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次回発行は1月27日です

2018年は

戌

頌峰（しょうほう）作
薩摩切子 冷酒器「花やか」金赤
★１個・共箱付き

2人

5万760円

世界に誇る美しき酒器を食卓に！
ガラス工芸作家・頌峰さんが手掛ける薩摩切子は、高
度なカット技術に加え、桜の文様がふわりと浮き上がる
独特のぼかしが魅力。2015年、
外務省を通じてフランス・
マルセイユ日本国総領事館、17年にはアフリカ・モーリ
シャス日本国大使館の贈呈品に起用され、世界に誇る伝
統工芸品として高く評価されています。

ガラス工房 舞硝
TEL 099-244-7515 FAX 099-244-7545
http://bushou-kiriko.com

〒420-0858 静岡市葵区伝馬町16-3
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【鹿児島 発】
南日本リビング新聞社
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ワン の地域ブランド

プレゼント

2018年は戌年。リビング新聞からのお年玉は
「ワン」
にちなんだオンリーワン・
ナンバーワン・ワンダフルな地域ブランド。全国のリビングネットワーク・提携
各紙の編集長イチオシが勢ぞろいしました。
≪応募方法は3面をみてね≫ ※完成写真は調理例です。商品名の下の★印がプレゼントの内容になります
※お酒は20歳になってから。お酒の応募は20歳以上に限ります

【香川 発】
高松リビング新聞社

小原紅早生
（おばらべにわせ）
★さぬき紅2.5kg・化粧箱入り

ナン
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ワン

B

5人

5000円相当

日本一紅いといわれるインパクト大のみかん
別名・金時みかんと呼ばれるほど鮮やかな紅色の「小
原紅早生」は、温州みかんの突然変異から生まれた香川
県オリジナル品種。皮が薄くて甘さは濃厚。その中でも
「さ
ぬき紅」は糖度12.5度以上の最上級品。多彩な品目が育
つ フルーツ多国
（おおこく）香川が誇る果物の一つです。

香川県農業生産流通課
TEL 087-832-3417
http://www.pref.kagawa.lg.jp/seiryu/sanukisanfruit/

【静岡 発】
静岡リビング新聞社

静岡茶しめさば
味比べセット

10人

★静岡茶しめさば4個、国内産大番しめさば4個
3200円

冷凍

焼津の老舗加工所が贈る極上のしめさば
静岡県新商品セレクション金賞受賞！ 「静岡茶しめさ
ば」は、漁期を限定した国産の真サバを、牧之原産のお
茶で一晩じっくり漬け込んで熟成させたものです。甘味、
酢の頃合い、サバの程よく脂がのった食感がたまらない
逸品。
「国内産大番しめさば」
と味比べを楽しんで。

焼津冷蔵
TEL 054-627-0181 FAX 054-628-1104
http://www.yakirei.co.jp/

C

【滋賀 発】
滋賀リビング新聞社

近江牛モモすき焼き用肉
★500g

6600円相当

まろやかな風味と格別の柔らかさ
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D

3人
冷凍

日本一の琵琶湖の清水、豊かな土、大自然が育むおい
しい空気、そして自社牧場で出荷されるまでしっかり見
届けるという生産者の思いが凝縮された
「味の山善」
の近
江牛。
十分な霜降りがあり、
特有の香りと柔らかさは格別。
口に入れるとまろやかな風味が広がります。

味の山善
TEL 0748-32-1529 FAX 0748-32-1529
http://www.omi-yamazen.com/

※商品を取り寄せる場合、
特記以外は別途送料がかかります。送料は地域によって異なります ※商品注文の受付日時は定休日などで限られる場合があるので了承を ※クール便には 冷蔵 冷凍 があります

マ・シェリ

浄法寺塗

お椀・箸

★お椀１万7000円、箸2000円

2人

国内で使用される漆のうち国産漆はわずか2％。その
2％のうち約7割が岩手県二戸市浄法寺町産です。良質
な漆だけで塗りあげた
「浄法寺塗」
は柔らかな風
合いが特長。口に触れ
た感触が優しく手にも
馴染み、使い込むほどに
豊かになる色艶を堪能
できます。

浄法寺漆産業
TEL 019-656-7829 FAX 019-903-0437
http://www.japanjoboji.com/

冷蔵

かずさ和牛工房
0120-09-2981 FAX 0439-55-3034
http://www.kazusa-wagyuu.co.jp/

3万996円
（送料込み）

搾乳されて数分以内の生乳を使
用し、牛乳本来のおいしさを追求す
るチーズ工房「ハッピネスデーリィ」
。
ジャパンチーズアワード2016グラ
ンプリを受賞した「森のカムイ」は、
パルメザンチーズの製法を取り入れ
たハードタイプ。豊かな香りと深い
味わいが楽しめます。

「豚肉の常識が変わった」と、全国各地から人気を集め
ている「いさむ・ポーク」は、抗生物質を与えず、発酵飼
料で豚を肥育。臭みがなく脂身もサッパリしているので、
一度食べるとやみつきになる人続出中。愛知県みよし市
の
「ふるさと納税」
返礼品にも選ばれています。

ハッピネスデーリィ
TEL 015-572-2001 FAX 015-572-2012
http://happiness-dairy.com

J

【栃木発】
栃木リビング新聞社

温泉トラフグ てっさ
てっちりセット

2人

海なし県 のご当地トラフグ！

冷蔵

「海のない栃木県でトラフグ？」 と驚くことなかれ！
豊富に湧き出る、海水に近い成分の温泉水で養殖した
「温
泉トラフグ」は、栃木県那珂
川町のご当地ブランド。天然
物よりアミノ酸が多く、
てっさ
（刺身）はコリコリ食感、てっ
ちり
（鍋）では濃厚なうまみを
楽しめます。

1人

N

【京都発】
京都リビング新聞社

西陣のうつわ
★13×13センチ角皿、2枚

1万680円

2人

料理人が認める堺の和包丁

ガラスに透ける西陣織

国内はもとより、海外の料理
人からも高い評価を得る大阪・
堺の 堺打刃物 。鍛冶、刃付（は
つけ）
、柄作りなど、職人の分業
で、一本一本、丁寧に仕上げら
れます。堺の包丁専門店の磨き
上げられた技術による、切れ味・
持続性・研ぎ直しのしやすさを
実感して。

透明なガラスを通して見えるのは、織り目の質感まで
見てとれる梅の柄の西陣織。新春を感じさせるこちらは
京都生まれの織物を、ガ
ラスと樹脂で挟み込んだ
お皿です。樹脂は、飛散
防止・滑り止めの役割も果
たしているとのこと。和菓
子などをのせて、華やかな
もてなしを。

實光（じっこう）
TEL 072-229-2244 FAX 072-229-2271
http://www.jikko.jp

江村商店
TEL 075-341-5291 FAX 075-351-3737
http://www.emura-shouten.com

いさむ・ポーク
TEL 0561-34-1385 FAX 0561-32-3589
https://www.facebook.com/isamupork/

I

【仙台 発】
仙台リビング新聞社

お肉に合う日本酒セット
★仙台牛 すき焼き・しゃぶしゃぶ用肉400g、
勝山酒造 純米大吟醸「伝」720ml 1万3800円

肉質最高等級の仙台牛を堪能

2人
冷蔵

2017年に宮城県で開催された
「全国和牛能力共進会」
で、
種牛の部（第2区）
で日本一に輝いた 仙台牛 。全国で唯一、
肉質最高ランク5等級の
みで構成されるブランド
牛の、甘みのある上質な
うま味をすき焼きやしゃ
ぶしゃぶで。仙台伊達家
御用蔵のお酒が味わいを
引きたてます。

肉のいとう
TEL 022-222-5647 FAX 022-266-2476
http://www.oniku1129.com

M

【金沢 発】
北國リビング新聞社

金沢産純金プラチナ箔使用
グログランバッグ
★墨、紅、砂の3色から１つ
※色は選べません

3人

9504円

金箔をあしらったモダンなバッグ
国内シェア99％を占める金沢の金箔をあしらったモダ
ンなバッグです。純金と純プラチナを合金した、純金プ
ラチナ箔は落ち着いた輝きが
特徴で、和装・洋装どちらにも
ピッタリ。サイズは約22セン
チ×約23センチ。デザインが
違う墨、紅、砂のいずれかを
各1人に。

箔座
0120-893-505 FAX 0120-020-893
https://www.hakuza.com/

H

【福島 発】
福島リビング新聞社

會津ほまれ「播州産山田錦仕込
純米大吟醸酒」「會津ほまれ化粧水」

6人

★「播州産山田錦仕込 純米大吟醸酒」720ml・1本3240円、
「會津ほまれ化粧水」200ml・1本1080円

世界一の日本酒と女将が開発した秘伝の化粧水
IWC（インターナショナルワインチ
ャレンジ）2015で世界一の称号「チ
ャンピオン・サケ」に輝いた極上の純
米大吟醸酒。2016年「伊勢志摩サミ
ット」では、各国首脳へのお土産品に
も採用されました。女将が開発した、
「會津ほまれ」
（純米酒60％）
配合のし
っとり潤う高保湿化粧水とセットで。

會津ほまれ
TEL 0241-22-5151
https://www.aizuhomare.jp/

L

【湘南 発】
湘南リビング新聞社

やまと豚骨付ハム
★1本2000g

7344円

世界が認めた三ッ星の骨付きハム

ナン
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★1本

冷凍

豚肉の常識が変わるおいしさ！
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上作 和三徳包丁

冷蔵

3816円

ワン
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ル

サンケイリビング新聞社（大阪・兵庫）

10人
3000円

ジャパンチーズアワード2016グランプリ

夢創造
TEL 0287-82-7466 FAX 0287-82-7467
http://www.ganso-onsentorahugu.com/
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【大阪 発】

名古屋リビング新聞社

いさむ・ポーク
詰め合わせ
★ロース、もも、バラ、ミンチなど

★生食用トラフグ刺身約120g、鍋用切り身・アラ約400g、味付きポン酢
180ml・2本、薬味ねぎ約15g、もみじおろし約20g（4人分） 1万5000円

ひと口味わえば、
「シアワセ〜！」と笑顔に。全国の銘柄
牛に勝るとも劣らない 味 を誇る千葉の
「かずさ和牛」
。き
め細かく柔らかな肉質と絶妙な
バランスで織り込まれた さし 、
脂の甘味が自慢！ かぐわしい
香りと共にまろやかなうまみが
舌に残り、まさに至福の味わい
です。

O

5人

【名古屋 発】

ナン
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2人

★720ｇ（5人分） 1万6000円

口に入れた瞬間トロける芸術品！

森のカムイ＆山のチーズ
ラクレットのセット

E
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かずさ和牛 すき焼き肉
（Ａ5・リブロース）

道新サービスセンター オントナ事業部

ナン
バー
ワン

サンケイリビング新聞社
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【千葉 発】

【北海道 発】

★森のカムイ120ｇ・3個、
山のチーズ ラクレット120ｇ・2個

純国産漆の漆器で日々の食卓を豊かに

K

F
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【岩手 発】
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G

3人
冷蔵

湘南・平塚に本社を置く、地元おなじみフリーデンの
「や
まと豚」
。 食品のミシュランガイド といわれる
「iTQi（国
際味覚審査機構）
」で、豚肉では日本初の3年連続三ッ星
を獲得。そのモモ肉1本を
丸ごと使った骨付きハム
も初出品で三ッ星を受賞。
1カ月かけて作る数量限
定の逸品です。

フリーデン
TEL 0463-58-0123 FAX 0463-58-6405
http://frieden.jp

ハガキ・ファクスの場合
氏名、年齢、〒住所、電話番号、ほしい商品の
記号
（Ａ〜Ｘ）
とその理由を書いて応募を。

岡山リビング新聞社

和紋
（WAMON）

20人

日本の伝統的な柄の マステ

大人の時間にゆずスイーツ

倉敷市の粘着テープ製造メーカー「カモ井加工紙」は
和紙のマスキングテープで売り上げナンバーワン。オ
シャレな柄が文房具愛好家に絶大な人気を呼び、今や
壁の装 飾など生 活のあら
ゆるシーンで 活 躍。和 紋
（WAMON）は日本の伝統
的な柄が幅広い年齢層に
好評です。

カモ井加工紙ｍｔオンラインショップ
TEL 086-465-5800 FAX 086-465-5860
https://shop.masking-tape.jp/

【リビングWebから】
http://r.living.jp/
otoshidama2018nw

応募締め切り

2018年1月31日
（水）
※郵送の場合、当日消印有効

【ネットワーク各社】
道新サービスセンター、マ・シェリ、
仙台リビング新聞社、福島リビング新聞社、栃木リビ
ング新聞社、湘南リビング新聞社、名古屋リビング新
聞社、北國リビング新聞社、京都リビング新聞社、滋
賀リビング新聞社、和歌山リビング新聞社、播磨リビ
ング新聞社、
岡山リビング新聞社、
福山リビング新聞社、
広島リビング新聞社、えひめリビング新聞社、高松リ
ビング新聞社、西日本リビング新聞社、熊本リビング
新聞社、南日本リビング新聞社、琉球新報社、サンケ
イリビング新聞社

birth‒towel of organic
★バスタオル1枚約70×142cm

1万6200円

2人

使うほど肌がよろこぶ触り心地
オーガニックを極めたスペシャルなバスタオル。毛足
が長くて強い高品質オーガニックコットンをふんだんに
使い、オレンジの抽出液
と石鎚山系の湧き水で丁
寧に仕上げています。タ
オル王国の高い基準を満
たす「今治タオル」ならで
はのやわらかさと吸水性
を体感してください。
認定番号第2016-708号

伊織
0120-14-2020 FAX 089-948-5081
https://www.i-ori.jp

X

【沖縄発】
琉球新報社

週刊レキオ

黒あまざけ
★1本720ml、7本セット

7056円

壺坂酒造
TEL 079-336-0010 FAX 079-336-1530
http://seppiko.shop-pro.jp/

【広島発】
広島リビング新聞社

広島牡蠣の
オリーブオイル漬セット

8人

イブ美豚（びとん）本格手作り
ハム＆ソーセージセット

5人

イノシシのうま味と豚の柔らかさが決め手
和歌山県すさみ町で生まれたイノブタの次世代ブラン
ド
「イブ美豚」
は、あっさりとしていて臭みが少なく、特に
脂身はとろけるような柔らか
さで風味とコクがあるのが特
徴。そのおいしさを最高の形
で味わえるよう、研究を重ね
た本格手作りの品です。

イブの恵み専門店イブファーム
TEL 0739-55-2008 FAX 0739-55-3008
https://www.rakuten.ne.jp/gold/evefarm/

福山リビング新聞社

海苔師の生のり佃煮
「極（きわみ）」

10人

S

【福山発】

★アヒージョテイスト・グリル＆スモーク各170ｇ
3390円

★1個110ｇ、2個セット

広島牡蠣のおいしさ丸ごと！

瀬戸内海産の一番海苔を佃煮に

生産量日本一の広島牡蠣と厳選素材のおいしさを閉じ
込めた商品。ガーリックを効かせた「アヒージョテイスト」
と、グリルした牡蠣とスモー
クチーズを漬けた「グリル＆
スモーク」はどちらも人気の
逸品。そのままでもアレンジ
しても楽しめるオイスターグ
ルメです。

元板前の海苔漁師が、瀬戸内海で手間暇かけて育てた
海苔、その中でも7 〜 8％しか取れない希少な初摘み一
番海苔だけを使い、清酒、和
三盆糖、無添加醤油、みりん
のみを加えた贅沢な一品で
す。ご飯のお供はもちろん、
パスタや炒め物、酒の肴にも。
福山ブランド認定品。

丸福食品
TEL 082-281-6659 FAX 082-281-6653
http://www.marufuku-omf.co.jp/

3人

和歌山リビング新聞社

★あらびきウインナー 150ｇ、ホワイトウインナー 200ｇ、
モモハム150ｇ、ベーコン110ｇ、フランク150ｇ、焼き猪
豚150ｇ、ジャーキー 30ｇ 5400円
冷蔵

1805年創業の酒造会社が作るシャーベット。播磨の
酒米と雪彦山の伏流水で仕込んだ清酒に、姫路市の北に
位置する神河町特産のゆず
果汁を加えています。爽やか
な酸味はリラックスできると
評判！ お風呂上がりに楽し
む人も多いとか。味わった後
の運転は控えて。

T

【和歌山発】

W

【熊本発】
熊本リビング新聞社

鮮馬刺しセット「桜」
★霜降り・上赤身・タタキ各100ｇ、
タレ付 4320円

6人

3240円

マルコ水産
TEL 084-986-2418 FAX 084-986-2399
http://www.maruko526.jp

V

【福岡発】
西日本リビング新聞社

豊前海一粒かき
★生カキ約3㎏ 5000円相当（箱代・送料込み）

冷凍

ワン
ダフ
ル

※プレゼントの発送にのみ利用します。発送は商品提
供元
（下記ネットワーク各社、提携社、メーカー、発売元）
より行う場合があります。当選発表は賞品の発送をも
って代えます。同意の上申し込みを

えひめリビング新聞社

2268円

ナン
バー
ワン

応募者の個人情報の取得は静岡リビング新聞社となり
ます。インターネット応募のみサンケイリビング新聞社
が代行。

【えひめ発】

オン
リー
ワン

個人情報について

U

10人

P

ワン
ダフ
ル

パソコン・スマートフォンの場合

大人のゆず酒
シャーベットセット

ナン
バー
ワン

054
（255）
1268

播磨リビング新聞社

★1個150ml、6個セット

ナン
バー
ワン

【ファクス】

【播磨発】

★網代・花菱・ねじり梅のデザイン6種類・6個セット
1000円

【ハガキ】
〒420-8503（住所不要）
静岡リビング新聞社
「 ワン の地域ブランドプレゼント」
係

Q

オン
リー
ワン

ハガキ・ファクス
インターネット
で応募を！

【岡山発】

オン
リー
ワン

応募方法

R

ナン
バー
ワン

プレゼント

4人
冷蔵

沖縄の宝
「泡盛」
の黒麹菌を使った甘酒

日本一の鮮馬刺し豪華3点セット

恵み豊かな海で育った大粒のカキ

泡盛造りで使われる「黒麹菌」を使用した甘酒。平成
28年度むらおこし特産品コン
テストにおいて経済産業大臣
賞を受賞。黒麹菌を使用する
ことによりクエン酸を多く含
み、栄養価が高く甘ったるくな
い果実風のさわやかな酸味が
特徴。ノンアルコール。

熊本名物の代表格
「馬刺し」
。馬刺し・馬肉生産高・日本
一を誇る菅乃屋でも、人気ナンバ
ーワンのセットです。馬肉本来の
甘みが感じられる霜降り、あっさ
りしたうまみでヘルシーな赤身、
秘伝のタレに漬けて炭火で焼いた
タタキを食べ比べ。5 〜 6人分な
ので、家族でどうぞ！

福岡県東部の豊前海で生産される「豊前海一粒かき」
。
漁師が一粒一粒、丁寧に表面の汚れを落とし、磨き上げ
ることから
「一粒かき」
と呼
ばれる北九州市が誇る水
産物です。波が穏やかで
栄養豊かな漁場で育つた
め、身入りが良く、大粒で
濃厚な味わいが特徴。

忠孝酒造
TEL 098-850-1257 FAX 098-850-1204
http://www.chuko-awamori.com/

菅乃屋
（千興ファーム）
0120-829-198 FAX 096-282-0697
http://www.suganoya.com

曽根漁港 かき小屋はちがめ
TEL 080-5255-2491

