夜干し詰め合わせ



3830,000円以上
むなかた牛　ロースステーキセット
（厚切りサーロイン・リブロース）

3930,000円以上
むなかた牛　リブロースブロック、カタ
ローススライス

4030,000円以上
むなかた牛　ローストビーフ用ももブロッ
ク

4130,000円以上
むなかた牛　ロースステーキセット　（厚
切りサーロイン、リブロース）

4250,000円以上 鐘崎天然とらふくセット（４～５人分）

4350,000円以上
むなかた牛　ロースブロックセット
（サーロインブロック、リブロースブロック）



44100,000円以上
むなかた牛ブロック　ロース・ももセット
（4.8㎏）

45100,000円以上
むなかた牛　サーロインブロック　ロース
トビーフ用もも　セット　（5..2㎏）



ボディコピー 事業者 内容

WEB商品登録 WEB商品登録 WEB商品登録

玄界灘の新鮮な魚を手作りで丁寧に作り上げた逸品
です。定番の商品をセットしましたので、まずはお試しく
ださい。

宗像漁業協同
組合

スルメ一夜干し1枚（180～200ｇ）、連子
鯛（小）一夜干し1枚（210～250ｇ）
あじ（小）一夜干し1枚（100～120ｇ）、か
ます一夜干し2枚（100～120ｇ×2）
カレイ一夜干し3枚（250ｇ）

【数量限定】大島で採れたての生うに（バフンウニ）を選
別し、瓶詰めしました。大島で採れた、ふのりとひじき
（乾燥）をセットしました。

宗像漁業協同
組合

アルコールうに1瓶（70ｇ）、乾燥ふのり1
袋（40ｇ）、乾燥ひじき1袋（40ｇ）

大島で獲れた新鮮な魚の干物と海のミネラルたっぷり
のわかめとあかもくのセットです。

宗像漁業協同
組合

大島産あじの開き2枚（270～300ｇ）、大
島産あじのミリン干2枚（270～300ｇ）、
大島産いか一夜干し2枚（400ｇ）、大島
産いりこ豆（150ｇ）、大島産塩わかめ1
袋（500ｇ）、大島産あかもく1袋（120ｇ）

鐘崎で採れたての鮮魚を加工後冷凍しました。玄海か
ずのこ（のうさば）は、ホシザメを干したもので、お正月
に食べる地元の郷土料理です。

宗像漁業協同
組合

イカのみりん干し220ｇ・サバのみりん干
し150ｇ・連子鯛の甘塩開き220ｇ・イサキ
の甘塩開き280ｇ・活イカの塩辛120ｇ・
玄海かずのこ（のうさば）60ｇ

宗像で水揚げされる新鮮な真鯛、甘鯛、連子鯛を詰め
合わせました。

宗像漁業協同
組合

真鯛の西京漬け（200～300ｇ）、真鯛の
塩麹漬け（200～300ｇ）、甘鯛の開き2枚
（280～300ｇ）、連子鯛（小）一夜干し1枚
（280～300ｇ）

宗像で獲れた魚を丸干ししました。素材のうまみが凝
縮しています。

宗像漁業協同
組合

あじ2尾（100～120ｇ×2）、かます3尾
（100～120ｇ×3）、とびうお6尾（50～60
ｇ×6）、
イリコ1袋（200ｇ）

宗像で獲れた天然のわかめと美容健康食材として注
目を浴びている「あかもく」が入った詰め合わせです。
海のミネラルたっぷりの元気とキレイがたくさん詰まっ
た海藻をぜひお召し上がりください。

宗像漁業協同
組合

大島産あかもく3袋（120ｇ×3）、鐘崎産
塩ワカメ1袋（500ｇ）、地島産わかめ茎1
袋（100ｇ）、
地島産とろろめかぶ4袋（90ｇ×4）

鐘崎天然ふく（シロサバフグ）とあなごのセットです。
調理しやすく、くせのない食味は和洋中どんな料理に
も合います。

宗像漁業協同
組合

シロサバフグ3～4尾（500ｇ）、あなご2尾
（120ｇ）×2

獲れたての真あじとかますを甘塩で一夜干ししました。
地島産のめかぶのセットです。朝食にお召し上がりくだ
さい。

宗像漁業協同
組合

あじ（小）一夜干し3尾（100～120ｇ×
3）、かます一夜干し3尾（100～120ｇ×
3）、
地島産めかぶ1袋（100ｇ）

一匹ずつ丁寧に獲ったあまだいを甘塩で一夜干しにし
ました。あじとセットでお届けします。

宗像漁業協同
組合

あまだい（小）一夜干し2尾（280～300ｇ
×2）、あじ（小）一夜干し2尾（100～120
ｇ×2）

すすき牧場では、「からだにやさしい　お米で育てた美
味しいお肉」をキャッチフレーズに、日々愛情を注ぎな
がら牛さん達が主人公の環境づくりに努めています。
その中で育った「むなかた牛」は、柔らかく歯切れのよ
い食感、牛肉らしい濃い旨みがしっかりとした赤身、甘
いうまみのあっさりとした脂が特徴の牛肉です。焼肉風
に焼いても、すき焼き風に煮ても、色々な料理にお使
いいただける重宝する商品です。量も多く、小分けして
お使いいただけます。

すすき牧場 バラ切落し500ｇ×2　　計1,000ｇ



すすき牧場では、「からだにやさしい　お米で育てた美
味しいお肉」をキャッチフレーズに、日々愛情を注ぎな
がら牛さん達が主人公の環境づくりに努めています。
その中で育った「むなかた牛」は、柔らかく歯切れのよ
い食感、牛肉らしい濃い旨みがしっかりとした赤身、甘
いうまみのあっさりとした脂が特徴の牛肉です。「むな
かた牛」のカタロースとミックスホルモンのセットです。
すき焼き、しゃぶしゃぶ、もつ鍋で是非「むなかた牛」の
旨さを味わって下さい。

すすき牧場
カタローススライス500ｇ、ミックスホルモ
ン200ｇ　　計700ｇ

「海千」は、お客様に一番おいしい状態で商品をお届
けすることができるよう、新鮮さにとことんこだわりまし
た。 粒立ちの良さを実感していただける逸品です。ま
た、無着色辛子明太子「匠」は、かつおベースの特製
だしに漬け込んだ塩分・辛さ控えめのやさしい味わい
です。

海千 450ｇ

粒立ちの良さを実感していただける逸品です。またうま
かもんセットは、かつおベースの特製だしに漬け込ん
だ塩分・辛さ控えめのやさしい味わいが特長の【樽入り
匠明太子】、ゆず胡椒風味の明太子で絡めたプリプリ
歯ごたえが特長の【いか明太子】、ぷちぷちとした食感
が特長の【数の子明太子】を組み合わせたセットです。

海千
樽入り匠明太子270ｇ、いか明太子200
ｇ、数の子明太子170ｇ

鍋料理、お刺身、焼き魚、サラダ、肉料理、惣菜など、
いろんな料理に使える万能タレ。ちり麻呂は豚肉、牛
肉、お魚など素材のおいしさを引きたてます。みそ麻呂
は味噌を加えたほんのりみそ風味のちり酢です。

やまと寿司
ちり麻呂×２本、みそ麻呂×１本　各
300ｍｌ

和と洋の素材を絶妙のバランスで、組み合わせたク
リーム大福です。コーヒー、紅茶、日本茶どれにでもよ
く合います。　お味は新鮮な苺を使った餅生地とクリー
ム＆白あんのストロベリー大福。ほろ苦いコーヒー風
味の餅生地とこしあん＆生クリームのカフェオーレ大
福、薫り高い抹茶風味の餅生地と高級抹茶を使ったク
リーム＆こしあんの抹茶オーレ大福の三種類です。

さかした製菓
20個入（カフェオーレ大福2個入×4　抹
茶オーレ大福2個入×4　ストロベリー大
福2個入×2）

福岡県産の山田錦を40％まで磨き、低温長期熟成で
かおり高く仕込みました。普段とは違う、ちょっと改まっ
た席で飲んでいただきたいお酒です。和食はもちろん、
洋風の料理の味も引き立てます。宗像の歴史と風土を
象徴するお酒と地元でも人気です。

勝屋酒造合名
会社

720ml

福岡県宗像産の卵をたっぷり使用したレストラン仕込
みのプリン！ご注文を受けてからシェフが心を込めて
手作りしています。カラメルはほろ苦い大人の味わい
です。

洋食グリル
ふらんす屋

100ｇ×５個

福岡県宗像の名物料理である鯛茶漬けを最高の状態
でビンに詰め冷凍しています。解凍すればすぐに食べ
られます。近海の天然の鯛を使用し、のり・わさび・ご
ま・鯛茶のたれ・ダシ割りほうじ茶（ティーパック）まで、
すべてセットされています。食べ方説明書付き。

玄海食堂　温
や

近海の素材をたっぷりと使い、料理人の知恵と技術で
作り上げた一品です。いかしゅうまい、鯛しゅうまい、ふ
くしゅうまい、それぞれの特徴を活かして美味しく仕上
げました。

玄海食堂　温
や

宗像の豊かな自然と水、きれいな空気、そして農家が
一生懸命育てたおいしいお米です。「ひのひかり」は甘
み、こし、粘りが強く上質な食味。「夢つくし」は福岡を
代表するブランド米で、もちもちして粘りと艶が良い。
「こしひかり」は艶、粘り、甘み、香りなど食味に優れた
最高級のお米。

JA宗像　お米
パール店

ひのひかり：５ｋｇ、夢つくし：２ｋｇ、こしひ
かり：２ｋｇ



福岡で人気のお菓子「めんべい」と福岡宗像産の天然
わかめがドッキング。オリジナルめんべい「宗像わかめ
んべい」です。香ばしいめんべいにわかめの持つ磯の
香りが食欲をそそります。「宗像わかめんべい」は販売
店限定商品です。道の駅むなかたほか数店舗のみで
しか取り扱っておりません。

まちづくり宗像 16枚入り（１袋２枚）×●箱

鐘崎で採れたての鮮魚を加工後冷凍しました。玄海か
ずのこ（のうさば）は、ホシザメを干したもので、お正月
に食べる地元の郷土料理です。

宗像漁業協同
組合

イカのみりん干し440ｇ・サバのみりん干
し300ｇ・連子鯛の甘塩開き440ｇ・イサキ
の甘塩開き560ｇ・活イカの塩辛240ｇ・
玄海かずのこ（のうさば）120ｇ・味付き
時期魚の麹漬け（2切）・イカの一夜干し
220ｇ(2枚）

あまだいをはじめ玄界灘で獲れた選りすぐりの魚を甘
塩で一夜干ししました。むなかたがお勧めする干物の
詰め合わせです。

宗像漁業協同
組合

甘鯛（中）一夜干し1枚（550～600ｇ）、連
子鯛（中）一夜干し1枚（420～450ｇ）、あ
じ（中）一夜干し1枚（210～250ｇ）、とび
うお（小）一夜干し3枚（50～60ｇ×3）、カ
レイ一夜干し3枚（250ｇ）、大島産いか一
夜干し1枚（240ｇ）、イリコ干し1袋（200
ｇ）、大島産あかもく1袋（120ｇ）

玄界灘で獲れた「鐘崎天然ふく（シマフグ）」の表面だ
けを炙って刺身にした「炙り刺し」と和洋中どんな料理
にもあうシロサバフグとあなごのセットです。

宗像漁業協同
組合

鐘崎天然ふく（シマフグ）あぶり刺し（300
ｇ）、鐘崎天然ふく（シロサバフグ）3～4
尾（500ｇ）、あなご2尾（120ｇ）

玄界灘で獲れた「鐘崎天然ふく（シマフグ）」の表面だ
けを炙って刺身にした「炙り刺し」です。歯ごたえとうま
みをご堪能ください。

宗像漁業協同
組合

鐘崎天然ふく（シマフグ）あぶり刺し（500
ｇ）

地島に自生しているやぶ椿の実から搾った天然のつ
ばき油です。収穫から搾りまですべて手作業で行って
いるため、わずかしか生産することができない希少品
です。大島産バフンウニの瓶詰と乾燥海藻をセットして
お届けします。

宗像漁業協同
組合

大島産アルコールウニ2瓶（70ｇ×2）、
地島産つばき油1瓶（150ｇ）、乾燥ふの
り1袋（40ｇ）、乾燥ひじき1袋（40ｇ）

すすき牧場では、「からだにやさしい　お米で育てた美
味しいお肉」をキャッチフレーズに、日々愛情を注ぎな
がら牛さん達が主人公の環境づくりに努めています。
その中で育った「むなかた牛」は、柔らかく歯切れのよ
い食感、牛肉らしい濃い旨みがしっかりとした赤身、甘
いうまみのあっさりとした脂が特徴の牛肉です。「むな
かた牛」の中でも特に高級な部位“サーロイン”を250ｇ
のボリーム感のあるステーキにカットしました。さらに
赤身部位（カタ・モモ）のスライスもお付けしています。
甘い旨みの肉汁と歯切れのよい食感を存分にお楽し
み下さい。

すすき牧場
厚切りサーロイン250ｇ×2　赤身（カタ、
モモ）スライス300ｇ　計800ｇ

すすき牧場では、「からだにやさしい　お米で育てた美
味しいお肉」をキャッチフレーズに、日々愛情を注ぎな
がら牛さん達が主人公の環境づくりに努めています。
その中で育った「むなかた牛」は、柔らかく歯切れのよ
い食感、牛肉らしい濃い旨みがしっかりとした赤身、甘
いうまみのあっさりとした脂が特徴の牛肉です。「むな
かた牛」の中の上級部位“リブロース”を250ｇのボリー
ム感のあるステーキにカットしました。甘い旨みの肉汁
と歯切れのよい食感を存分にお楽しみ下さい。

すすき牧場 リブロースステーキ250ｇ×3　　計750ｇ



すすき牧場では、「からだにやさしい　お米で育てた美
味しいお肉」をキャッチフレーズに、日々愛情を注ぎな
がら牛さん達が主人公の環境づくりに努めています。
その中で育った「むなかた牛」は、柔らかく歯切れのよ
い食感、牛肉らしい濃い旨みがしっかりとした赤身、甘
いうまみのあっさりとした脂が特徴の牛肉です。「むな
かた牛」の本来の旨さが味わえる赤身の部分。その中
で『もも』の部位で、ローストビーフ用ブロックと焼肉用
カットの2種類をご用意いたしました。深く濃いむなかた
牛の旨みをご堪能下さい。

すすき牧場
もも焼肉300ｇ、ももブロック800ｇ　　計
1,100ｇ

無着色辛子明太子「極み」は、希少な北海道噴火湾産
たらこを使用した商品です。かつおベースの特製だし
に漬け込んだ塩分・辛さ控えめのやさしい味わいが特
長の【匠】と、大分産ゆずの果汁と果皮を使用した特製
のゆず調味液に漬け込にだ【ゆず仕込み】のセットに
なります。上品でさっぱりとしたゆず仕込み明太子は、
特に女性に人気の高い商品です。

海千 匠200ｇ×2袋、ゆず仕込み200ｇ×2袋

玄海灘の採れた新鮮な魚を使って、シェフ特製自家製
ベシャメルソースでグラタンにしました。ご家庭でレスト
ラン仕込みのグラタンをご賞味ください。

洋食グリル
ふらんす屋

150ｇ×６個

創業嘉永三年（１８５０年）創業、ナカマル醤油の人気
商品詰め合わせ。TVでも紹介されるほど有名になった
「パンかけ醤油」をはじめ、定番の「神湊さしみ醤油」、
「たまごかけ醤油」はもちろんチーズ・ヨーグルト・パス
タ・カルパッチョ・豆腐など食材の用途に応じたナカマ
ル醤油の10本セットです。

ナカマル醤油
醸造元

10本入り（筑前あまくち、宗像うまくち、
神湊さしみ、たまごかけ醤油、パンかけ
醤油、ヨーグルトかけ醤油、チーズかけ
醤油、パスタかけ醤油、カルパッチョか
け醤油、とうふかけ酢）　各150ｍｌ

「玄海食堂　温や」の人気No.1とNo.2の商品をセットに
しました。鯛茶漬けは最高の状態でビンに詰め冷凍し
ています。解凍すればすぐに食べられます。近海の天
然の鯛を使用し、のり・わさび・ごま・鯛茶のたれ・ダシ
割りほうじ茶（ティーパック）まで、すべてセットされてい
ます。食べ方説明書付き。しゅうまいは近海の素材を
たっぷりと使い、料理人の知恵と技術で作り上げた一
品です。いかしゅうまい、鯛しゅうまい、ふくしゅうまい、
それぞれの特徴を活かして美味しく仕上げました。

玄海食堂　温
や

宗像で獲れた魚のなかから選りすぐりのサイズのもの
を干物にしました。

宗像漁業協同
組合

甘鯛（大）一夜干し1尾（840～900ｇ）、連
子鯛（大）一夜干し2尾（700～750ｇ）、あ
じ（大）一夜干し1尾（420～450ｇ）、とび
うお（大）一夜干し1尾（140～150ｇ）、イ
リコ干し1袋（200ｇ）、地島産とろろめか
ぶ4袋（120ｇ×4）

玄界灘で獲れた「鐘崎天然ふく（シマフグ）」の表面だ
けを炙って刺身にした「炙り刺し」と和洋中どんな料理
にもあうシロサバフグとあなごのセットです。

宗像漁業協同
組合

鐘崎天然ふく（シマフグ）あぶり刺し（700
ｇ）、鐘崎天然ふく（シロサバフグ）3～4
尾（500ｇ）、あなご2尾（120ｇ×2）

一匹ずつ丁寧に獲ったあまだいを甘塩で一夜干しにし
ました。

宗像漁業協同
組合

甘鯛（大）一夜干し1尾（840～900ｇ）、甘
鯛（中）一夜干し2尾（550～600ｇ）×2、
甘鯛（小）一夜干し３尾（280～300ｇ）×3



すすき牧場では、「からだにやさしい　お米で育てた美
味しいお肉」をキャッチフレーズに、日々愛情を注ぎな
がら牛さん達が主人公の環境づくりに努めています。
その中で育った「むなかた牛」は、柔らかく歯切れのよ
い食感、牛肉らしい濃い旨みがしっかりとした赤身、甘
いうまみのあっさりとした脂が特徴の牛肉です。「むな
かた牛」の中でも特に高級な部位“サーロイン”を250ｇ
のボリーム感のあるステーキにカットしました。さらに
上級部位“リブロース”を250ｇもお付けします。甘い旨
みの肉汁と歯切れのよい食感を存分にお楽しみ下さ
い。

すすき牧場
厚切りサーロイン250ｇ×3、リブロース
250ｇ×1　計1,000ｇ

すすき牧場では、「からだにやさしい　お米で育てた美
味しいお肉」をキャッチフレーズに、日々愛情を注ぎな
がら牛さん達が主人公の環境づくりに努めています。
その中で育った「むなかた牛」は、柔らかく歯切れのよ
い食感、牛肉らしい濃い旨みがしっかりとした赤身、甘
いうまみのあっさりとした脂が特徴の牛肉です。「むな
かた牛」の上級部位“リブロース”を大きな1㎏ブロック
にしました。お好みの厚さにカットしてお召し上がりいた
だけます。さらにカタロースのスライスもお付けしてい
ます。甘い旨みの肉汁と歯切れのよい食感を存分にお
楽しみ下さい。

すすき牧場
リブロースブロック　1,000ｇ、カタロース
スライス　500ｇ　　計1,500ｇ

すすき牧場では、「からだにやさしい　お米で育てた美
味しいお肉」をキャッチフレーズに、日々愛情を注ぎな
がら牛さん達が主人公の環境づくりに努めています。
その中で育った「むなかた牛」は、柔らかく歯切れのよ
い食感、牛肉らしい濃い旨みがしっかりとした赤身、甘
いうまみのあっさりとした脂が特徴の牛肉です。「むな
かた牛」の本来の旨さが味わえる赤身の部分。その中
で『もも』の部位で、800ｇの大きなローストビーフ用ブ
ロックを2個ご用意しました。深く濃いむなかた牛の旨
みをご堪能下さい。

すすき牧場
ローストビーフ用ももブロック　800ｇ×2
計1,600ｇ

すすき牧場では、「からだにやさしい　お米で育てた美
味しいお肉」をキャッチフレーズに、日々愛情を注ぎな
がら牛さん達が主人公の環境づくりに努めています。
その中で育った「むなかた牛」は、柔らかく歯切れのよ
い食感、牛肉らしい濃い旨みがしっかりとした赤身、甘
いうまみのあっさりとした脂が特徴の牛肉です。「むな
かた牛」の高級な部位“サーロイン”と“リブロース”を、
ボリューム感のあるサイズ（250ｇ）でカットしました。特
にサーロインステーキは厚切りで食べ応え十分です。
甘い旨みの肉汁と歯切れのよい食感をお楽しみ下さ
い。

すすき牧場
厚切りサーロイン250ｇ×5　リブロース
250g×2　　計1,750ｇ

宗像漁協所属の鐘崎ふくはえなわ船団が、冬の玄界
灘で獲った「鐘崎天然とらふく」です。天然ものだけがも
つ身のつや、香り、歯ごたえ、うまみは別格です。貴重
な天然トラフグをこの機会にぜひご賞味ください。

宗像漁業協同
組合

鐘崎天然とらふくのセット（４～５人分）
800ｇ、
フグ刺し
ふぐちり

すすき牧場では、「からだにやさしい　お米で育てた美
味しいお肉」をキャッチフレーズに、日々愛情を注ぎな
がら牛さん達が主人公の環境づくりに努めています。
その中で育った「むなかた牛」は、柔らかく歯切れのよ
い食感、牛肉らしい濃い旨みがしっかりとした赤身、甘
いうまみのあっさりとした脂が特徴の牛肉です。「むな
かた牛」の高級な部位“サーロイン”と“リブロース”を、
それぞれ大きな1㎏ブロックにしました。お好みの厚さ
にカットしてお召し上がりいただけます。甘い旨みの肉
汁と歯切れのよい食感を、存分にお楽しみ下さい。

すすき牧場
サーロインブロック　1,000ｇ、　リブロー
スブロック　1,000ｇ　　計2,000ｇ



すすき牧場では、「からだにやさしい　お米で育てた美
味しいお肉」をキャッチフレーズに、日々愛情を注ぎな
がら牛さん達が主人公の環境づくりに努めています。
その中で育った「むなかた牛」は、柔らかく歯切れのよ
い食感、牛肉らしい濃い旨みがしっかりとした赤身、甘
いうまみのあっさりとした脂が特徴の牛肉です。「むな
かた牛」の高級な部位“サーロイン”と“リブロース”を、
大きな1㎏ブロックにしてそれぞれ2個ご用意しました。
甘い旨みの肉汁と歯切れのよい食感を、存分にお楽し
み下さい。さらに、「むなかた牛」の本来の旨さが味わ
える赤身の部位の中で『もも』の800ｇの大きなロースト
ビーフ用ブロックもお付けしました。

すすき牧場
サーロインブロック1,000ｇ×2　リブロー
スブロック1,000ｇ×2　ももブロック800ｇ
計4,800ｇ

すすき牧場では、「からだにやさしい　お米で育てた美
味しいお肉」をキャッチフレーズに、日々愛情を注ぎな
がら牛さん達が主人公の環境づくりに努めています。
その中で育った「むなかた牛」は、柔らかく歯切れのよ
い食感、牛肉らしい濃い旨みがしっかりとした赤身、甘
いうまみのあっさりとした脂が特徴の牛肉です。

すすき牧場
サーロインブロック1,000ｇ×2　ももブ
ロック800ｇ×4　　　計5,200ｇ


