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道の駅 芦北でこぽん

道の駅たのうら
肥後うらら

道の駅みなまた
観光物産館まつぼっくり

道の駅大野温泉

つなぎ百貨堂

県南地域をおそった7月豪雨。芦北・津奈木・水俣地域も大
きな被害を受けましたが、道の駅や物産館では「皆さんの元
気の素になれば」「観光で地元に活気を！」との想いから、営
業を続けています。1カ月限定で送料無料キャンペーンを
スタート。特産品を買って・贈って、復興を応援しましょう！

水俣・芦北観光応援社（芦北地域振興局内）

地域産品2000円以上購入で送料無料

電話注文の場合の対象商品

期間：2020年11月14日土～12月13日日

うまかもんいっぱいの道の駅・物 産 館で地 域の特 産 品を買おう！ 来 店 購 入・電 話 注 文もO K
＊利用条件や対象商品は、各施設によって異なります。下記参照のうえ、ご不明な点はスタッフまでお尋ねください

こちらでも送料無料
キャンペーンを
実施中です→

旬のフルーツ、自慢の「あしきた牛」…
芦北水俣地域の産品2000円以上のご購入で

バラエティ豊かな商品が勢ぞろい
県外の方への贈り物、お歳暮にも…

肥沃な土地と美しい水で
育まれたお米・そば・お茶！

地域産品を含む
1500円以上（税込）の
ご購入で、送料無料に！

住所／葦北郡芦北町佐敷443
営業／9:00～19:00、無休
☎0966（61）3020
＊レストラン「ぎゅーぎゅー亭」は
12月上旬オープン予定
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住所／葦北郡芦北町田浦657
営業／物産館＝8:00～18:00
レストラン＝11:00～15:00、
第2水曜休
☎0966（87）2230

住所／葦北郡芦北町天月1000　営業／直売所＝8:00～19:00、
レストラン＝11:00～14:30、17:00～21:30（金・土・日のみ）、
温泉＝10：00～21:00、グランドゴルフ＝9:00～17:00、第3火曜休
☎0966（61）7300

住所／葦北郡津奈木町岩城1601
営業／9:00～18:00、第1水曜休 
☎0966（78）2000

住所／水俣市月浦54-162　
営業／9:00～17:00、第1水曜休　
☎0966（62）2003

芦北ICから1分とアクセス抜群。地元のこ
だわり農産品やあしきた牛、鮮魚、加工
品まで、ワクワクする品ぞろえです。電話
での注文もＯＫ、お気軽にご連絡を！

御立岬公園が近くにある絶好の休憩ポイント。温
暖な気候のもと栽培された柑橘類など、季節の
ご挨拶にもぴったりの商品をご用意。（有）綱田
牧場の「不知火牛」を使用した餃子も絶品です。

地産地消のバイキングでも提供して
いる大野米。今年もおいしいお米がで
きました！　そば本来の風味とのど越
しのいい大野そばは、年越しそばにも
おすすめです。ぜひご賞味ください。

贈答用にもぴったり！
自慢の海産物＆旬を迎える柑橘類
地域の旬を贈る物産館として、食材・加
工品・地酒などが多彩にそろうセレクト
ショップ。新鮮な海老のうま味を伝統の
技で高めた海老の味噌漬けや漬丼セッ
トは、おもてなしにも重宝します！

和紅茶＆チーズケーキ、モンヴェー
ル農山のハム・ソーセージなど、リ
ピーター多数の商品は、電話注文で
も送料無料対象に。数量限定商品ば
かりなので、お早めにご注文を。

【12月１日～販売スタート】
かんきつのサラブレッド
熊本育ちの「デコポン」

・生産者の愛情が詰まった旬のスイートスプリング
・芦北で人気の海の幸足赤エビの味噌漬け
・一年を通して人気の逸品デコポンゼリーなど
芦北・水俣地域の産品を多数ご用意！

そのほか、干しシイタケ、干しタケノコなども！

・早生温州みかん
　　　　 5㎏ 210０円
・スイートスプリング
　　　　　　 5㎏ 210０円
・早香みかん 5㎏ 210０円
などおすすめ多数！

・甘い夏の想い出 720㎖2本セット １9００円

・甘い夏の想い出 720㎖3本セット280０円

・海産物セット　　200０円

・おつまみセット 200０円

・黒〈極旨〉餃子 ２０個入（冷凍）　１62０円

・赤〈極辛〉餃子 ２０個入（冷凍）　１62０円

・黒〈極旨〉餃子 5０個入（冷凍）　324０円

・赤〈極辛〉餃子 5０個入（冷凍）　324０円

・温州みかん 5㎏入　180０円

・スイートスプリング 5㎏入 180０円

・スイートスプリング 10㎏入　350０円

・みはや 3㎏入 200０円

・塩せんべい３種詰め合わせセット172０円

・KAMA FARM  恋するマロン
                                 5㎏箱入  １6００円

・みなまた和紅茶と和紅茶チーズ
　ケーキセット　数量限定  238０円

果物の王様とも言われる不知火の
中でも、選果場で１つ１つ光セン
サーを使って厳正な品質チェックを
行い、、基準に適合したものだけが
『デコポン』という特別な称号が与え
られ、特に芦北産のデコポンは高値
で消費地に出荷されています

７月豪雨で甚大な被害
を受けたカボチャです
が、甘さもあり味は◎

＊価格はすべて税込。冷凍商品の宅配便料金
含む。他にも商品を多数取り揃えております

＊価格はすべて税込。
冷凍商品の宅配便料金
も含みます

＊価格は税込

＊価格はすべて税込・箱代含む

みなまた和紅茶を代表する４茶園の
紅茶の詰合せと、道の駅みなまたオリ
ジナルの和紅茶チーズケーキのセット

船上で活〆した魚は鮮度抜群。
酒席の後のお茶漬けは最高です

地元産のカキを使ったバジルソース。
パスタやサラダに抜群の相性です

味噌海老の美味しさを
守り、無添加・無着色で
製造しています。お正月
のおせちに最適です

芦北町大野地区はそばの名産
地。丹精込めて作られたそばと、
無添加のつゆ付き

大自然の山間地で育ったお茶
を心を込めて煎りました。コクが
あり、うまみもあるお茶です

芦北町のブランド
米「大野米」は大
関山の美しい水
で育まれ、ふるさ
と納税の返礼品と
しても人気。冷め
てもおいしいの
が特長です

・鬼塚農園のスイートスプリング
5㎏ 200０円／10㎏ 3600円
数量限定
フルーツ専門の農園が、独自の栽培技
術を駆使して育んだスイートスプリン
グ。みかけからは想像できないまろや
かな甘さ
【12月上旬から発送開始予定】

・モンヴェール農山セット
数量限定  412０円

・（株）マルフク
　元祖 海老の味噌漬け

18尾入（冷凍）　3500円

・平国丸　漁師の漬丼セット
6袋入　3500円

・津奈木漁協
　フレッシュバジルソースセット

2個・箱入　1900円

・大野そば（手延べ干し麺）
2人前×4セット  2700円

・大野米
精米5㎏ 2600円

・告茶
100ｇ×3袋・箱詰め 2700円

「モンヴェール農山」こだわりのモン
ヴェールポークを使ったメンチカツと
ハンバーグ、増量剤・保存料を使用しな
いドイツ製法のハム、ソーセージの
セット

・木村蒲鉾店ふるさとセット
数量限定  360０円
老舗蒲鉾店の人気商品、天ぷら、燻製
かまぼこ、からし蓮根のセット

11月下旬から旬
を迎える高品質
の早生みかん。果
皮が赤く鮮やか
なのが特長です

すっきり爽やか
な甘さと香りで、
甘い春を感じさ
せてくれます

50haの広大な森と豊富な地下水を利用して豚の飼
育からハム・ソーセージの加工まで行っています

・温州みかん、スイートスプリングなどの柑橘類
・天然ちりめん、天然あおさ、
太刀魚のみりん干しなどの海産物
・地元牧場のウインナー、コロッケ、
メンチカツなどの畜産加工品
・みなまた和紅茶
・みなまた緑茶　…など

御立岬公園内の製塩所「塩（えん）むすび館」
で作られた御立岬温泉水100%の塩「岬の御
塩」を使用。素朴な味わいが癖になります

愛が育てる「あしきた牛」

豪雨災害の復興支援を企画中！　

この時期、店頭に並ぶ
おすすめ商品の一例

当店の一押し商品。熊本県産デコポン使用
くまもとのデコポンゼリー

熊本県産デコポンの味や香りを活かしてゼリーにしま
した。デコポンの果汁と果肉を使用しており、みずみ
ずしさと爽やかな甘さが口いっぱいに広がります！

とろけるような肉質と、脂のうま味が
特徴の熊本県産黒毛和牛ブランド
「和王」に認定される牛肉の格付率
がナンバーワンの「あしきた牛」。質
の高さはもちろん、味とボリュームに
自信の品です
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塩せんべい

水俣・芦北・津奈木の被災事業者を
応援するサイト

「あっと！アシキタ復興オンラインショップ」

スイートスプリング

モンヴェール農山セット

みはや

地域産品
送料無料キャンペーン
みなまた あしきた

バラエティ豊かな商品が勢ぞろいバラエティ豊かな商品が勢ぞろい

対象商品はこちら


