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常温

5人
滋賀発
滋賀リビング新聞社I

「KIN-UN NEKO純米吟醸」720ml ／ 1958円、
「UMENEKO 梅酒」720ml／ 1518円

ニャンともかわいい！　
2本の猫ラベルのお酒

KIN-UN NEKO 純米吟醸・
UMENEKO 梅酒

【近江酒造】
TEL 0748-22-0001 FAX 0748-23-1000
https://shigasakari.jp

　滋賀県のブランド米
「近江米」を使い丁寧に仕
上げられたお酒です。蔵
元が猫好きのため生まれ
たこのシリーズ。純米吟
醸酒と梅酒1本ずつをセ
ットに。

冷蔵

8人
姫路・加古川発
播磨リビング新聞社K

「夢そだち」玉子10個、兵庫県認証食品「夢そだち米」
1.5kg、玉かけ醤油「たまごや」150ml／ 3800円

新鮮玉子×炊きたてご飯、2つのハーモニーを堪能

「夢そだち」
厳選玉子かけご飯セット

【藤橋商店（たまごや通心）】
TEL 0120-47-0580
https://tamagoya.org/

　兵庫県産の飼
料米、魚粉を合
わせた独自配合
飼料から産まれ
た玉子は自然の
甘味とまろやかな
コクが自慢です。
新鮮玉子と鶏糞
堆肥を使った自社栽培米の玉子かけご飯をぜひ！

冷凍

5人
愛媛発
えひめリビング新聞社O

「松山鯛めしの素」450g×2袋、「宇和島鯛めしの素」
80g×2袋／ 3990円

愛媛の2大鯛めし、
あなたはどっち派？

愛媛の2大鯛めし
食べ比べセット

【吉井食品】
TEL 0120-441-256
https://www.maguro441.com/c/gr76/mk12

　愛媛名物「鯛めし」2種
を食べ比べできる鯛めし
の素。鯛を炊き込みご飯
で味わう「松山鯛めし」と
刺身を漁師飯風に味わう
「宇和島鯛めし」の違いを
楽しんで。

常温

2人
金沢発
ほっこくリビング新聞社S

ペアカップ／6000円

伝統の山中塗×パールの輝きのペアカップ

山中塗　
パール漆ペアカップ

【中谷兄弟商会】
TEL 0761-78-0788 FAX 0761-78-1761
https://www.nakaya-keitei.com/

　石川県の伝統
工芸・山中塗に
パールのような
輝きをプラス。
夫婦で使える2
個ワンセットの
カップです。鮮
やかな発色と、職人の腕が分かる刷毛目の美しさ
を楽しんで。

常温

3人
香川発
高松リビング新聞社P

「煌金陵 純米大吟醸酒」720ml／ 5500円、「夕凪
GIN」500ml／ 3850円

酒蔵最高峰の純米大吟醸と国産ジンの2種を

讃岐のこんぴら酒“純米大吟醸酒 
× クラフトジン”飲み比べセット

【西野金陵】
TEL0877-73-4133 FAX 0877-75-2846
https://www.nishino-kinryo.co.jp/store/

　金刀比羅宮のお神
酒を造る酒蔵「金陵」。
そのフラッグシップ商
品「煌」は、精米歩合
35％のすっきり上品な
辛口。オリーブなど10
種の植物をブレンドし
た国産クラフトジンも
注目の新ブランド。

常温

7人
熊本発
熊本リビング新聞社Q

桂花ラーメン4食、匠ラーメン3食／3000円

熊本ラーメン伝統の2つの味を食べ比べ

【味千×桂花】
匠ラーメン×桂花ラーメンセット

【重光産業（味千拉麺）】
TEL0120-967-930
http://www.aji1000.co.jp/

　半生麺なのに鍋ひと
つで簡単調理ができる、
味千拉麺の「匠ラーメ
ン」と、昭和30年創業、
豚骨と鶏ガラＷスープ
が特徴の「桂花ラーメ
ン」が夢の共演！

常温

10人
広島発
広島リビング新聞社N

バームクーヘン太陽、月（共に4号サイズ）を各1個
／2160円

嚴島神社公認の“雅”な2種のバームクーヘン

バームクーヘン
月 ・太陽４号ギフト

【櫟 kunugi cafe 太田川店】
TEL 082-272-0001 FAX 082-272-0300
https://kunugi1994.com/

　嚴島神社の
大鳥居に描か
れた月と太陽
をモチーフにし
たバームクーヘ
ン。月は広島県
産米粉で上品
な甘さに、太陽
は広島レモンで爽やかに。雅な一品をどうぞ。

常温

3人
ふくおか・北九州発
福岡リビングR

「天心　大吟醸」720ml ／ 2860円、「天心　音～
OTO～（純米酒）」720ml／ 1463円のセット

北九州の恵みを感じる
2つの大吟醸＆純米酒

「天心　大吟醸」
「天心　音～OTO～（純米酒）」

【溝上酒造】
TEL 093-652-0289 FAX093-652-3936
http://www.sake-tenshin.co.jp/

　北九州産の酒米と皿倉
山の湧き水から生み出され
た「天心」は豊かな香りでま
ろやかな口当たり。「音」の
パッケージは「2021ペント
アワード」で「ブロンズアワ
ード」を獲得。

常温

5人
沖縄発
琉球新報社U

「ひやみかさ首里城」30度720ml ／ 1500円、「那
覇七蔵ノ酒」25度720ml／ 1500円

首里城復興の願いから生まれた2つの銘酒

琉球泡盛　ひやみかさ首里城、
那覇七蔵ノ酒　飲み比べセット

【喜屋武商店】
TEL098-868-5270 FAX 098-861-5295
https://www.e-awamori.co.jp/page/company.php

　首里城復興の願い
が込められたブレンド
泡盛と那覇市市制100
周年を記念した7蔵元
ブレンド泡盛の2セッ
ト。「琉球の心」を込め
た2つの銘酒をぜひ堪
能してみてください。

冷凍

10人
岡山発
山陽リビングメディアL

きなこ味・かぶせ茶味 計4個入り／2500円

マリトッツォ？いいえ、2種のモチトッツォ

「モチトッツォ」

【山脇山月堂】
TEL0120-493-013 FAX 086-276-8616
https://www.dango.co.jp/

　岡山の老舗き
びだんご店発、
完売が続く話題
の逸品。柔らか
いお餅に北海道
産のこしあん、
生クリームがた
っぷり。甘さ控
えめであっさりしているので男性にも人気です。

冷蔵

2人
大阪・北摂・兵庫発
サンケイリビング新聞社T

うどん、カツオだし、具材、薬味がセットで
2人前／1万260円

2人で舌鼓！伝統のだしがしみる、大阪名物をぜひ

美々卯
「宅配うどんすき」

【美々卯　大阪配達係】
TEL0120-261-489
https://www.mimiu.co.jp/online_order/

　創業250年の
名店・美々卯
の登録商標で
もある「うどん
すき」。宗田鰹
節でとっただし
と彩り豊かな具
材、煮込むほど
しなやかなうどんを家庭でも楽しんで。

常温

2人
福山発
福山リビング新聞社M

ボディバッグ／1万3640円

福山のデニムを使用した2WAYバッグ

福山デニム&撥水ナイロン&
馬革のがまぐちボディバッグ

【Gamaguchi studio Y&M】
TEL090-4695-1797
https://www.creema.jp/c/yandm

　江戸時代に栄え
た備後絣から、国
産デニムの産地
となった福山の篠
原テキスタイル製
デニム生地（提供
HITOTOITO）を使用
して作ったがまぐち
ボディバッグ。ハンドバッグにアレンジできます！

常温

15人
名古屋発
名古屋リビング新聞社H

2本入り／1080円

“和菓子どころ名古屋”の2つの味がひとつに

鬼うゐろう
（なごや菓八菓）

【両口屋是清】
TEL 0120-052-062 FAX 052-961-5275
https://ryoguchiya-korekiyo.co.jp/

　名古屋名物
「鬼まんじゅう」と
「ういろう」のお
いしさがひとつ
になった「鬼うゐ
ろう」。“和菓子
どころ名古屋”の
歴史がギュッと
つまっています。

常温

3人
和歌山発
和歌山リビング新聞社J

AA級観音山姫小町みかん1kg、観音山みかんジ
ュースとろコク搾り、観音山みかん花はちみつ、
観音山みかんジャムなど7種セット／6980円

濃厚みかんのおいしさを生と加工、2つの味で

みかん蜜柑ミカン！
みかん尽くし！セット

【観音山フルーツガーデン】
TEL 0120-593-262 FAX 0120-593-265
https://www.kannonyama.com/

　東京の銀座や表参道、
京都市などに「観音山フ
ルーツパーラー」を出店
する果物専業農家が育
てた“観音山姫小町みか
ん”と、みかん加工品を
詰め合わせ。そのおいし
さをダブルで味わって。

プレゼント
応募方法

2022年1月30日（日） 

応募締め切り

ht tp : / / com. l i v ing . jp / r /
otoshidama2022

インターネットで応募を！


