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北海道 利尻町

［№５８８８－０６０５］利尻
島産冷凍ボイル毛ガニ約５００
ｇ×４尾

50,000円

栄養豊富な利尻富士からの雪解
け水が流れ込む、極寒の利尻島
海域で育った利尻島の毛ガニは
身の締りが抜群です。その毛ガ
ニの旨さを逃がさないように…

［№５８８８－０５７０］利尻
の味付真だこ缶詰１１０ｇ×６
個

10,000円

利尻島で獲れた旬の「たこ」を
「利尻昆布」で柔らかく炊き上
げ、香り高く味わい深く仕上げ
ました。利尻の海の幸を利尻の
職人が丹精込めて作り上げた…

［№５８８８－０５０３］【日
時指定不可】冷凍無添加折うに
（北むらさきうに）１００ｇ×

11,000円

最高の昆布が生息する海域の昆
布を食べて育った北海道利尻島
、夏の風物詩『北むらさきうに
』。当社では、夏限定でしか味
わえないこの最高級の味覚を…

［№５８８８－０５０１］【日
時指定不可】冷凍無添加折うに
（蝦夷ばふんうに）１００ｇ×

12,000円

最高の昆布が生息する海域の昆
布を食べて育った北海道利尻島
、夏の風物詩『蝦夷ばふんうに
』。当社では、夏限定でしか味
わえないこの最高級の味覚を…

［№５８８８－０５２７］北海
道利尻島産一夜漬けムラサキウ
ニ６０ｇ×２本

14,000円

利尻島近海で利尻昆布を食べて
育った甘味が強く最高級と云わ
れるウニを、独自の製法で塩の
みで造り上げた逸品です、ご飯
のおかずやお酒のつまみ、お…

［№５８８８－０５２６］北海
道利尻島産純粒ウニ（バフンウ
ニ）８０ｇ木箱入り

17,000円

利尻島前浜で獲れた「生うに」
を塩で水分を抜く昔ながらの製
法で加工して保存性を高めまし
た。甘口純粒うにをご堪能くだ
さい！※画像はイメージです…

［№５８８８－０５２９］北海
道利尻島産一夜漬けバフンウニ
６０ｇ×２本

18,000円

利尻島近海で利尻昆布を食べて
育った甘味が強く最高級と云わ
れるウニを、独自の製法で塩の
みで造り上げた逸品です、ご飯
のおかずやお酒のつまみ、お…

［№５８８８－０６９１］利尻
ウニ一夜漬けバフン＆ムラサキ
食べ比べセット（塩漬け）

18,000円

利尻のウニを添加物を一切使わ
ずに、「うに」と「赤穂の甘塩
」だけで一晩塩水に漬け込むこ
とで、自然の素材、味、香りを
生かした商品です。濃厚で甘…

［№５８８８－０５０４］【日
時指定不可】冷凍無添加折うに
（北むらさきうに）１００ｇ×

18,000円

最高の昆布が生息する海域の昆
布を食べて育った北海道利尻島
、夏の風物詩『北むらさきうに
』。当社では、夏限定でしか味
わえないこの最高級の味覚を…

［№５８８８－０５２８］北海
道利尻島産一夜漬けムラサキウ
ニ６０ｇ×３本

19,000円

利尻島近海で利尻昆布を食べて
育った甘味が強く最高級と云わ
れるウニを、独自の製法で塩の
みで造り上げた逸品です、ご飯
のおかずやお酒のつまみ、お…

［№５８８８－０５０５］【日
時指定不可】冷凍無添加折うに
食べ比べセット（蝦夷ばふんう

19,000円

最高の昆布が生息する海域の昆
布を食べて育った北海道利尻島
、夏の風物詩『蝦夷ばふんうに
』と『北むらさきうに』。当社
では、夏限定でしか味わえな…

［№５８８８－０５３１］北海
道利尻島産一夜漬けムラサキウ
ニ６０ｇ×２本・一夜漬けバフ

20,000円

利尻島近海で利尻昆布を食べて
育った甘味が強く最高級と云わ
れるウニを、独自の製法で塩の
みで造り上げた逸品です、ご飯
のおかずやお酒のつまみ、お…
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北海道　利尻町

［№５８８８－０５０２］【日
時指定不可】冷凍無添加折うに
（蝦夷ばふんうに）１００ｇ×

20,000円

最高の昆布が生息する海域の昆
布を食べて育った北海道利尻島
、夏の風物詩『蝦夷ばふんうに
』。当社では、夏限定でしか味
わえないこの最高級の味覚を…

［№５８８８－０５２２］北海
道利尻島産バフンウニ缶詰１０
０ｇ×２個

26,000円

利尻昆布を食べて育った最高級
のバフンウニを、一切の添加物
を使用せず蒸し上げました。お
吸い物に入れたり、そのままし
ょうゆをかけてお召し上がり…

［№５８８８－０５３０］北海
道利尻島産一夜漬けバフンウニ
６０ｇ×３本

26,000円

利尻島近海で利尻昆布を食べて
育った甘味が強く最高級と云わ
れるウニを、独自の製法で塩の
みで造り上げた逸品です、ご飯
のおかずやお酒のつまみ、お…

［№５８８８－０６９２］利尻
缶詰４種セット（バフンウニ、
ムラサキウニ、アワビ、タコ）

27,000円

エゾアワビ・エゾバフンウニ・
キタムラサキウニ・タコの利尻
漁業協同組合製造の4種類の缶
詰をセットにしてお届けします
。旨味が凝縮された利尻の蝦…

［№５８８８－０５３２］北海
道利尻島産一夜漬けムラサキウ
ニ６０ｇ×１本・一夜漬けバフ

30,000円

一夜漬けは、利尻島近海で利尻
昆布を食べて育った甘味が強く
最高級と云われるウニを、独自
の製法で塩のみで造り上げた逸
品です、ご飯のおかずやお酒…

［№５８８８－０５３３］北海
道利尻島産一夜漬けムラサキウ
ニ６０ｇ×３本・一夜漬けバフ

44,000円

利尻島近海で利尻昆布を食べて
育った甘味が強く最高級と云わ
れるウニを、独自の製法で塩の
みで造り上げた逸品です、ご飯
のおかずやお酒のつまみ、お…

［№５８８８－０５２３］北海
道利尻島産バフンウニ缶詰１０
０ｇ×４個

50,000円

利尻昆布を食べて育った最高級
のバフンウニを、一切の添加物
を使用せず蒸し上げました。お
吸い物に入れたり、そのままし
ょうゆをかけてお召し上がり…

［№５８８８－０５２４］北海
道利尻島産バフンウニ缶詰１０
０ｇ×２個・ムラサキウニ缶詰

50,000円

利尻昆布を食べて育った最高級
のウニを、一切の添加物を使用
せず蒸し上げました。お吸い物
に入れたり、そのまましょうゆ
をかけてお召し上がりくださ…

［№５８８８－０５３４］北海
道利尻島産一夜漬けムラサキウ
ニ６０ｇ×５本・一夜漬けバフ

74,000円

利尻島近海で利尻昆布を食べて
育った甘味が強く最高級と云わ
れるウニを、独自の製法で塩の
みで造り上げた逸品です、ご飯
のおかずやお酒のつまみ、お…

［№５８８８－０６９７］利尻
島産開きニシン５枚

11,000円

利尻島産の開きニシン5枚セッ
トです。北の海の厳しい荒波に
もまれて育った利尻のにしんは
、身が締まり、脂がのっていま
す。丁寧に干しあげることで…

［№５８８８－０５７１］利尻
島産開きほっけ×５枚

14,000円

利尻島近郊の栄養豊富な海域で
、荒波に揉まれて育った真ほっ
けの開きです。漁獲量が減少し
ており、希少となってきている
肉厚な利尻島の真ほっけが5…

［№５８８８－０６９９］利尻
島産開きホッケ＆開きニシン干
物６枚セット

14,000円

北の海の厳しい荒波にもまれて
育った利尻のホッケ・ニシンは
、身が締まり、脂がのっていま
す。丁寧に干しあげることで更
に旨味がギュッと濃縮されま…
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北海道　利尻町

［№５８８８－０６９８］利尻
島産開きニシン１０枚

18,000円

利尻島産の開きニシン10枚セッ
トです。北の海の厳しい荒波に
もまれて育った利尻のにしんは
、身が締まり、脂がのっていま
す。丁寧に干しあげることで…

［№５８８８－０５６９］利尻
島ほっけ三昧食べ比べセット（
開きほっけ×４枚・ほっけチャ

20,000円

利尻島近郊の栄養豊富な海域で
、荒波に揉まれて育った絶品の
真ホッケを異なる手法で加工し
た食べ比べ4種セットです。ほ
っけの開きから、利尻島の郷…

［№５８８８－０５７２］利尻
島産開きほっけ×１０枚

22,000円

利尻島近郊の栄養豊富な海域で
、荒波に揉まれて育った真ほっ
けの開きです。漁獲量が減少し
ており、希少となってきている
肉厚な利尻島の真ほっけが10…

［№５８８８－０５７３］利尻
島産開きほっけ×１５枚

33,000円

利尻島近郊の栄養豊富な海域で
、荒波に揉まれて育った真ほっ
けの開きです。漁獲量が減少し
ており、希少となってきている
肉厚な利尻島の真ほっけをが…

［№５８８８－０５８１］漁師
秘伝！！利尻昆布だし『いくら
醤油漬け』４００ｇ

25,000円

利尻島の現役漁師小坂善一が手
作りで製造した『利尻昆布だし
いくら醤油漬』！！漁獲高が少
なく、希少価値の高い利尻島沖
で水揚げされた鮭の筋子を漁…

［№５８８８－０５７９］利尻
島産天然蝦夷あわび５００ｇ（
冷凍）

20,000円

栄養素を多く含んだ極寒の日本
海で、最高級の利尻昆布を食べ
て育った天然の利尻島産蝦夷あ
わびです。-60℃で急速冷凍し
ているため、風味をそのままに
…

［№５８８８－０６９３］利尻
蝦夷あわび醤油煮缶詰３缶セッ
ト

23,000円

利尻島産の蝦夷あわびが醤油煮
の缶詰になりました！極寒の利
尻の海で育った蝦夷アワビは身
の締まりがよく、また、利尻昆
布を食べて育っているので旨…

［№５８８８－０５８０］利尻
島産天然蝦夷あわび１ｋｇ（冷
凍）

36,000円

栄養素を多く含んだ極寒の日本
海で、最高級の利尻昆布を食べ
て育った天然の利尻島産蝦夷あ
わびです。-60℃で急速冷凍し
ているため、風味をそのままに
…

［№５８８８－０５１５］利尻
のソウルフードたらの白子の珍
味「たちかま」２００ｇ×４個

11,000円

たちかまは、利尻島近海で獲れ
た新鮮なスケソウダラの白子を
原料にして造り上げた、利尻島
の老舗商店「米田商店」のオリ
ジナル商品です。赤穂の塩以…

［№５８８８－０５０７］塩蔵
生わかめ１５０ｇ×６袋北海道
利尻島産

10,000円

春先に採取した天然の生わかめ
です。栄養満点でお味噌汁、酢
の物、サラダ、あえ物に最適で
す。北海道の最北端利尻島の荒
波で育ったわかめは、味が最…

［№５８８８－０５０９］１等
利尻昆布長切り４枚（約２６０
ｇ～３００ｇ）〈養殖〉北海道

10,000円

海流の強い利尻沿岸にて養殖し
た、天然昆布と遜色の無い立派
な昆布です。出汁も天然と殆ど
変わりません。1等の規格は厳
しく、虫食いや変色・幅・重…

［№５８８８－０６０６］利尻
島名産利尻とろろ昆布３０ｇ×
７袋

10,000円

利尻島産の天然昆布を原料にし
た自社オリジナルの製品です。
利尻昆布の旨味をダイレクトに
味わう事ができ、お味噌汁やス
ープに入れてお召し上がり下…
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北海道　利尻町

［№５８８８－０６１０］利尻
島産とろろ昆布スープの素３６
袋

10,000円

とろろ昆布を一食パックにして
、スープを付けました。お湯を
そそぐだけで、簡単にスープが
出来ます。お手軽に利尻の味を
お楽しみください。※画像は…

［№５８８８－０６１３］利尻
島産天然利尻昆布４５０ｇ（１
５０ｇ×３袋）

10,000円

1枚を約10cmにカットした利尻
島産天然昆布です。利尻昆布は
、濁りがなく、食材の色合いや
風味を生かすとても澄んだ出汁
が取れます。京都の割烹料理…

［№５８８８－０６１６］利尻
島産天然利尻根昆布３５０ｇ（
７０ｇ×５袋）

10,000円

利尻・礼文島の天然物は、癖の
ない上品なだしがとれ、吸物に
は最高とされます。根昆布には
ミネラル・ビタミン・カルシウ
ム・食物繊維など栄養素が凝…

［№５８８８－０６２１］利尻
昆布出汁比べセット（利尻産天
然昆布１００ｇ・利尻産養殖昆

10,000円

「利尻昆布」は道北で収穫され
る昆布の総称です。「島物（シ
マモノ）」と呼ばれる利尻島産
、「地方（ジカタ）」と呼ばる
稚内産、雄武産の昆布をセッ…

［№５８８８－０６２２］利尻
昆布詰合せセット（とろろ昆布
３０ｇ・とろろ昆布スープ６袋

10,000円

出汁用の利尻昆布、食べる用の
北海道産昆布、お手軽に楽しめ
るスープの素、味噌汁と相性抜
群のとろろ昆布、ご飯のおとも
の肉厚昆布の佃煮の詰合せで…

［№５８８８－０６８２］北海
道利尻島産天然岩のり（寒海苔
）５枚入り７０ｇ

10,000円

日本海の冬の荒波で育った天然
の岩海苔です。口の中でフワッ
と広がる磯の香りをお楽しみく
ださい。※画像はイメージです
。事業者：株式会社米田商店

［№５８８８－０５０８］塩蔵
生わかめ１５０ｇ×４袋・とろ
ろ昆布３０ｇ×４袋セット北海

11,000円

春先に採取した天然の生わかめ
です。栄養満点でお味噌汁、酢
の物、サラダ、あえ物に最適で
す。北海道の最北端利尻島の荒
波で育ったわかめは、味が最…

［№５８８８－０５１０］花折
昆布３００ｇ＆とろろ昆布３０
ｇ×２袋セット北海道利尻島産

12,000円

流れの速い海域で養殖した、贈
答やお土産等に使用されている
、天然と比べて味も全く遜色の
ない1等長切昆布を使用してい
ます。※画像はイメージです。
…

［№５８８８－０５１１］利尻
島産４種の海藻セット（天然利
尻昆布１００ｇ・養殖利尻昆布

12,000円

新物の昆布は出汁にえぐみが出
ますが、当店は最低二年以上乾
燥室で熟成した昆布を使用して
いますので、すっきりとまろや
かな味わいを楽しめます。い…

［№５８８８－０５５３］北海
道利尻産カット利尻昆布２００
ｇ＆おしゃぶり昆布４０ｇ

12,000円

【2021年1月下旬より出荷予定
の商品です】だし昆布の中でも
最高級といわれる利尻島仙法志
産の利尻昆布です。カット済み
だし昆布100g入り2袋と、おし
…

［№５８８８－０５５４］北海
道利尻産おしゃぶり利尻昆布４
０ｇ×５袋

12,000円

【2021年1月下旬より出荷予定
の商品です】最高級といわれる
利尻島仙法志産の利尻昆布です
。おしゃぶり昆布40g入り5袋の
セット。チャック付きで、保…

［№５８８８－０５５５］北海
道利尻産カット利尻昆布１５０
ｇ×２袋

12,000円

【2021年1月下旬より出荷予定
の商品です】だし昆布の中でも
最高級といわれる利尻島仙法志
産の利尻昆布です。通常商品に
比べ、包装コストを抑えて内…
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北海道　利尻町

［№５８８８－０６０９］利尻
島名産利尻とろろ昆布徳用４０
０ｇ

13,000円

利尻島産の天然昆布を原料にし
た自社オリジナルの製品です。
利尻昆布の旨味をダイレクトに
味わう事ができ、お味噌汁やス
ープに入れてお召し上がり下…

［№５８８８－０６１２］手作
り！天然利尻根昆布の佃煮４個
セット（醤油・ピリ辛各１４０

13,000円

防腐剤や添加物は一切使用して
いない、高級天然利尻昆布を佃
煮にしました。甘い醤油味とピ
リ辛の2種をお楽しみください
。※画像はイメージです。※1
月…

［№５８８８－０６１７］利尻
島産天然利尻根昆布５４０ｇ（
２７０ｇ×２袋）

13,000円

利尻・礼文島の天然物は、癖の
ない上品なだしがとれ、吸物に
は最高とされます。根昆布には
ミネラル・ビタミン・カルシウ
ム・食物繊維など栄養素が凝…

［№５８８８－０６１８］利尻
島産天然利尻元昆布３６０ｇ（
１８０ｇ×２袋）

13,000円

元昆布は昆布の根本上部の肉厚
の部分です。利尻昆布は、濁り
がなく、食材の色合いや風味を
生かすとても澄んだ出汁が取れ
ます。京都の割烹料理店でも…

［№５８８８－０５５６］北海
道利尻産カット利尻昆布１５０
ｇ×３袋

16,000円

【2021年1月下旬より出荷予定
の商品です】だし昆布の中でも
最高級といわれる利尻島仙法志
産の利尻昆布です。通常商品に
比べ、包装コストを抑えて内…

［№５８８８－０５５７］北海
道利尻産カット利尻昆布１５０
ｇ×４袋

20,000円

【2021年1月下旬より出荷予定
の商品です】だし昆布の中でも
最高級といわれる利尻島仙法志
産の利尻昆布です。通常商品に
比べ、包装コストを抑えて内…

［№５８８８－０６０７］利尻
島名産利尻とろろ昆布３０ｇ×
１５袋

20,000円

利尻島産の天然昆布を原料にし
た自社オリジナルの製品です。
利尻昆布の旨味をダイレクトに
味わう事ができ、お味噌汁やス
ープに入れてお召し上がり下…

［№５８８８－０６１１］利尻
島産とろろ昆布スープの素７８
袋

20,000円

とろろ昆布を一食パックにして
、スープを付けました。お湯を
そそぐだけで、簡単にスープが
出来ます。お手軽に利尻の味を
お楽しみください。※画像は…

［№５８８８－０６１４］利尻
島産天然利尻昆布１．０５ｋｇ
（１５０ｇ×７袋）

20,000円

1枚を約10cmにカットした利尻
島産天然昆布です。利尻昆布は
、濁りがなく、食材の色合いや
風味を生かすとても澄んだ出汁
が取れます。京都の割烹料理…

［№５８８８－０５５８］北海
道利尻産カット利尻昆布１５０
ｇ×５袋

25,000円

【2021年1月下旬より出荷予定
の商品です】だし昆布の中でも
最高級といわれる利尻島仙法志
産の利尻昆布です。通常商品に
比べ、包装コストを抑えて内…

［№５８８８－０５５９］北海
道利尻産カット利尻昆布１５０
ｇ×６袋

30,000円

【2021年1月下旬より出荷予定
の商品です】だし昆布の中でも
最高級といわれる利尻島仙法志
産の利尻昆布です。通常商品に
比べ、包装コストを抑えて内…

［№５８８８－０６１９］利尻
島産天然利尻三等昆布１ｋｇ

30,000円

利尻昆布は羅臼昆布、真昆布と
並び北海道を代表する最高級品
です。北限の厳しい海でたくま
しく育ち、上品で澄んだ香り高
いだしが特徴で、京料理には…
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北海道　利尻町

［№５８８８－０５６０］北海
道利尻産カット利尻昆布１５０
ｇ×７袋

35,000円

【2021年1月下旬より出荷予定
の商品です】だし昆布の中でも
最高級といわれる利尻島仙法志
産の利尻昆布です。通常商品に
比べ、包装コストを抑えて内…

［№５８８８－０５６１］北海
道利尻産カット利尻昆布１５０
ｇ×８袋

40,000円

【2021年1月下旬より出荷予定
の商品です】だし昆布の中でも
最高級といわれる利尻島仙法志
産の利尻昆布です。通常商品に
比べ、包装コストを抑えて内…

［№５８８８－０５６２］北海
道利尻産カット利尻昆布１５０
ｇ×９袋

45,000円

【2021年1月下旬より出荷予定
の商品です】だし昆布の中でも
最高級といわれる利尻島仙法志
産の利尻昆布です。通常商品に
比べ、包装コストを抑えて内…

［№５８８８－０５６３］北海
道利尻産カット利尻昆布１５０
ｇ×１０袋

50,000円

【2021年1月下旬より出荷予定
の商品です】だし昆布の中でも
最高級といわれる利尻島仙法志
産の利尻昆布です。通常商品に
比べ、包装コストを抑えて内…

［№５８８８－０６１５］利尻
島産天然利尻昆布２．７ｋｇ（
１５０ｇ×１８袋）

50,000円

1枚を約10cmにカットした利尻
島産天然昆布です。利尻昆布は
、濁りがなく、食材の色合いや
風味を生かすとても澄んだ出汁
が取れます。京都の割烹料理…

［№５８８８－０６２０］利尻
島産天然利尻一等昆布１ｋｇ

50,000円

利尻昆布は羅臼昆布、真昆布と
並び北海道を代表する最高級品
です。北限の厳しい海でたくま
しく育ち、上品で澄んだ香り高
いだしが特徴で、京料理には…

［№５８８８－０６０８］利尻
島名産利尻とろろ昆布３０ｇ×
５０袋

60,000円

利尻島産の天然昆布を原料にし
た自社オリジナルの製品です。
利尻昆布の旨味をダイレクトに
味わう事ができ、お味噌汁やス
ープに入れてお召し上がり下…

［№５８８８－０５６４］北海
道利尻産カット利尻昆布１５０
ｇ×１５袋

75,000円

【2021年1月下旬より出荷予定
の商品です】だし昆布の中でも
最高級といわれる利尻島仙法志
産の利尻昆布です。通常商品に
比べ、包装コストを抑えて内…

［№５８８８－０５６５］北海
道利尻産カット利尻昆布１５０
ｇ×２０袋

100,000円

【2021年1月下旬より出荷予定
の商品です】だし昆布の中でも
最高級といわれる利尻島仙法志
産の利尻昆布です。通常商品に
比べ、包装コストを抑えて内…

［№５８８８－０５１２］北海
道利尻島産甘口塩ホッケ４尾

10,000円

ホッケは利尻島近海で秋に獲れ
た最も脂乗りが良い状態のホッ
ケを使用しています。一般的に
居酒屋等で使用しているホッケ
は、中小～中で10kgあたり24…

［№５８８８－０５１３］北海
道利尻島産甘口糠ホッケ４尾

10,000円

ホッケは利尻島近海で秋に獲れ
た最も脂乗りが良い状態のホッ
ケを使用しています。一般的に
居酒屋等で使用しているホッケ
は、中小～中で10kgあたり24…

［№５８８８－０５１４］北海
道利尻島産甘口塩ホッケ２尾・
甘口糠ホッケ２尾セット

10,000円

ホッケは利尻島近海で秋に獲れ
た最も脂乗りが良い状態のホッ
ケを使用しています。一般的に
居酒屋等で使用しているホッケ
は、中小～中で10kgあたり24…
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北海道　利尻町

［№５８８８－０５６７］利尻
島郷土料理利尻ほっけチャンチ
ャン焼×４枚

14,000円

厳しい荒波にもまれて育った利
尻島の真ほっけを一年のうちで
一番脂がのって美味しくなる旬
の時期のものを鮮度そのまま、
シングルフローズン製法で仕…

［№５８８８－０５６８］利尻
島郷土料理利尻ほっけチャンチ
ャン焼×７枚

20,000円

厳しい荒波にもまれて育った利
尻島の真ほっけを一年のうちで
一番脂がのって美味しくなる旬
の時期のものを鮮度そのまま、
シングルフローズン製法で仕…

［№５８８８－０５５０］日本
酒『麗峰の雫』特別純米酒７２
０ｍｌ×１本利尻麗峰湧水使用

11,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０５５１］日本
酒『麗峰の雫』特別純米酒７２
０ｍｌ×１本・利尻昆布焼酎７

14,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０５５２］日本
酒『麗峰の雫』特別純米酒７２
０ｍｌ×１本・利尻昆布梅酒７

14,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４５９］日本
酒『麗峰の雫』純米大吟醸７２
０ｍｌ×１本利尻麗峰湧水使用

14,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４５４］日本
酒『麗峰の雫』特別純米酒７２
０ｍｌ×２本利尻麗峰湧水使用

15,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４８６］日本
酒『麗峰の雫』特別純米酒７２
０ｍｌ×１本・利尻島産蒸しウ

17,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４７９］日本
酒『麗峰の雫』特別純米酒７２
０ｍｌ×１本・利尻昆布焼酎７

18,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４８３］日本
酒『麗峰の雫』特別純米酒７２
０ｍｌ×１本・利尻島産アワビ

18,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４８０］日本
酒『麗峰の雫』純米大吟醸７２
０ｍｌ×１本・利尻昆布焼酎７

19,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４８１］日本
酒『麗峰の雫』純米大吟醸７２
０ｍｌ×１本・利尻昆布梅酒７

19,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…
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北海道　利尻町

［№５８８８－０４８９］日本
酒『麗峰の雫』特別純米酒７２
０ｍｌ×１本・利尻島産蒸しウ

20,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４６５］日本
酒『麗峰の雫』特別純米酒７２
０ｍｌ×１本・純米大吟醸７２

21,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４５５］日本
酒『麗峰の雫』特別純米酒７２
０ｍｌ×３本利尻麗峰湧水使用

22,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４８７］日本
酒『麗峰の雫』純米大吟醸７２
０ｍｌ×１本・利尻島産蒸しウ

23,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４８２］日本
酒『麗峰の雫』純米大吟醸７２
０ｍｌ×１本・利尻昆布焼酎７

24,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４８４］日本
酒『麗峰の雫』純米大吟醸７２
０ｍｌ×１本・利尻島産アワビ

24,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４７４］日本
酒『麗峰の雫』特別純米酒７２
０ｍｌ×１本・純米大吟醸７２

26,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４７５］日本
酒『麗峰の雫』特別純米酒７２
０ｍｌ×１本・純米大吟醸７２

26,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４９０］日本
酒『麗峰の雫』純米大吟醸７２
０ｍｌ×１本・利尻島産蒸しウ

26,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４６０］日本
酒『麗峰の雫』純米大吟醸７２
０ｍｌ×２本利尻麗峰湧水使用

27,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４６６］日本
酒『麗峰の雫』特別純米酒７２
０ｍｌ×２本・純米大吟醸７２

28,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４５６］日本
酒『麗峰の雫』特別純米酒７２
０ｍｌ×４本利尻麗峰湧水使用

30,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…



ふるさと納税お礼の品一覧

このカタログに掲載されている情報は           年       月       日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。  powered by ふるさとチョイス2021 06 28

北海道　利尻町

［№５８８８－０４９２］日本
酒『麗峰の雫』特別純米酒７２
０ｍｌ×１本・利尻島産蒸しウ

30,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４７６］日本
酒『麗峰の雫』特別純米酒７２
０ｍｌ×１本・純米大吟醸７２

31,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４７２］日本
酒『麗峰の雫』純米大吟醸７２
０ｍｌ×２本・特別純米酒７２

34,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４９３］日本
酒『麗峰の雫』純米大吟醸７２
０ｍｌ×１本・利尻島産蒸しウ

36,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４５７］日本
酒『麗峰の雫』特別純米酒７２
０ｍｌ×５本利尻麗峰湧水使用

37,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４６１］日本
酒『麗峰の雫』純米大吟醸７２
０ｍｌ×３本利尻麗峰湧水使用

40,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４９４］日本
酒『麗峰の雫』特別純米酒７２
０ｍｌ×１本・利尻島産アワビ

40,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４６７］日本
酒『麗峰の雫』特別純米酒７２
０ｍｌ×２本・純米大吟醸７２

42,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４９５］日本
酒『麗峰の雫』純米大吟醸７２
０ｍｌ×１本・利尻島産アワビ

46,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４６８］日本
酒『麗峰の雫』特別純米酒７２
０ｍｌ×３本・純米大吟醸７２

49,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４８８］日本
酒『麗峰の雫』特別純米酒７２
０ｍｌ×１本・純米大吟醸７２

49,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４８５］日本
酒『麗峰の雫』特別純米酒７２
０ｍｌ×１本・純米大吟醸７２

51,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…
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［№５８８８－０４６２］日本
酒『麗峰の雫』純米大吟醸７２
０ｍｌ×４本利尻麗峰湧水使用

54,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４７３］日本
酒『麗峰の雫』純米大吟醸７２
０ｍｌ×３本・特別純米酒７２

55,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４９１］日本
酒『麗峰の雫』特別純米酒７２
０ｍｌ×１本・純米大吟醸７２

59,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４６９］日本
酒『麗峰の雫』特別純米酒７２
０ｍｌ×３本・純米大吟醸７２

62,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４６３］日本
酒『麗峰の雫』純米大吟醸７２
０ｍｌ×５本利尻麗峰湧水使用

67,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４５８］日本
酒『麗峰の雫』特別純米酒７２
０ｍｌ×１０本利尻麗峰湧水使

74,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４７０］日本
酒『麗峰の雫』特別純米酒７２
０ｍｌ×４本・純米大吟醸７２

83,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４７１］日本
酒『麗峰の雫』特別純米酒７２
０ｍｌ×５本・純米大吟醸７２

104,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０４６４］日本
酒『麗峰の雫』純米大吟醸７２
０ｍｌ×１０本利尻麗峰湧水使

134,000円

「霊峰の雫」利尻、利尻富士、
礼文の3町の有志で、利尻島の
西海岸から湧き出している名水
「霊峰湧水」を使用し作った、
辛口ですっきりした味わいの…

［№５８８８－０６７６］利尻
島からご当地アイスウニと昆布
の贅沢ミックス『愛す利尻山』

10,000円

利尻島でしか食べられないご当
地アイス「愛す利尻山」セット
と昆布塩アイス3種を詰合せに
してお届けします。愛す利尻山
は、バニラアイスに乾燥ウニ…

［№５８８８－０６７７］利尻
島からご当地アイス１２０ｍｌ
×８個セット（バニラ・昆布塩

10,000円

北海道宗谷地方の豊かな自然で
育った放牧牛の乳から作ったバ
ニラアイスと昆布の旨みと粘り
が実感できる伸びるご当地「昆
布塩アイス」3種のセットで…

［№５８８８－０６９４］天然
物！漁師加工利尻島産天然利尻
昆布９０ｇ×３袋

10,000円

島モノといわれ、市場に流通し
ない利尻島産、かつ天然モノの
利尻昆布です！利尻島の敏腕漁
師小坂善一が採った利尻昆布を
自ら選別、加工してお届けす…
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［№５８８８－０１８９］ＨＩ
，ＲＩＳＩＲＩカット昆布４個
セット

13,000円

利尻昆布の中でも利尻、礼文で
獲れるものは島物と呼ばれ、島
物の昆布はほとんどが高級懐石
料亭に出荷されます。そんな貴
重な利尻昆布をご家庭で使い…

［№５８８８－０１９３］お手
軽出汁セットおぼろ昆布付き

13,000円

利尻昆布を粉末にし、さらに使
いやすく！お茶碗にご飯をよそ
い、昆布の粉末とお茶をかけれ
ば高級利尻昆布茶漬けになりま
す。お好みで梅干しや漬物、…

［№５８８８－０１５４］利尻
昆布太白おぼろ３つセット

13,000円

天然利尻昆布を削った幻のおぼ
ろ昆布。利尻産の天然昆布にこ
だわり、ベテランの職人が一枚
一枚丁寧に削り上げました。昆
布を削ることのできる職人は…

［№５８８８－０６９５］天然
物！漁師加工利尻島産天然利尻
昆布９０ｇ×５袋

16,000円

島モノといわれ、市場に流通し
ない利尻島産、かつ天然モノの
利尻昆布です！利尻島の敏腕漁
師小坂善一が採った利尻昆布を
自ら選別、加工してお届けす…

［№５８８８－０６９６］天然
物！漁師加工利尻島産天然利尻
昆布９０ｇ×１０袋

31,000円

島モノといわれ、市場に流通し
ない利尻島産、かつ天然モノの
利尻昆布です！利尻島の敏腕漁
師小坂善一が採った利尻昆布を
自ら選別、加工してお届けす…

［№５８８８－０５７４］３年
熟成天然利尻三等昆布１ｋｇ

50,000円

京都の料亭で重宝されるなど、
昆布の中でも最高級の評価を得
ている利尻昆布は、味が濃く香
り高い澄んだ出汁が取れます。
その中でも、希少な”島モノ”
…

［№５８８８－０５７５］３年
熟成天然利尻二等昆布１．５ｋ
ｇ

80,000円

京都の料理でも重宝されるなど
、こんぶの中で最高級の評価を
得ている希少な利尻昆布は、味
が濃く香り高い澄んだ出汁が取
れます。市場にほとんど出回…

［№５８８８－０５７６］３年
熟成天然利尻一等昆布１．５ｋ
ｇ

170,000円

京都の料理でも重宝されるなど
、こんぶの中で最高級の評価を
得ている希少な利尻昆布は、味
が濃く香り高い澄んだ出汁が取
れます。市場にほとんど出回…

［№５８８８－０６８８］利尻
昆布を練り込んだ『利尻昆布ラ
ーメン』１０袋

10,000円

数多くのメディアで取り上げら
れる大人気の利尻島が誇るお土
産、「利尻昆布ラーメン」です
。良質な利尻昆布を練りこんだ
利尻昆布麺と潮の香りを活か…

［№５８８８－０６８９］利尻
昆布を練り込んだ『利尻昆布ラ
ーメン』２袋入お土産箱×５個

12,000円

数多くのメディアで取り上げら
れる大人気の利尻島が誇るお土
産、「利尻昆布ラーメン」です
。良質な利尻昆布を練りこんだ
利尻昆布麺と潮の香りを活か…

［№５８８８－０５４９］おま
かせ利尻セット（利尻出汁昆布
１５０ｇ×１・利尻出汁昆布７

13,000円

本品は、最北の島「利尻島」仙
法志産の最高級だし昆布。そし
て、その昆布を原料とし、超熟
期間を経て完成した本格焼酎。
さらに利尻昆布を練り込んだ…

［№５８８８－０６９０］利尻
昆布を練り込んだ『利尻昆布ラ
ーメン』２０袋

16,000円

数多くのメディアで取り上げら
れる大人気の利尻島が誇るお土
産、「利尻昆布ラーメン」です
。良質な利尻昆布を練りこんだ
利尻昆布麺と潮の香りを活か…
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［№５８８８－０５６６］利尻
島特産ご当地お土産セット（利
尻昆布ラーメン×１０袋・利尻

20,000円

利尻島昆布を練り込んだ麺と塩
味のスープが絶妙の大人気「利
尻昆布ラーメン」と同じく麺に
利尻昆布を練り込んだ「利尻昆
布そば」そして、とろろ昆布…

［№５８８８－０５４３］利尻
昆布１００％昆布塩１５ｇ×９
袋北海道利尻産

10,000円

利尻昆布を丁寧に保存し、旨味
成分を真っ白く最高の状態で浮
き出させた昆布の粉末で作った
昆布の塩です。簡単にいつもの
お料理が上品なお味に変身し…

［№５８８８－０５４４］利尻
昆布１００％万能出汁１５ｇ×
９袋北海道利尻産

10,000円

利尻昆布を丁寧に保存し、旨味
成分を真っ白く最高の状態で浮
き出させた昆布の粉末で作った
昆布の粉末です。簡単にいつも
のお料理が上品なお味に変身…

［№５８８８－０６８４］利尻
昆布入りうまみオイルドレッシ
ング３本［ガーリック＆ハーブ

10,000円

ガーリックオイルにひまわり油
、かつお節、そして利尻昆布エ
キスを融合させた”うまみオイ
ルドレッシング”です！サラダ
、刺身、など幅広く使える万能
…

［№５８８８－０２７８］北海
道利尻産海藻サラダセット３種
詰合せ

13,000円

利尻島の海で育った天然の海藻
シリーズ。銀杏藻とふのりは冬
場の寒い時期に旬を迎え、それ
を漁師のお母さんが波しぶきを
受けながら採取する貴重な資…

［№５８８８－０２８０］北海
道利尻昆布酢４本セット

15,000円

「利尻島の駅」オリジナル商品
です。天然の利尻産リシリ昆布
をふんだんに使用し、昆布味を
前面に打ち出した絶品のひと品
です。酢のすっぱさを少し抑…

［№５８８８－０６８５］利尻
昆布入りうまみオイルドレッシ
ング５本［ガーリック＆ハーブ

15,000円

ガーリックオイルにひまわり油
、かつお節、そして利尻昆布エ
キスを融合させた”うまみオイ
ルドレッシング”です！サラダ
、刺身、など幅広く使える万能
…

［№５８８８－０６８６］利尻
昆布入りうまみオイルドレッシ
ング１０本［ガーリック＆ハー

20,000円

ガーリックオイルにひまわり油
、かつお節、そして利尻昆布エ
キスを融合させた”うまみオイ
ルドレッシング”です！サラダ
、刺身、など幅広く使える万能
…

［№５８８８－０２７９］北海
道利尻昆布酢７本セット

24,000円

「利尻島の駅」オリジナル商品
です。天然の利尻産リシリ昆布
をふんだんに使用し、昆布味を
前面に打ち出した絶品のひと品
です。酢のすっぱさを少し抑…

［№５８８８－０６８７］利尻
昆布入りうまみオイルドレッシ
ング２０本［ガーリック＆ハー

39,000円

ガーリックオイルにひまわり油
、かつお節、そして利尻昆布エ
キスを融合させた”うまみオイ
ルドレッシング”です！サラダ
、刺身、など幅広く使える万能
…

［№５８８８－０６７８］北海
道利尻島釣船一日貸切プラン

670,000円

一日貸切（6～7時間程度）の船
釣り体験プランです。釣り具込
ですので、初心者の方でも安心
してご参加いただけます。釣り
が出来るお客様は6名様まで…

［№５８８８－０６７９］北海
道利尻島釣船一日貸切ゲストハ
ウスいちななにーいち素泊まり

840,000円

一日貸切（6～7時間程度）の船
釣り体験と宿泊券付プランです
。釣り具込ですので、どなたで
も安心してご参加いただけます
。利尻島の海岸線に隣接して…
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