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鹿児島県 宇検村

宇検村産完熟たんかん3kg糖度11
％以上【先行予約】2月～出荷開
始

12,000円

宇検村のブランドたんかん「お
ーしゃおろう」を、数量限定で
予約受付いたします。【容量】
3kg箱満杯詰
※出来る限り3kgを超えるよう

常温 時間指定

【管理番号】HT001

宇検村産完熟たんかん5kg糖度10
％以上【先行予約】2月～出荷開
始

14,000円

太陽と海風に育まれた果汁たっ
ぷりのたんかんを、数量限定で
予約受付いたします。【容量】
5kg箱満杯詰
※出来る限り5kgを超えるよう

常温 時間指定

【管理番号】HT002

【先行予約】６月～出荷開始・
パッションフルーツ贈答用(12個
入×1箱)

10,000円

無農薬でていねいに栽培してい
ます。香り高い酸味と甘みをお
楽しみください。【容量】12個
（約1㎏）

常温 時間指定

【管理番号】NF001

【先行予約】６月～出荷開始・
パッションフルーツ(バラ詰2キ
ロ)

11,000円

無農薬でていねいに栽培してい
ます。香り高い酸味と甘みをお
楽しみください。【容量】2㎏

常温 時間指定

【管理番号】NF003

【先行予約】６月～出荷開始・
パッションフルーツ(バラ詰3キ
ロ)

16,000円

無農薬でていねいに栽培してい
ます。香り高い酸味と甘みをお
楽しみください。【容量】3㎏

常温 時間指定

【管理番号】NF004

【先行予約】６月～出荷開始・
パッションフルーツ贈答用(12個
入×3箱)

30,000円

無農薬でていねいに栽培してい
ます。香り高い酸味と甘みをお
楽しみください。【容量】12個
入り×3箱（約3㎏）

常温 時間指定

【管理番号】NF002

【先行予約】６月～出荷開始・
パッションフルーツ贈答用(12個
入×5箱)

50,000円

無農薬でていねいに栽培してい
ます。香り高い酸味と甘みをお
楽しみください。【容量】12個
入り×5箱（約5㎏）

常温 時間指定

【管理番号】NF005

鹿児島県奄美大島産・冷凍車え
び500g贈答箱入

10,000円

琉球弧の最高峰・湯湾岳の豊か
な水と美しい珊瑚礁を育む海が
育てた車エビです【容量】500g

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】UY001

奄美大島産・活き車海老500g（1
2/1～出荷開始・先行予約）

15,000円

【3/15締切】ぷりっぷり！飛び
跳ねる活きクルマエビをお刺身
で！別送も可能です。【容量】
500g

常温 日指定

【管理番号】UY002

燻製車海老

4,000円

奄美大島産車エビを燻製に！う
まみがギュッとつまったおつま
みです【容量】5尾入り（約20g
）

常温

【管理番号】UY004

世界遺産登録記念・黒糖焼酎AMA
MIRABBIT（アマミラビット）

5,000円

世界遺産の森と水を未来につな
ごう！願いをこめた黒糖焼酎で
す【容量】200ml

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AK081

世界遺産登録記念・黒糖焼酎奄
美の風（アマミノカゼ）

5,000円

黒糖焼酎「れんと」と「すっき
りれんとタンカンフレーバー」
のセット商品【容量】300ml×2

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AK506
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鹿児島県　宇検村

黒糖焼酎ミニボトル2本セット(1
08ml)25度(れんと・うかれけん
むん)

5,000円

黒糖焼酎2銘柄の飲み比べミニ
ボトルです【容量】108ml×2本

常温 日指定

【管理番号】AK504

黒糖焼酎れんと720ml（25度）箱
入1本

7,000円

世界遺産候補地・湯湾岳の水で
仕込んだ黒糖焼酎。音響熟成で
やわらかな口当たりです。【容
量】720ml

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AK001

黒糖焼酎れんと720ml（25度）箱
入【2本】

10,000円

世界遺産候補地・湯湾岳の水で
仕込んだ黒糖焼酎。音響熟成で
やわらかな口当たりです。【容
量】720ml×2

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AK002

黒糖焼酎紅さんご720ml（40度）
箱入1本

10,000円

樽仕込みの香り高い黒糖焼酎で
す。高級ラム酒のような味わい
をお楽しみください。【容量】
720ml

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AK011

黒糖焼酎れんと紙パック（1800m
l）25度

10,000円

黒糖焼酎を代表する銘柄のひと
つ「れんと」を、お手頃な紙パ
ックで。【容量】1800ml

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AK003

黒糖焼酎れんと＆すっきりれん
とたんかんフレーバーセット

11,000円

黒糖焼酎の代表銘柄「れんと」
と、タンカンの香りを閉じ込め
たリキュールのセットです【容
量】720ml×1，300ml×2

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AK503

黒糖焼酎FAU(ファウ)(300ml)44
度1本

11,000円

宇検村産さとうきび仕込み。蒸
留の最初にとれるわずかな部分
のみの贅沢な限定品です。【容
量】300ml

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AK031

黒糖焼酎れんと＆うかれけんむ
んセット

12,000円

黒糖焼酎の代表銘柄「れんと」
と、黒麹仕込みの「うかれけん
むん」のセットです【容量】72
0ml×1,500ml×1

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AK502

【工場限定】奄美黒糖焼酎れん
と原酒720ml42度・れんと720ml2
5度2本セット

13,000円

工場限定の原酒・42度と定番の
25度をセットで。【容量】720m
l×2本
種類：本格焼酎
原材料名：黒糖、米こうじ(タ

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AK505

黒糖焼酎れんと＆紅さんご（香
り彩々セット）

15,000円

まろやかな「れんと」と、ラム
酒のような味わいの「紅さんご
」のギフトセットです。【容量
】720ml×2

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AK501

黒糖焼酎紅さんご720ml（40度）
箱入【2本】

18,000円

樽仕込みの香り高い黒糖焼酎で
す。高級ラム酒のような味わい
をお楽しみください。【容量】
720ml×2

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AK012

黒糖焼酎れんと紙パック（1800m
l）25度【3本】

20,000円

黒糖焼酎を代表する銘柄のひと
つ「れんと」を、お手頃な紙パ
ックで。３本セットでお届けし
ます。【容量】1800ml×3

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AK004
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鹿児島県　宇検村

黒糖焼酎FAU(ファウ)(300ml)44
度【2本】

20,000円

宇検村産さとうきび仕込み。蒸
留の最初にとれるわずかな部分
のみの贅沢な限定品です。【容
量】300ml×2

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AK032

黒糖焼酎8銘柄飲み比べ

50,000円

工場限定販売の銘柄を含む奄美
黒糖焼酎8種をセットにしまし
た【容量】8銘柄各1本

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AK507

黒糖焼酎AMAMIRABBIT（アマミラ
ビット）×12本

50,000円

世界遺産の森と水を未来につな
ごう！願いをこめた黒糖焼酎で
す【容量】12本

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AK082

黒糖焼酎れんと25度四合瓶（箱
なし）720ml×12本

50,000円

宇検村で焼酎といえば「れんと
」。

世界自然遺産の登録地、湯湾岳
の伏流水で仕込み、クラシック

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AK006-A

黒糖焼酎れんと25度四合瓶（箱
入り）720ml×12本

50,000円

宇検村で焼酎といえば「れんと
」。

世界自然遺産の登録地、湯湾岳
の伏流水で仕込み、クラシック

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AK006-B

黒糖焼酎れんと25度五合瓶（箱
なし）900ml×12本

50,000円

宇検村で焼酎といえば「れんと
」。

世界自然遺産の登録地、湯湾岳
の伏流水で仕込み、クラシック

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AK006-C

黒糖焼酎れんと25度一升瓶1800m
l×15本

100,000円

宇検村で焼酎といえば「れんと
」。

世界自然遺産の登録地、湯湾岳
の伏流水で仕込み、クラシック

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AK006-D

黒糖焼酎れんと25度紙パック180
0ml×15本

100,000円

宇検村で焼酎といえば「れんと
」。
黒糖焼酎を代表する銘柄のひと
つ「れんと」を、お手頃な紙パ
ックで。

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AK006-E

黒糖焼酎れんと25度四合瓶（箱
なし）720ml×24本

100,000円

宇検村で焼酎といえば「れんと
」。

世界自然遺産の登録地、湯湾岳
の伏流水で仕込み、クラシック

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AK006-F

黒糖焼酎れんと25度四合瓶（箱
入）720ml×24本

100,000円

宇検村で焼酎といえば「れんと
」。

世界自然遺産の登録地、湯湾岳
の伏流水で仕込み、クラシック

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AK006-G

黒糖焼酎れんと25度五合瓶（箱
なし）900ml×24本

100,000円

宇検村で焼酎といえば「れんと
」。

世界自然遺産の登録地、湯湾岳
の伏流水で仕込み、クラシック

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AK006-H

黒糖焼酎れんと紙パック（1800m
l）25度定期便3本×6回

120,000円

3本ずつお届けします。毎月ま
たは隔月をお選びください。【
容量】1800ml×3

常温 定期 日指定 時間指定

【管理番号】AK005
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鹿児島県　宇検村

黒糖焼酎れんとまとめてお届け
（20万円）

200,000円

紙パック・一升瓶・五合瓶・四
合瓶（箱入り）四合瓶（箱なし
）をお選びください。【容量】
1800ml…30本900ml・720ml…48
本

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AK006-IJKLM

黒糖焼酎れんと紙パック1800ml
定期便3本×12回毎月お届け

240,000円

毎月3本を1年間、計36本お届け
します。【容量】1800ml×3本
×12回

常温 定期 日指定 時間指定

【管理番号】AK005-3

黒糖焼酎ベースのリキュールす
っきりれんとたんかんフレーバ
ー【5本】

10,000円

黒糖焼酎ベースの、柑橘類「た
んかん」の香りと味わいを楽し
めるリキュールです。【容量】
300ml×5

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AK051

黒糖焼酎ベースのリキュールす
っきりれんとたんかんフレーバ
ー【12本】

21,000円

黒糖焼酎ベースの、柑橘類「た
んかん」の香りと味わいを楽し
めるリキュールです。【容量】
300ml×12

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AK052

奄美のたんかんジュース（濃い
に恋して100％）720ml

7,000円

奄美大島で一番人気のみかん「
たんかん」を濃いジュースにし
ました【容量】720ml

常温 日指定 時間指定

【管理番号】UI001

奄美のたんかんジュース（濃い
に恋して100％）2本

10,000円

奄美大島で一番人気のみかん「
たんかん」を濃いジュースにし
ました【容量】720ml×2本

常温 日指定 時間指定

【管理番号】UI003

プリン専門店cheプレーン味（6
個入り）

10,000円

奄美大島・宇検村の卵を使い黒
糖焼酎”紅さんご”で香り付け
懐かしい固めのプリン【容量】
6個（約200g×6）

冷蔵 時間指定

【管理番号】CH001

プリン専門店cheクミスクチン茶
味（6個入り）

10,000円

薬草茶をブレンドしたさっぱり
味奄美大島・宇検村の卵を使っ
た懐かしい固めのプリン【容量
】6個（約200g×6）

冷蔵 時間指定

【管理番号】CH002

プリン専門店cheカフェ味（6個
入り）

10,000円

濃厚なカフェの苦味奄美大島・
宇検村の卵を使った懐かしい固
めのプリン【容量】6個（約200
g×6）

冷蔵 時間指定

【管理番号】CH003

プリン専門店che3種類ミックス
セット（6個入り）

10,000円

プレーン・クミスクチン茶・カ
フェ3種類の味が楽しめる懐か
しい固めのプリン【容量】6個
（約200g×6）3種類各2個入り

冷蔵 時間指定

【管理番号】CH004

宇検村スパイスカレー車海老（2
食セット）

9,000円

有頭殻付きの宇検村産車海老を
使用したグルテンフリーのカレ
ーです。【容量】200g×2

常温

【管理番号】AP006-2

宇検村スパイスカレーイノシシ
（2食セット）

10,000円

数量限定！宇検村産ジビエ・リ
ュウキュウイノシシ肉を使用し
たカレーをレトルトで！【容量
】200g×2

常温

【管理番号】AP007-2
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鹿児島県　宇検村

宇検村スパイスカレー車海老（1
0食セット）

40,000円

有頭殻付きの宇検村産車海老を
使用したグルテンフリーのカレ
ーです。【容量】200g×10

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AP006-10

宇検村スパイスカレー車海老＆
イノシシ各5食（10食セット）

45,000円

【数量限定】宇検村産車海老と
リュウキュウイノシシ肉を使用
したカレーをセットで！【容量
】200g×10

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AP008-10

宇検村スパイスカレーイノシシ
（10食セット）

46,000円

数量限定！宇検村産ジビエ・リ
ュウキュウイノシシ肉を使用し
たカレーをレトルトで！【容量
】200g×10

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AP007-10

宇検村スパイスカレー車海老（2
0食セット）

78,000円

有頭殻付きの宇検村産車海老を
使用したグルテンフリーのカレ
ーです。【容量】200g×20

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AP006-20

世界遺産登録記念かりっと元気
！島ニンニク塩漬・酢しょうゆ
漬

4,000円

そのままで、刻んで料理にも！
塩、酢しょうゆ味の2個セット
（組み合わせは選べます）【容
量】塩100g
酢しょうゆ75g

常温

【管理番号】SF002

はっちワークの蜜蝋ラップ25cm
正方形１枚

5,000円

環境にやさしい天然素材。食品
の包装に、繰り返し使えます。
【容量】25cm×25cm1枚

常温

【管理番号】HW001

奄美の島ニンニクが香る調味料3
種セット

10,000円

宇検村産！小粒で濃厚なにんに
くの香りがぎゅっと詰まったセ
ットです【容量】各100ml×3本

常温 日指定 時間指定

【管理番号】SF001

屋鈍の海でシュノーケル（１日
レンタルチケット）

5,000円

屋鈍のキレイな海を楽しもう☆
【容量】

常温

【管理番号】MS001

ナイトツアー（アニマルウォッ
チング）

18,000円

希少生物が暮らす奄美大島の夜
の森へ。エコツアーガイドがご
案内します。【容量】

常温

【管理番号】SA001

サンセットシーカヤック

20,000円

カヤックで宇検村の海へ。黄金
色の夕日を海上で体験するガイ
ドツアー【容量】

常温

【管理番号】SA003

体験ダイビング（１ダイブ）

28,000円

珊瑚礁の海へ。奄美大島で体験
ダイビング！【容量】

【管理番号】SA002

世界遺産登録記念・がじゅまる
マグカップ（ペア）

10,000円

宇検村の名所。なつかしさを感
じるバス停を描きました。組み
合わせは選べます。【容量】2
個

常温 日指定 時間指定

【管理番号】KS001
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鹿児島県　宇検村

世界遺産登録記念・うけんの生
き物ポストカード

3,000円

世界自然遺産の島・奄美大島で
撮影した生物のカード５種をポ
ストにお届けします。【容量】

常温

【管理番号】SF101

宇検村誌－自然・通史編ー

15,000円

B5版・1062ページ（モノクロ・
巻頭カラー）平成29年10月31日
発行【容量】

常温 日指定 時間指定

【管理番号】UK001

【消毒用】奄美アルコール66％
（高濃度エタノール製品）300ml
×3本

10,000円

消毒用エタノール代用品として
お使いいただけます。【容量】
300ml×3本セット

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AK901

世界遺産登録記念・AmamiHandma
deCandles「Naks」

39,000円

宇検村のたんかんを使用したジ
ェルキャンドル。記念日やプレ
ゼントにもおすすめです。【容
量】

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AP001

世界遺産登録記念・奄美の香り
スプレー3点セット(YakeuchiBlu
e×1・EdatoOrange×1・YuwanG

20,000円

宇検村をイメージしたアロマス
プレー3種をセットでお届けし
ます【容量】50ml×3

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AP002

世界遺産登録記念・アマミイモ
ーレナチュラルソープ4点セット

20,000円

奄美大島産の柑橘、たんかんと
黒糖を原料に使用したソープ2
種4個セットです。【容量】50g
×4個

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AP003

世界遺産登録記念・AMAMIIMORE
癒しの７点セット

34,000円

アロマスプレーとナチュラルソ
ープのセットです【容量】スプ
レー：50ml×3本ソープ：50g×
4個

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AP004

アマミイモーレナチュラルソー
プ各3個9個セット(たんかん×3
・黒糖×3・れんと×3）

40,000円

奄美大島産の柑橘「たんかん」
と「黒糖」そして黒糖焼酎「れ
んと」を原料にしました【容量
】50g×9個

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AP009

世界遺産登録記念・アマミイモ
ーレまったり癒しのくつろぎ8点
セット

70,000円

アロマキャンドル・アロマスプ
レー・ナチュラルソープのセッ
トです【容量】スプレー：50ml
×3本ソープ：50g×4個

常温 日指定 時間指定

【管理番号】AP005
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