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徳島県 北島町

4.かんしょ（なると金時）

10,000円
ホクホク甘い鳴門金時。おやつにも料理にもいろ
いろ美味しい！！【容量】かんしょ（なると金時
）５㎏

14-1あきさかり５㎏

5,500円
徳島県奨励品種！ほのかな甘み、「すだちくん」
が目印のあきさかりです！【容量】新米あきさか
り5kg

14-2あきさかり10㎏（5㎏×2袋）

11,000円
徳島県奨励品種！ほのかな甘み、「すだちくん」
が目印のあきさかりです！【容量】新米あきさか
り10kg（5㎏×2袋）

7-1牛上中肉（阿波黒牛のみ使用）700グ
ラム
10,000円
北島町で長年愛されている、体に優しく美味しい
牛肉【容量】牛肉700ｇ

7-1-12【定期便】牛上中肉（阿波黒牛の
み使用）700g×12回計8.4kg
120,000円
北島町で長年愛されている、体に優しく美味しい
牛肉【容量】牛肉700ｇ
※上記の内容を【12回】お届けいたします。

7-1-3【定期便】牛上中肉（阿波黒牛の
み使用）700g×3回計2.1kg
30,000円
北島町で長年愛されている、体に優しく美味しい
牛肉【容量】牛肉700ｇ
※上記の内容を【３回】お届けいたします。

7-1-6【定期便】牛上中肉（阿波黒牛の
み使用）700g×6回計4.2kg
60,000円
北島町で長年愛されている、体に優しく美味しい
牛肉【容量】牛肉700ｇ
※上記の内容を【6回】お届けいたします。

7-2牛上中肉（阿波黒牛のみ使用）1.4キ
ログラム
20,000円
北島町で長年愛されている、体に優しく美味しい
牛肉【容量】牛肉1.4㎏

7-3牛上中肉（阿波黒牛のみ使用）2.8キ
ログラム
40,000円
北島町で長年愛されている、体に優しく美味しい
牛肉【容量】牛肉2.8㎏
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徳島県　北島町

7-4-3【定期便】阿波黒牛入り老舗お肉
屋の手ごねハンバーグ150g×8個（箱…
30,000円
阿波黒牛を使用。配合からこね方、味付け、形ま
で全てにこだわったハンバーグです。【容量】15
0g×8個
内箱：縦28cm、横21cm、高さ4.5cm
外箱：縦29cm、横23cm、高さ10cm

7-4阿波黒牛入り老舗お肉屋の手ごねハ
ンバーグ150g×8個（箱入り）
10,000円
阿波黒牛を使用。配合からこね方、味付け、形ま
で全てにこだわったハンバーグです。【容量】15
0g×8個
内箱：縦28cm、横21cm、高さ4.5cm
外箱：縦29cm、横23cm、高さ10cm

7-5簡単調理阿波黒牛のプルコギ400g×2
パック
10,000円
お肉屋さんが作る少し甘めのご飯が進む系プルコ
ギ。【容量】400g×2パック
外箱：縦29cm、横23cm、高さ10cm

7-6-3【定期便】阿波黒牛旨味タレ漬け
食べ比べセット300g×2パック【3回…
42,000円
北島藤原精肉店、特製のタレに漬けこんだ焼くだ
け簡単のみんな大好きタレ漬け焼肉。【容量】霜
降り300g、赤身300g各1パック
外箱：縦29cm、横23cm、高さ10cm
※上記の内容を【３回】お届けいたします。

7-6阿波黒牛旨味タレ漬け食べ比べセッ
ト300g×2パック
14,000円
北島藤原精肉店、特製のタレに漬けこんだ焼くだ
け簡単のみんな大好きタレ漬け焼肉。【容量】霜
降り300g、赤身300g各1パック
外箱：縦29cm、横23cm、高さ10cm

7-7北島町れんこんつくね

6,500円
北島町の隠れた名産品。北島グルメ希望の星。【
容量】1パック（40g×3本）×6パック
外箱：縦29cm、横23cm、高さ10cm

12-6アイスケーキ（14cm3～4人）・シン
グルアイス（6種）セット
20,000円
ナチューラのアイスケーキ！可愛くて美味しいで
す♪【容量】・アイスケーキ直径14cm（3～4人）
【牛乳・チョコ系・抹茶系・木いちご】4種11個
・おまかせアイス6種セット

5.れんこん

10,000円
シャキシャキおいしく体にもイイ、すらっと美れ
んこん！！【容量】れんこん２㎏

12-1Ａプレミアムセット

18,000円
ナチューラのアイスクリームをご家庭にお届けし
ます！【容量】【アイスクリーム】
160㏄×8個トッピング付
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徳島県　北島町

12-2Ｂおまかせセット8個入り

13,000円
ナチューラのアイスクリームをご家庭にお届けし
ます！【容量】【アイスクリーム】
140㏄×8個

12-3Ｃおまかせセット12個入り

18,000円
ナチューラのアイスクリームをご家庭にお届けし
ます！【容量】【アイスクリーム】
140㏄×12個

8-1バウムクーヘン【Sサイズ】

5,000円
ていねいに焼き上げた北島町の大人気パティスリ
ーのバームクーヘン♪【容量】バウムクーヘンS
サイズ直径14ｃｍ高さ4ｃｍ

8-2バウムクーヘン【Mサイズ】

7,000円
ていねいに焼き上げた北島町の大人気パティスリ
ーのバームクーヘン♪【容量】バウムクーヘンM
サイズ直径14ｃｍ高さ6ｃｍ

8-3バウムクーヘン【Lサイズ】

10,000円
ていねいに焼き上げた北島町の大人気パティスリ
ーのバームクーヘン♪【容量】バウムクーヘンL
サイズ直径17ｃｍ高さ6ｃｍ

8-4バウムクーヘン【LLサイズ】

12,000円
ていねいに焼き上げた北島町の大人気パティスリ
ーのバームクーヘン♪【容量】バウムクーヘンLL
サイズ直径17ｃｍ高さ8ｃｍ

9-1すだち最中５個入り

5,000円
すだちの香りが広がる♪こだわり抜いたボリュー
ムたっぷりの最中。【容量】すだち最中５個入り

9-2すだち最中１０個入り

10,000円
すだちの香りが広がる♪こだわり抜いたボリュー
ムたっぷりの最中。【容量】すだち最中１０個入
り

1-1.きたじまあむ１箱

5,000円
ひとつひとつを手作り！カラダに優しいなると金
時のスイーツ♪【容量】きたじまあむ（５本入り
）１箱
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徳島県　北島町

1-2.きたじまあむ２箱

10,000円
ひとつひとつを手作り！カラダに優しいなると金
時のお菓子♪【容量】きたじまあむ（５本入り）
２箱

6-1.くりーみぃすいーとぽてと９個セッ
ト
5,000円
ひとつひとつを手作り！カラダに優しいなると金
時のスイーツ♪【容量】9個入り
（プレーン3個・チョコ3個・抹茶3個）

6-2.くりーみぃすいーとぽてとギフトセ
ット
10,000円
ひとつひとつを手作り！カラダに優しいなると金
時のスイーツ♪【容量】くりーみぃすいーとぽて
と（プレーン・チョコ・抹茶）12個＋くりーみぃ
すいーとぽてとのジェラート3個

13-1小豆ういろ10入箱

5,000円
徳島のういろは、もっちりとした歯ごたえの強さ
が魅力のお菓子です！【容量】箱サイズ225ｍｍ
×90ｍｍ×45ｍｍ

13-2キャラメルむしどら8入箱

5,000円
春藤製菓捕のキャラメルむしどらです。
自家製のキャラメルソースがほんのりと香り、
吉野川の美味しいお水で育てた地卵を使用したし
っとり皮。
上品な甘さの阿波和三盆糖入りの小豆粒餡を優し

13-3小豆ういろ2棹入箱

10,000円
徳島のういろは、もっちりとした歯ごたえの強さ
が魅力のお菓子です！【容量】箱サイズ252ｍｍ
×135ｍｍ×42ｍｍ

13-4キャラメルむしどら16入箱

10,000円
和と洋が絶妙にマッチ！一口食べたら、やめれな
い♪【容量】箱サイズ300ｍｍ×273ｍｍ×63ｍｍ

11-3阿波藍ストール（板絞めグラデーシ
ョン）
30,000円
祝）「阿波藍」日本遺産認定。深く鮮やかな本物
の阿波藍を北島町よりお届けします。【容量】サ
イズ：６３ｃｍ×１６７ｃｍ
素材：レーヨン

11-4阿波藍ストール（つまみ縫い絞り）

30,000円
祝）「阿波藍」日本遺産認定。深く鮮やかな本物
の阿波藍を北島町よりお届けします。【容量】サ
イズ：６３ｃｍ×１６７ｃｍ
素材：レーヨン
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徳島県　北島町

11-6阿波藍暖簾（縫い絞り）

120,000円
祝）「阿波藍」日本遺産認定。深く鮮やかな本物
の阿波藍を北島町よりお届けします。【容量】サ
イズ：７７ｃｍ×１１０ｃｍ
素材：綿

11-7阿波藍暖簾（折り絞り）

150,000円
祝）「阿波藍」日本遺産認定。深く鮮やかな本物
の阿波藍を北島町よりお届けします。【容量】サ
イズ：７２ｃｍ×１５１ｃｍ
素材：絹

11-8阿波藍藍マスク（３枚セット）

15,000円
祝）「阿波藍」日本遺産認定。深く鮮やかな本物
の阿波藍を北島町よりお届けします。【容量】３
枚セット

サイズはS・M・L・LLの４種類から選択。

15-1keytree

14,000円
玄関先、暖かい木のぬくもりであなたをお出迎え
するキースタンド【容量】H243×70φ

15-2コップホルダー×2個

22,000円
木の味わいを手に感じて、ほっと一息。【容量】
H64×70φ2個入り

15-3手のひらconma

24,000円
ほっこりゆったり時間が流れる、テーブル工房ki
kiの木の時計【容量】120φ×25

15-4つみ木

44,000円
無垢ならではの木の香りと手触り。優しい音が鳴
る積み木です♪【容量】35～70×厚2551個入り

15-5takku

81,000円
どこもかしこも丸みを持たせた安全な栃の木のこ
ども椅子。【容量】W340×D265×H300(SH185)

15-6楽ちんスツール

121,000円
自然な木の温もりが感じられ、ゆったりと座れる
スツール♪【容量】W445×D325×H415
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徳島県　北島町

15-7桜の木のデスク

550,000円
桜の木からできているこどもから大人まで使える
シンプルなデザインのデスク【容量】W1000×D65
0×H700

15-8Ishicorotableﾓﾝｷｰﾎﾟｯﾄ

532,000円
この樹なんの樹〜？♪こぶりで可愛い無垢板テー
ブル【容量】W1480×D685(670)×H360

19-4ノビア

1,401,000円
オープンフェイス機能付きの次世代仏壇【容量】
高さ：50.5cm幅：60cm奥行：35.5cm
◆上段から天井までの高さ：24.5cm（仏座有）

19-5すみれDXⅡ

946,000円
コンパクトなデザインながら重厚な祈りの空間【
容量】■サイズ
高：54.5cm幅：39.5cm奥：33cm

■材種：カリン

21-1遊山箱（木目調）

46,000円
特別な日に特別な遊山箱。お弁当を入れる重箱に
ぴったり！【容量】木目調640g
間口12cm×奥行15cm×高さ15cm

21-2遊山箱（木目調：文字入れ付き）

56,000円
特別な日に特別な遊山箱。お弁当を入れる重箱に
ぴったり！【容量】木目調640g
間口12cm×奥行15cm×高さ15cm

21-3遊山箱（着色）

113,000円
特別な日に特別な遊山箱。お弁当を入れる重箱に
もぴったりです！【容量】着色785g
間口12cm×奥行15cm×高さ15cm

21-4遊山箱（着色：文字入れ付き）

123,000円
特別な日に特別な遊山箱。お弁当を入れる重箱に
ぴったり！【容量】着色785g
間口12cm×奥行15cm×高さ15cm

3-13ししゃもねこエコバッグ

11,000円
世界中に脱力系癒しを提供する「ししゃもねこ」
の北島町エコバッグ★【容量】たて45cm×横30cm
×マチ12cm
持ち手長さ約24cm
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徳島県　北島町

17-1北島町指定無形文化財「阿波藍長板
中形染」創作手彫り型紙【かがや…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。【容量】
サイズ：約48㎝×57㎝(額縁を含む)

17-2北島町指定無形文化財「阿波藍長板
中形染」創作手彫り型紙【きらめ…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。【容量】
サイズ：約48㎝×57㎝(額縁を含む)

17-3北島町指定無形文化財「阿波藍長板
中形染」創作手彫り型紙【ひびき】
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。【容量】
サイズ：約48㎝×57㎝(額縁を含む)

17-4北島町指定無形文化財「阿波藍長板
中形染」創作手彫り型紙【ひらく】
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。【容量】
サイズ：約48㎝×57㎝(額縁を含む)

17-5北島町指定無形文化財「阿波藍長板
中形染」創作手彫り型紙【ゆらめ…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。【容量】
サイズ：約48㎝×57㎝(額縁を含む)

17-6北島町指定無形文化財「阿波藍長板
中形染」創作手彫り型紙【花だす…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。【容量】
サイズ：約48㎝×57㎝(額縁を含む)

17-7北島町指定無形文化財「阿波藍長板
中形染」創作手彫り型紙【花格子…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。【容量】
サイズ：約48㎝×57㎝(額縁を含む)

17-8北島町指定無形文化財「阿波藍長板
中形染」創作手彫り型紙【花菱（…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。【容量】
サイズ：約48㎝×57㎝(額縁を含む)

17-9北島町指定無形文化財「阿波藍長板
中形染」創作手彫り型紙【咲く（…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。【容量】
サイズ：約48㎝×57㎝(額縁を含む)
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17-10北島町指定無形文化財「阿波藍長
板中形染」創作手彫り型紙【十字花…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。【容量】
サイズ：約48㎝×57㎝(額縁を含む)

17-11北島町指定無形文化財「阿波藍長
板中形染」創作手彫り型紙【唐花（…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。【容量】
サイズ：約48㎝×57㎝(額縁を含む)

17-13北島町指定無形文化財「阿波藍長
板中形染」創作手彫り型紙【牡丹（…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。【容量】
サイズ：約48㎝×57㎝(額縁を含む)

17-14北島町指定無形文化財「阿波藍長
板中形染」創作手彫り型紙【群（む…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。【容量】
サイズ：約48㎝×57㎝(額縁を含む)

17-15北島町指定無形文化財「阿波藍長
板中形染」創作手彫り型紙【宏燿（…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。【容量】
サイズ：約48㎝×57㎝(額縁を含む)

17-16北島町指定無形文化財「阿波藍長
板中形染」創作手彫り型紙【笹（さ…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。【容量】
サイズ：約48㎝×57㎝(額縁を含む)

17-17北島町指定無形文化財「阿波藍長
板中形染」創作手彫り型紙【四ッ葉…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。【容量】
サイズ：約48㎝×57㎝(額縁を含む)

17-18北島町指定無形文化財「阿波藍長
板中形染」創作手彫り型紙【照（シ…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。【容量】
サイズ：約48㎝×57㎝(額縁を含む)

17-19北島町指定無形文化財「阿波藍長
板中形染」創作手彫り型紙【石だた…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。【容量】
サイズ：約48㎝×57㎝(額縁を含む)
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17-20北島町指定無形文化財「阿波藍長
板中形染」創作手彫り型紙【蘇鉄（…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。【容量】
サイズ：約48㎝×57㎝(額縁を含む)

17-21北島町指定無形文化財「阿波藍長
板中形染」創作手彫り型紙【菱菊（…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。【容量】
サイズ：約48㎝×57㎝(額縁を含む)

17-22北島町指定無形文化財「阿波藍長
板中形染」創作手彫り型紙【木蓮（…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。【容量】
サイズ：約48㎝×57㎝(額縁を含む)

17-23北島町指定無形文化財「阿波藍長
板中形染」創作手彫り型紙【湧（ユ…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。【容量】
サイズ：約48㎝×57㎝(額縁を含む)

17-24北島町指定無形文化財「阿波藍長
板中形染」創作手彫り型紙【煌（コ…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。【容量】
サイズ：約48㎝×57㎝(額縁を含む)
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