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　今日８８歳の長寿を迎えられましたことを、心から

お祝い申し上げます。

　被爆の惨禍を経験し、皆様と苦楽をともにしなが

ら歩んでまいりました広島市も、多くの課題を抱えな

がら、その困難を乗り越え、今や緑豊かな中・四国

の中枢都市として大いに発展してきております。こ

れも皆様の御努力と御協力の賜物であると、深く感

謝しております。

　永年にわたって社会にお尽くしいただきました御

労苦に対し感謝と敬愛の意を表し、心ばかりの記

念品をお贈りいたします。

広島市長　松井 一實

ご あ いさつ
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米寿記念品申込はがき

【送り先がご自宅以外の場合は下記にご記入ください】

※太枠の欄はすべてご記入ください。

申込締切／12月12日（月）必着
管理番号

ご住所

電話番号

第1希望

お名前

ふりがな

ご住所

電話番号

（〒　　　　ー　　　　　　）

商品番号 商品名

第2希望

第3希望

ご希望の商品

ー ー

お名前

申し込み方法と商品ページの見方

【申込はがきの書き方】

【注意事項】
個人情報保護シールをご利用ください。
商品のお届けには1、2カ月かかる場合もあります。
到着日の指定はできません。
商品お申し込み後の変更はできません。

【申し込み先・お問い合わせ】
広島市令和4年度米寿記念品贈呈事務局
☎050-5530-0874 （平日10時～17時）
〒730-0013
広島市中区八丁堀13－16　八丁堀SRビル２F
株式会社アイドゥコーポレート内

①
電話番号を必ずご記入してください。  
平日昼間にご連絡のつく電話番号または携帯番号を
ご記入ください。

②
ご希望の商品について、商品ページに記載の「商品番号」と
「商品名」を、最大3商品ご記入ください。
限定数の記載がある場合、先着順で受け付けます。限定数
に達した場合、第2希望、第3希望の商品をお届けします。
※第2、第3希望以内の商品をご用意できる場合は、連絡な
く商品を切り替えさせていただきます。

③
商品をご自宅以外に送ることを希望される場合は、お届け
先のお名前、ご住所、電話番号をご記入ください。（ご自宅
へのお届けの場合は、白紙のままで大丈夫です）

①

②

③

申込締切／12月12日（必着）

メモ欄（申込はがきの控えとしてご利用ください）

第1希望

第2希望
第3希望

商
品
番
号

商
品
名

限定数

中区土橋町 7-1　中国新聞ビル 601号

中国　花子　様

最初にお名前、ご住所をご確認ください。

ご あ いさつ
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モーツアルト（廿日市市）

香木堂（東広島市）平安堂梅坪（広島市西区）

限定1000セット

限定500セット限定3000セット

　賀茂鶴や白牡丹など広島を代表する日本酒
をスイーツジュレにしました。それぞれのお酒の
風味と特長を生かしながら、果汁を合わせてい
ます。のど越しの良いノンアルコールのジュレで
す。

　地元広島の食材をかりんとうにしました。れも
ん（大崎下島産）やサムライねぎ（東広島産）に加
え、酒都西条（東広島市）で造られる桜吹雪や賀
茂泉などの酒かすを使った全12種類。保存料、着
色料、香料は使っておらず体にやさしいです。

　「吾作饅頭」と「祇園坊」のセットです。吾作饅
頭は薄皮に粒あんが入っており、上にのったく
るみが香ばしいです。祇園坊は希少品種の柿と
白小豆を使った最高級の柿ようかんです。

③酒のいろいろ物語

②広島かりんとう物語①吾作饅頭・廣島柿羊羹 
 祇園坊詰合せ

	■ 内容量／9個（賀茂泉、賀茂鶴、御幸、美和桜、酔心、誠
鏡、西條鶴、白牡丹、千福）　各115g
	■賞味期限／製造日より240日

	■内容量／12袋（れもん、じゃがいも、ちりめんじゃこ、サ
ムライねぎ、広島菜、生姜、竹炭、ごぼう、桜吹雪、賀茂
泉、福美人、白牡丹）　各30g
	■賞味期限／製造日より150日
	■アレルギー特定原材料／小麦、落花生

	■内容量／吾作饅頭5個、祇園坊1本
	■賞味期限／吾作饅頭は製造日より30日、祇園坊は製造
日より180日
	■アレルギー特定原材料／卵、小麦、大豆

お菓子

お菓子お菓子

※画像はイメージです※画像はイメージです※画像はイメージです※画像はイメージです

※画像はイメージです※画像はイメージです

※商品のお届けまでに1、2カ月かかる場合もあります。

茶の環（廿日市市）

限定3000セット

　日本一に3度輝いた茶鑑定士の厳選した「煎
茶」と「抹茶入り煎茶」のティーバッグ、練乳やク
リームを使ったミルク感のある「抹茶乳菓翆玉」
の詰め合わせです。

④茶の環特選お茶と抹茶乳菓
 翆玉（すいぎょく）セット

	■ 内容量／味のあるおいしいお茶、味のある水色のよいお
茶（各5g×10パック）、抹茶乳菓翆玉7個
	■賞味期限／製造日より30日
	■アレルギー特定原材料／乳、卵、小麦、大豆

お菓子

※画像はイメージです※画像はイメージです
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丸徳海苔（広島市西区）

ヒューマン・モア（広島市西区）

川中醤油（広島市安佐南区）

ヤマトフーズ（広島市西区）

限定100セット

限定500セット

限定300セット

限定1000セット

　純国産原料を使った無添加の味付けのりで
す。のりは有明産で、砂糖は種子島のさとうき
び。地元広島かきの煮汁を基本に、利尻昆布や
かつお節などから取ったこくのあるだしを使って
います。

　広島県産のかきを使っただしの逸品です。か
き由来のタウリンや亜鉛、鉄分など20種類以上
のミネラルとアミノ酸、10種類以上のビタミン
が1包に凝縮され、栄養たっぷりです。

　だし醤油のセットです。「芳醇天然かけ醤油」
はカツオと昆布のだしと、本醸造こいくち醤油を
ブレンド。「吟醸和風だし」は本醸造こいくち醤
油に魚介のうまみ、特製のみりん風調味料で甘
みを加えた煮物専用です。

　瀬戸内レモンを使用した調味料の詰め合わせです。
醤油ベースのステーキソース、サラダやパスタに合う
オリーブオイルドレッシング、藻塩レモン、クリームのよ
うに滑らかに仕上げたレモンカードの4種類です。

⑤広島かき味のり

⑦かきの極み万能だし

⑥芳醇天然かけ醤油と
　吟醸和風だしの詰め合わせ

⑧瀬戸内レモン農園
 調味料セット

	■ 内容量／8切40枚×6本
	■賞味期限／製造日より15カ月
	■アレルギー特定原材料／小麦、大豆

	■内容量／1袋（8.5g×10包）×3
	■賞味期限／2023年5月
	■アレルギー特定原材料／小麦、大豆

	■内容量／芳醇天然かけ醤油×4本、吟醸和風だし×1本
（各500ml）
	■賞味期限／未開栓で製造から2年
	■アレルギー特定原材料／小麦、大豆

	■内容量／レモン＆オニオン肉の万能ソース215g、塩レモ
ンオリーブオイルドレッシング120ml、熟成藻塩レモン
120g、レモンカード130g
	■賞味期限／製造日より270日
	■アレルギー特定原材料／乳、卵、小麦、大豆

 調味料・
加工品

 調味料・
加工品

 調味料・
加工品

 調味料・
加工品

※画像はイメージです※画像はイメージです ※画像はイメージです※画像はイメージです

※画像はイメージです※画像はイメージです ※画像はイメージです※画像はイメージです

※商品のお届けまでに1、2カ月かかる場合もあります。
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升田養蜂場（三次市）

山豊（広島市安佐南区）巴屋清信（広島市中区）

限定300セット

限定2000セット
限定500セット

　広島県内各地で採取した蜂蜜のセットです。
まろやかな口当たりの「森の百花蜂蜜」、優しい
香りと深い甘みの「やまなみ蜂蜜」、かんきつ系
の爽やかな「初夏ハゼ蜂蜜」、濃厚なこくの「ふく
らし蜂蜜」の4種類。

　国産の広島菜を3カ月以上じっくり発酵熟成
させ、しそ風味に味付けした「安藝紫（あきむらさ
き）」と、熟成した広島菜ときゅうりを刻み、しそ
の風味を添えて漬け込んだ「倭（やまと）」の創作
漬物詰め合わせです。

　江波産のかきを生のままプレスし、パリパリにし
た「しぼり焼牡蠣」と、しぼり焼かきをフレーク状に
し、オリーブオイルに漬け込んだ「牡蠣オリーブ油
漬」のセット。ちょっぴり大人なご飯のお供です。

⑪森の蜂蜜セット

⑩山豊 いろいろ詰め合わせ
  「光」

⑨海鮮しぼり焼牡蠣
 詰め合わせ

	■ 内容量／森の百花蜂蜜、やまなみ蜂蜜、初夏ハゼ蜂蜜、
ふくらし蜂蜜（各180g）
	■賞味期限／2年

	■内容量／安藝紫110g×3個、倭110g×2個
	■賞味期限／製造日より120日

	■内容量／海鮮しぼり焼牡蠣15g×2箱、牡蠣オリーブ油漬
130g×1個
	■賞味期限／製造日から半年
	■アレルギー特定原材料／小麦

 調味料・
加工品

 調味料・
加工品

 調味料・
加工品

※画像はイメージです※画像はイメージです※画像はイメージです※画像はイメージです

※画像はイメージです※画像はイメージです

※商品のお届けまでに1、2カ月かかる場合もあります。

鞆の浦けんちゃんのいりこ屋（福山市）

限定400セット

　開業当時から変わらぬ人気の定番商品（い
りこ、ちりめん、かえり、あみえび）と、ちりめんを
たっぷり使用したオリジナルスイーツ「おじゃこ
サブレ」の詰め合わせです。

⑫いりこ屋人気の定番セット

	■ 内容量／いりこ200g	、ちりめん100g	、かえり100g	、
あみえび80g	、おじゃこサブレ48g
	■賞味期限／30～80日
	■アレルギー特定原材料／乳、卵、小麦、えび、かに

 調味料・
加工品

※画像はイメージです※画像はイメージです



7

センナリ（広島市安佐北区）

八幡川酒造（広島市佐伯区）

寿屋珈琲飲料社（広島市中区）

広島北ビール（広島市安佐北区）

限定3000セット

限定1000本

限定1500セット

限定750セット

　風味豊かで飲みやすい「のむ酢」セットです。
ベースは3種類。広島県産レモン果汁の「のむ檸
檬酢」、徳島県産ゆず果汁の「のむ柚子酢」、高
知県産すりしょうがの「のむ生姜酢」です。

　精米歩合40％の兵庫県産山田錦を100％
使用した大吟醸です。華やかな香りと芳醇な味
わい。飲み口は甘く、後味はすっきりとしたきれ
の良い日本酒です。

　カップに乗せてお湯を注ぐだけで、誰でも簡
単にコーヒーが楽しめるドリップバッグコー
ヒーの4種類セットです。自社工場で原料からこ
だわって作り上げた、本格的な味わいです。

　広島市安佐北区亀山の地下水で造るクラフト
ビールのセットです。堀口海産（南区）のかきを使った
「オイスターダークエール」や、大崎下島産のはっさ
くを使った「はっさくビール」など4種類です。

⑬のむ酢セット
 （レモン・ゆず・しょうが）

⑮大吟醸 八幡川

⑭ドリップバッグコーヒーギフト

⑯広島北ビール人気セット

	■ 内容量／のむ檸檬酢、のむ柚子酢、のむ生姜酢（各
270ml）
	■賞味期限／製造日より1年

	■内容量／720ml

	■ 内容量／寿屋Ａプレミアムブレンド、エメラルドマウンテ
ン、カフェインレスコーヒー、ブラジルショコラ（各8g×6
袋）
	■賞味期限／製造から364日

	■内容量／ペールエール、アンバーエール、オイスターダー
クエール、はっさくビール（各330ml）
	■賞味期限／製造日より3カ月
	■アレルギー特定原材料／小麦
	■クール便

飲料・酒

飲料・酒

飲料・酒

飲料・酒

※画像はイメージです※画像はイメージです ※画像はイメージです※画像はイメージです

※画像はイメージです※画像はイメージです ※画像はイメージです※画像はイメージです

※商品のお届けまでに1、2カ月かかる場合もあります。
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サタケ・ビジネス・サポート（東広島市）

ふれ愛プラザ（広島市中区）

カツヤ（広島県海田町）

千羽鶴未来プロジェクト（広島市中区）

限定750セット

限定800セット

限定1000袋

限定200本

　炊飯したお米を乾燥させたマジックライスの詰
め合わせです。白米をはじめ、ピラフやチャーハン
など9種類。お湯を注いで15分、水なら60分でで
きます。万一の時もおいしいご飯が食べられます。

　広島市内の障害者福祉事業所で働く方たち
が、菓子職人として一つ一つ丁寧に作ったお菓
子です。職人たちが思いを込めたクッキーやかり
んとうなど12種類の詰め合わせです。

　アグリ君田（三次市）が、こな状にした地元
の竹と米ぬかを混ぜて発酵させた有機肥料を
使って生産した米です。粘り、つやがあり、もちも
ちの食感が魅力です。冷めても硬くなりにくく、
弁当やおにぎりにも合います。

　広島市から譲渡された千羽鶴を加工し、オリ
ジナルのイラストを描いた扇子です。プロジェク
トチーム（44の障害者福祉事業所）が解体仕分
けし、抄紙した特別な和紙を使っています。

⑰サタケの非常用保存食セット

⑲おやつBOX（ひろしまセレクト）

⑱ミルキークイーン「麗」

⑳千羽鶴再生グッズ「扇子」

	■ 内容量／白飯100g、野菜ピラフ100g、チャーハン
100g、根菜ご飯100g、青菜ご飯100g、梅じゃこご飯
100g、ミニ五目ご飯50g、ミニドライカレー50g、ミニ
わかめご飯50g（各1個）
	■保存期間／5年

	■内容量／12種類（クッキー9種、かりんとう、せんべい2
種）
	■賞味期限／製造日から30～90日
	■アレルギー特定原材料／乳、卵、小麦、そば、落花生、え
び、かに、大豆

	■内容量／5kg
	■賞味期限／涼しく湿気のないところで保管の上、2カ月以
内にお召し上がりください

	■内容量／1本26g
	■サイズ／縦22×開いた状態で横38cm

就労支援
事業者

就労支援
事業者

米・
防災食品

米・
防災食品

※画像はイメージです※画像はイメージです※画像はイメージです※画像はイメージです

※画像はイメージです※画像はイメージです

※商品のお届けまでに1、2カ月かかる場合もあります。
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たむろ木材カンパニー（広島市東区） 高山清（広島市中区）

チューリップ（広島市西区）

限定1000セット 限定30膳

　スタンド式のツボ押しと、携帯サイズのマッサー
ジローラーのセットです。ちょっと一息入れたい時
にぴったり。体を優しく押してリフレッシュできま
す。生活のお供にそばに置いて使ってください。

　しっとりと手になじみやすく、抗菌性のある漆
でできた箸です。朱色は魔よけや不老長寿を象
徴する色。これからも元気に過ごしてもらいたい
との願いを込め、一本一本職人が色を塗ってい
ます。

�ツボ押しと
 マッサージローラーとんぼ

�漆塗「朱箸（しゅのはし）」

㉓刺し子の花ふきんキット

	■ 内容量／ツボ押し、ツボ押し台、マッサージローラーとん
ぼ（各1個）
	■サイズ／ツボ押し4×20cm、マッサージローラーとんぼ
3×10cm

	■内容量／1膳
	■サイズ／長さ22.5cm

限定1600セット

　イタリアの都市アッシジとローマをモチーフに
した、日本の伝統刺繍「刺し子」の手ぬいの花ふ
きんキットです。こだわりの大阪・堺市の伝統産業
である和晒（わざらし）、飛騨刺し子糸、広島針を、
チューリップ独自の図案と共に届けます。

	■ 内容量／刺し子針、刺し子糸、晒し木綿、説明書（各2
個）

工芸品 工芸品

※画像は完成イメージです※画像は完成イメージです

※商品のお届けまでに1、2カ月かかる場合もあります。

趣 味

広島筆産業（広島県熊野町）

限定500セット

　12色のカラー筆ペンです。一般的な筆ペンよ
りも毛がやや長く、硬め。「とめ」「はね」「はらい」
などの筆使いや、水を含ませてぼかしたり、色を
混ぜたりすることもできます。

㉔カラー筆ペン「筆姫」
 12色セット

	■ 内容量／12本（水性染料インク）

趣 味

※画像はイメージです※画像はイメージです



10

チューリップ（広島市西区）

中国新聞印刷（広島市中区） アスティ（広島市西区）

限定1600セット

限定1500セット

限定数なし

　持ち歩きたくなるカープスラィリーソーイング
セットです。ぬいぐるみのおなかには、カープまち針
や糸を通しやすいマジック針などを収納。しっぽを
引っ張るとメジャーが出てきます。

　広島市中区の平和記念公園に捧げられた折り鶴
を使った再生紙「平和おりひめ」で作られた、絵はが
きや一筆箋、ブロックメモのセットです。メッセージ
と共に、平和への思いも相手に届けられます。

　人と地球に優しいオーガニックコットンを
使ったタオルのセットです。オーガニックコット
ンは、自然のサイクルを利用した環境負荷の少
ない方法で作られた素材で、綿本来の心地よさ
を感じることができます。

�カープスラィリー
 ソーイングセット

㉗おりひめコレクションセット �オーガニックコットン
 バス・ウォッシュタオルセット

	■ 内容量／ぬいぐるみ×1体（メジャーも含む）、針ものがた
り（マジック針、四ノ三）各1本、イラスト入りセルまち針
（黄と緑）各1本、ミニはさみ赤×1丁、スナップ8ミリ×1
個、シャツボタン×2個、糸通し×1個、安全ピン×2個、糸
巻き×1個、針用ケース×1個、セットケース×1個

	■内容量／絵はがき（平和への祈り5枚入り×1、広島情景
6枚入り×1）、一筆箋（広島情景×1、折り鶴再生紙ブロッ
クメモ「つづるTsuzuru」×1） 	■内容量／バスタオル60×120cm、ウォッシュタオル34×

35cm（各1枚、計560g）
	■素材／綿100％

日用品・
寝具

※画像はイメージです※画像はイメージです ※画像はイメージです※画像はイメージです

※画像はイメージです※画像はイメージです

※商品のお届けまでに1、2カ月かかる場合もあります。

カープ・
ヒロシマ

カープ・
ヒロシマ

中国新聞グループ（広島市中区）

限定500セット

　カープファンにおすすめの２冊。リーグ初優勝
や球史に残る名勝負など、赤ヘル戦士の「あの
時」を読みものとラジオ音声で振り返り、今だか
ら明かせるＯＢたちの秘話で70年の歩みをひ
もときます。カープ坊やのスケッチブックも。

�中国新聞グループオリジナル
	 カープグッズコレクション

	■ 内容量／Veryカープ!名選手列伝100人の物語CDブック
（B5判32ページ）、カープ70人の証言1950→2020（A4
判90ページ）、ミニスケッチブック	カープ坊やコラボVer　
各1冊

カープ・
ヒロシマ

※「Veryカープ!名選手列伝100人の物語CD
ブック」はVol.1～4のいずれか一冊です
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アスティ（広島市西区）

ジョイナス・ナカムラ（福山市）

-M・L・LL・3L　※サイズを必ずご指定ください。 -M・L・LL・3L　※サイズを必ずご指定ください。

アスティ（広島市西区）

ジョイナス・ナカムラ（福山市）

限定数なし

限定1000着

限定80枚

限定1000着

　ホック付きの羽織れる便利なブランケットで
す。ひざ掛けや肩掛け、お昼寝、レジャーなど、い
ろいろな用途で使うことができる優れもの。肌
寒くなるこれからの季節にぴったりです。

　特許を取得した「こしらく立体裁断」で、かがん
でも背中や下着が見えない婦人向けパンツです。
ウエストゴムも入れ替え簡単。腰回りとお尻回り
が特にゆったりで、厚手の下着やおむつでも窮屈
になりません。

　あたたかく心地よい肌触りの敷パットです。敷
布団に簡単に取り付けられ、四隅にゴムが付い
て外れにくい構造になっています。背中の冷えを
防いで、快適な夜を過ごしましょう。

　メンズシニア向けのスラックスです。ストレッチ
性があり、総ゴムで楽々です。ベスト通しや前ファ
スナー付き。静電気除去テープで不快なパチパ
チを軽減します。抗菌、消臭効果もあります。

�羽織れるホック付ブランケット

�

�あったか敷パット

㉜

	■ 内容量／1枚（100×140cm、約450g）
	■素材／ポリエステル100％

	■内容量／1着
	■色／グレー
	■サイズ／M（W64～70cm、股上46cm）、L（Ｗ69
～77cm、股上48cm）、LL（W77～85cm、股上
50cm）、3L（Ｗ85～93cm、股上52cm）　※股下は
いずれも60cm
	■素材／ポリエステル100％

	■内容量／1枚（100×205cm、1200g）
	■素材／ポリエステル100％

	■内容量／1着
	■色／グレー
	■サイズ／M（W76～84cm）、L（Ｗ84～94cm）、LL
（W94～104cm）、3L（W104～112cm）　※股下は
いずれも65cm
	■素材／ポリエステル100％

衣 類衣 類

日用品・
寝具

日用品・
寝具

※画像はイメージです※画像はイメージです ※画像はイメージです※画像はイメージです

※商品のお届けまでに1、2カ月かかる場合もあります。

�-M

�-L

�-LL

�-3L

㉜-M

㉜-L

㉜-LL

㉜-3L

商品番号 商品番号

婦人こしらくパンツ 裏起毛 紳士はき楽ズボン

※画像はイメージです※画像はイメージです ※画像はイメージです※画像はイメージです




