
豆ちよ焙煎所
住所：神山町神領字
　　  北85-3
電話：080-8863 -9090
営業時間：12:00〜17:00（月・祝定休）
購入方法：電話、店頭、オンライン

フードハブ・
プロジェクト
住所：神山町神領字
　　 北190-1
電話：088-676 -1077
営業時間：9:00〜18:00（月・火曜定休）
購入方法：店頭、オンライン

カミヤマビール
住所：神山町神領字
　　 西上角280-1
電話：050-2024-3576
営業時間：12:00〜19:00（土日のみ営業）
購入方法：電話、店頭、オンライン

里山みらい
住所：神山町
       鬼籠野字東分3-1
電話：088-676-0310
営業時間：10:00〜17:00（土・日・祝定休）
購入方法：電話

アートディレクション＆デザイン：青木宏之（Mag）　写真：近藤奈央、神山の冬ギフト編集部　イラスト：STOMACHACHE.　編集：いつもどおり　発行：神山町商工会

令和３年度　伴走型小規模事業者支援推進事業

モリグチャウダー
  住所：神山町下分字栗生野30
  電話：090-9988-1133
  購入方法：電話、メール
（tomomimoriguchi@gmail.com）

リヒトリヒト
住所：神山町
       神領字北213-1
電話：088-636-7920
営業時間：10:00〜17:00（火・水曜定休）
購入方法：電話、店頭

ランスタンボノー
住所：神山町
       神領字谷479
電話：088-676-0280
営業時間：8:30〜17:00（土・日曜定休）
購入方法：電話、店頭

茶房 松葉庵 麟角
住所：神山町神領字北上角58
電話：088-676-1415
営業時間：10:00〜17:00（火曜定休）
購入方法：電話、店頭

ガーデン・オブ・
ザ・フォレスト

住所：神山町神領字東野間256-1
電話：090-5718-0480
営業時間：9:00〜18:00（月曜定休）
購入方法：電話、店頭

マザーハンド
アルチザン

  購入方法：メール
（info@motherhandartisan.com）

ミートショップたかはし
住所：神山町神領字北218-1 
電話：088 -676-0604
営業時間：10:00〜19:00（日曜定休）
購入方法：電話、店頭

宮本製菓
住所：神山町神領字西野間29-1
電話：088-676-0508
営業時間：8:00〜17:00（年中無休）
購入方法：電話、店頭

あけぼの堂
住所：神山町下分字左右山136-1
電話：088-677-0054
営業時間：7:00〜19:00（不定休）
購入方法：電話、店頭

神山温泉
住所：神山町神領字
　　 本上角80-2
電話：088-676 -1117
営業時間：10:00〜21:00（第4火曜定休）
購入方法：電話、店頭、オンライン

おひーさんの農園
チーノ
住所：神山町
       下分字地野45
電話：050-2024-3388（留守電）
ファックス：050-4462-1597
営業時間：8:00〜17:00
購入方法：電話、ファックス、オンライン

シズクストア
住所：神山町神領
       西上角194
電話：050-2024-2090
営業時間：10:00〜12:00、13:00〜16:00
                （月・火曜定休）

購入方法：店頭、オンライン

〜森の小さな美容院〜



雨乞いの滝羊羹3本入  2,400円

チーズケーキ（６号）  2,800円

ザッハトルテ（５号）  2,700円
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すだちの栽培や販売、人材育成を行うNPO
法人里山みらいが運営する、神山すだち
農家組合が紹介するギフトは、すだち果汁
100%の【生搾りすだち果汁 ２本セット】。

JA名西郡と共同開発した逸品で、搾りたて
の芳醇できりっとさわやかな風味が特徴
です。1本に約５kgのすだちがふんだんに
使われています。お鍋にぽん酢として使っ
たり、お湯と蜂蜜でつくる“すだちエード”
で、身体を芯から温めて。

宮本製菓は、寄井商店街にて宮本充幸さ
んが営む老舗のお菓子屋さん。この冬の
おすすめは、２種類のケーキ。ふわふわの
食感で、濃厚なチーズの香りが口の中に広

がる【チーズケーキ】と、しっとりした生地と
上品な甘さが後を引く【ザッハトルテ】は、大
切な人の誕生日や特別な日にぴったりです。
昔ながらの製法でつくる定番の【雨乞いの
滝羊羹】などの和菓子とともに、お茶を飲み
ながら優雅なひとときを。

大粟山の麓にあるカミヤマビールは、マヌス・
スウィーニーさんとあべさやかさんが営む地
ビールの醸造所。神山の顔になりつつあるカ
ミヤマビールの冬のおすすめは、ブナで薫製

された麦芽をベースにし、阿波番茶をブレン
ドした風味豊かな「FUMO」と、成層圏を旅
した酵母で醸造し、ほんのりコーヒーの香りも
楽しめる「25241M」です。アーティストでも
あるさやかさんが描くラベルは、飲んだ後の
ボトルも飾っておきたくなるかわいさ！

寄井商店街にあるオーダーメイドの靴屋・リヒ
トリヒト。それぞれの足やライフスタイルに
合わせて、靴職人の金澤光記さんがつくる

“素足よりも気持ち良い”靴を履いた時の喜

びはひとしお。新商品の【サボ】は、どんな
スタイリングにも合いそうな一足。歩きはじめ
のお子さんをサポートする【ファーストシュー
ズ】は、出産祝いに。革の色味や風合いの
経年変化が楽しめる【ルームシューズ】は、
大切な人とのペアで揃えてみてはいかが。

生搾りすだち果汁2本セット  3,000円

びんビール15本（3種）セット  10,865円

びんビール5本（5種）セット&
オリジナルグラス1点  
4,455円

びんビール3本（3種）
セット  1,947円

サボ  33,000円 ルームシューズ  14,850円ファーストシューズ  11,000円
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豆ちよ焙煎所では、店主の千代田孝子さん
が丁寧に焙煎したばかりの新鮮なコーヒー
セットをご紹介。【コーヒー100g ２種類】は、
高品質で風味豊かなコーヒー豆をお好みで

選んでプレゼントに。【ドリップバッグ15＆30
袋入り】は、抽出器具がなくても、お湯とカッ
プさえあれば本格的なコーヒーが淹れられ
るセット。たくさんの人と一緒にコーヒー時
間を楽しめる・分け合えるギフトなので、オ
フィスやキャンプなどでどうぞ。

マザーハンドアルチザンは、ベルギー・ブ
リュッセルで長年暮らし、この春に神山に移
り住んで来た永井大作さん＆はま子さん夫
婦によるニットブランド。ハンドメイドにこだ

わって編まれるニットはどれも美しいものばか
り。厳選されたイタリア製ウール100%の伝
統的な太い糸を使った【帽子とマフラーの
セット】や、ウール75%、アンゴラ25%の糸で
編まれた【薄手のマフラー】は、滑らかな肌
触りが心地良い逸品です。

※商品はすべて1点ものです。

フードハブ・プロジェクトが運営するかまパン
＆ストアには、毎日できたてのパンと神山産
の素材を使ったおやつや加工品が並んでい
ます。【かまパン朝食セット】は、食パン２斤

や旬の野菜を練り込んだ季節のローフの他
に、季節のフルーツソース、米粉のホット
ケーキミックス、豆ちよコーヒーのドリップバッ
グが入った、スペシャルセット。定番の【カミ
ヤマメイト】や、パンやヨーグルトにぴったりの

【季節のフルーツソース】もおすすめ。

神領本上角にある神山温泉の泉質は、含重
曹食塩泉で、保湿・保温効果が高く、肌が

“つるつるすべすべ”になるため、美人の湯と
して知られています。今回、冬ギフトとして

おすすめするのは、神山温泉のオリジナル
入浴剤【神山温泉ごっこの湯】。ご家庭の
お風呂に混ぜるだけで、神山温泉に入ったと
きのほっとした気分や懐かしさを感じられるは
ず。入浴後には、さわやかなすだちの酸味
が効いた【神山すだちサイダー】をどうぞ！ 

かまパン朝食セット  3,888円

季節のフルーツソースのセット  2,916円〜

カミヤマメイト
定番と季節の味セット  2,495円

コーヒー100g  2種類  1,400円〜ドリップバッグ15袋入り  3,240円

ドリップバッグ30袋入り
6,480円

帽子とマフラーのセット
25,000円

薄手のマフラー
10,000円

神山すだちサイダー10本入
2,980円

神山温泉ごっこの湯3袋  3,000円
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おひーさんの農園チーノでは、加藤さん夫妻
が下分地野にある畑で、農薬・化学肥料不
使用の野菜や果物を育てています。農園
内にある加工所でつくる商品は、素材の味

を楽しめるものばかり。にんにくのフライド
チップスをたっぷり漬けた【にんにくオイルの
ギフト】は、鍋や肉料理にかけるだけで旨味
がアップ ！ 旬のすだちを凝縮した【すだちオ
イル&すだち塩のギフト】は調味料として使
えば、どんな料理もよりさわやかに。

ガーデン・オブ・ザ・フォレスト〜森の小さな
美容院〜は、地元出身の阿部晃幸さんが、
名 古 屋や神 戸の美 容 院を経て独 立し、
2020年神領東野間にオープンした美容院。

今回のギフト券は、カットやカラー、パーマな
どの施術で使える【オリジナル商品券】と、
高齢や産前産後で外出が難しい方に向けた

【訪問美容券】の２種類。訪問シャンプー台
を導入しているため、同じサービスをご自宅
でも安心して受けられます。

ミートショップたかはしは、神山唯一の精肉
店。すき焼き、しゃぶしゃぶ、水炊き…とお
鍋が恋しい季節にぴったりの新鮮な肉ギフト
をセレクト！【黒毛和牛すき焼きのギフト】は、

やわらかくて油の多い希少部位のミスジと
赤身の多いもも肉の２種類の味を贅沢に味
わえます。神山の自然豊かな土地で育った

【すだち鶏もものギフト】は、水炊きにして〆
に雑炊を。クリスマスにはローストチキンの
販売するので、ぜひご予約を。

モリグチャウダーは、下分栗生野で松村智
美さんが営むパン屋さん。松村さんがつく
るお菓子は、国産の小麦や米油を使用し、
甘さを控え、美味しい塩を効かせています。

どれもさっぱりとしながらも、コクのある味わ
いが特徴です。今回のギフトは、モリグチャ
ウダーで人気のグラノーラやサブレ、スコー
ンを詰め合わせた【国産小麦を使った焼き
菓子のセット】。大切な方へのご挨拶、お土
産、プレゼントにどうぞ。

黒毛和牛すき焼きのギフト  
5,500〜7,000円

国産小麦を使った焼き菓子のセット  3,300円

すだち鶏もものギフト
3,000円

にんにくオイルのギフト 3本セット（激辛、すだち、プレーン）  4,050円  にんにくオイルのギフト
  ２本セット
（激辛、プレーン）  
  2,700円

すだちオイル&
すだち塩のギフト  2,030円

※訪問美容券は、町内在住の方のみ

オリジナル商品券  5,000円 訪問美容券  5,000円
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あけぼの堂は、下分左右山にある和洋菓子
とパンの店。【レモンケーキ＆アーモンドケー
キ】は、口あたりの良いカステラ生地をチョコ
レートでコーティングし、コロンとした丸い形

が可愛らしいケーキセットです。神山産すだ
ちの果汁と刻んだ皮を使った【すだちのカス
テラ】や、こし餡をパイ生地で包んだ【神山
だより】とカステラの中に北海道産の大納言
をふんだんに包み込んだ【神山街道】のセッ
トは、おみやげにぴったりです。

今年４月に神領谷にオープンした美容室、
ランスタンボノー。古民家だった建物を、時
間をかけてセルフリノベートしてつくられた
こだわりの空間で、店主の森田美穂さんによ

る極上の施術が受けられます。【オリジナル
ギフト券】は、ヘッドスパをはじめ、カットや
カラー、パーマなどに使用できます。特に
ヘッドスパは人気で、紫外線からのダメージ
や日頃の疲れを癒してくれるので、大切な方
へのプレゼントにおすすめです。

今年4月、神領西上角に移転オープンした
シズクストア。神山町の山や川を守るため
に杉に新たな価値を見出しています。【神
山杉エッセンシャルオイル】は、西上角にある

しずくラボで神山杉を蒸留して抽出したもの
で、やさしい香りで安眠に導く効果がある
そう。セットのディフューザーに１滴垂らして
枕元に置くだけで、質の高い睡眠へ促しま
す。また、【神山杉チップの除湿芳香剤】は
吸湿性が高く、消臭効果が期待できます。

まちの喫茶店である茶房 松葉庵と隣接した
割烹料理店・麟角は、松村美津代さんと慶
佑さん親子が営むお店。年に一度の【松葉
庵の御節】は、丁寧に調理した焼き物や煮

物が入った昔ながらの御節。栗金団や伊
達巻の他に、慶佑さんが小さな頃から親し
んできた味を再現したお煮しめなど、素材ひ
とつひとつにこだわってつくられています。
松葉庵の御節と珈琲を堪能しながら、のん
びりとしたお正月を過ごしませんか。

神山杉エッセンシャルオイルギフトセット  5,500円

松葉庵の御節  
16,500円（１段：２人用）38,500円（２段：４人用）

松葉庵珈琲ギフト 
3,000〜5,000円

レモンケ－キ＆ア－モンドケ－キ 15個入り  2,250円

神山だより＆神山街道
  20個入り

2,600円

すだちのカステラ 10個入  2,000円

神山杉エッセンシャルオイル単品  
4,400円

神山杉チップの
除湿芳香剤  

1,650円

オリジナルギフト券  5,000円

※町内在住の方は無料送迎可



神山は梅の名産地。紅く光り輝く完熟・無添加の梅干し
を、神山町の地域おこし協力隊たちが宝石に見立てて、【神
山ルビィ】と命名。神山で暮らす農家さんたちが、材料に
梅・塩・紫蘇のみを使い、昔ながらの製法でこだわって漬け
込んだ個性豊かな３種類の梅干しを食べ比べしてみては。

神山ルビィ詰め合わせ：2,000円

神山ルビィ   電話：050-5360-8700
  購入方法：電話・オンライン、メール
（kamiyama.ruby@gmail.com）

宮本製菓のクリスマスケーキは、ふんだんに使用したイチ
ゴやブルーベリーと、しっとりとしたスポンジとなめらか
な生クリームが特徴。スタイリッシュなデザインを施した
ケーキは、家族や親しい友人とのクリスマスパーティーを
より一層、上品で華やかにしてくれるはず。
アレルギー表示：小麦・乳・卵
※ご予約の方にシャンメリー1本プレゼント

宮本製菓 住所：神山町神領字西野間29-1　電話：088-676-0508
営業時間：8:00〜17:00（年中無休）　購入方法：電話、店頭

生クリームスペシャル（6号）：3,500円
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粟カフェ 住所：神山町神領字本上角118-1
営業時間：11:30〜17:00（木・金曜定休）　電話：050-2024-2062
購入方法：電話、店頭（1日10個限定販売）

神山出身のパティシエ・森西由美さんが手がける、粟カフェのク
リスマスケーキは、おしゃれでカロリーを控えた体にやさしいケ
ーキ。小麦アレルギーをお持ちの方には米粉で代用したり、粟カ
フェ定番のケーキをクリスマスバージョンに変更することも可能。
アレルギー表示：小麦・乳・卵
※定番ケーキは、商品によって値段が変わります。

クリスマスケーキ（6号）：5,000円

モリグチャウダー 電話：090-9988-1133
購入方法：メール（tomomimoriguchi@gmail.com）、
電話にて予約受付

モリグチャウダーのシュトレンは、生地に砂糖を使用して
おらず、素朴で豊かな甘みと旨味が感じられる逸品。神山
産無農薬すだち、八朔、栗をはじめ、ドライフルーツやナッ
ツをたっぷり使って焼き上げます。800gを超える大きなサイ
ズだから、アドベントカレンダーをめくりながら楽しんで。
アレルギー表示：小麦・乳・卵・カシューナッツ

シュトレン：3,300円

生クリームにイチゴをデコレーションした、あけぼの堂特
製のクリスマスケーキ。中央に乗った砂糖菓子のサンタが
かわいらしく、甘さ控えめで「あっさりしていて美味しい」
と大人気。年に一度のこのケーキを楽しみにしている常連
さんもいるのだとか。生チョコやバタークリームも選べます。
アレルギー表示：小麦・乳・卵
※12/20までにご予約の方にシャンメリー1本プレゼント

あけぼの堂 住所：神山町下分字左右山136-1　電話：088-677-0054
営業時間：7:00〜19:00（不定休）　購入方法：電話、店頭

クリスマスケーキ（6号）：4,000円

フードハブ・プロジェクト 住所：神山町神領字北190-1
電話：088-676-1077 
営業時間：9:00-18:00（月・火曜定休）
購入方法：店頭、オンライン

おやつ係・山田友美さんがつくるシュトーレンパウンドは、自社
農園で育てた神山小麦を粗めに引いた生地に、無農薬の神山産ゆ
ずや干し柿などのドライフルーツとナッツを入れて焼き上げてい
ます。乳製品を使用せず、素材の美味しさが引き立つ仕上がりに。
アレルギー表示：小麦、卵、ナッツ(くるみ)、大豆

神山シュトーレンパウンド：2,187円


