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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
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県南地域をおそった「令和2年7月豪雨」から約1年半。大きな被害を受けた、
芦北・津奈木・水俣地域の道の駅や物産館・直売所では、「地元を元気に」「皆さ
んに美味しいものを届けたい」という想いのもと、期間限定で送料無料キャン
ペーンを実施しています。特産品を買って・贈って、復興を応援しましょう！

電話注文の場合の対象商品

柑橘類

みかん3種詰合 3000円（8㎏箱入り）

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！ 
電話注文も受け付けています ＊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、

ご不明な点は施設スタッフまでお尋ねください
＊価格はすべて税込です

肥沃な土地と美しい水で
育まれた、お米＆そば

ビタミン豊富な柑橘は贈答用にもお勧め
今が旬のみかん3種詰合は大人気です！

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
FAX 0966（78）2118
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住所／水俣市月浦54-162　
営業／9:00～17:00、第1水曜休　
☎0966（62）2003
FAX 0966（62）2227

特産の「デコポン」や「不知火」「甘夏」などの柑橘
類、上質な肉質で人気の「あしきた牛」や旬の「真
牡蠣」のほか、デコポンゼリーや地元生産者による
加工品も多数ご用意しております。「葉付きサラた
まちゃん」も出荷中。芦北の旬の味を皆様にお届け
いたします。

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のほか、贈り物にぴった
りの商品を多数ご用意しております。

大野地区の肥沃な土地と大
関山の美しい水で育まれた
大野米。冷めても美味しい自
慢のお米です。そば本来の風
味とのど越しのいい大野そ
ばもおすすめ。

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。今回は特別にみか
ん3種詰合せも全国送料無料にいたします。

お米を食べて棚田や
田んぼを応援してください
農薬や化学肥料などを使わない安心な美味。
ご飯が進む薬味やカレー、香り米のセットです。

津奈木町のほっとする
ホットな場所を目指して
津奈木、芦北、水俣の農家さんよ
り直接仕入れたデコポン、はるか、
温州みかん、サラダ玉ねぎなどが旬を迎えています。
当店自慢のいきなり団子をご用意しています。懐かしい味を
大切な方への贈り物にいかがですか？
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サラたまちゃんは
“葉付き”から順次出荷！

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
ます。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
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住所／葦北郡芦北町天月1000　
営業／8:00～19:00、第3火曜休
☎0966（61）7300

芦北町の「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

●鬼塚農園のしらぬい
　 5㎏　3600円（箱代込）

●不知火（ハウス無加温）
　 葉付き箱売り（12～18玉）
　 3900円～4800円

●温州みかん・はるか等
　詰合せ　1500円～3500円

●いきなり団子
(つぶあん・こしあん・白あん)各130円
・きなこいきなり　160円

フルーツ専門の
農園が、独自の栽
培技術を駆使し
て育 ん だしらぬ
い。大きな見た目

からは想像もつかないような爽やかな甘
みと歯ごたえがやみつきに

●釜揚げしらす
　 2000円（化粧箱代込）
不知火海で獲れた天然のしらすを
釜揚げして冷凍しました。タンパク
質やビタミンＤ、カルシウムを豊富
に含んだしらすをお届けします

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

・大野そば（手延べ干し麺）
　2人前×4セット  2700円

・石臼挽きそば粉　300ｇ  450円

・大野米　玄米30㎏ 9500円
・大野米　精米5㎏ 2600円

●モンヴェール農山セット
　412０円（箱代込）

木成り完熟　はる香

木成り完熟　赤崎ポンカン

木成り完熟
黄金スイート

●葉付きサラダたまねぎ
　3㎏（9玉程度）  600円
やわらかい葉っぱが付い
たサラダたまねぎ。辛み
が少なく甘みがあり、サ
ラダに最適です

●殻付き恋路カキ
　1㎏  1600円
恋路島周辺で養殖され
る真牡蠣。小ぶりですが、
旨 み たっ ぷりでクリー
ミーな味わい

芦北町で育った甘夏
みかんだけを贅沢に
使った、濃厚でさっぱ
りとした味わいで、体
にもやさしい100％ス
トレートジュースです。
甘 酸っぱく爽 や か な

「甘い夏の想い出」を
イメージしてご堪能く
ださい

水俣を代表する畜産農場「モ
ンヴェール農山」のこだわりの
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・保存剤を使用しないド
イツ製法のハム、ソーセージ
のセット

赤崎地区のごくわずかな農家さんで
栽培される品種。独特の甘い香り、甘
みとコクもしっかり

太陽の恵みをいっぱい浴びた
自慢の一品。完熟したこの時期
は最高のおいしさ！

愛が育てる「あしきた牛」 濃厚でクリーミーな「真牡蠣」
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」
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ほかにも、
・サラダ玉ねぎ　10㎏ 3000円
など用意しております

①柚子胡椒／柚子・唐辛子・米は、農薬・除草剤・化学肥料を使わず育てました
②柚子胡椒にんにく入り／①の柚子胡椒ににんにくをプラス。肉料理に合います
③香り米もち万石／うるち米1㎏に1袋入れて炊くとポップコーンのような香りに
④香り米の玄米もち／③の玄米を鹿児島県のルピナス会が発芽玄米もちに加工
⑤香り米の甘酒／水やお湯で割ってください。レモンや柚子を入れても◎
⑥タイカレー／地元産の夏野菜・
干しタケノコ・和牛のすね肉入り

①・②ともに50ｇ・③100ｇ・④90ｇ×
4個・⑤250ｇ・⑥220ｇ（1人前）

この時期の土日祝日には、かき小屋
もオープン（4月末頃まで）。今シー
ズンの牡蠣は例年より大ぶりで濃
厚な味わい。ぜひご堪能あれ

地域産品2000円以上
購入で送料無料

地域産品を含む1500円以上
購入で送料無料

地域産品
送料無料キャンペーン

特産の柑橘類＆旬の真牡蠣
デコポンゼリーなど加工品も豊富

バラエティ豊かな商品が勢ぞろい
県外の方への贈り物にも

「道の駅みなまた」は、今春のリニューアルに向け
現在工事中（インフォメーションにて仮営業）。この
時期は、温州ミカンやパール柑、不知火などの柑
橘類もバリエーション豊かにそろいます。みなまた
和紅茶など、全国的に名高い商品も多数。

自慢の5つのセットは、電話注文でも
全国どこでも送料が無料に

名物！ 激辛ゲーン・キョワーン
（グリーンカレー）

住所／葦北郡芦北町佐敷443
営業／9:00～19:00、無休
☎0966（61）3020
FAX 0966（82）3558
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＊すべて数量限定

地域産品2000円以上
購入で送料無料

地域産品1500円以上
購入で送料無料

辛味と香りの棚田セット
【限定15セット】

2900円が送料無料
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住所／葦北郡芦北町田浦657
営業／8:00～18:00、第2水曜休
☎0966（87）2230
FAX 0966（87）2240

住所／葦北郡津奈木町岩城24-1
営業／8:00～18:00、無休
☎0966（78）5677

住所／水俣市久木野1071
営業／9:00～17:00、月曜休
☎&FAX  0966（69）0485

週末は、施設内のカフェで
名物のカレーが楽しめます

リピーター続出

電話・FAX注文の
場合の対象商品
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・甘い夏の想い出 720㎖2本セット 大特価！　1400円
・甘い夏の想い出 720㎖3本セット 大特価！　2000円
・塩せんべい 　12袋入   1560円
・ていぼう日誌塩せん 　12袋入   1800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

　　    ・不知火　・はるか　　・津之輝
　　    ・清美　　・パール柑　・甘夏

対象商品はこちら

甘い夏の想い出

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。素朴な味わいがク
セになります

塩せんべい

※柑橘類は価格が変わる場合が
ありますので、スタッフまで
お尋ねください

企画:水俣・芦北観光応援社
（熊本県芦北地域振興局内）

2月19日（土）～期間

施設ごとの予算に達し次第、
終了します

水俣 芦北 津奈木

日向夏の自然交配でうまれた
「はるか」は、レモンのような見

た目に反して酸味は少なく、さ
わやかな甘さの味わい

地域産品を含む1500円以上
購入で送料無料


