
Ａコース（１０名様）

№１ 豪華黒毛和牛セット

提供事業者：歩商事株式会社

肉の卸問屋だからできる上質ランクの
黒毛和牛だけを厳選しました。

【内容】
・すきやきしゃぶしゃぶ用
特選リブロースシート巻き500ｇ
・赤身スライス500ｇ
・サーロインステーキ200ｇ×3
・ヘレステーキ150ｇ×2

№２ 【黒毛和牛】定期便

提供事業者：歩商事株式会社

景 品 カ タ ロ グ

肉の卸問屋だからできる上質ランクの
黒毛和牛だけを厳選しました。

【内容】以下①～④を1か月毎にお届け
します。
①霜降り焼肉250ｇ＋赤身焼肉 250ｇ
②すきやきしゃぶしゃぶ用
特選リブロースシート巻き500ｇ
+赤身ｽﾗｲｽ 500ｇ
③黒毛和牛ハンバーグ5 個
④サーロインステーキ 200ｇ×１枚

+ヒレステーキ 150ｇ×１枚

※各コースの掲載順は、提供事業者名の五十音順です。
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№５ 【黒毛和牛】すきやきしゃぶしゃぶ用特選リブロースシート巻き500ｇ

提供事業者：歩商事株式会社

Ｂコース（５０名様）

肉の卸問屋だからできる上質ランクの黒
毛和牛だけを厳選しました。

【内容】
黒毛和牛すきやきしゃぶしゃぶ用
特選リブロースシート巻き500ｇ

№３ 極上の絹 国産繭毛布

提供事業者：株式会社シルクふぁみりぃ

シルクの優しさにくるまれて、吸い込まれるよう
に眠ってください。
明日への元気は睡眠から……！！
【サイズ】シングルサイズ/
縦200cm・横140cm
【カラー】生成
【素材】横糸(毛羽部)：絹100% 
縦糸：ポリエステル100% 
縁布：縦糸コットン 横糸シルクサテン地
※専用袋にて梱包してお届けします。
【洗濯方法】
※ドライクリーニングでお洗濯ください。

№４ こだわりの逸品「ネオプレンレザートートバッグ」

提供事業者：株式会社ヒロホールディングス

奈良県香芝市を拠点としたオリジナルブランド
"ULTIMO REBONALLY"が贈る、ネオプレン
レザーを組み合わせた未来的なデザインの
トートバッグです。
【色】オレンジ
【サイズ】上横50cm×底横40cm×

縦40cm×マチ15cm
外装に止水機能のあるファスナーポケット1、
内装にポケット1
※画像はイメージです。
※生産ロットによって微妙に色合いが異なること
があります。
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№６ 【黒毛和牛】サーロインステーキ ２００ｇとヘレステーキ １５０ｇのセット

提供事業者：歩商事株式会社

肉の卸問屋だからできる上質ランクの黒
毛和牛だけを厳選しました。

【内容】
黒毛和牛
サーロインステーキ ２００ｇと
ヘレステーキ１５０ｇのセット

№７ 【香芝Sumire】絹100％日本製大判スカーフ （パープル×ホワイト）

提供事業者：有限会社English Hands

奈良県香芝市の花「スミレ」をモチーフ
にした、大判シルクスカーフです。
デザインはスイスのバーゼル、製作監修
は京都西陣で行われた、ヨーロッパのセン
スと日本の伝統技術が触れ合う、他には
見られない美しい作品となっています。

【サイズ】90cm×90cm 1枚
※こちらはパープル×ホワイトのお色です。

№８ 【香芝Sumire】絹100％日本製大判スカーフ（グリーン×イエロー）

提供事業者：有限会社English Hands

奈良県香芝市の花「スミレ」をモチーフ
にした、大判シルクスカーフです。
デザインはスイスのバーゼル、製作監修
は京都西陣で行われた、ヨーロッパのセン
スと日本の伝統技術が触れ合う、他には
見られない美しい作品となっています。

【サイズ】90cm×90cm 1枚
※こちらはグリーン×イエローのお色です。
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№１１ 魂の生地職人のスぺシャリテスイーツセット

提供事業者：株式会社ステラリュヌ

魂の生地職人シェフ田村のスペシャリテ
の証「TAM」が付いたイチオシ3点セット
です。

【内容】
・「TAMバームM」×1個
(直径約17cm・高さ約6.5cm)
・「TAMバーム KAKERA月」×1個
(直径約13cm・高さ約10cm)
・「TAM-RING」×5個

№１０ 歓喜光 純米吟醸「小さな喜び」「大切なひと」セット

提供事業者：澤田酒造株式会社

フルーティーで華やかな吟醸香と繊細な
味わいの歓喜光・純米吟醸の2本入セット
です。（「小さな喜び」「大切な人」両ラベ
ルともお酒の内容は同じです）
◆原材料名/米（国産）、
米こうじ（国産米）
◆アルコール度：17％
◆精米歩合：50％
◆原料米：麹米／山田錦100％、
掛米／山田錦100％

№９ 鉄皿（2枚セット）

提供事業者：五位堂工業株式会社

鉄製の鋳物に塗装を施した平皿です。
こぎん刺しの伝統柄「紗綾」をあしらいました。

【サイズ】
約18.5×11.5cm 厚み約３mm
※色は桜色、青色、赤色、白色のうち、
ランダムで2色のお届けになります。
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№１４ 『焼き小屋 炎宴～en・en～』食事券（6,000円分）

提供事業者：焼き小屋 炎宴～en・en～

近鉄五位堂駅から徒歩5分、お客様に卓
上の炭火七輪でお焼き頂く居酒屋です。
安い！旨い！楽しい！をモットーに夫婦で営
んでおります。 お子様にも優しい店づくり
になっておりますのでご家族でもぜひ御来
店下さい。
【食事券に関して】
・食事券を持参いただき、支払い時にご提
示ください。
・おつりは出ません。換金、再発行不可。
【使用期間】令和４年（2022年）12月末

№１3 エレガントなバラの花束

提供事業者：花のたかや

花の女王であるバラと、カスミソウの花束
です。

【規格】
幅約30cm×長さ約50cm

※写真はイメージです。お届けする商品と
は若干色合い等変わる場合がございます。

№１２ 卯之庵特製／料亭仕込 特製鶏つみれ鍋セット (3～4人前)

提供事業者：株式会社大黒（日本料理 卯之庵）

秘伝のこだわり出汁で焚く特製鶏つみれ。
特徴的な柚子生姜の薬味を入れると味は
格別。
体の芯からあったまること間違いなしです。
【内容】
黄金だし500ml(2倍希釈)入り
つみれ、鶏もも肉、うどん、薬味、
野菜(人参入り巻白菜、菊菜、ニラ、白葱、
椎茸、薄揚げ、花麩)
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Ｃコース（１５０名様）

№１６ 新鮮とれたて旬の野菜＆ひのひかり5kg

提供事業者：朝市実行委員会

生産者が大切に育てた旬の野菜（5種以
上）と奈良県産ヒノヒカリ5kgのセットです。
直売所「香芝ふれあい朝市」にて、その日
の朝に集まったお野菜を箱詰めして発送
しています。

※写真は旬の野菜の例です。実際の景品
とは異なりますのでご注意ください。

№１７ 国産ハンバーグ５個とコロッケ５個のセット

提供事業者：歩商事株式会社

甘く濃厚でジューシーな旨みが凝縮された
国産牛100％のハンバーグと、お肉倍増
お肉屋さんの黒毛和牛使用のコロッケの
セットです。

【内容】
牛壱 国産ハンバーグ：750g 
(150g×5個)
お肉屋さんの本気コロッケ：300g
(60g×5個)

№１5 基本のお菓子作り1DAYレッスンチケット

提供事業者：La fille ～ラ・フィーユ～

辻調グループフランス校卒、軽井沢プリンスホテ
ル出身の元パティシエが指導します。
安全な素材を使い、時間も材料も無駄にしない
レッスンなので、ご自宅でも本格的なお菓子作り
を楽しめます。
※詳しくは以下のホームページをご覧ください。
（URL） https://reserva.be/lafille/
【レッスン時間】10：00～12：30または

13：30～16：00
（土曜日午後、日曜日、祝日、年末年始は休み）

【場所】二上神社口駅より徒歩5分
【有効期限】1年
◆次回から使えるレッスン割引クーポン
（５００円×２枚）付き
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№１8 【黒毛和牛】ハンバーグ5 個

提供事業者：歩商事株式会社

黒毛和牛100％の極のハンバーグ。濃厚
で旨みがたっぷり凝縮されたジューシーな
一品は、お肉のプロがハンバーグのため
だけに本気でお肉を選び、本気で手作り
しているので、沢山の本気が濃縮されて
います。

【内容】ハンバーグ5個（約150×5個）

№１9 ★似顔絵！世界に一つだけ★

提供事業者：イラスト工房 Peachick（ピーチック）

似顔絵を描いてほしい方（１名のみ）の写
真をメールで送っていただきます。
似顔絵をデータ化し、メールにて送付しま
す。
※当選連絡後、応募された方へ事業者よ
りメールにて連絡させていただきます。

№２０ 香芝市地域ブランド『KASHIBA+』セット

提供事業者：香芝市商工会青年部

香芝市商工会の発信でスタートした奈良
県香芝市の地域ブランド「KASHIBA+
（カシバプラス）」の認定品６点セットです。
【セット内容】
『大和マイタケ』200ｇ
『香芝の勝栗』1個
『かしば香るみそ』900ｇ
『香芝米粉ブッセ』１個
『こだわりの新鮮卵 葉山』10個入
『コメコチュイル』1箱
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№２１ Hanabi world peace Coffeeと花火バラエティセット

提供事業者：葛城煙火株式会社

レギュラーコーヒーのドリップバッグと花火
のセットです。豆は、ラオス産とエチオピア
産を使用しています。
※葛城煙火(株)は、豆の代金の一部を発展
途上国の教育支援に寄付するなどの活動を
行っています。

【内容】
Hanabi world peace Coffee×5包
手持ち花火セット×３、噴出し花火×３、
おやじのプー船×１、うんち花火×１、
お祝いクラッカー×８

№２３ 四季の箸置き（４種セット）

提供事業者：五位堂工業株式会社

鉄製の鋳物に塗装を施した商品です。
春の「桜」、夏の「貝殻」、秋の「紅葉」、
冬の「雪の結晶」をかたどった箸置きです。

１個のサイズ：直径約3cm

№２２ エルミー低刺激性洗剤セット

提供事業者：株式会社コーセー

手肌の弱い方にもやさしい低刺激性で安
心してご使用いただけます。

【内容】
低刺激性台所食器洗剤180ml×20本
低刺激性お風呂洗剤180ml×5本
低刺激性えりそで・あか洗剤180ml×5本
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№２４ 彩(いろどり)タビソックス【3足セット・化粧箱入】 紳士用

提供事業者：杉山ニット工業

タビソックス専用機で編み立てることにより、
これまでにない高い耐久性を実現し、独自の
製造方法により、靴下のズレ(回転)の防止機
能や、すべり止めの特殊加工(足裏)を施して
います。
＜抗菌防臭加工済＞

【規格】
サイズ：24～27cm
色：うぐいす・藍・パンジー

№２６ 香芝市マスコットキャラクター「カッシー」ブローチ

提供事業者：手仕事屋ＣＨＩＮＡ

香芝市の公式マスコットキャラクター
「カッシー」をモチーフにしたブローチです。
ぜひ洋服やカバンなどにつけてみてください。

【サイズ】
縦 約5.5cm×横約5.5cm
ピンブローチ約2.5cm
【素材】 粘土、ガラスストーン

№２５ 彩(いろどり)タビソックス【3足セット・化粧箱入】婦人用

提供事業者：杉山ニット工業

タビソックス専用機で編み立てることにより、
これまでにない高い耐久性を実現し、独自の
製造方法により、靴下のズレ(回転)の防止機
能や、すべり止めの特殊加工(足裏)を施して
います。
＜抗菌防臭加工済＞

【規格】
サイズ：22～24cm
色：太陽・しゃぼん玉・あじさい
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№２８ 奈良県産いちご『古都華』『あすかルビー』 各2パック

提供事業者：中西農園

奈良県が誇るブランドいちごのセットです。

【古都華】
1箱約640g (平皿2パック入り／1パック
あたり約320g)
【あすかルビー】
1箱約640g (平皿2パック入り／1パック
あたり約320g)

№２７ 子供クッキング教室体験レッスン

提供事業者：デリカ＆キッチン HANA

ランチとおやつを子供達だけで作ります。
一度体験してみませんか？
【対象年齢】4歳〜中学生
【レッスン時間】11:00〜13:30
【開催場所】香芝市下田西4-187-1-401
※詳しくは以下のホームページ
（URL・QRコード）をご覧ください。

※当選連絡後、応募された方へ
事業者より日程調整等について
連絡させていただきます。

https://dk-hana.com/lessons/#anchor04

№２9 ガーベラのキュートな花束

提供事業者：花のたかや

キュートなガーベラをメインに、バラや小花
を入れた花束です。

【規格】
幅約25cm×長さ約40cm

※写真はイメージです。お届けする商品と
は若干色合い等変わる場合がございます。
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№３１ アイシングクッキー １ＤＡＹレッスンまたは基礎レッスン チケット

提供事業者：La fille ～ラ・フィーユ～

JSAアイシングクッキー認定講師の元パティ
シエが指導します。
アイシングクッキーとは、粉砂糖・乾燥卵白、
水を練ったクリームで、クッキーをデコレーショ
ンしたものです。
※詳しくは以下のホームページをご覧ください。
（URL） https://reserva.be/lafille/

【レッスン時間】10：00～12：00または
13：30～15：30

（土曜日午後、日曜日、祝日、年末年始は休み）

【場所】二上神社口駅より徒歩5分
【有効期限】1年

№３０ ふたかみサブレ（２０枚入り）

提供事業者：メリーゴーランド

「二上山」と山中にひっそりと咲く「すみれ」を
モチーフにしたサブレを焼き上げました。
【内容】
ふたかみサブレ
（プレーン５枚、黒ゴマ５枚、 大麦若葉５枚）
すみれサブレ（紅芋５枚）
※割れやすいお菓子のため、梱包には細心の
注意を払っておりますが、輸送途中で割れる
恐れがございます。

主 催：香芝市市制施行３０周年事業実行委員会

お問い合わせ先：

香芝市市制施行３０周年事業実行委員会事務局

（香芝市企画政策課内）

TEL：０７４５－４４－３３２５

メールアドレス：kashiba30@city.kashiba.lg.jp
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