★玖珠町の人気ナンバーワン返礼品の炭酸水、天然水です！
◎必要寄附額：１３，０００円
①森の炭酸水 500ml×48本

②森の天然水 500ml×48本

写真

玖珠町の森が生んだ天炭酸水（強炭酸水）
ラベルは「ななつ星」でおなじみの水戸岡鋭治氏がデザインした道の駅
童話の里くすオリジナル

玖珠町の森が生んだ天然水でケイ素を多く含んでいることが特徴。
ラベルは「ななつ星」でおなじみの水戸岡鋭治氏がデザインした道の駅
童話の里くすオリジナル

一般社団法人くすみち

一般社団法人くすみち

TEL：0973-72-5535

炭酸水500ml×2ケース（1ケース24本入り）

TEL：0973-72-5535

天然水500ml×2ケース（1ケース24本入り）

③森の炭酸水・天然水セット（各24本）

写真

玖珠町の森が生んだ炭酸水（強炭酸水）と天然水（ケイ素水）セットで
す。
ラベルは「ななつ星」でおなじみの水戸岡鋭治氏がデザインした道の駅
童話の里くすオリジナル

一般社団法人くすみち

TEL：0973-72-5535

炭酸水500ml×1ケース（1ケース24本入り）
天然水500ml×1ケース（1ケース24本入り）

◎必要寄附額：７，０００円
④森の炭酸水500ml×24本

⑤森の天然水500ml×24本

玖珠町の森が生んだ天炭酸水（強炭酸水）
ラベルは「ななつ星」でおなじみの水戸岡鋭治氏がデザインした道の駅
童話の里くすオリジナル

玖珠町の森が生んだ天然水でケイ素を多く含んでいることが特徴。
ラベルは「ななつ星」でおなじみの水戸岡鋭治氏がデザインした道の駅
童話の里くすオリジナル

一般社団法人くすみち

一般社団法人くすみち

TEL：0973-72-5535

炭酸水500ml×1ケース（1ケース24本入り）

TEL：0973-72-5535

天然水500ml×1ケース（1ケース24本入り）

◎Aコース必要寄附額：１０，０００円
A-1 おおいた豊後牛黒毛和種 肩ロース320g
しゃぶしゃぶ用

A-2 おおいた豊後牛黒毛和種 肩ロース320g
すき焼き用

写真

写真

自然豊かな大分県西部の山麓で長年育てられた黒毛和種「おおいた
豊後牛」の肉質は、きめ細かな脂の霜降りが特徴で、柔らかく甘くてま
ろやかな味が自慢のお肉です。これまでに「天皇賞」「農林水産大臣
賞」「内閣総理大臣賞」等を受賞しました。

自然豊かな大分県西部の山麓で長年育てられた黒毛和種「おおいた
豊後牛」の肉質は、きめ細かな脂の霜降りが特徴で、柔らかく甘くてま
ろやかな味が自慢のお肉です。これまでに「天皇賞」「農林水産大臣
賞」「内閣総理大臣賞」等を受賞しました。

㈱Ａコープ九州 くす店

㈱Ａコープ九州 くす店

TEL：0973-72-4228

TEL：0973-72-4228

肩ロース しゃぶしゃぶ用 約320g
発送：通年（ただし、8月及び12月を除く）

肩ロース すき焼き用 約320g
発送：通年（ただし、8月及び12月を除く）

A-3 おおいた豊後牛黒毛和種 肩ロース320g
焼肉用

A-11 自慢の玖珠米「ひとめぼれ」と
玖珠町の名水で作った炭酸水のセット

写真

写真

自然豊かな大分県西部の山麓で長年育てられた黒毛和種「おおいた
豊後牛」の肉質は、きめ細かな脂の霜降りが特徴で、柔らかく甘くてま
ろやかな味が自慢のお肉です。これまでに「天皇賞」「農林水産大臣
賞」「内閣総理大臣賞」等を受賞しました。

平成30年度産米が3年連続全国食味ランキングで最高の「特A」に輝き
ました。玖珠米「ひとめぼれ」は皇室大嘗祭の献上米に選ばれ、ＪＲ九
州の「ななつ星in九州」でも提供されているお米です。大分県玖珠町で
採水したナチュラルミネラルウォーターとのセットです。

㈱Ａコープ九州 くす店

JA玖珠九重 ㈱グリーンプラザ TEL：0973-72-6079

TEL：0973-72-4228

肩ロース 焼肉用 約320g
発送：通年（ただし、8月及び12月を除く。）

玖珠米ひとめぼれ（2㎏×1袋）
炭酸水 500ml×1ケース(24本）

A-30 自慢の玖珠米詰め合わせ

A-51 大分からあげ味楽の詰め合わせセット

写真

平成３０年度産が全国食味ランキングで最高の「特A」に輝き、皇室の
大嘗祭の献上米にも選ばれたお米です。JR九州の「ななつ星in九州」
でも採用されている玖珠米と、さらに最高ランクの“厳選吟味特選米”
のセットです。

味楽特製だれに付け込んだ味付け鶏モモ肉と、自宅で本場大分から
あげが楽しめるからあげの素、味楽オリジナル玖珠牛の肉味噌をセッ
トにしました。

JA玖珠九重 ㈱グリーンプラザ TEL：0973-72-6079

味楽

玖珠米ひとめぼれ（2㎏×1袋）
厳選吟味の特選玖珠米ひとめぼれ（2㎏×1袋）

味付・生からあげ（500g×2袋）、からあげの素（1本）
肉味噌(1個）

TEL：0973-72-6838

A-56 かいぞくかりんとうの詰め合わせ

A-57 原木乾しいたけの詰め合わせ（かわしま農園）

写真

製造から梱包までの工程すべてが手作業。職人のこだわり、愛情が詰
まったお菓子。国産の無添加素材を厳選し絶妙なバランスで配合して
おります。小さなお子様からご年配の方まで安心して食べられる、手づ
くり夢工房イチオシの商品です。

大分県玖珠町にある、生産から販売までを行う「かわしま農園」です。
大分県の乾しいたけ生産量は国内生産量の約半分を占め、全国一の
生産量です。また、全国干し椎茸品評会でも近年18年連続優勝するな
ど、まさに生産量・品質ともに国内有数を誇る大分県の代表的な特産物
です。

花林＆手づくり夢工房

かわしま農園

TEL：0973-72-4198

TEL：0973-72-1198

かりんとう（135ｇ×3袋）、かりんとう(ミニ70ｇ×3袋）
かりんとう(箱入1個)、ミニミニサイズ(3袋)

大分特産原木乾しいたけ (大葉) 80g×1袋、大分特産原木乾しいたけ
(中葉) 100g×2袋、大分特産原木乾しいたけ (小葉) 120g×1袋

A-58 梅木さん家のBLUE BERRY Jam

A-59 柚子こしょう十六匠と美味しいドレッシング

写真

大分県玖珠町万年山(はねやま)の山麓山浦地区、自然豊かなこの地で
農薬・除草剤を一切使わず育てたブルーベリーを使用した安心・安全な
ジャムです。 糖分を控え、ブルーベリー本来の甘味と酸味を楽しめま
す。
甘味を抑えているので賞味期限が90日と短いのですが、とってもおいし
いジャムです!!

梅ちゃん農園

TEL：0973-73-7899

天然の柚子の香りは最高!! 元気な唐辛子と合わせ塩で味付け!! シン
プルで重宝な調味料と梨のうまみがギューっとぎっしり詰まった梨ドレッ
シングソースセット!!

ほのぼのふぁーむ

TEL：0973-73-7124

ブルーベリージャム（350ｇ×２瓶）
ブルーベリージャム（125ｇ×１瓶）

柚子こしょう三色十六匠（35ｇ×3本）
梨ドレッシングソース（150ml×2本）

A-60 おおいた育ちの野菜いっぱいドレッシング
どれみふぁ

A-61 肉ぽんと梨マヨの粋なセット

おおいたの野菜に加え、トマトを、黒ニンニクを、ゴマをブレンドした特徴
ある4品。お好きなシーンでお召し上がりください。

さわやかな肉ぽんとマイルドな梨マヨ。
とっておきのお肉で美味しささがしをどうぞ。

ほのぼのふぁーむ

ほのぼのふぁーむ

TEL：0973-73-7124

梨ドレッシング、トマトドレッシング、黒ニンニクドレッシング、
ゴマドレッシング(1本150mlの4本セット）

TEL：0973-73-7124

肉ぽん（200ml×2本）、梨マヨ(200ml×1本）

A-64 おおいた育ちの野菜いっぱいトマトドレッシン
グソース

A-66 大分かぼすで作る 肉ぽん

自家栽培のシシリアンルージュだけを使ったぜいたくなトマトドレッシン
グソース!! たっぷりかけてもヘルシー!! くせのない和風チリソースのよ
うな味わい。カリッと焼いた厚揚げやとり肉にジューとかけて召し上が
れ～♪

地元でとれる新鮮なかぼす果汁で作る醤油ベースのポン酢。
生醤油に本みりん、鰹節、昆布で深い味を追求。お肉にピッタリのさわ
やかなポン酢です。

ほのぼのふぁーむ

ほのぼのふぁーむ

TEL：0973-73-7124

TEL：0973-73-7124

トマトドレッシングソース(150ml×4本）

肉ぽん(200ml×3本）

A-80 旬の味をお届けいたします！（梨5kg）

A-81 玖珠の木牟田産梨（5kg×1箱）

太陽の光をサンサンと受け真っ白な果肉・上品な甘さの梨です。
※時期により品種が変わります。

シャキシャキした食感で果汁たっぷりの甘くてみずみずしい玖珠産の
おいしい梨です。自慢の一品をご賞味あれ。

なかしま農園

森 益夫

TEL：0973-72-2238

TEL：0973-72-2251

あきづき(5㎏×1箱) または 新高(5kg×1箱）
期間限定：9月～10月 個数限定：先着50箱

豊水、あきづき、新高、新興のいずれか1箱（5kg×１箱）
期間限定：８月～１０月中旬 個数限定：５０個

A-82 大分産椎茸どんこ 120g

A-83 大分産椎茸こうしん 260g（65g×4袋）

日本一の生産量を誇る大分県で二年間の歳月をかけて原木栽培した
滋味溢れる本物の味。一晩冷蔵庫でじっくり水戻しした干し椎茸は、香
り・味がとても深く、和食・中華ともに椎茸本来のうまみをお楽しみいた
だけます。

日本一の生産量を誇る大分県で約二年間の歳月をかけて生まれた原
木しいたけは、滋味溢れる本物の味！
一晩冷蔵庫でじっくり水戻しした干し椎茸は、香り・味がとても深く、和
食・中華ともに椎茸本来の旨みをお楽しみいただけます。

松岡椎茸生産販売㈱

松岡椎茸生産販売㈱

乾燥椎茸120g

TEL：0973-78-8121

乾燥椎茸260g（65g×4袋）

TEL：0973-78-8121

A-84 大分産しいたけのお吸い物詰め合わせ

A-93 自慢の玖珠米「ひとめぼれ」5kg

日本一の生産量・確かな品質を誇る「大分県産の原木乾しいたけ」を
贅沢に使い、上品で旨味のあるフリーズドライのお吸物詰合せです。
二種類（あごだし椎茸お吸物・帆立だし椎茸お吸物）ともにお吸い物は
もちろん、お素麺をいれてにゅう麺や、和風パスタ、お雑炊、茶碗蒸し
のお出し等にも◎

平成30年度産が3年連続全国食味ランキングで最高の「特A」に輝きま
した。玖珠米「ひとめぼれ」は皇室の大嘗祭の献上米に選ばれ、ＪＲ九
州の「ななつ星in九州」でも提供されているお米です。ぜひ一度ご賞味
ください。

松岡椎茸生産販売㈱

JA玖珠九重 ㈱グリーンプラザ TEL：0973-72-6079

TEL：0973-78-8121

あごだし椎茸のお吸い物6.9g×6袋
帆立だし椎茸のお吸い物5.2g×6袋

玖珠米ひとめぼれ（5㎏×1袋）

A-95 自慢の玖珠米ひとめぼれ（厳選）と
まる麦もち麦セット

A-96 亀の井 純米酒セット（山廃純米酒 純米酒）

平成30年度産が3年連続全国食味ランキングで最高の「特A」に輝きました。玖珠
米「ひとめぼれ」は皇室の大嘗祭の献上米に選ばれました。その中からさらにJA
の食味計によって、厳選吟味された最高級“厳選吟味”は格別です。大麦を加工
して作った「まる麦もち麦」は食物繊維を多く含んでおり、お米に2～3割混ぜて炊
くともちもちした食感で食べやすい大麦として人気があります。セットでご用意しま
した。

山廃仕込み純米酒は、酸味と独特の巾のある旨味の強い純米酒で、
熱燗、ぬる燗で楽しめます。また、亀の井純米酒は爽やかでフルー
ティーな香りと米の旨味が軽い口当たりで楽しめます。すき焼、おでん
などとご一緒に！味が際立ちます。

JA玖珠九重 ㈱グリーンプラザ TEL：0973-72-6079

亀の井酒造合資会社

玖珠米ひとめぼれ厳選吟味（2㎏×1袋）
まる麦もち麦(330g×1袋)

山廃純米酒 720ml×１本、純米酒 720ml×１本

A-97 亀の井 山廃仕込み純米酒 1.800ml
小さな酒蔵の選択 旨味の追求

A-98 こだわり清酒、焼酎セット

山廃仕込みは旨味の強い濃い清酒ですが、製造法が難しく、長期の製
造期間となるため、簡易な製造方法に代わりました。しかし、山廃独特
の巾のある旨味の強い濃い清酒、昔の旨い清酒を追い求め、当社は
山廃仕込みを製造し続けることを選択しました。酒米は酒造好適米五
百万石を地元の農家と栽培し、万年山の伏流水で丁寧に仕込みまし

山廃仕込み純米酒は酸味と独特の巾のある旨味の強い濃い清酒で
す。熱燗、ぬる燗で楽しめます。また、麦焼酎切株伝説（きりかぶでん
せつ）は、華やかな香りと味が楽しめます。ロックやお湯割りでゆったり
と楽しめます。

亀の井酒造合資会社

亀の井酒造合資会社

TEL：0973-72-0206

山廃仕込み純米酒 1800ml×１本

TEL：0973-72-0206

TEL：0973-72-0206

亀の井 山廃仕込み純米酒 720ml×1本
麦焼酎 切株伝説 25度 720ml×1本

A-99 ふるさとからの贈り物セット

A-100 大分かぼすで作る肉ぽんセット

ファーマーズげんきさんとのコラボレーションで、安心して食べ
て頂ける商品を作りました。醤油糀は平成２７年おんせん県お
おいたおもてなし商品認定品です。食材は、ほとんど玖珠郡産
です。

お肉にぴったり!さわやかなポン酢です。
自家栽培の新鮮なかぼす使用。
梨すりおろし入りの自家栽培の唐辛子、柚子、生姜、玉ネギ、
ローリエ、トマトをふんだんに使った絶品ドレッシングをセットに
しました。

内屋 すみ子

ほのぼのふぁーむ

TEL：0973-72-6219

TEL：0973-73-7124

ファーマーズげんきのひとめぼれ米 1.5kg
季節のジャム 3種（限定品）、ピリッと辛い醤油糀
オリーブスプレット、柚子こしょう

肉ぽん 200ml×1本、 梨マヨ 200ml×1本
トマトドレッシングソース 150ml×1本

A-102 黒米＆黒米甘酒（ノンアル3本）

A-103 黒米＆食べる甘酒ワールド
（ノンアルコール）

天然の色素アントシアニンが豊富な黒米（玄米）は減農薬栽培
です。
その黒米で作った甘酒（ノンアルコール）は独特の色と風味と美
味しさが人気を呼んでいます。

天然の色素アントシアニンが豊富な黒米（玄米）は減農薬栽培
です。
その黒米で作った「くろあま」2種。同じく減農薬栽培のもち米で
作った「しろあま」。もち米玄米で作った「玄あま」。
食べる甘酒ワールドへようこそ！

童話の里くす・黒米研究会

童話の里くす・黒米研究会

TEL：080-5208-1196

TEL：080-5208-1196

黒米 100g×3袋
黒米甘酒 200g×3本

黒米 100ｇ×3袋、食べる黒米甘酒「くろあま」つぶつぶ 150ｇ×1瓶
食べる黒米甘酒「くろあま」とろとろ 150ｇ×1瓶
食べる白米甘酒「しろあま」 150g×1瓶
食べる玄米甘酒「玄あま」 150g×1瓶

A-104 豆乳石けんセット

A-105 玖珠町産もち麦250g入り袋×6個

大分県玖珠郡玖珠町山浦にある「平成の名水百選」に大分県下から
唯一選ばれた下園妙見様湧水を使用して作られている、万年元気とう
ふの豆乳を使い、豆乳石けんと豆乳ハンドミルクを作りました。
お肌にやさしい石けん・ハンドミルクです。

九州の大分県にある玖珠町は寒冷地で、九州でありながらとても寒い
土地です。その寒い気候風土で栽培された大分県玖珠町産もち麦で
す。厳しい気候の中で育てられた玖珠町産もち麦は特産品であるお米
同様、甘みや風味があると褒められます。
ぜひ玖珠町で育ったもち麦を味わってください。

一般社団法人くすみち

(有)東華

TEL：0973-72-5535

豆乳石けん1個、豆乳ハンドミルク1個
ひとめぼれ石けん1個

TEL：0973-72-3947

玖珠町産もち麦250g入り袋×6個

A-106 自慢の玖珠米「ひとめぼれ」２ｋｇと玖珠米
玄米２ｋｇセット

A-112 玖珠町産乾しいたけ（粉末タイプ）

自慢の玖珠米「ひとめぼれ」は大分県玖珠町の「美しい水」、盆地特有
の「寒暖の差」、「肥沃な赤土」の土壌で育まれ、農薬を半分に抑えた
「特別栽培米」です。皇室大嘗祭の献上米に選ばれ、28・29・30年産が
3年連続全国食味ランキングで最高の「特A」に輝きました。
玖珠米「ひとめぼれ」2ｋｇと玄米２ｋｇをセットにしました。

大分県玖珠町で栽培されたしいたけを乾燥、粉末にしました。化学調
味料などは一切使用しておらず、乾しいたけ100パーセントの粉末で
す。戻し時間ゼロ秒ですのでお料理にすぐ使えます。味噌汁、煮物、ハ
ンバーグ、茶碗蒸しなどにお使いいただくとしいたけの旨味が爆発しま
す。バニラアイスクリームにかけて食べると・・・しいたけのグアニル酸
がアイスクリームの旨味成分をアップさせ、高級な味わいになります。

JA玖珠九重 ㈱グリーンプラザ TEL：0973-72-6079

あべファーム TEL：0973-72-1728

玖珠米ひとめぼれ白米（2㎏×1袋）
玖珠米ひとめぼれ玄米（2㎏×1袋）

乾しいたけの粉末100g×3袋

A-113 玖珠町産乾しいたけ＆しいたけ粉末

A-114 童話の里玖珠町ものがたり＆豊後森機関庫
ものがたりセットA

大分県玖珠町栽培の乾しいたけです。肉厚で濃厚なだしの味をお楽し
みください。乾ししいたけの粉末とセットにしました。この粉末は化学調
味料などは一切使用しておらず、乾しいたけ100パーセントです。戻し
時間ゼロ秒ですのでお料理にすぐ使えます。味噌汁、煮物、ハンバー
グ、茶碗蒸しなどにお使いいただくと、しいたけの旨味が爆発します。

甘さ控えめのおいしい米粉クッキー「童話の里玖珠町ものがたり」と、
ココアクッキー「豊後森機関庫ものがたり」をセットにした商品です。
玖珠町の魅力を楽しめるパッケージと個包装の仕様になっています。
ぜひ、ご賞味いただき、目でもお楽しみください。

あべファーム TEL：0973-72-1728

社会福祉法人 暁雲福祉会 ウインド：097-524-2424

乾しいたけ160ｇ、乾しいたけの粉末100g×1袋

童話の里玖珠町ものがたり（米粉クッキー120g）×2箱
豊後森機関庫ものがたり（ココアクッキー120g）×1箱

A-115 童話の里玖珠町ものがたり＆豊後森機関庫
ものがたりセットB

A-116 玖珠町産きくらげピクルス&乾燥きくらげの
セット

甘さ控えめのおいしい米粉クッキー「童話の里玖珠町ものがたり」と、
ココアクッキー「豊後森機関庫ものがたり」をセットにした商品です。
玖珠町の魅力を楽しめるパッケージと個包装の仕様になっています。
ぜひ、ご賞味いただき、目でもお楽しみください。

国内で流通するきくらげの9割近くが外国産となっている中、希少な国
産で、しかも大分県玖珠町で栽培した安全・安心なきくらげです。
「柔ーやわらー」というブランドで製造販売しております。
耳たぶのような柔らかさと肉厚プリプリの食感はクセになります。きくら
げのピクルスはおかずにもおつまみにも！

社会福祉法人 暁雲福祉会 ウインド：097-524-2424

キュウエイファーム㈱ ：0973-72-0487

童話の里玖珠町ものがたり（米粉クッキー120g）×1箱
豊後森機関庫ものがたり（ココアクッキー120g）×2箱

きくらげピクルス80ｇ×3瓶、乾燥きくらげ30g×1袋
乾燥きくらげ15g×1袋

◎Bコース必要寄附額： ２０，０００円
B-33 自慢の玖珠米ひとめぼれと
つぶらなカボスセット

B-41 原さんちのお米 (ひとめぼれ白米)

写真

写真

平成30年度産が3年連続全国食味ランキングで最高の「特A」に輝きま
した。玖珠米「ひとめぼれ」は皇室の大嘗祭の献上米に選ばれ、ＪＲ九
州の「ななつ星in九州」でも提供されているお米です。大分県玖珠町の
「美しい水」、盆地特有の「寒暖の差」、「肥沃な赤土」の土壌で育まれ、
農薬を半分に抑えた「特別栽培米」です。大分県特産のカボスを使用し
た、飲みやすく爽やかな味が大人気のつぶらなカボスをセットにしまし
た。

原農園の特徴は「美しさの追求と体に良い」お米を作るという信念で常
に進化しています。長年完熟堆肥を施し続けて地力を作り、2014年か
ら「アートテン農法」、2015年より「抗酸化農法」に取り組みました。さら
に、「有効微生物農法」として生育期に光合成微生物の流し込みや葉
面散布を行います。元肥含め化学肥料は一切使わず、有機質肥料の
みの特別栽培米です。

JA玖珠九重 ㈱グリーンプラザ TEL：0973-72-6079

原農園

玖珠米ひとめぼれ（5㎏）×1袋
つぶらなカボス（190g /30缶入り）×1箱

ひとめぼれ 5㎏

B-42 原さんちのお米（ヒノヒカリ白米）

B-50 玖珠町の木牟田産梨（10kg）

TEL：0973-72-2776

写真

写真

原農園の特徴は「美しさの追求と体に良い」お米を作るという信念で常
に進化しています。長年完熟堆肥を施し続けて地力を作り、2014年か
ら「アートテン農法」、2015年より「抗酸化農法」に取り組みました。さら
に、「有効微生物農法」として生育期に光合成微生物の流し込みや葉
面散布を行います。化学肥料は一切使わず、有機質肥料のみの特別
栽培米です。

シャキシャキした食感で果汁たっぷりの甘くてみずみずし
い
玖珠産のおいしい梨です。自慢の一品をご賞味あれ。

原農園

森 益夫

TEL：0973-72-2776

TEL：0973-72-2251

ヒノヒカリ （5㎏×1袋）

豊水、あきづき、新高、新興のいずれか（１０kg）
期間限定：８月～１０月中旬 個数限定：２０個

B-51旬の味をお届けいたします！梨（B）（10kg）

B-97 原さんちのお米（にこまる白米）

太陽の光をサンサンと受け真っ白な果肉・上品な甘さの梨です。
※時期により品種が変わります。

原農園の特徴は「美しさの追求と体に良い」お米を作るという信念で常
に進化しています。長年完熟堆肥を施し続けて地力を作り、2014年か
ら「アートテン農法」、2015年より「抗酸化農法」に取り組みました。さら
に、「有効微生物農法」として生育期に光合成微生物の流し込みや葉
面散布を行います。化学肥料は一切使わず、有機質肥料のみの特別
栽培米です。

なかしま農園

原農園

TEL：0973-72-2238

あきづき（10Kg）または新高（10Kg）
期間限定：9月～10月中旬
個数限定：先着30箱
※なお、品種の指定はできません。

TEL：0973-72-2776

にこまる(白米)（5㎏×1袋）

B-98 原さんちの玄米（ひとめぼれ玄米）

B-99 原さんちの玄米（ヒノヒカリ玄米）

写真

写真

原農園の特徴は「美しさの追求と体に良い」お米を作るという信念で常
に進化しています。長年完熟堆肥を施し続けて地力を作り、2014年から
「アートテン農法」、2015年より「抗酸化農法」に取り組みました。さらに、
「有効微生物農法」として生育期に光合成微生物の流し込みや葉面散
布を行います。化学肥料は一切使わず、有機質肥料のみの特別栽培
米です。

原農園の特徴は「美しさの追求と体に良い」お米を作るという信念で常
に進化しています。長年完熟堆肥を施し続けて地力を作り、2014年から
「アートテン農法」、2015年より「抗酸化農法」に取り組みました。さらに、
「有効微生物農法」として生育期に光合成微生物の流し込みや葉面散
布を行います。化学肥料は一切使わず、有機質肥料のみの特別栽培
米です。

原農園

原農園

TEL：0973-72-2776

TEL：0973-72-2776

ひとめぼれ(玄米)（5㎏×1袋）

ヒノヒカリ(玄米)（5㎏×1袋）

B-100 原さんちの玄米（にこまる）

B-103 ようこそ！黒米甘酒ワールドへ

写真

原農園の特徴は「美しさの追求と体に良い」お米を作るという信念で常
に進化しています。長年完熟堆肥を施し続けて地力を作り、2014年から
「アートテン農法」、2015年より「抗酸化農法」に取り組みました。さらに、
「有効微生物農法」として生育期に光合成微生物の流し込みや葉面散
布を行います。化学肥料は一切使わず、有機質肥料のみの特別栽培
米です。

原農園

TEL：0973-72-2776

食物繊維とアントシアニンの宝庫、黒米（玄米）で作った甘酒製品は
ノンアルコールです。
ドリンクタイプの甘酒、食べるタイプの甘酒、そして甘酒ドレッシング。
黒米甘酒ワールドをお楽しみください。

童話の里くす・黒米研究会

TEL：080-5208-1196

にこまる(玄米)（５㎏×１袋）

黒米甘酒 200g×2本
甘酒ドレッシングソース 200g×2本
食べる黒米甘酒「くろあま」つぶつぶ 150g×2瓶
食べる黒米甘酒「くどあま」とろとろ 150g×1瓶

B-104 黒米＆黒米甘酒（ノンアル５本）

B-105 黒米＆黒米甘酒ドレッシング５本

写真

写真

農薬栽培の黒米（玄米）は、食物繊維とアントシアニンの宝庫。
その黒米で作った甘酒（ノンアルコール）は独特の風味と美味
しさ、美しい色が人気を呼んでいます。

減農薬栽培の黒米（玄米）は、食物繊維とアントシアニンの宝庫。
その黒米で作った甘酒をベースに、お砂糖もお醤油も使わないシンプ
ルな設計のドレッシングです。大豆や小麦のアレルギーにも対応した、
リッチなお味が人気です。

童話の里・くす黒米研究会

童話の里・くす黒米研究会

黒米 100g×6袋
黒米甘酒 200g×5本

TEL：080-5208-1196

TEL：080-5208-1196

黒米 100g×4袋
黒米甘酒ドレッシングソース 200g×5本

◎Cコース必要寄附額： ３０，０００円
C-22 自慢の玖珠米ひとめぼれ5kgと
つぶらなカボス

C-24 厳選吟味の特選玖珠米ひとめぼれ・玖珠町の
名水で作った炭酸水・つぶらなカボスセット

写真

写真

平成30年度産が3年連続全国食味ランキングで最高の「特A」
に輝きました。玖珠米「ひとめぼれ」は皇室の大嘗祭の献上米
に選ばれ、ＪＲ九州の「ななつ星in九州」でも提供されているお
米です。大分県特産のカボスを使用した、飲みやすく爽やかな
味が大人気のつぶらなカボスをセットでぜひ1度ご賞味ください
ませ。

平成30年度産が3年連続全国食味ランキングで最高の「特A」
に輝きました。玖珠米「ひとめぼれ」は皇室の大嘗祭の献上米
に選ばれ、ＪＲ九州の「ななつ星in九州」でも提供されているお
米です。玖珠米「ひとめぼれ」の中からさらに厳選された、最高
級“厳選吟味”の玖珠米と、大分県産のカボスを使用した、飲
みやすく爽やかな味が人気のつぶらなカボス、玖珠町の名水
で作った炭酸水をセットにしました。

JA玖珠九重 ㈱グリーンプラザ TEL：0973-72-6079

JA玖珠九重 ㈱グリーンプラザ TEL：0973-72-6079

玖珠米ひとめぼれ 5kg×1袋
つぶらなカボス 190g（30缶入）×2ケース

厳選吟味の特選玖珠米ひとめぼれ 5kg×1袋
つぶらなカボス 190g（30缶入）×1ケース
炭酸水 500ml（24本入り）✕1ケース

C-25 自慢の玖珠米ひとめぼれ詰合せと
つぶらなカボスセット

C-27 大吟醸 玄亀 2本セット JR九州のななつ
星のレストランに採用される少量生産の逸品

写真

写真

平成30年度産が3年連続全国食味ランキングで最高の「特A」
に輝きました。玖珠米「ひとめぼれ」は皇室の大嘗祭の献上米
に選ばれ、ＪＲ九州の「ななつ星in九州」でも提供されているお
米です。そのの中からさらに厳選された、最高級“厳選吟味”の
玖珠米と、大分県産のカボスを使用した飲みやすく爽やかな味
が大人気のつぶらなカボスセットにしました。

華やかで落ち着いた香りとおだやかなでふくやかな味が楽し
め、飲み飽きしない食中酒に最適な大吟醸です。少量生産で
全ての工程を手造りで行っています。酒造好適米山田錦を35%
まで磨き、万年山の伏流水で丁寧に仕込んでおります。好評
のため、期間限定の返礼品となります。

JA玖珠九重 ㈱グリーンプラザ TEL：0973-72-6079

亀の井酒造合資会社

玖珠米ひとめぼれ 2kg×2袋
厳選吟味の特選玖珠米ひとめぼれ 2kg×2袋
つぶらなカボス 190g（30缶入）×1ケース

大吟醸 玄亀 720ml×2本
※個数限定５０セット

C-61 玖珠町生まれの網状マット
「E-CORE まくら（硬め）」カバー付き

C-62 玖珠町生まれの網状マット
「E-CORE まくら（若干柔らかめ）」カバー付き

高反発網状マットレスの発祥の地、玖珠町で作られているE-CORE。従
来のウレタン素材では無い抜群の通気性で、頭部の蒸れを解消。匂い
や汚れもご自宅のシャワーで簡単に洗えて常に清潔でご利用いただけ
ます。
カバーの色は下記からお選びください。色の希望がない場合は、当方
にて決定させていただきます。

高反発網状マットレスの発祥の地、玖珠町で作られているE-CORE。従
来のウレタン素材では無い抜群の通気性で、頭部の蒸れを解消。匂い
や汚れもご自宅のシャワーで簡単に洗えて常に清潔でご利用いただけ
ます。
カバーの色は下記からお選びください。色の希望がない場合は、当方
にて決定させていただきます。

(株)エコ・ワールド

(株)エコ・ワールド

TEL：0973-72-9710

まくらサイズ（㎝）：幅37、長さ57、厚み6～8
中材：E-COREポリエチレン樹脂
カバー：ダブルラッセルメッシュ生地（色：ネイビー/グ
レー）

TEL：0973-72-0206

TEL：0973-72-9710

まくらサイズ（㎝）：幅37、長さ57、厚み6～8
中材：E-COREポリエチレン樹脂
カバー：ダブルラッセルメッシュ生地（色：ネイビー/グ
レー）

◎Dコース必要寄附額： ５０，０００円
D-1 おおいた豊後牛黒毛和種
サーロインステーキ 220g×4枚

D-2 おおいた豊後牛黒毛和種ロース
しゃぶしゃぶ用 1kg

写真

写真

自然豊かな大分県西部の山麓で長年育てられた黒毛和
種「おおいた豊後牛」の肉質は、きめ細かな脂の霜降り
が特徴で、柔らかく甘くてまろやかな味が自慢のお肉で
す。これまでに「天皇賞」「農林水産大臣賞」「内閣総理
大臣賞」等を受賞しました。

自然豊かな大分県西部の山麓で長年育てられた黒毛和
種「おおいた豊後牛」の肉質は、きめ細かな脂の霜降り
が特徴で、柔らかく甘くてまろやかな味が自慢のお肉で
す。これまでに「天皇賞」「農林水産大臣賞」「内閣総理
大臣賞」等を受賞しました。

(株)Ａコープ九州 くす店

(株)Ａコープ九州 くす店

TEL：0973-72-4228

TEL：0973-72-4228

おおいた豊後牛黒毛和種 サーロインステーキ約220g
×4枚
発送 ： 通年（ただし、8月及び12月を除く。）

おおいた豊後牛黒毛和種ロース しゃぶしゃぶ用 約1kg
発送 ： 通年（ただし、8月及び12月を除く。）

D-3 おおいた豊後牛黒毛和種 ロース
すき焼き用 1kg

D-4 おおいた豊後牛黒毛和種 ロース
焼肉用 1kg

写真

写真

自然豊かな大分県西部の山麓で長年育てられた黒毛和
種「おおいた豊後牛」の肉質は、きめ細かな脂の霜降り
が特徴で、柔らかく甘くてまろやかな味が自慢のお肉で
す。これまでに「天皇賞」「農林水産大臣賞」「内閣総理
大臣賞」等を受賞しました。

自然豊かな大分県西部の山麓で長年育てられた黒毛和
種「おおいた豊後牛」の肉質は、きめ細かな脂の霜降り
が特徴で、柔らかく甘くてまろやかな味が自慢のお肉で
す。これまでに「天皇賞」「農林水産大臣賞」「内閣総理
大臣賞」等を受賞しました。

(株)Ａコープ九州 くす店

(株)Ａコープ九州 くす店

TEL：0973-72-4228

おおいた豊後牛黒毛和種 ロース すき焼き用 約1kg
発送 ： 通年（ただし、8月及び12月を除く。）

TEL：0973-72-4228

おおいた豊後牛黒毛和種 ロース 焼肉用 約1kg
発送 ： 通年（ただし、8月及び12月を除く。）

D-11 原さんちのお米食べくらべセット
（ひとめぼれ、ヒノヒカリ）

D-13 自慢の玖珠米とおおいた豊後牛
（しゃぶしゃぶ用）セット

写真

写真

原農園の特徴は「美しさの追求と体に良い」お米を作るという信念で常
に進化しています。長年完熟堆肥を施し続けて地力を作り、2014年か
ら「アートテン農法」、2015年より「抗酸化農法」に取り組みました。さら
に、「有効微生物農法」として生育期に光合成微生物の流し込みや葉
面散布を行います。化学肥料は一切使わず、有機質肥料のみの特別
栽培米です。

平成30年度産が3年連続全国食味ランキングで最高の「特A」に輝きま
した。玖珠米「ひとめぼれ」は皇室の大嘗祭の献上米に選ばれ、ＪＲ九
州の「ななつ星in九州」でも提供されているお米です。自然豊かな大分
県西部の山麓で長年育てられた黒毛和種「おおいた豊後牛」のしゃぶ
しゃぶ用肉をセットにしました。

原農園

JA玖珠九重 ㈱グリーンプラザ TEL：0973-72-6079

TEL：0973-72-2776

ひとめぼれ（白米５㎏×１袋）
ヒノヒカリ（白米５㎏×１袋）

玖珠米ひとめぼれ（2kg）×7袋
おおいた豊後牛肩ロースしゃぶしゃぶ用（約500g）(※クール便)
発送：通年（ただし、肉については8月及び12月を除く。）

D-14 自慢の玖珠米とおおいた豊後牛
（すき焼き用）セット

D-15 自慢の玖珠米とおおいた玖珠牛
（焼肉用）セット

写真

写真

平成30年度産が3年連続全国食味ランキングで最高の「特A」に輝きま
した。玖珠米「ひとめぼれ」は皇室の大嘗祭の献上米に選ばれ、ＪＲ九
州の「ななつ星in九州」でも提供されているお米です。自然豊かな大分
県西部の山麓で長年育てられた黒毛和種「おおいた豊後牛」のすき焼
き用肉をセットにしました。

平成30年度産が3年連続全国食味ランキングで最高の「特A」に輝きま
した。玖珠米「ひとめぼれ」は皇室の大嘗祭の献上米に選ばれ、ＪＲ九
州の「ななつ星in九州」でも提供されているお米です。自然豊かな大分
県西部の山麓で長年育てられた黒毛和種「おおいた豊後牛」の焼き肉
用肉をセットにしました。

JA玖珠九重 ㈱グリーンプラザ TEL：0973-72-6079

JA玖珠九重 ㈱グリーンプラザ TEL：0973-72-6079

玖珠米ひとめぼれ（2kg）×7袋
おおいた豊後牛肩ロースすき焼き用（約500g）(※クール便)
発送：通年（ただし、肉については8月及び12月を除く。）

玖珠米ひとめぼれ（2kg）×7袋
豊後玖珠牛肩ロース焼肉用(約500g）(※クール便)
発送：通年（ただし、肉については8月及び12月を除く。）

D-16 自慢の玖珠米とつぶらなカボスと
おおいた豊後牛（しゃぶしゃぶ用）セット

D-17 自慢の玖珠米とつぶらなカボスと
おおいた豊後牛（すき焼き用）セット

写真

写真

平成30年度産が3年連続全国食味ランキングで最高の「特A」に輝いた
玖珠米「ひとめぼれ」は皇室の大嘗祭の献上米に選ばれ、ＪＲ九州の
「ななつ星in九州」でも提供されているお米です。自然豊かな大分県西
部の山麓で育てられた黒毛和種「おおいた豊後牛」とかぼすジュースを
セットにしました。

平成30年度産が3年連続全国食味ランキングで最高の「特A」に輝きま
した。玖珠米「ひとめぼれ」は皇室の大嘗祭の献上米に選ばれ、ＪＲ九
州の「ななつ星in九州」でも提供されているお米です。自然豊かな大分
県西部の山麓で育てられた黒毛和種「おおいた豊後牛」とかぼす
ジュースをセットにしました。

JA玖珠九重 ㈱グリーンプラザ TEL：0973-72-6079

JA玖珠九重 ㈱グリーンプラザ TEL：0973-72-6079

玖珠米ひとめぼれ（2kg）×5袋
つぶらなカボス（190g×30缶入り）
おおいた豊後牛肩ロースしゃぶしゃぶ用（約500g）(※クール便)
発送：通年（ただし、肉については8月及び12月を除く。）

玖珠米ひとめぼれ（2kg）×5袋
つぶらなカボス（190g×30缶入り）
おおいた豊後牛肩ロースすき焼き用（約500g）(※クール便)
発送：通年（ただし、肉については8月及び12月を除く。）

D-18 自慢の玖珠米とつぶらなカボスと
おおいた豊後牛（焼肉用）セット

写真

平成30年度産が3年連続全国食味ランキングで最高の「特A」
に輝きました。玖珠米「ひとめぼれ」は皇室の大嘗祭の献上米
に選ばれ、ＪＲ九州の「ななつ星in九州」でも提供されているお
米です。自然豊かな大分県西部の山麓で長年育てられた黒毛
和種「おおいた豊後牛」とかぼすジュースをセットにしました。

JA玖珠九重 ㈱グリーンプラザ TEL：0973-72-6079
玖珠米ひとめぼれ（2kg）×5袋
つぶらなカボス（190g×30缶入り）
豊後玖珠牛肩ロース焼き肉用（約500g）(※クール便)
発送：通年（ただし、肉については8月及び12月を除く。）

D-60 玖珠町生まれの網状マット
「E-COREクッション」２枚セット

D-61 玖珠町生まれの網状マット
「E-COREシートタイプ」二つ折り

写真

写真

高反発網状マットレスの発祥の地、玖珠町で作られているE-CORE。
クッションシリーズは長時間座ってもお尻が痛くなりにくく、蒸れずに快
適な座り心地です。汚れてしまっても丸洗いOKでいつも清潔です。カ
バーの色は下記からお選びいただき、希望の色を入力ください。
色の希望がない場合については、当方にて決定させていただきます。

高反発網状マットレスの発祥の地、玖珠町で作られているE-CORE。通
気性が抜群なので車内シート用として大活躍。三次元の網状構造体に
より長時間のドライブでも腰やお尻に係る負担を軽減。
カバーの色は下記からお選びいただき、希望の色を入力ください。 色
の希望がない場合については、当方にて決定させていただきます。

(株)エコ・ワールド

(株)エコ・ワールド

TEL：0973-72-9710

TEL：0973-72-9710

「Ｅ－ＣＯＲＥクッション」２枚セット
サイズ（㎝）：幅４０、長さ４０、厚み３．５
中材：Ｅ－ＣＯＲＥポリエチレン樹脂
カバー：ダブルラッセルメッシュ生地
（色：ライトブルー/グリーン/ピンク/ネイビー/レッド）

「Ｅ－ＣＯＲＥ」シートタイプ」二つ折り
サイズ（㎝）：座部分/幅４５、長さ４０、厚み２
背部分/幅４５、長さ５５、厚み２
中材：Ｅ－ＣＯＲＥポリエチレン樹脂
カバー：ダブルラッセルメッシュ生地（色：レッド/ブラック）

D-62 大分県さかもと村ペア1泊2日宿泊券

D-63 大分産椎茸こうしん 1300g（65g×20袋）

写真

大正時代の古民家を大改修した宿泊棟。夕食も朝食も7
割以上が自家製の野菜、野草を使った創作料理です。

日本一の生産量を誇る大分県で約二年間の歳月をかけて生まれた原
木しいたけは、滋味溢れる本物の味！
一晩冷蔵庫でじっくり水戻しした干し椎茸は、香り・味がとても深く、和
食・中華ともに椎茸本来の旨みをお楽しみいただけます。

大分県さかもと村 ＴＥＬ： 090-5297-1489

松岡椎茸生産販売㈱

1泊2日宿泊券 2名様分 夕食・朝食付き

乾燥椎茸1300g（65g×20袋）

D-90 キャンプ場「伐株山憩いの森」
バンガロー1泊2日使用券

写真

緑豊かな林に囲まれたバンガローです。室内は冷暖房完備でト
イレ、流し台、布団6組が設置されています。また、屋外では
バーベキューも楽しめます。

きりかぶ村憩いの森(有)

TEL：080-5802-1514

バンガロー1棟の宿泊(1泊2日)

TEL：0973-78-8121

◎Eコース必要寄附額：１００，０００円
E-1 キャンプ場「伐株山憩いの森」コテージ
1泊2日使用券

E-2 玖珠町総合運動公園
「花林かいぞくスタジアム」（野球場）１日貸切券

写真

写真

緑豊かな林に囲まれたコテージで夜にはきれいな星が望めます。室内
は冷暖房が完備され、システムバス、トイレ、流し台、布団6組を設置。
屋外ではバーベキューも楽しめます。

貸切時間は午前９時から午後５時までとなります。予約優先となります
ので、希望日を事前にお知らせください。

きりかぶ村憩いの森(有)

Ｂ＆Ｇ海洋センター TEL：0973-72-6880

TEL：080-5802-1514

コテージ1棟の宿泊（1泊2日）

グラウンド(両翼98m , センター122m , 外野天然芝)
本部役員室・審判控室・放送室・特別観覧室・倉庫・トイ
レ・観覧席・ブルペン・メンテナンス庫・ダッグアウト・バッ
クスクリーン・スコアボード

E-3 選りすぐりの特産品等
（Eコース相当）

E-4 玖珠町総合運動公園
「陸上競技場」１日貸切券

写真

写真

寄附者のご要望に応じて、玖珠町の特産品等をお贈りさせていただき
ます。

貸切時間は午前９時から午後５時までとなります。予約優先となります
ので、希望日を事前にお知らせください。

企画商工観光課課 地域力推進班 TEL：0973-72-9031

Ｂ＆Ｇ海洋センター TEL：0973-72-6880

玖珠町の選りすぐりの特産品等（Eコース相当分）

トラック(全天候型舗装400m)
フィールド(ロングパイル人工芝9,974㎡)
コート(100m×68m) 、走幅跳・三段跳用砂場(2ヶ所)
砲丸投用サークル(１ヶ所) 、観覧席(約150名収容)

E-20 玖珠町生まれの網状マット
「E-CORE Kid’s&Baby」二つ折りタイプ

E-21 玖珠町生まれの網状マット
「E-CORE Kid’s&Baby」三つ折りタイプ

写真

写真

高反発網状マットレスの発祥の地、玖珠町で作られているE-CORE。適
度な反発力で自然な寝姿勢を保ち寝返りもしやすく、さらにマットの素
材はシャワーなどで簡易に洗えます。アレルギーが気になる方にも安
心して使えるアトピー協会推薦品マークも取得しております。

高反発網状マットレスの発祥の地、玖珠町で作られているE-CORE。適
度な反発力で自然な寝姿勢を保ち寝返りもしやすく、さらにマットの素
材はシャワーなどで簡易に洗えます。アレルギーが気になる方にも安
心して使えるアトピー協会推薦品マークも取得しております。

(株)エコ・ワールド

(株)エコ・ワールド

ＴＥＬ：0973-72-9710

「E-CORE Kid’s&Baby」二つ折りタイプ
サイズ（cm）：幅70長さ120厚み5
中材：E-COREポリエチレン樹脂
カバー：ダブルラッセルメッシュ生地
（色：ライトブルー/ピンク）

ＴＥＬ：0973-72-9710

「E-CORE Kid’s&Baby」三つ折りタイプ
サイズ（cm）：幅70長さ120厚み5
中材：E-COREポリエチレン樹脂
カバー：ダブルラッセルメッシュ生地
（色：ライトブルー/ピンク）

E-22 玖珠町生まれの網状マット
「E-COREシングル」三つ折り カバー付き
※E-COREの素材は抜群の通気性を有しています！

高反発網状マットレスの発祥の地、玖珠町で作られているE-CORE。
しっかりとした強度を持ちつつ網状構造体の特徴である高い反発性と
抜群の通気性、更に通水性に優れているので汚れても簡単に洗い流
せるのでいつも快適にご利用いただけます。三つ折りタイプは持ち運
びがしやすいタイプとなります。
カバーの色は次からお選びください。色の希望がない場合は、当方に
て決定させていただきます。（色：グリーン/ネイビー）

(株)エコ・ワールド

ＴＥＬ：0973-72-9710

「E-COREシングル」三つ折り カバー付き
サイズ（cm）：幅100長さ198厚み3.5
中材：E-COREポリエチレン樹脂
カバー：ダブルラッセルメッシュ生地
（色：グリーン/ネイビー）

◎Fコース必要寄附額： ２００，０００円
F-1 玖珠町生まれの網状マット「E-CORE」ラグ
マットS型（正方形タイプ） 四つ折り カバー付き

F-2 玖珠町生まれの網状マット「E-CORE」ラグ
マットL型（長方形タイプ） 四つ折り カバー付き

写真

写真

高反発網状マットレスの発祥の地、玖珠町で作られているE-CORE。
収納に便利な折りたたみ式で、マットの素材はシャワーなどで簡単に洗
えます。用途はお部屋のラグマットとしてお使いいただくのがお勧めで
す。足音や衝撃を吸収し、マンションなどで下階への音漏れを防ぎま
す。
※カバーの色はネイビーのみです。ファスナーの部分の色は製品ごと
に異なる場合があるため選択いただけません、ご了承ください。

高反発網状マットレスの発祥の地、玖珠町で作られているE-CORE。
収納に便利な折りたたみ式で、マットの素材はシャワーなどで簡単に洗
えます。用途はお部屋のラグマットとしてお使いいただくのがお勧めで
す。足音や衝撃を吸収し、マンションなどで下階への音漏れを防ぎま
す。
※カバーの色はグレーのみです。ファスナーの部分の色は製品ごとに
異なる場合があるため選択いただけません、ご了承ください。

(株)エコ・ワールド

(株)エコ・ワールド

ＴＥＬ：0973-72-9710

「E-CORE」ラグマット四つ折り カバー付き
サイズ（cm）：幅170 長さ170 厚み2
中材：E-COREポリエチレン樹脂
カバー：ダブルラッセルメッシュ生地（色はネイビーのみ）

ＴＥＬ：0973-72-9710

「E-CORE」ラグマット四つ折り カバー付き
サイズ（cm）：幅170 長さ230 厚み2
中材：E-COREポリエチレン樹脂
カバー：ダブルラッセルメッシュ生地（色はグレーのみ）

◎特選コース必要寄附額： ５００，０００円
特選-1 くすまちメルサンホール
「町民ホール」１日貸切券

写真

特選-2 選りすぐりの特産品等
（特選コース相当）

写真

貸切時間は午前９時から午後10時までとなります。使用設備
料、オペレーター料２名分(楽座オペレーション協議会に委託)を
含みます。予約優先となりますので、希望日を事前にお知らせ
ください。

寄附者のご要望に応じて、玖珠町の特産品等をお贈りさせて
いただきます。

くすまちメルサンホール

企画商工観光課 地域力推進班 TEL：0973-72-9031

TEL：0973-72-0601

客席数（716席）、親子席(10席)、舞台プロセニアム(幅
14m ,奥行11m , 高さ8m) 、楽屋(和室1部屋・洋室1部
屋)、ピアノ（１台）、音響反射板、その他音響・照明設備

玖珠町の選りすぐりの特産品等（特選コース相当分）

