
森とともに生き続けるため
トドマツ精油で伝える
山での営みと香り

「農業はかっこいい」を
伝える顔の見える米づくり

休耕田を復活させた
地元農家とつくる
米から生まれる新たな地域循環

いのちを最後まで大切に
廃用牛の価値を見直すミートソース

規格外の果物から教わる
本当の自然のおいしさ

干し芋づくりの誇りを取り戻す
食卓に新たな提案を

雹
ひょう

の被害を
きっかけに生まれた
農業のこれからを
考えるシードル

地元農家に新たなPRの場を
地産果物や米でつくる地ビール

美味しい蜜が
森を豊かに
新しい養蜂技術で
生まれた「秘蜜」

森の再生と共に復活した
木肌を感じるカスタネット

若い世代の柔軟な考えで
酒粕

か す

文化を表舞台へ

ナルークボディケアセット

¥8,964 / フプの森

金色の山男YUTAKA米 2kg

¥1,200 / トラ男

奥州サボンプレミアム＆お米でできた消臭スプレー コメッシュ　

¥4,844 /  ファーメンステーション

いのちのミートソース 4個セット　

¥2,160 /  森林ノ牧場

山形代表詰合わせ 15缶セット　

¥2,515 /  山形代表

ほしいもグラノーラりんご・味噌

各¥756 /  ホテル クリスタルパレス

kimoriシードル750ml 2本セット　

¥3,212 /  弘前シードル工房kimori

林檎のラガー/米麦酒　

各 ¥720 /  みちのく福島路ビール

蜂蜜 林檎 食べ比べセット

¥4,212 /  TAP&SAP

森のカスタネット 柄・無地

柄 ¥1,080  無地 ¥864 /  森の恵みと学びの家

酒粕ミルクジャム/酒粕ミルクサンドクッキー5枚入り　

ジャム¥700  クッキー¥756 /  紅梅

敬意を持って後世に繋げる
地元農家とつくる
無添加ピーナッツバター
ギフトセット premier　

¥5,800 /  HAPPY NUTS DAY



素材本来の良さを見つめる
副産物から生まれるアクセサリー

育て、加工し、売って伝える
地元農園の小さな工夫

蜂が快適に働ける
環境づくり
蜜蜂と人間の共同作業

新しい技術を
追求しながらも忘れない
生み出した素材への
愛情と再活用

循環の技術を残す
ゆっくり紡がれるガラ紡糸

食材の個性を引き出しながら
現代風アレンジで
生まれたソース

土地の味も自然も残したい
効率を求めない食づくり

種類も生産量も季節で変わる
旬の規格外野菜を活用する仕組み

リサイクルコットンの
糸から考える
限りある資源の循環

虫喰い材のハンデを個性に
里山再生の思いを伝える

当たり前にある
食材に注目
郷土料理に捉われない
新しい提案

間伐材から削り出される
経年変化を経て土に還るポット

自然と共存して歩む
本来あるべき姿を
取り戻す米づくり

“レスキュー”から新しい文化をつくる
古材が当たり前になるこれから

果実の限られた部分にも注目
丁寧な価値の見つけ方

シソと共に風景を育てる
タネを採るところから始まるシバ漬け

広い視野で農業をとらえ
規格外ニンジンにとことん向き合う

地域の廃材を染色材料に
原料栽培にも取り組む
帆布製品

酒蔵の醸造技術で
地元素材を活かす
副産物からつくる精油

手を加えない「素」を魅力に
農法から製法まで島の自然を思う

豊かな水と自然から研究する
地域環境と共に歩むスキンケア

ユズの廃棄部分を研究
秘めた成分の発見から
生まれたスキンケア

ピアス kasumi/tsubomi/minori fusa　

kasumi  ¥16,300  tsubomi ¥24,000  
minori fusa ¥25,000 / Selieu

ノンオイルドレッシクングとピクルスと
ジャムの詰め合わせ　

¥4,000 /  高梨農園

福田養蜂場ギフトセット 蜂蜜4瓶　

¥2,200 /  福田養蜂場

BECCOティペット　

各 ¥16,200 /  福田織物

ガラ紡のベビーセット　

¥14,688 /  木玉毛織

SHO SUZUKI ギフトボックス４本入り　

¥3,480 /  SUZU365

ゆずっこ ６本セット　

¥1,400 /  宮川物産

金沢ピクルス 能登娘・プチトマト・ミックス　

能登娘  ¥648  プチトマト ¥594  
ミックス ¥702 / 金沢ピクルス

ペリカン　

各¥1,728 / saredo -されど-

虫喰いの壁掛け時計　

丸 ¥12,960  四角 ¥9,504 / 尾山製材

まままままかりギフト　
 ¥4,000 / ココホレジャパン

TIMBER POT No.4・No.3　

No.4 ¥4,860  No.3 ¥3,780 /  ろくろ舎
近江針江の古代米 赤米・五色米・緑米・黒米　
各 ¥648 /  針江のんきぃふぁーむ

レスキューストーリーボックス 廃棄するパン屋さん　
¥6,480 /  ReBuilding Center JAPAN

荻ティータイムギフト　

¥2,514 /  柚子屋本店

6種ギフトセット（きざみ赤志ば・朝霧・菜の花 糠漬・味すぐき・みょ
うが漬・しそ巻きらっきょう）　

¥3,294 /  志ば久

各務にんじんホカルノギフトセット　

¥5,000 /  フォレストファーム

バケツバック 植物染め　

¥18,900 /  立花テキスタイル研究所

FRAGRANT KISHU-WAKA 三宝柑・柚子・
温州みかん・ 檸檬・甘夏　

各 ¥2,160 /  中野BC

Suu BOTANICAL SOAP・淡路島産 エッセンシャルオイル Suu  ティー
ツリー・ラベンダー　

左 ¥1,080  中央 ¥1,750  右 ¥1,750 /  Suu

バスセット　

¥4,298 /  北麓草水

ゆずモイスチャーローション・
オールパーパスクリーナー・ゆずレスキューローション　

左 ¥5,400  中央 ¥972  右 ¥2,376 /  re・make

身近な人の声がヒントに
集落の新たな特産品
宮内舎の玄米麺＆白米麺 6P　

¥2,135 /  宮内舎



土産需要に頼らない
本当に欲しいと思われる製品づくり

人にやさしいものは自然にもやさしい
健康な体ときれいな水を守る無添加石けん

“真っ白”だけではない魅力を
オリジナルで生み出す
今の暮らしに合う器

100%風力発電で織る
環境にも配慮した
「赤ちゃんが口に含んでも安全」
なタオル

地産原料が集まる場所に
廃校を活用した
自社工場で生まれるコスメ

コーレーグースーと琉Qの琉球ガラス瓶　

¥4,730 /  琉Q

ベビーギフトB-30　

¥3,240 /  シャボン玉石けん

JICONギフト 桔梗小鉢２客　

¥3,672 /  今村製陶

「未使用」から「未来使用」へ
端材と地元企業の技術をつなぐ
アップサイクル
ピアス箔押し・ピアスシンプル・ピアスコンビ　

左  ¥6,264  中央  ¥5,184  右  ¥5,724 /  Team

かつて味わった「母の味」を目指し
最後まで絞りきってつくる
素材の味を引き出すミカンジュース
青二彩 2本入り　

¥4,428 /  オレンジブロッサム

農業と加工の循環から生まれる
芋の価値を安定させる焼酎
ギフトセット　

¥4,526 /  五島列島支援プロジェクト

技術や味を過去のものにしない
木桶職人復活プロジェクト
145ml 5本詰　

¥2,430 /  ヤマロク醤油

「経済ビリ」「森林率ニホンイチ」を自慢する
森林率84％から生まれた「84プロジェクト」
間伐 ひのき風呂・によどヒノキウォータールームミスト・ひのきぶし　

左  ¥216  中央  ¥1,944  右  ¥1,000 /  84プロジェクト

コットンヌーボーフェイスタオルギフトセット　

¥5,724 /  IKEUCHI ORGANIC

自然がつくりだす
高性能素材に注目
建材利用からもっと身近
な生活品へ
Art&Earth ツリー　

¥3,240 /  高千穂

地域で真剣に取り組む
「リデュース」「リユース」
「リサイクル」の3R

KAMIKA T2 BEER IPA・ペールエール・ポータースタウト　

各 ¥740 /  RISE & WIN Brewing Co. BBQ & General Store

BOTANICANON  ヘアケア＆ソープセット　　

¥3,456 /  BOTANICANON


