
ねぶた漬 ほたて塩焼3点セット 青森スティック（青天の霹
へき

靂
れき

）
うす塩味 りんご３kg（サンふじ贈答用） りんごジュース「希望の雫」

１リットル×６本

A－01  寄附額10,000円以上　 東青 A－02  寄附額10,000円以上　 東青 A－03  寄附額10,000円以上　 東青 A－04  寄附額10,000円以上　 中南 A－05  寄附額10,000円以上　 中南

青森ねぶた祭のイメージを代表する
加工品。
海の幸（数の子、スルメ）と山の幸

（大根、キュウリ）を、がごめ昆布と
ともに漬け込んだ醤油漬です。
青森県民のご飯のお供として永年
親しまれています。

陸
む

奥
つ

湾
わん

産の厳選された新鮮なほた
てをあっさり香ばしくソフトに焼
き上げた「ほたて塩焼き」、ショウ
ガを加えた佃煮の「ほたてのしぐれ
煮」、食塩と共にボイルしたむき身
を一夜乾燥させた「ほたて一夜干
し」の詰め合わせです。

青森県産米「青天の霹靂」を100%
使用したスナックタイプのお菓子
です。
米菓ならではの香ばしさと軽い食
感に加え、絶妙な塩加減で、一度
食べ始めたら止まらない美味しさ
です。

青森県を代表する「りんご」（サン
ふじ）を、平

ひらかわ

川市
し

の貯蔵設備と光
センサー技術にて、厳選してお届
けします。

ふじ、王林、ジョナゴールドなど
の青森県の主力品種をブレンド。
空気に触れないよう密閉した状態
でりんごをすりおろし搾ることで
酸化防止剤（ビタミンC）を使わず
にコクと芳醇な香りを引出す「密
閉搾り」製法で搾汁した、果汁
100％のストレートジュースです。

250g×4袋入り
消費期限：冷蔵で1か月
事業者：ヤマモト食品（株）

●ほたて塩焼き45g×2袋／●ほたてのしぐれ
煮45g×2袋／●ほたて一夜干し45g×2袋
消費期限：常温で6か月
事業者：（株）木戸食品

1個28g×12個入り
消費期限：常温で120日
事業者：（株）富士清ほりうち

３kg入り
事業者：（株）ヤマダイ

１リットル×６本入り
保存可能期間：常温で１年
事業者：ＪＡアオレン

ねぶた競演いちご煮 ２缶
青森県産にんにく

（福
ふく

地
ち

ホワイト六
ろっ

片
ぺん

種
しゅ

）
田
たっ

子
こ

豚味噌漬けセット 青森県産スチューベンぶどう
（生）２kg 十

じゅう

三
さん

湖
こ

のしじみ満喫セット 十
と

和
わ

田
だ

焼き小籠包

A－06  寄附額10,000円以上　 三八 A－07  寄附額10,000円以上　 A－08  寄附額10,000円以上　 三八 A－09  寄附額10,000円以上　 西北 A－10  寄附額10,000円以上　 A－11  寄附額10,000円以上　 上北

ウニとアワビを使用した潮汁「い
ちご煮」は、八

はちのへ

戸地方に古くから伝
わる代表的な磯料理です。
魚介類の豊富な八戸地方の中でも
晴れの膳の一番のご馳走であり、
現在も広く愛され続けています。

青森県で栽培されているブランドに
んにく「福地ホワイト六片種」は、
大玉で１片が大きく、雪のような白
さと品質の良さが自慢です。青森の
厳しい寒さの中で育ったにんにく
は、辛さが少なく甘みがあるのが
特長です。

安全な飼料を使用し徹底した健康
管理のもとで飼育された「田子豚」
は、ジューシーでやわらか、食感
が良く、肉色もきれいなのが特長
です。そのモモ肉とロースを、たっ
こにんにくを混ぜ合わせた長期発
酵無添加味噌に漬け込みました。

完熟の状態で収穫した紫紅黒色の
スチューベンは、酸味が少なく濃
厚な甘みが特長です。太陽の光を
たっぷり浴びて育つので、ポリフェ
ノールを多く含んでいます。

十三湖大和しじみを100％使用し
た「レトルトしじみ」と、十三湖
大和しじみの旨みを引き立たせた
濃厚でさっぱりとした塩ラーメン

「しじみラーメン」の詰め合わせです。

十和田ガーリックポーク、十和田産
米粉、青森シャモロックなど、地元
の食材を豊富に使用した商品です。
生タイプはフライパンで焼くだけ、
焼きタイプはレンジで温めるだけ
の簡単調理で、本格点心が堪能で
きます。

●田子豚ロース味噌漬（たっこにんにく使用）
100g×2枚／●田子豚味噌漬（たっこにん
にく使用）250g×2パック
消費期限：冷凍で180日
事業者：（株）肉の博明

●十三湖産レトルトしじみ貝 中粒180g×2
パック／●十三湖しじみラーメン1食入り×2
パック
消費期限：常温で６か月
事業者：（株）トーサム

●十和田焼き小籠包　生タイプ８個入り×２パック
●十和田焼き小籠包　焼き済みタイプ６個入り×１
パック
保存可能期間：冷凍で３か月
事業者：点心工房

415g×２缶
消費期限：常温で３年
事業者：（株）味の加久の屋

大サイズ5玉前後入り
事業者：（有）柏崎青果

２kg入り
事業者：（有）津軽ぶどう村

ながいも　３本 フデばあさんの
親孝行黒にんにく（不揃い）

海峡サーモン特選切身
８切セット 斗

となみがおか

南丘ヨーグルトセット ひがしどおり十割そばセット 大切な人に贈りたい
「できるだし」ギフトセット

A－12  寄附額10,000円以上　 上北 A－13  寄附額10,000円以上　 A－14  寄附額10,000円以上　 下北 A－15  寄附額10,000円以上　 下北 A－16  寄附額10,000円以上　 下北 A－17  寄附額10,000円以上　 県全域

全国有数の出荷量を誇る青森県の
ながいもは、良質で粘りが強くア
クがないのが特長です。
一般に流通している中で最大級の
２Lサイズかつ最上位のA品をお届
けします。

青森県産にんにくを、独自製法によ
りじっくりと熟成させた黒にんに
く。時間をかけて熟成させることで
特有の臭いが弱まり、甘くてフルー
ティ、味わい豊かな黒にんにくに生
まれ変わっています。皮をむいてそ
のままお召し上がりいただけます。

津軽海峡の荒波にもまれて育った
「海峡サーモン」は、上質な脂の旨
みと身の締まりが特長です。
扱いやすい個包装の切身で、４種
類の味を手軽にお楽しみいただけ
ます。 

その日しぼった新鮮な牛乳からでき
る自然の味のヨーグルト「のむヨー
グルト」と、青森県発の潤い成分
プロテオグリカンを配合した「+PG 
のむヨーグルト」の詰め合わせです。
香料・酸味料・安定剤を使用して
いないため、どなたでも安心して
お召し上がりいただけます。

東
ひがしどおりむら

通村で収穫される良質な麦そば
「キタワセ」を使用した“ひがしどお
り十割そば”。つなぎを一切使用せ
ず、そば粉のみで作られています。
風味をいかすため、石臼製法で丁寧
に粉挽きしており、太めの食感でそ
ば本来の香りが十分にお楽しみい
ただけます。

青森県の豊富な農林水産物を活用
しただし商品「できるだし」は、手
軽にだし活を実践できるだし商品と
して、青森県民に愛用されています。

「大切な人に贈りたい『できるだし』」
シリーズの３商品を専用ボックスに
詰め合わせた商品です。
●焼き干しと昆布のだし／●大間産焼きまぐろ使
用あおもりのだし焙煎仕立て／●青森県産黒ごぼ
う入り野菜スープストック／各1点
消費期限：常温で150日
販売事業者：久保田丸大（株）／（有）静岡屋／（有）柏崎青果
発送事業者：丸大堀内（株）

A2L規格３本入り
事業者：ＪＡゆうき青森

190g×２袋入り
消費期限：常温で１年
事業者：（有）柏崎青果

●西京味噌漬、吟醸粕漬、塩麹漬各100g×2切
●甘塩味80g×2切
保存可能期間：冷凍で90日
事業者：（株）北彩屋

●のむヨーグルト900ml×2本
●+PGのむヨーグルト100ml×7本
保存可能期間：冷蔵で2週間
事業者：（有）斗南丘牧場

●そば乾麺「ひがしどおり十割そば」200g（2
人前）×3 袋／●そばつゆ60g（1人前）×6袋
消費期限：常温で180日
事業者：一般社団法人東通村産業振興公社

ほたての正直＆玉雫セット

B－01  寄附額20,000円以上　 東青

やわらかさと甘さが特長の陸
む

奥
つ

湾
わん

産ほたてを、とれたての味を知る
漁師が徹底して鮮度にこだわって
お届けする商品。
旬のほたてをすばやくボイルした

「ほたての正直」と、厳選した生貝
柱を急速冷凍した「玉雫」のセッ
トです。

●ほたての正直　400g ／●玉雫　300g
消費期限：冷凍で18か月
事業者：（株）山神

黒にんにくボトル 風
かざ

間
ま

浦
うら

 鮟
あん

鱇
こう

鍋セット（４人前）

B－05  寄附額20,000円以上　 上北 B－06  寄附額20,000円以上　 下北

青森県産にんにくを、独自製法に
よりじっくりと熟成させた黒にん
にく。時間をかけて熟成させるこ
とで特有の臭いが弱まり、甘くて
フルーティ、味わい豊かな黒にん
にくに生まれ変わっています。
たっぷり大容量で、保管に便利な
ボトル入りの商品です。

あんこうとしては初の地域団体商
標に登録された風間浦鮟鱇は、漁
場が近いため生きたまま水揚げさ
れることが特長です。
風間浦独特の漁法により、活〆し
たあんこうを急速冷凍で鮮度を逃
さず加工しました。

760g入り
保存可能期間：常温で1年
事業者：（有）柏崎青果

●あんこうの身、あら、皮300g×２／●あ
んこうの肝30g×２／●醤油たれ300cc×２
消費期限：冷凍で30日
事業者：（株）駒嶺商店

陸
む

奥
つ

八
はっ

仙
せん

（特別純米）＆陸奥男山
（超辛口純米）セット

大吟 神の座（大吟醸）

B－10  寄附額20,000円以上　 三八 B－11  寄附額20,000円以上　 西北

フルーティータイプでどんな料理
にも合わせやすい「陸奥八仙」と、
非常にキレがありスッキリとした
味わいが特徴的な超辛口の「陸奥
男山」を飲み比べられる２本セッ
トです。

「大吟　神の座」は、世界自然遺産
白
しらかみ

神山
さん

地
ち

の麓に位置する鰺
あじ

ヶ
が

沢
さわ

町
まち

の、萬延元年（1860年）創業の老
舗酒蔵が醸す地酒です。
華やかに香り、まろやかで品良く
すっきりとしたキレのある味わい
が楽しめます。

●陸奥八仙特別純米　720ml×1本
●陸奥男山超辛口純米　720ml×1本
事業者：八戸酒造（株）

720ml×１本
事業者：尾崎酒造（株）

あおもりふるさと寄附金
お礼の品

青森県外にお住まいの方には、寄附額に応じた

お礼の品をお送りいたします。

ご 注 意
●　ご入金を確認した翌月の発送となります。

●　 1 回の寄附につき1 品のみお選びください。

●　県産品の返品／寄附者本人以外への発送／

　配達日の指定／長期不在等によりお受け取り

　 できない場合の再発送はお受けできません。

西北

上北

上北

期間限定 ８月～11月は発送休止

期間限定 ４月～７月は発送休止

期間限定 ２月～９月は発送休止



嶽
だけ

きみスイーツセット りんごジュース「希望の雫」
280ml×24本

青森シャモロック
和の焼き肉セット

B－02  寄附額20,000円以上　 中南 B－03  寄附額20,000円以上　 中南 B－04  寄附額20,000円以上　 三八

岩木山麓の嶽地区で栽培・収穫さ
れた「嶽きみ」は、高い糖度が特
長のブランドとうもろこしです。
嶽きみを粉末にして生地に一緒に
練り込んだロールケーキ、ショー
トケーキ、嶽きみの深い甘さが口
いっぱいに広がるプリン、濃厚な
味わいのアイスのセットです。

ふじ、王林、ジョナゴールドなど
の青森県の主力品種をブレンド。
酸化防止剤（ビタミンC）を使わず
にコクと香りを引出す「密閉搾り」
製法で搾汁した果汁100％のスト
レートジュースです。
飲み切りやすい280mlのペットボ
トル入り。

青森県産地鶏「青森シャモロック」
の３種の部位を、それぞれ異なる
味付けでしっとりやわらかく仕上
げました。
もも肉は醤油麹、むね肉は塩麹、
ささみは西京漬けとなっています。

●嶽きみロールケーキ×1個／●嶽きみショートケーキ
×5 個／●嶽きみプリン×3 個／●嶽きみアイス×3 個
保存可能期間：冷凍で３か月
事業者：農業生産法人有限会社ANEKKO

280ml×24本入り
保存可能期間：常温で１年
事業者：ＪＡアオレン

●もも肉　200g入り×2パック／●むね肉　200g
入り×2パック／●ささみ　200g入り×1パック
消費期限：90日
事業者：（株）グローバルフィールド

甘塩うにセット じょっぱり
青森県酒造好適米セット

タムラシードル
SEC&BRUTギフトセット

B－07  寄附額20,000円以上　 下北 B－08  寄附額20,000円以上　 中南 B－09  寄附額20,000円以上　 中南

津軽海峡で水揚げされた「キタム
ラサキウニ」を、アルコール・保
存料などの添加物は一切使用せず、
塩のみで加工しました。
苦みが少なく、うに本来の甘みを
感じることができる高級珍味です。

じょっぱりとは、津軽弁で「意地っ
張り」「頑固者」を意味する言葉。
その由来は、淡麗辛口というじょっ
ぱりの味わいそのものにあります。
青森県産の酒造好適米「華想い」
を使用した「純米大吟醸酒　じょっ
ぱり華想い」と、「じょっぱり」の
地酒２本セットです。

りんごの名産地弘
ひろさき

前から、自社農園・
タムラファームの完熟りんごを100％
使用したスパークリングアップルワイ
ンをお届けします。
上品で爽やかな酸味と奥ゆかしい甘さ
のバランスが良いSEC（やや甘口）と、
さっぱりとした飲み口で料理に合わせ
やすいBRUT（辛口）の2本セットです。

60g×3本（化粧箱入り）
消費期限：冷凍で1年
事業者：佐井村漁業協同組合

●じょっぱり華想い　720ml×１本
●じょっぱり　720ml×１本
事業者：六花酒造（株）

●SEC（セック）750ml×1本
●BRUT（ブリュット）750ml×1本
事業者：タムラファーム（株）

王
おう

松
しょう

（大吟醸純米酒） 北
きた

勇
いさみ

至
し

情
じょう

（純米吟醸）＆
北勇 至

し

華
か

（大吟醸）セット
青森地酒の散歩道

B－12  寄附額20,000円以上　 上北 B－13  寄附額20,000円以上　 下北 B－14  寄附額20,000円以上　 県全域

厳選された酒造好適米山田錦を
35％まで磨き、丹精込めて醸した
大吟醸純米酒です。
金布の敷かれた桐箱に入れてお届
けします。

本州最北の下北半島唯一の醸造場、
関
せき

乃
の

井
い

酒造が造った「北勇 至情」
と「北勇 至華」の２本セットです。
純米吟醸原酒「北勇 至情」は下北産
の酒造好適米「吟

ぎん

烏
え

帽
ぼ

子
し

」を、大吟
醸酒「北勇 至華」は、青森県産の酒
造好適米「華想い」と青森県酵母「ま
ほろば華酵母」を使用しています。

青森県を代表する酒蔵５社の地酒
を飲み比べられる日本酒５本セッ
トです。
青森の厳しい風土から育まれた個
性あふれる頑固な地酒の味を楽し
めます。

●尾崎酒造　安東水軍／●鳩正宗　十和田湖ほ
まれ／●桃川　火祭りねぶた生貯蔵酒／●駒泉
　雪中八甲田／●六花酒造　山廃だるまラベル
生貯蔵酒じょっぱり／各300ml×１本
事業者：丸大堀内（株）

720ml×１本
事業者：桃川（株）

●北勇　至情　720ml×１本
●北勇　至華　720ml×１本
事業者：（有）関乃井酒造

ひとくち筋子一夜漬け、マヨネーズ仕込
みホタテ貝柱、ひとくち筋子南蛮漬け 青森のほたてセット りんご10kg（サンふじ贈答用） 八

はちのへ

戸サバ尽くしセット（７品） 田
たっ

子
こ

牛リブロースステーキ

C－01  寄附額30,000円以上　 東青 C－02  寄附額30,000円以上　 東青 C－03  寄附額30,000円以上　 中南 C－04  寄附額30,000円以上　 三八 C－05  寄附額30,000円以上　 三八

独自の調味液に漬けこんだ上質な
味わいの「ひとくち筋子一夜漬け」、
唐辛子と本みりんでピリ辛に仕上げ
た「ひとくち筋子南蛮漬け」の２種
類の筋子と、クリーミーなソースで
贅沢に和えた「マヨネーズ仕込みホ
タテ貝柱」の詰め合わせです。

旬のほたてをすばやくボイルした
「ほたての正直」、厳選した生貝柱
を急速冷凍した「玉雫」、他の食材
を使わずほたてだけを具材にした
炊き込みご飯の素、ボイルほたて
に生パン粉を丁寧に手付けしたほ
たてフライの４品を詰め合わせた、
青森のほたてづくしのセットです。

青森県を代表する「りんご」（サン
ふじ）を、平

ひらかわ

川市
し

の貯蔵設備と光
センサー技術にて、厳選してお届
けします。

本州最北端の漁場から水揚げされ
たブランドさば「八戸前

まえおき

沖さば」は、
脂がたっぷりのっているのが特長で
す。しめさばや漬け丼、スモークス
ライス、棒寿司など７種類の調理法
でご賞味ください。

「田子牛」（黒毛和種）は、奥
お う う

羽山脈
の湧き水と厳しい自然の中で、安
全な飼料と徹底した健康管理のも
とで大切に育てられた青森県内有
数のブランド牛です。
そのおいしさを存分に楽しめるス
テーキ用のリブロース肉です。

●切れてるしめさば／●切れてる炙り焼しめ
さば／●八戸銀サバトロづけ丼／●鯖の冷燻
／●鯖のスモークスライス／●八戸鯖の棒寿
司／●八戸鯖の浜焼き棒寿司／各１点
保存可能期間：冷凍で90日
事業者：（株）ディメール

●ひとくち筋子一夜漬け　大ビン220g
●マヨネーズ仕込みホタテ貝柱　小ビン110g
●ひとくち筋子南蛮漬け　大ビン220g
消費期限：冷蔵で２週間
事業者：（株）オカムラ食品ポート事業部

●玉雫300g／●ほたての正直400g／●ほたて飯の
素2合用200g／●漁師のほたてフライ20粒、400g
保存可能期間：冷凍で12か月
事業者：（株）山神

10kg入り
事業者：（株）ヤマダイ

200g×２枚
消費期限：冷凍で30日
事業者：（株）肉の博明

青森県産天然本マグロ 小
お

川
が わ ら

原湖
こ

（宝
たから

湖
ぬま

）からの贈りもの 下
しもきた

北海産物セット あおもりＰＧ（プロテオグリカン）
美容・健康セット 青森県産米「青天の霹

へき

靂
れき

」10kg

C－06  寄附額30,000円以上　 西北 C－07  寄附額30,000円以上　 上北 C－08  寄附額30,000円以上　 下北 C－09  寄附額30,000円以上　 県全域 C－10  寄附額30,000円以上　 県全域

ほどよい脂ののり加減で味の良さ
に定評がある、青森県産の天然本
マグロの大トロと赤身です。

東北町にある小川原湖は、漁獲量が豊
富で、地元では宝湖といわれています。
小川原湖産モクズガニを使用した「ガ
ニ汁」や大和しじみとウニを贅沢に使
用した「しじみいちご煮」など、小川原
湖の幸をまるごと堪能いただけます。

いか、ほたて、わかめ、昆布、海
峡サーモンなど、本州最北に位置
する下北半島の代表的な逸品を集
めたセットです。

プロテオグリカンは、コラーゲンやヒアル
ロン酸とともに体内に存在する「第三の
美容健康成分」として注目されています。
青森県内の産学官の連携により、量産
化に世界で初めて成功した「あおもり
PG（プロテオグリカン）」を使用した
製品の4点セットです。

青森県産米で初めて「特A」評価を取
得した「青天の霹靂」は、ほどよいツ
ヤとやわらかな白さがあり、粒がや
や大きめのしっかりしたお米です。
粘りとキレのバランスがよく、上品
な甘みの残る味わいで、食べごたえ
があるのに重すぎない、さっぱりと
した美味しさです。

●岩屋名産のしいか／●青森県産いかめし（2
尾）／●ソフト焼ほたて／●天然（カット）
わかめ／●干ふのりととろろ昆布のお味噌汁
／●下北ジオ昆布三昧／●ほたてしらゆき／
●みそ貝焼きの素／●海峡サーモン水煮／●
海峡サーモン熟成ほぐし身／各１点（海峡サー
モン水煮のみ２点）
事業者：公益社団法人下北物産協会

●ガニ汁／●ガニ汁ごはんの素／●しじみいち
ご煮／●大和しじみ真空パック／●しじみがお
いしいしじみ汁／●わかさぎの佃煮／●しらう
おの佃煮／●わかさぎカラット
保存可能期間：常温で30日
事業者：（株）おがわら湖

●フェイシャルマスク　５枚セット／●りんご
えん６個セット（ざくざく・すりすり各３個）
／●ドルチェようかんワイキューブ１箱／
●リーバーペリーラ１本
事業者：（株）ブライトムーン

●赤身200g ／●大トロ200g
保存可能期間：冷凍で７日
事業者：（株）あおもり海山

５kg×２袋
保存可能期間：常温で３か月
事業者：ＪＡ全農あおもり

津
つ

軽
がる

塗
ぬり

（津軽唐
から

塗
ぬり

 汁椀
梨地彩色 黄色仕上げ）

ブナコダストボックス
（キャラメルブラウン） 津

つ

軽
がる

金
かな

山
やま

焼
やき

 食器セット 南
なん

部
ぶ

裂
さき

織
おり

（クッションカバー） ひば製お風呂セット

C－11  寄附額30,000円以上　 中南 C－12  寄附額30,000円以上　 中南 C－13  寄附額30,000円以上　 西北 C－14  寄附額30,000円以上　 上北 C－15  寄附額30,000円以上　 下北

弘前市を中心に制作される伝統の
漆塗り「津軽塗」。幾重にも塗り重
ねた漆から出る独特の模様が特徴
で、国の重要無形文化財にも指定
されています。他では使用しない
希少な色、幸運を呼ぶ黄色で仕上
げた汁椀は、様々な場面でご利用
いただけます。

BUNACO（ブナコ）は、青森県のブ
ナの木を有効利用するために開発
された木工品です。1mmにスライ
スしたブナの薄板を細長いテープ
状にカットし巻き重ね、道具を使っ
て押し出して成型する独自の製法
により、独特のフォルムを生み出
しています。

地元「金山」の大溜池の底に堆積して
いた良質の粘土を使用して作られる

「津軽金山焼」。釉薬を一切使わず、
高温でじっくりと焼き上げて固める
手法により、深みのある独特の風合
いが生まれます。一つひとつ手作り
された食器４点セットです。

南部裂織は、衣料が貴重だった江戸時
代に物を大切にする女性たちの知恵
から生まれた機織りの一技法で、十和
田市の伝統工芸品です。着られなく
なった着物などをほどいて、故郷に伝
わる地

じばた

機という昔ながらの手織り機
で織り上げています。丈夫で暖かく、
カラフルな色合いが特徴です。

青森県の木である「ひば」を使った
風呂いす、入浴剤、湯玉のお風呂
セットです。青森ひばは高い抗菌
性を持ち、カビや雑菌を寄せ付けま
せん。水にも強く腐りにくいのも特
徴で、浴室内ではひばの香りをお楽
しみいただけます。

●変形皿：横約23cm×縦約13cm／●飯茶
碗：直径約13cm、高さ約5.5cm／●小丼：
直径約15cm、高さ約7cm／●ろくろ目ロン
グフリーカップ：直径約9cm、高さ約12cm
事業者：（株）津軽金山焼

直径約12cｍ、高さ約7cm
1個
事業者：（有）津軽工芸舎

size：205×205×H240mm
本体重量：270g ／素材：天然木（ブナ材）
／天然木突板貼りMDF ／ウレタン塗装仕上げ
事業者：ブナコ（株）

45cm×45cm
中袋クッション付き、ファスナー付き
事業者：南部裂織保存会

●風呂いす180×300mm、高さ230mm／●入
浴剤35g×３個入り／●湯玉33mm角　９個入り
事業者：（有）村口産業

期間限定 ８月～11月は発送休止


