
出雲地区本部

神話の國 出雲 

だんだん出雲

ご縁倶楽部

令和三年度版

〒693-8585 島根県出雲市今市町106番地1

会員及びご注文に係わる個人情報は、当JAにおいて厳重に蓄積保管し、ご注文商品
のお届け及び商品に関するアフターサービス、今後のだんだん出雲ご縁倶楽部及び
商品の情報ご提供に使用させていただきます。

TEL：0853-21-6118  FAX：0853-21-6075
JAしまね出雲地区本部 営農部 販売開発課（受付時間：土・日・祝日を除く午前9時～午後5時）
お問い合わせ先

●表示価格には、送料+消費税が含まれております。●なくなり次第終了いたします。

ご注文
方法

お支払い
方法

お届け
方法

返品・交換
方法

＊同時に2枚以上の注文書を送信される場合はそれぞれの
　注文書に必要事項をご記入のうえ、1回の通信で送信して
　ください。 0853-21-6075

F A X

郵　　送
〒693-8585 島根県出雲市今市町106番地1
JAしまね出雲地区本部 営農部 販売開発課

カタログと同送の注文書に必要事項をご記入のうえ、下記にご送信ください。

カタログと同送の注文書に必要事項をご記入のうえ、同封の封筒をご利用ください。

郵便振込と代金引換をご利用頂けます。
《ギフトの場合》
ご本人様以外にギフトでご注文をいただいた場合は、ご注文確認後振込用紙を依頼された
ご本人様へお届けさせていただきますので、一括でお振込みください。

＊代金引換の場合は、商品お届け時に、配達員に現金でお支払いください。
＊ご本人様以外へのお届けはお受けできません。
＊お届け地域によっては、一部お受けできない場合がございます。

《本人様お取り寄せの場合》
振込用紙は、お届けした商品の箱ごとに入っております。2個以上に分かれてお届けさせて
いただく場合は、ご面倒ですが、個別にお振込みください。

郵便振込

代金引換

330円
440円
660円
1,100円

別途下記料金がかかりますのでご了承ください。

集金代金（商品＋代金引換手数料） 代金引換手数料（税込）
1万円未満
1万円以上3万円未満
3万円以上10万円未満
10万円以上30万円未満

＊青果物等につきましては、天候等によりご注文商品の発送が遅れる場合
　もしくは対応出来ない場合がございます。あしからずご了承ください。
＊ご注文が集中した場合、一時的に在庫をきらしている場合、連休の前後などはお届けが
   遅れる事がございます。
＊ご希望のお届け先をご指定ください。ご自宅・お勤め先以外へもお届けいたします。
　1つの注文書につき、3商品をご指定できますので、4商品以上の商品をご希望の場合は
　注文書をコピーして、ご記入ください。

＊送料は弊組合にて負担いたします。

配送料金 商品の価格に含まれています。

返品・交換
について

不良品の取り扱いについて
万一、不良品の場合には返品をお受けいたします。
下記住所「JAしまね出雲地区本部 営農部 販売開発課」までご返送ください。

＊商品によっては返品をお受けできない場合もございます。
詳しくは「JAしまね出雲地区本部 営農部 販売開発課」までご連絡ください。

購入者都合について
購入者都合によるナマモノの返品はお受けできません。

ホームページ
販売開発課
フェイスブック



春夏ギフト

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

■お届け期間 6月下旬～7月上旬

009
2.5ｋｇ見当（2玉）

アムスメロン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,500円
〈送料・消費税込〉

008
5㎏見当（4～5玉）

アムスメロン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,000円
〈送料・消費税込〉

■お届け期間 8月中旬～8月下旬

010

5㎏見当（12～16玉）
幸水（赤梨）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,700円

〈送料・消費税込〉

013
1.2㎏見当（30～35本入）

グリーンアスパラガス・・・・・・・・・・・・・・・・・

■お届け期間 5月中旬～9月下旬　　

3,300円
〈送料・消費税込〉

012
1.5kg見当（グリーン1kg・ホワイト0.5kg）

極太グリーン＆ホワイトアスパラガス

■お届け期間 3月中旬～4月中旬

4,200円
〈送料・消費税込〉

011
1.5ｋｇ見当

極太グリーンアスパラガス・・・・・3,800円
〈送料・消費税込〉

■お届け期間 9月上旬～9月中旬

007

1.2㎏見当（12～15個入）
多伎いちじく
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  4,000円

〈送料・消費税込〉

●なくなり次第終了いたします。 

温暖な日本海の潮風と豊富
な太陽光線をたっぷり浴びて
育てられた「多伎いちじく蓬
莱柿（ほうらいし）」は、小ぶり
で、上品な甘みと爽やかな風
味が持ち味です。完熟の状態
に近づくと口が星型に開くの
が特徴です。

（蓬莱柿）
ほうらいし

■お届け期間 8月上旬～8月下旬

006

1.2㎏見当（8～12玉）
プラム（太陽）

3,800円
〈送料・消費税込〉

「いずもプラム」はぶどうを主
に栽培しているぶどう作りの
プロの生産者たちが、そのノ
ウハウを活かして作られてい
ます。太陽は酸味と甘味のバ
ランスが絶妙で、味・外観の
美しさ以外にも、日持ちが良
いことで人気があります。

「大社のアムスメロン」は空中に玉を吊り１つのつるから１つのメロン
しか採りません。そのため品質管理が行き届き、愛情込めた栽培が
出来ます。徹底した品質管理で自信を持ってお届けいたします。 幸水は果肉の柔らかさと甘さ、上品な口当たりで幅広い層に人気が

ある品種の梨です。8月の暑さも盛りの中で収穫され、冷やして食す
と美味しさが増し、絶品です。

出雲のアスパラガスは、土づくりからこだわっており、統一した栽培
暦で管理を徹底しています。高品質でみずみずしく、甘みがたっぷり
つまったアスパラガスです。

クール

常 温

常 温

クールクール

生のプルーンは、ミネラルやビ
タミンを多く含み、女性には
嬉しい栄養がたっぷりです。
出雲では、スタンレー、ベイ
ラー、プレジデントの3品種
を主力として栽培していま
す。発送時期に、一番おい
しい品種を選んでお届けし
ます。

■お届け期間 9月中旬～9月下旬　

005

1.2ｋｇ見当（12～19玉前後）
プルーン

3,800円
〈送料・消費税込〉

クール

春夏ギフト

■お届け期間 6月上旬～6月下旬

001

1.5㎏見当（8～10房）
デラウェア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1.0㎏見当（2房）

シャインマスカット・
ニューピオーネセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3,900円
〈送料・消費税込〉

5,000円
〈送料・消費税込〉

■お届け期間 7月上旬～9月上旬
003

002

1.0㎏見当（2房）

800ｇ見当（1房）

シャインマスカット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円〈送料・消費税込〉

■お届け期間 7月下旬～9月上旬

■お届け期間 7月下旬～8月中旬

004 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,000円〈送料・消費税込〉

●なくなり次第終了いたします。

●なくなり次第終了いたします。

いずも    ぶどう

シャインマスカット

粒張りがよく、一粒一粒が大きい種無しぶどうです。
酸味が少なく、糖度が18度以上とたいへん甘く、
小さい子どもからお年寄りの方まで誰もが食べや
すいぶどうです。

「シャインマスカット」は最近誕生したぶどうの中で最も美味
しい一つとされています。青葡萄の中では珍しく糖度が高く、
独特の旨みを堪能できます。しっかりとした果肉は食感が素晴
らしく、皮ごと召し上がっていただけます。しかも種が無いの
で食べやすさも抜群です。

クール

クール

クール

i z um o

G r a p e

S h i n e

M u s c a t

2



春夏ギフト

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

■お届け期間 6月下旬～7月上旬

009
2.5ｋｇ見当（2玉）

アムスメロン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,500円
〈送料・消費税込〉

008
5㎏見当（4～5玉）

アムスメロン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,000円
〈送料・消費税込〉

■お届け期間 8月中旬～8月下旬

010

5㎏見当（12～16玉）
幸水（赤梨）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,700円

〈送料・消費税込〉

013
1.2㎏見当（30～35本入）

グリーンアスパラガス・・・・・・・・・・・・・・・・・

■お届け期間 5月中旬～9月下旬　　

3,300円
〈送料・消費税込〉

012
1.5kg見当（グリーン1kg・ホワイト0.5kg）

極太グリーン＆ホワイトアスパラガス

■お届け期間 3月中旬～4月中旬

4,200円
〈送料・消費税込〉

011
1.5ｋｇ見当

極太グリーンアスパラガス・・・・・3,800円
〈送料・消費税込〉

■お届け期間 9月上旬～9月中旬

007

1.2㎏見当（12～15個入）
多伎いちじく
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  4,000円

〈送料・消費税込〉

●なくなり次第終了いたします。 

温暖な日本海の潮風と豊富
な太陽光線をたっぷり浴びて
育てられた「多伎いちじく蓬
莱柿（ほうらいし）」は、小ぶり
で、上品な甘みと爽やかな風
味が持ち味です。完熟の状態
に近づくと口が星型に開くの
が特徴です。

（蓬莱柿）
ほうらいし

■お届け期間 8月上旬～8月下旬

006

1.2㎏見当（8～12玉）
プラム（太陽）

3,800円
〈送料・消費税込〉

「いずもプラム」はぶどうを主
に栽培しているぶどう作りの
プロの生産者たちが、そのノ
ウハウを活かして作られてい
ます。太陽は酸味と甘味のバ
ランスが絶妙で、味・外観の
美しさ以外にも、日持ちが良
いことで人気があります。

「大社のアムスメロン」は空中に玉を吊り１つのつるから１つのメロン
しか採りません。そのため品質管理が行き届き、愛情込めた栽培が
出来ます。徹底した品質管理で自信を持ってお届けいたします。 幸水は果肉の柔らかさと甘さ、上品な口当たりで幅広い層に人気が

ある品種の梨です。8月の暑さも盛りの中で収穫され、冷やして食す
と美味しさが増し、絶品です。

出雲のアスパラガスは、土づくりからこだわっており、統一した栽培
暦で管理を徹底しています。高品質でみずみずしく、甘みがたっぷり
つまったアスパラガスです。

クール

常 温

常 温

クールクール

生のプルーンは、ミネラルやビ
タミンを多く含み、女性には
嬉しい栄養がたっぷりです。
出雲では、スタンレー、ベイ
ラー、プレジデントの3品種
を主力として栽培していま
す。発送時期に、一番おい
しい品種を選んでお届けし
ます。

■お届け期間 9月中旬～9月下旬　

005

1.2ｋｇ見当（12～19玉前後）
プルーン

3,800円
〈送料・消費税込〉

クール

3



秋冬ギフト

※生産の都合により、希望日に発送出来ない場合があります。

018
              5kg見当（4～6玉）

あたご梨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,500円
〈送料・消費税込〉

019
              2.5kg見当（2玉）

あたご梨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■お届け期間 12月上旬～12月中旬

3,500円
〈送料・消費税込〉

1個が900g以上もあるジャンボ梨です。あたご梨は糖度が高く甘みが
濃く、また日持ちも抜群で、特に「お歳暮」用として好適の果物です。

常 温

常 温

022
               1箱（300g×5袋） ※1袋に2～3本入

出雲神在ねぎ

■お届け期間 12月中旬～2月下旬

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,800円
〈送料・消費税込〉

群馬の下仁田ねぎと、神奈川の湘南ねぎを
親に持つ根深ねぎで、甘味が強く、柔らか
いのが特徴です。また、葉の部分もやわら
かく、まるごと食べられるので捨てるとこ
ろがありません。一度食べたら、病み付きに
なること間違いありません！

クール

023
               15枚入 

神々の国出雲しいたけ（菌床）

■お届け期間 通年 (いつでもお買求めいただけます)

3,300円
〈送料・消費税込〉

出雲市産のコナラのおがくず、出雲平野を流れる斐伊川の水を
利用して栽培された「神々の国出雲しいたけ」です。極肉厚で
「プリップリ」の食感が味わえるので、鍋物にはもちろん、肉詰め、
しいたけステーキでも美味しく味わえます。

クール

020
              3kg箱（秀品10～20本）

西浜いも べにはるか・・・・・・・・・・・・・・・・

■お届け期間 11月上旬～1月下旬

3,000円
〈送料・消費税込〉

出雲市湖陵地域を中心としたミネラル豊富な砂丘地帯で栽培されてい
るさつまいもです。従来より作っているホクホクとした食感の「紅あず
ま」と、近年作り始めたしっとりとした食感の「べにはるか」があります。

021
              3kg箱（秀品10～20本）

西浜いも 紅あずま・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■お届け期間 10月中旬～12月下旬

3,000円
〈送料・消費税込〉

かみ あり

秋冬ギフト

※パッケージ等が変更になる場合がございます。

※お送りする商品は12玉入りです。

出雲市平田地区の柿の栽培は、昭和28年ごろから始まり、
60年以上の歴史を誇ります。平田地区は山陰地方には珍
しい日当たりの良い南向き斜面であることや、ミネラル分
をいっぱい含んだ土壌であることなどから高品質な柿が
採れます。島根の秋の味覚をお楽しみください。

015

3.4kg見当（2L－12玉入）
富有柿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■お届け期間 11月上旬～12月上旬

014

2.5kg見当（2L－14玉入）
西条柿（合わせ柿）

■お届け期間 10月中旬～11月上旬

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,000円
〈送料・消費税込〉

016

15～18個入り化粧箱
スイートパーシモン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■お届け期間 11月上旬～12月上旬

4,000円
〈送料・消費税込〉

西条柿を原料に製造した半生タイプの干し柿です。柿本来の甘さが凝縮した
ゼリーが特徴で、和菓子感覚で召し上がっていただけます。令和の大嘗祭の
供え物にも選ばれた逸品です。

常 温 017

西条柿×4個・富有柿×6個・スイートパーシモン×5個
柿三昧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■お届け期間 11月下旬～12月上旬

いずもの柿 i z um o

Persimmon

富
有
柿

西
条
柿

3,800円
〈送料・消費税込〉

富有柿は甘柿の１種で柿の中では最も多く生産さ
れている品種で、島根県で最初に栽培された柿で
す。甘味が強く果汁が多いのが特徴で、日持ちも
良いことで知られています。

ローカル品種ですが、島根県内では約6割を出雲で
生産しています。肉質は柔らかく、しっとりとした食
感をお楽しみいただけます。上品な甘味も人気の一
つです。ドライアイスを使用し、脱渋済みです。

常 温
常 温

4,000円
〈送料・消費税込〉

一度に柿の特産品を楽しめる、柿好きには
たまらない逸品です。

常 温

西条柿の紹介産地の紹介 加工品の紹介

4



秋冬ギフト

※生産の都合により、希望日に発送出来ない場合があります。

018
              5kg見当（4～6玉）

あたご梨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,500円
〈送料・消費税込〉

019
              2.5kg見当（2玉）

あたご梨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■お届け期間 12月上旬～12月中旬

3,500円
〈送料・消費税込〉

1個が900g以上もあるジャンボ梨です。あたご梨は糖度が高く甘みが
濃く、また日持ちも抜群で、特に「お歳暮」用として好適の果物です。

常 温

常 温

022
               1箱（300g×5袋） ※1袋に2～3本入

出雲神在ねぎ

■お届け期間 12月中旬～2月下旬

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,800円
〈送料・消費税込〉

群馬の下仁田ねぎと、神奈川の湘南ねぎを
親に持つ根深ねぎで、甘味が強く、柔らか
いのが特徴です。また、葉の部分もやわら
かく、まるごと食べられるので捨てるとこ
ろがありません。一度食べたら、病み付きに
なること間違いありません！

クール

023
               15枚入 

神々の国出雲しいたけ（菌床）

■お届け期間 通年 (いつでもお買求めいただけます)

3,300円
〈送料・消費税込〉

出雲市産のコナラのおがくず、出雲平野を流れる斐伊川の水を
利用して栽培された「神々の国出雲しいたけ」です。極肉厚で
「プリップリ」の食感が味わえるので、鍋物にはもちろん、肉詰め、
しいたけステーキでも美味しく味わえます。

クール

020
              3kg箱（秀品10～20本）

西浜いも べにはるか・・・・・・・・・・・・・・・・

■お届け期間 11月上旬～1月下旬

3,000円
〈送料・消費税込〉

出雲市湖陵地域を中心としたミネラル豊富な砂丘地帯で栽培されてい
るさつまいもです。従来より作っているホクホクとした食感の「紅あず
ま」と、近年作り始めたしっとりとした食感の「べにはるか」があります。

021
              3kg箱（秀品10～20本）

西浜いも 紅あずま・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■お届け期間 10月中旬～12月下旬

3,000円
〈送料・消費税込〉

かみ あり

5



まい米牛＆米

まい米牛
いずも和牛 ま い

クール028                 肩ロース焼肉用 500g

まい米牛
いずも和牛

出雲弁でおいしいを意味する「まい」と飼料
用米の「米」から命名されました。飼料用米を
20％餌に配合して育てた和牛肉です。

出雲弁でおいしいを意味する「まい」と飼料
用米の「米」から命名されました。飼料用米を
20％餌に配合して育てた和牛肉です。

焼肉用
029         肩ロースすき焼き用 500g　すき焼き用
030 肩ロースしゃぶしゃぶ用 500ｇしゃぶしゃぶ用 7,800円各

〈送料・消費税込〉※生産頭数が少ないため発送にお時間をいただく場合がございます。

常 温

032 精米5kg

031 精米2kg
つや姫

減農薬米「エコロジー農産物」とは、農薬と化学肥料の使用を通常の50％以下に減らして栽培した、
人と環境にやさしい島根県が推奨した農産物です。

「つや姫」の特徴は、粒ぞろいが良く、炊き上がりのつやと白さが際立
ち、口の中に広がる甘みをより一層引き立てます。名前の由来は、炊き
上がりのつやと輝きに加え、これまで大切に育ててきたという思いを
「姫」という文字に込め、「つや姫」と命名されました。

「
減
農
薬
米
」こ
し
ひ
か
り

や
ま 

 
 
 

ざ
と 

 
 

ま
い

環
境
に
や
さ
し
い
エ
コ
ロ
ジ
ー
農
産
物

・・・・・3,500円〈送料・消費税込〉
・・・・・2,000円〈送料・消費税込〉

常 温

034 精米5kg

033 精米2kg

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,500円〈送料・消費税込〉
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円〈送料・消費税込〉

JAしまね
出雲國 山里米

多伎いちじく

多伎いちじく

024

ドレッシング120㎖、ジャム・姿煮各160g、
ゼリー90g×３個、干しいちじく100g

多伎農産加工場
オレンジギフトA・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,800円

〈送料・消費税込〉

常 温 025

ジャム・姿煮各160g、ゼリー90g×6個、
干しいちじく100g

多伎農産加工場
オレンジギフトB・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,000円

〈送料・消費税込〉

常 温

026

90g×9個

多伎農産加工場
いちじくゼリーセット　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,500円

〈送料・消費税込〉

常 温 027

プレザーブジャム150ｇ・ハニーレモン130ｇ・ワインコンポート150ｇ

多伎農産加工場
3種盛り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,500円

〈送料・消費税込〉

常 温

干しいちじく

てん菜糖でじっくりと煮
込み、時間をかけて乾燥
させた高級セミドライフ
ルーツです。原料も、国
産にこだわって作ってい
ます。

いちじくジャム

完熟したいちじく（蓬莱
柿）を皮ごと使用してい
るため、いちじくの風味
と上品な甘さが味わえ
ます。

いちじく姿煮

皮付きいちじくを丸ご
と半日かけて、てん菜
糖でじっくり煮込みま
した。

いちじく
プレザーブジャム

完熟したいちじく（蓬莱柿）
の皮をむいて、はちみつを
ブレンドしたジャムです。
糖度を低くおさえたまろや
かな甘さが特徴です。

いちじく
ワインコンポート

皮をむいたいちじくを丸
ごとワインとてん菜糖に
漬け込んで作りました。
上品でとろけるような口
当たりです。

いちじく
ハニーレモン

完熟したいちじくを丸ご
とてん菜糖で煮込み、は
ちみつとレモンで仕上げ
ました。さっぱりとした味
わいが特徴です。

いちじくゼリー

完熟したいちじくの果肉
を贅沢に使いました。ワ
インの風味とプチプチと
した食感が楽しめる、甘
さ控えめのヘルシーデ
ザートです。

いちじく
ドレッシング

いちじくの果肉をそのま
ま使用して、さっぱりとし
た味に仕上げました。野
菜などによく合うドレッ
シングです。

多伎いちじくは蓬莱柿（ほうらいし）という品種で、
昔から日本人が食べてきた馴染みの味です。熟す
ると星形に先が開き、小ぶりで甘味が強いのが特
徴です。生果はもとより、ジャムや姿煮など多彩な
加工品をラインナップしています。

6



まい米牛＆米

まい米牛
いずも和牛 ま い

クール028                 肩ロース焼肉用 500g

まい米牛
いずも和牛

出雲弁でおいしいを意味する「まい」と飼料
用米の「米」から命名されました。飼料用米を
20％餌に配合して育てた和牛肉です。

出雲弁でおいしいを意味する「まい」と飼料
用米の「米」から命名されました。飼料用米を
20％餌に配合して育てた和牛肉です。

焼肉用
029         肩ロースすき焼き用 500g　すき焼き用
030 肩ロースしゃぶしゃぶ用 500ｇしゃぶしゃぶ用 7,800円各

〈送料・消費税込〉※生産頭数が少ないため発送にお時間をいただく場合がございます。

常 温

032 精米5kg

031 精米2kg
つや姫

減農薬米「エコロジー農産物」とは、農薬と化学肥料の使用を通常の50％以下に減らして栽培した、
人と環境にやさしい島根県が推奨した農産物です。

「つや姫」の特徴は、粒ぞろいが良く、炊き上がりのつやと白さが際立
ち、口の中に広がる甘みをより一層引き立てます。名前の由来は、炊き
上がりのつやと輝きに加え、これまで大切に育ててきたという思いを
「姫」という文字に込め、「つや姫」と命名されました。

「
減
農
薬
米
」こ
し
ひ
か
り

や
ま 

 
 
 

ざ
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ま
い

環
境
に
や
さ
し
い
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コ
ロ
ジ
ー
農
産
物

・・・・・3,500円〈送料・消費税込〉
・・・・・2,000円〈送料・消費税込〉

常 温

034 精米5kg

033 精米2kg

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,500円〈送料・消費税込〉
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円〈送料・消費税込〉

JAしまね
出雲國 山里米
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出雲のこだわりの逸品

常 温

常 温

冷凍

・・・・・・・・4,200円

042

12個入り
バニラ 4個、
いちご 4個、抹茶 4個（　　　　 ）

040

・・・・・・・・3,600円
5食入り

坂根屋
ぜんざい

出雲あいす
島根中酪

〈送料・消費税込〉

常 温

041

・・・・・・・・4,000円
煎茶　八雲ほまれ
煎茶　やぶきた茶
（各80g紙缶）

茶三代一
煎茶詰合せ

〈送料・消費税込〉

常 温

043

120ｇ×各1本

 ・・・・・・・・ 2,800円

出雲国大社食品
のどぐろ・
ハタハタの
アヒージョ

〈送料・消費税込〉〈送料・消費税込〉

和食でおいしい
朝食セット

045

しじみ醤油500㎖、
しじみ海苔48枚入、朝の醤油200㎖、
たまごかけしょうゆ200㎖×１本、
白ごまふりかけ40ｇ、
梅ごまふりかけ40ｇ×各１個

 ・・・・・・・・ 3,700円
〈送料・消費税込〉

井ゲタ醤油

濃厚で香り高い出雲産大納言小豆のぜんざいの中に、縁起を担いだ紅白の餅
を入れた縁結びスイーツです。1食ずつパウチ包装をしているため日持ちもし、ご
家庭で手軽にお楽しみいただくのにも、ハレの日の引き出物にも喜ばれています。

上品な甘さと爽やかな香りで長年親しまれている「八雲ほまれ」と、すっきりとした
味わいの「やぶきた茶」の詰合せです。
ふるさとの懐かしい味と香りをお楽しみください。

地元の新鮮な生乳を豊富に使用したアイスクリームです。
バニラ・いちご・抹茶の3種のバリエーションをお楽しみください。

島根県産ののどぐろ・ハタハタを使用したアヒージョです。オリーブオイル、
塩、にんにく、赤唐辛子のみで仕上げ、化学調味料を一切使わず、身体にや
さしい商品です。パスタや、サラダ、そのままパンに乗せるなど使い勝手の良
い商品です。

常 温

未来サポートさだ
さだみそ
2.5kg樽入

佐田町産の減農薬米と佐田町産の大
豆で仕込みました。食塩以外の添加物
は、一切使用せず、長時間ゆっくりと天
然醸造しています。※大豆については
一部、出雲市産を使用しております。

井ゲタ醤油の人気の商品を集めました。しじみ醤油、朝の醤油、たまごかけ
しょうゆで和食の朝食にぴったりのかけ醤油です。しょうゆ風味のごまふり
かけも、アツアツのご飯のおともにどうぞ。

常 温

出雲なまそば
6食詰合せ

044

国産なまそば100ｇ×6
有機めんつゆ250㎖×１

 ・・・・・・・・ 4,000円
〈送料・消費税込〉

本田商店

そばの原料はそば粉、小麦粉とも国内産原料を使用しています。また、そば
本来の美味しさを味わって頂きたい思いから、食品添加物や保存料は一切
不使用。つゆも有機原料を使用し砂糖を使用しないキリリとした、そば通好
みのすっきりしたつゆになっています。

出雲のこだわりの逸品

046 普通2.5kg

減塩2.5kg

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,800円〈送料・消費税込〉
047 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,800円〈送料・消費税込〉

あさひのギフト

クール

あさひのギフト

〈送料・消費税込〉・・・・2,100円

旭養鶏舎
ギフトセット①

035

プリン×２、夕焼け塩プリン×２、
えごまプリン×２ クール

〈送料・消費税込〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,700円

旭養鶏舎 ギフトセット②
036

プリン×２、茶わんむし×２、タルタルソース×１、
味付たまご（３個入）×１、玉子とうふ（2個入）、
厚焼き玉子×１

クール

〈送料・消費税込〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,200円

旭養鶏舎
ギフトセット③

037

プリン×４、
茶わんむし×３、
タルタルソース×１、
味付たまご（3個入）、
厚焼き玉子×１、
玉子とうふ（3個入）×１

クール

〈送料・消費税込〉

・・・・・・・・・・・・・・3,800円

旭養鶏舎
ギフトセット④

038

プリン×3、
えごま玉子（6個入）×１、
茶わんむし×3、
味付たまご（3個入）×１、
厚焼き玉子×１、
えごまドレッシング×１

クール

〈送料・消費税込〉

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,700円

旭養鶏舎
ギフトセット⑤

039

プリン×３、茶わんむし×３、
タルタルソース×１、
味付たまご（6個入）×１、
厚焼き玉子×１、玉子とうふ（3個入）×１、
炭火焼×１、本格派スープ×３、
えごまマヨネーズ×１、
えごまドレッシング×１ 

あさひ
プリン

とろ～り濃厚、
とろける口溶け♪
無添加の極上プリンです！！

夕焼け
塩プリン

オレンジ色の
卵黄のみを使用した味わい深いプリンです。
“あまじょっぱい”がクセになる！

えごま
プリン

えごま玉子を使った
カスタードプリンです。
生クリームを加え、さらにコクのある濃厚な
味わいに仕上がりました。

味付
たまご

半熟の黄身がとろ～り。
濃すぎない味で、思わず
2個、3個と手が伸びる味
付けたまごです。

茶わんむし

具材の鶏肉に
島根県産ハーブ鶏を使用し、卵のなめらかな
口当たりも特徴です。

玉子
とうふ

食感さわやか、濃厚な
味わい。添付のタレ
は、お好みでどうぞ。

厚焼き玉子

えごまマヨネーズを使用し
て、冷めても美味しくいた
だける絶妙の味付けです。

タルタル
ソース

えごまマヨネーズを
使用してさらに美味しくなった自慢
の逸品です。フライにもサラダにも
ぴったり！

えごま
玉子

生活習慣病の改善に役立つとして評価の高い
α‐リノレン酸を多く含む「えごま」を飼料に添
加し与えて育った鶏から産まれた「たまご」です。
島根大学医学部と共同研究開発しました。

えごま玉子を使用した
マヨネーズ

美味しい玉子を使うか
らこそできる調味料（ア
ミノ酸等）を使わない美
味しいマヨネーズです。

えごま玉子を使用した
胡麻ドレッシング

えごま玉子が隠し味。香り
高いねり胡麻とすり胡麻を
贅沢に使ったコクのある胡
麻ドレッシングです。

鶏の
炭火焼

ネッカリッチ
（木酢酸粉末）
を長期間与え、安全で健康な親鶏として
育てました。

卵が決め手！
島根県大田市で、養鶏一筋60年以上の「旭養鶏舎」が作るこだわりの

鶏卵加工品セットです。農場で産まれた新鮮な卵を自社工場で加工・製

造。安心、安全、濃厚な卵の味わいにこだわった商品をお届けします。
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出雲のこだわりの逸品

常 温

常 温

冷凍

・・・・・・・・4,200円

042

12個入り
バニラ 4個、
いちご 4個、抹茶 4個（　　　　 ）

040

・・・・・・・・3,600円
5食入り

坂根屋
ぜんざい

出雲あいす
島根中酪

〈送料・消費税込〉

常 温

041

・・・・・・・・4,000円
煎茶　八雲ほまれ
煎茶　やぶきた茶
（各80g紙缶）

茶三代一
煎茶詰合せ

〈送料・消費税込〉

常 温

043

120ｇ×各1本

 ・・・・・・・・ 2,800円

出雲国大社食品
のどぐろ・
ハタハタの
アヒージョ

〈送料・消費税込〉〈送料・消費税込〉

和食でおいしい
朝食セット

045

しじみ醤油500㎖、
しじみ海苔48枚入、朝の醤油200㎖、
たまごかけしょうゆ200㎖×１本、
白ごまふりかけ40ｇ、
梅ごまふりかけ40ｇ×各１個

 ・・・・・・・・ 3,700円
〈送料・消費税込〉

井ゲタ醤油

濃厚で香り高い出雲産大納言小豆のぜんざいの中に、縁起を担いだ紅白の餅
を入れた縁結びスイーツです。1食ずつパウチ包装をしているため日持ちもし、ご
家庭で手軽にお楽しみいただくのにも、ハレの日の引き出物にも喜ばれています。

上品な甘さと爽やかな香りで長年親しまれている「八雲ほまれ」と、すっきりとした
味わいの「やぶきた茶」の詰合せです。
ふるさとの懐かしい味と香りをお楽しみください。

地元の新鮮な生乳を豊富に使用したアイスクリームです。
バニラ・いちご・抹茶の3種のバリエーションをお楽しみください。

島根県産ののどぐろ・ハタハタを使用したアヒージョです。オリーブオイル、
塩、にんにく、赤唐辛子のみで仕上げ、化学調味料を一切使わず、身体にや
さしい商品です。パスタや、サラダ、そのままパンに乗せるなど使い勝手の良
い商品です。

常 温

未来サポートさだ
さだみそ
2.5kg樽入

佐田町産の減農薬米と佐田町産の大
豆で仕込みました。食塩以外の添加物
は、一切使用せず、長時間ゆっくりと天
然醸造しています。※大豆については
一部、出雲市産を使用しております。

井ゲタ醤油の人気の商品を集めました。しじみ醤油、朝の醤油、たまごかけ
しょうゆで和食の朝食にぴったりのかけ醤油です。しょうゆ風味のごまふり
かけも、アツアツのご飯のおともにどうぞ。

常 温

出雲なまそば
6食詰合せ

044

国産なまそば100ｇ×6
有機めんつゆ250㎖×１

 ・・・・・・・・ 4,000円
〈送料・消費税込〉

本田商店

そばの原料はそば粉、小麦粉とも国内産原料を使用しています。また、そば
本来の美味しさを味わって頂きたい思いから、食品添加物や保存料は一切
不使用。つゆも有機原料を使用し砂糖を使用しないキリリとした、そば通好
みのすっきりしたつゆになっています。

出雲のこだわりの逸品

046 普通2.5kg

減塩2.5kg

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,800円〈送料・消費税込〉
047 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,800円〈送料・消費税込〉
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出雲のこだわりの逸品

栄養価が高く、美容・健康に
良いはとむぎ茶。こだわりの
発芽焙煎。無添加の安心なお
茶です。原料すべてを発芽さ
せ、素材の栄養分を余すこと
なく抽出する製法にもこだ
わった健康飲料です。

島根県出雲市斐川町で育ったひ
まわりの種を、圧搾法で丁寧に
搾ったひまわり油と斐川町コシ
ヒカリを原料に加え、三輪の創
作麺師6代目山下勝山の独自製
法によって、日本初の手延べうど
んが誕生しました。しなやかで
つるっとした食感とコシと甘みを
お楽しみください。

栄養価が高く、美容・健康に良いはとむぎ茶と
手延べうどんのセットです。

常 温

常 温

富士酒造
雲の梅酒＆ゆず酒セット

057

500㎖×2本入

未成年者への酒類の販売はいたしません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,500円
〈送料・消費税込〉

常 温

島根県農業協同組合
斐川地区本部
よい食工房
発芽焙煎
出雲はとむぎ茶

058

500㎖　24本入り

・・・・・・・・・4,500円
〈送料・消費税込〉

常 温

島根県農業協同組合
斐川地区本部
よい食工房
手延べうどんセット

059

うどん180g×6
つゆ35g×6
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,500円

〈送料・消費税込〉

常 温

島根県農業協同組合
斐川地区本部
よい食工房
手延べうどん
はとむぎ茶セット

060

うどん180g×4
つゆ35g×4
はとむぎ茶6g×30包
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,000円

〈送料・消費税込〉

富士酒造
焼酎 出雲國風土記
（いも・そばセット）

056

アルコール分25度　
各720㎖　2本セット

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,500円
〈送料・消費税込〉

出雲市産の西浜芋で作ったいも焼酎と、出雲市産のそ
ばで作ったそば焼酎のセットです。原料、作り方にこだ
わった本格焼酎です。香りと味をお楽しみください。

出雲の國、斐川町は斐伊川と宍道湖に囲まれ
た出雲平野に広がる田園空間です。生産量
が全国有数の斐川町産はとむぎを使ったお
茶や、斐川町で採れたひまわりの種から圧搾
された油を使った手延べうどんなど、ひかわ
の恵みをお楽しみください。

斐川町のおいしい特産品

出雲の山間部で収穫された極上
柚子を贅沢に感じるゆず酒と島
根県産の梅を使用した梅酒の
セットです。どちらも甜菜糖を使
用した日本酒ベースのリキュール
です。すっきりした甘さが特徴で
食事との相性も抜群です。

出雲のこだわりの逸品

クール

冷凍

冷凍

冷凍

しじみの漁獲量が全国一の宍道湖で取れた、大ぶりなしじみです。砂抜き
済なので、そのまま調理が可能です。小分けにして冷凍保存すれば、長持ち
します。

※上記以外の期間は　玉ねぎのみのセットとなります。

054

055

4月～7月
（アスパラガス5枚、玉ねぎ5枚　計10枚）
9月～11月
（西浜いも5枚、玉ねぎ5枚　計10枚）
１月～２月
（神在ねぎ５枚、玉ねぎ５枚　計１０枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円〈送料・消費税込〉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,800円〈送料・消費税込〉
しじみ
宍道湖しじみ　2kg　　　　　　

横庄
地元特産入り
天ぷらセット　

051

島根県産
豚ロース粕漬
（100g)×5袋 4,500円〈送料・消費税込〉

けんちゃん漬
島根県産
豚ロース粕漬
（5枚入）

049

エテカレイ×3尾
真鯵×2尾
のどぐろ×2尾

・・・・・・・・4,500円
〈送料・消費税込〉

・・・・・・・・4,200円
〈送料・消費税込〉

小伊津海旬房
出雲の風
なぎさ

048

エテカレイ×2尾
真鯵×3尾
はたはた無頭×100g
うるめ鰯×1連

小伊津海旬房

出雲の風
さざなみ

050

昆布白菜（80g）
あさづけ胡瓜（2本）
砂丘らっきょう（80g）
りんご茄子（1本）
みょうがの甘酢漬（80g）
ゆず大根（80g）

・・・・・・・・3,000円
〈送料・消費税込〉

けんちゃん漬
食べきり
漬物セット

クール

クール

クール

野焼小（280g）、厚焼（400g）、
特上スト巻（260g）
各1本

052

・・・・・・・・3,600円
〈送料・消費税込〉

持田蒲鉾店
3本詰
こだわりセット　

クール

赤板・白板（280g）、
野焼小（280ｇ）、厚焼（400g）
各1本

053

・・・・・4,200円
〈送料・消費税込〉

持田蒲鉾店
がいなセット　

山陰沖で水揚げされた天然ものを丁寧に甘塩仕立てに。独自の熟成乾燥により味わい豊かに風味良く、色合いも綺麗に仕上げました。添加物は一切使用していません。

野焼は飛魚（あご）をメインに練りこんだお酒の香りがする香ばしい商品で山
陰名産です。厚焼は上級すり身だけを使用し、ネッカエッグ卵をふんだんに混
ぜ合わせた甘めのしっとり感
のある蒲鉾です。

キメが細かく、程よく脂ののった「島根県産豚ロース肉」を出雲杜氏の上質な
酒粕で丁寧に漬けました。一口食べるとジューシーな豚肉の旨みと共に、酒
粕の風味がお口の中にふわ～っと広がります。

1～2人で食べきれるサイズのお漬物を6種類セットにしました。少人数のご家
庭でも、いつも開けたてのフレッシュなお味が楽しめます。

年末ギフトにご利用の多いセットです。板付の紅白はタラをメインに練り上げ
ており口当たりが良い食感です。1cm位にスライスしそのまま食べるか、お好み
でわさび醤油を付けても
美味しいです。

創業明治40年の老舗かまぼこ店が作
る旬の天ぷらセットです。特産のアスパ
ラガス、西浜いも、神在ねぎを練りこんで
作った地元で大好評の天ぷらです。
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出雲のこだわりの逸品

栄養価が高く、美容・健康に
良いはとむぎ茶。こだわりの
発芽焙煎。無添加の安心なお
茶です。原料すべてを発芽さ
せ、素材の栄養分を余すこと
なく抽出する製法にもこだ
わった健康飲料です。

島根県出雲市斐川町で育ったひ
まわりの種を、圧搾法で丁寧に
搾ったひまわり油と斐川町コシ
ヒカリを原料に加え、三輪の創
作麺師6代目山下勝山の独自製
法によって、日本初の手延べうど
んが誕生しました。しなやかで
つるっとした食感とコシと甘みを
お楽しみください。

栄養価が高く、美容・健康に良いはとむぎ茶と
手延べうどんのセットです。

常 温

常 温

富士酒造
雲の梅酒＆ゆず酒セット

057

500㎖×2本入

未成年者への酒類の販売はいたしません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,500円
〈送料・消費税込〉

常 温

島根県農業協同組合
斐川地区本部
よい食工房
発芽焙煎
出雲はとむぎ茶

058

500㎖　24本入り

・・・・・・・・・4,500円
〈送料・消費税込〉

常 温

島根県農業協同組合
斐川地区本部
よい食工房
手延べうどんセット

059

うどん180g×6
つゆ35g×6
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,500円

〈送料・消費税込〉

常 温

島根県農業協同組合
斐川地区本部
よい食工房
手延べうどん
はとむぎ茶セット

060

うどん180g×4
つゆ35g×4
はとむぎ茶6g×30包
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,000円

〈送料・消費税込〉

富士酒造
焼酎 出雲國風土記
（いも・そばセット）

056

アルコール分25度　
各720㎖　2本セット

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,500円
〈送料・消費税込〉

出雲市産の西浜芋で作ったいも焼酎と、出雲市産のそ
ばで作ったそば焼酎のセットです。原料、作り方にこだ
わった本格焼酎です。香りと味をお楽しみください。

出雲の國、斐川町は斐伊川と宍道湖に囲まれ
た出雲平野に広がる田園空間です。生産量
が全国有数の斐川町産はとむぎを使ったお
茶や、斐川町で採れたひまわりの種から圧搾
された油を使った手延べうどんなど、ひかわ
の恵みをお楽しみください。

斐川町のおいしい特産品

出雲の山間部で収穫された極上
柚子を贅沢に感じるゆず酒と島
根県産の梅を使用した梅酒の
セットです。どちらも甜菜糖を使
用した日本酒ベースのリキュール
です。すっきりした甘さが特徴で
食事との相性も抜群です。
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出雲地区本部

神話の國 出雲 

だんだん出雲

ご縁倶楽部

令和三年度版

〒693-8585 島根県出雲市今市町106番地1

会員及びご注文に係わる個人情報は、当JAにおいて厳重に蓄積保管し、ご注文商品
のお届け及び商品に関するアフターサービス、今後のだんだん出雲ご縁倶楽部及び
商品の情報ご提供に使用させていただきます。

TEL：0853-21-6118  FAX：0853-21-6075
JAしまね出雲地区本部 営農部 販売開発課（受付時間：土・日・祝日を除く午前9時～午後5時）
お問い合わせ先

●表示価格には、送料+消費税が含まれております。●なくなり次第終了いたします。

ご注文
方法

お支払い
方法

お届け
方法

返品・交換
方法

＊同時に2枚以上の注文書を送信される場合はそれぞれの
　注文書に必要事項をご記入のうえ、1回の通信で送信して
　ください。 0853-21-6075

F A X

郵　　送
〒693-8585 島根県出雲市今市町106番地1
JAしまね出雲地区本部 営農部 販売開発課

カタログと同送の注文書に必要事項をご記入のうえ、下記にご送信ください。

カタログと同送の注文書に必要事項をご記入のうえ、同封の封筒をご利用ください。

郵便振込と代金引換をご利用頂けます。
《ギフトの場合》
ご本人様以外にギフトでご注文をいただいた場合は、ご注文確認後振込用紙を依頼された
ご本人様へお届けさせていただきますので、一括でお振込みください。

＊代金引換の場合は、商品お届け時に、配達員に現金でお支払いください。
＊ご本人様以外へのお届けはお受けできません。
＊お届け地域によっては、一部お受けできない場合がございます。

《本人様お取り寄せの場合》
振込用紙は、お届けした商品の箱ごとに入っております。2個以上に分かれてお届けさせて
いただく場合は、ご面倒ですが、個別にお振込みください。

郵便振込

代金引換

330円
440円
660円
1,100円

別途下記料金がかかりますのでご了承ください。

集金代金（商品＋代金引換手数料） 代金引換手数料（税込）
1万円未満
1万円以上3万円未満
3万円以上10万円未満
10万円以上30万円未満

＊青果物等につきましては、天候等によりご注文商品の発送が遅れる場合
　もしくは対応出来ない場合がございます。あしからずご了承ください。
＊ご注文が集中した場合、一時的に在庫をきらしている場合、連休の前後などはお届けが
   遅れる事がございます。
＊ご希望のお届け先をご指定ください。ご自宅・お勤め先以外へもお届けいたします。
　1つの注文書につき、3商品をご指定できますので、4商品以上の商品をご希望の場合は
　注文書をコピーして、ご記入ください。

＊送料は弊組合にて負担いたします。

配送料金 商品の価格に含まれています。

返品・交換
について

不良品の取り扱いについて
万一、不良品の場合には返品をお受けいたします。
下記住所「JAしまね出雲地区本部 営農部 販売開発課」までご返送ください。

＊商品によっては返品をお受けできない場合もございます。
詳しくは「JAしまね出雲地区本部 営農部 販売開発課」までご連絡ください。

購入者都合について
購入者都合によるナマモノの返品はお受けできません。

ホームページ
販売開発課
フェイスブック


