
秋田県男鹿市ふるさと納税寄附金ホームページ
http://www.city.oga.akita.jp/index.cfm/12,0,74,html

カタログ掲載以外の謝礼品に関しては男鹿市ふるさと納税謝礼品ホームページをご覧ください。

http://furu-po.com ふるぽ 検索
ふるさと納税謝礼品
カタログに関する
お問い合わせ

〒541-0058   大阪市中央区南久宝寺町3-1-8

JTB西日本ふるさと納税配送センター

☎ 0570-002-631（代表）
月曜日～金曜日10時～17時（祝日、年末年始、お盆除く）
※問い合わせの際はお客様のID番号をお知らせください。

ダイジェスト版

カタログ有効期限

2017年4月1日〜2018年3月31日まで

お が し

北緯40度

な ま は げ の 里

ふるさと納税謝礼品カタログ
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※掲載しているセット内容は、季節等の都合により内容変更または同類相当の謝礼品に変更となる場合があります。予めご了承ください。※中元歳暮時期は、季節柄大変混み合っており、お届けが多少遅れる場合があります。予
めご了承ください。※写真はすべてイメージです。記載内容以外の食材や薬味、容器等は含まれません。※謝礼品はなくなり次第終了とさせて頂きます。※賞味期限等商品詳細に関しては男鹿市ふるさと納税寄附金謝礼品交換サ
イトhttp://furu-po.com/をご覧ください。

男 鹿 水 族 館 GAO
ホッキョクグマや秋田県魚「ハタハタ」を見ることができる男鹿
水族館ＧＡＯのペア入館券。

木目を活かしたオールハ
ンドメイドによるカヌーで
す。一漕ぎ目で違いが判
る逸品です。
　[ 材質：秋田杉、FRP（エポキ
シ）仕上げ/ 製作日数：90日 ]

87,500ptYU01 ポイント数申込番号

●長さ4.9m×幅89㎝・重さ28〜30㎏/WOODパドル2本付（長さをご指定できます）

●事業者／有限会社ゆうクラフト ☎090-2977-9897

カナディアン カヌー

300ptS001 ポイント数申込番号

●2人分
※営業時間等はホームページをご確認ください。
http://www.gao-aqua.jp/
●事業者／株式会社男鹿水族館
☎0185-32-2221

男鹿水族館GAO
ペア入館券

	J007	青

	J006	赤

	J005	白木

男鹿市の有名な「なまはげ」をモチーフにした商品や、
男鹿に昔から伝わる伝統料理。地元水族館の
ペアチケットなど、男鹿市を体感できる商品を集めました。

男鹿の「なまはげ」
彫師石川千秋氏による手彫りなまはげ面です。

2,500ptJ005 ポイント数申込番号

2,500ptJ006 ポイント数申込番号

2,500ptJ007 ポイント数申込番号

●8号サイズ 白木 （木箱入り）※髪の毛の色は画像と異なる場合があります。ご注文受付時

在庫が無い場合、発送まで約30日程かかる場合があります。

●事業者／株式会社おが地域振興公社 ☎0185-22-5050

木彫りなまはげ面 板付き（8 号サイズ）

白木

赤

青

●事業者／株式会社おが地域振興公社

☎0185-22-5050

なまはげ柄ネクタイ 1 本

男鹿のなまはげをモチーフにしたネクタイです。

950ptJ002 ポイント数申込番号

シルバー

950ptJ003 ポイント数申込番号

ピンク

950ptJ001 ポイント数申込番号

ネイビー

950ptJ004 ポイント数申込番号

ブルー
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地元食材を使った、旨みたっぷりの鍋料理。

1,250ptR002 ポイント数申込番号

●約5人前／だまこ餅・比内地鶏肉・比内地鶏特製スープ・マイタ

ケ・笹がきゴボウ・糸こんにゃく・滝ノ頭クレソン・長ネギ・滝の頭

源水 ※夏季および厳冬期は、滝ノ頭クレソンが収穫できない

ため、秋田産セリに変更となります。●賞味期限／発送から4日

〇配送期間／〜2018年3月31日（予定）

●事業者／お食事処 省吾 ☎0185-24-2610

男鹿の名水が育んだ「滝ノ頭クレソン」
使用のだまこ鍋セット５人前

950ptR001 ポイント数申込番号

●約３人前／ショウサイふぐ・省吾特製ポン酢・雑炊

用あきたこまち・シイタケ・しめじ・白菜・糸こんにゃ

く・豆腐・だし用昆布

●賞味期限／発送から4日

〇配送期間／〜2018年3月31日（予定）

●事業者／お食事処 省吾 ☎0185-24-2610

男鹿半島天然ふぐの
ふぐチリ・福鍋セット３人前

秋田の郷土料理「だまこ鍋」
を「省吾」オリジナルにアレ
ンジしました。比内地鶏と自
家製特製スープの他、だま
こ餅は男鹿産あきたこまちを
使った手づくり品、寒風山の
湧水で無農薬栽培された「滝
ノ頭クレソン」など、こだわ
りの食材をセットにしました。
この一鍋で男鹿と秋田を堪能
することができます。

男鹿半島沖は、天然フグの北限の漁場と
いわれ、東日本トップクラスの漁獲量を
誇ります。「省吾」では、このフグの唐揚
げを乗せた「ふぐラーメン」をメニューと
して提供するほか、「男鹿ふぐ」の名称
で商標登録をして、その魅力を発信し続
けています。本品は、この「男鹿ふぐ」
や豆腐・野菜などの地元食材と、シメの
ぞうすいも楽しめるよう秋田産米あきた
こまちもセットにした福鍋セットです。

1,050ptT002 ポイント数申込番号

●しょっつる200㎖×2本

●事業者／株式会社 諸井醸造

☎0185-24-3597

秋田しょっつる「十年熟仙」2 本セット

日本三大魚醤

「秋田しょっつる」

合成保存料・人口甘味料

不使用。自然な味の良さ。

男鹿市で水揚げされた新鮮なハタハタと塩だけ
で魚自身が持つ自己消化にまかせ、10 年の月日
をかけ昔ながらの製法で製造し、無添加・非加
熱の貴重なしょっつるです。

煮物などに最適な濃口醤油「青鬼」とお刺身などにぴっ
たりの減塩タイプの「赤鬼」に希釈タイプの低塩万能つゆ
「味ひょうたん」をセットにしました。全国に根強いファン
を持つ、秋田みなみオリジナルの加工品です。

〜2018/3/25

受付期間

〜2018/3/25

受付期間

550ptN007 ポイント数申込番号

●味ひょうたん（1ℓ×3本）、赤鬼（1ℓ×2本）、青鬼（1ℓ×1本）

●事業者／秋田みなみ農業協同組合 ☎0185-22-7622

男鹿なまはげ醤油 A セット

550ptN008 ポイント数申込番号

●味ひょうたん（1ℓ×3本）、赤鬼（1ℓ×1本）、青鬼（1ℓ×2本）

●事業者／秋田みなみ農業協同組合 ☎0185-22-7622

男鹿なまはげ醤油 B セット

万能つゆ
「味ひょうたん」

濃口醤油
「青 鬼」

減塩醤油
「赤 鬼」

味わい深い男鹿しょっつる焼きそばと、あんかけ
の具をセットにしました。

650ptP004 ポイント数申込番号

●[生麺120g、塩だれ22g、えび粉末0.5g]×2箱（1箱4食入）・あん

かけシーフード100g×8袋

●事業者／株式会社八郎めん ☎0185-35-2428

男鹿しょっつる焼きそば 8 食
（あんかけ具材付）
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極上の

ズワイガニを

お届けします。

男鹿沖から、活きたまま水揚される新鮮なズワ
イガニを厳選してお届けいたします。

1,500ptポイント数

●活きズワイガニ2杯（500g〜600g）　 

●賞味期限／出荷日より冷蔵4日

〇配送期間／2018年2月1日〜2018年3月上旬（予定）

●事業者／萬漁水産株式会社 ☎0185-24-4480

男鹿産
活きズワイガニ

朝帰港した船から上げられた、水揚げ直後の新鮮なカニ
を、港のすぐそばにある加工場の大型の釜で一気に茹で
あげ、しっかり冷やして「冷蔵便」で発送しますので、み
ずみずしい食感や甘さは冷凍物とは比べ物になりません。

550ptE001 ポイント数申込番号

1,000ptE002 ポイント数申込番号

●550g前後×2匹 ●賞味期限／出荷後4日

※配送期間／11月末までの受付につきましては、年内にお送

りいたします。ただし、天候や漁の状況により年内の発送が

できない場合もありますので、その際はご了承ください。12

月1日以降の受付につきましては3月以降順次発送いたします。

※1月〜2月はカニ漁が禁漁期間となるため、発送ができません。

●事業者／株式会社男鹿なび ☎0185-23-2465

●900g前後×2匹 ●賞味期限／出荷後4日

※配送期間／11月末までの受付につきましては、年内にお送り

いたします。ただし、天候や漁の状況により年内の発送ができ

ない場合もありますので、その際はご了承ください。12月1日

以降の受付につきましては3月以降順次発送いたします。

※1月〜2月はカニ漁が禁漁期間となるため、発送ができません。

●事業者／株式会社男鹿なび ☎0185-23-2465

男鹿沖産紅ズワイガニ
550g 前後×2 匹

男鹿沖産紅ズワイガニ
900g 前後×2 匹

30個数量限定商品

マイページから
お申込みください

2018/1/20〜
2/20

受付期間



ふわっと香る磯の香りと強い粘り、そ
してコリコリとした食感が特徴です。
もずくやめかぶ等と同様に、ポリフェ
ノールやフコイダン等、各種のミネラ
ルを豊富に含み、健康に良い食品とし
て注目を浴びています。
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※掲載しているセット内容は、季節等の都合により内容変更または同類相当の謝礼品に変更となる場合があります。予めご了承ください。※中元歳暮時期は、季節柄大変混み合っており、お届けが多少遅れる場合があります。予
めご了承ください。※写真はすべてイメージです。記載内容以外の食材や薬味、容器等は含まれません。※謝礼品はなくなり次第終了とさせて頂きます。※農産物・海産物（生鮮食品）につきましては、天候の影響で収穫量収穫時期
が遅れた場合、発送が遅れる場合があります。※賞味期限等商品詳細に関しては男鹿市ふるさと納税寄附金謝礼品交換サイトhttp://furu-po.com/をご覧ください。

男鹿産北浦産のくろもはネバリが強
く、風味も良い海藻です。そのまま
醤油で食べることができます。お味
噌汁にいれても良し！和え物にしても
とても美味しいです。

500ptE004 ポイント数申込番号

●100g×5個

●事業者／株式会社男鹿なび

 ☎0185-23-2465

くろもボイル

550ptL001 ポイント数申込番号

●男鹿半島の海藻（アカモク）200g×10個

●事業者／株式会社三高水産

☎0185-27-2578

ぎばさ

850ptU004 ポイント数申込番号

男鹿船川港直送おまかせ旬の地魚セット（小）

●2.5㎏前後（その時期の旬の魚介類）　※魚の種類は指定できません。

※天候等により、発送が遅れる場合がございます。※ウロコ、内臓等の処

理はしておりません。ご了承下さい。 ●賞味期限／出荷後冷蔵4日

〇配送期間／〜2017年11月30日（予定）

●事業者／萬漁水産株式会社 ☎0185-24-4480

漁師目利き、男鹿沖から獲れたての、旬の地魚を厳選して
お届けいたします。季節や漁の状況により、詰め合わせ内
容が変わります。

〜2017/11/15

受付期間

※写真はイメージです

素潜りで獲った活鮑をその日のうちに発送
いたします。※天候の影響で収穫量・収穫
時期が遅れた場合、発送が遅れる場合が
あります。

素潜りで獲ったさざえをその日のうちに発
送いたします。※天候の影響で収穫量・収
穫時期が遅れた場合、発送が遅れる場合
があります。

2017/5/1〜
2017/8/31

受付期間

2017/5/1〜
2017/8/31

受付期間

1,650ptW001ポイント数申込番号

●天然鮑大2個（約450g〜500g）

●賞味期限／発送日より3日

〇配送期間／2017年6月初旬〜2017年9月中旬（予定） 

●事業者／渉水産 ☎0185-27-8666

男鹿産天然鮑 大 2 個

450ptW004 ポイント数申込番号

●1kg（約10個〜15個）

●賞味期限／発送日より3日

〇配送期間／2017年6月初旬〜2017年9月中旬（予定） 

●事業者／渉水産 ☎0185-27-8666

男鹿産天然さざえ 1kg
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男鹿沖海水から生まれた天然にがりを使った男鹿の減農薬あきたこ
まち「なまはげにがり米」と、しょっつる、男鹿半島の塩のセット美
味しい男鹿のお米だから、シンプルにしょっつるや塩だけのおにぎり
にして味わってみてください。

特に美味しいあきたこまちから厳選されたお米をお届けします。 なまはげ米とは、通常のあきたこまちの栽培工程
に加え、塩の製造過程で出る「にがり」を散布す
ることで、お米にミネラル成分を吸収させ、より甘
味・粘りに加え香りを引き出すために工夫している
逸品です。ぜひ、なまはげ米をご賞味下さい。
（本商品は、減農薬あきたこまち対象外です。）

500ptE010 ポイント数申込番号

●男鹿天然にがり栽培 なまはげ米3kg・しょっつるスプレー

50ml×1・男鹿半島の塩40g×1

●事業者／株式会社男鹿なび ☎0185-23-2465

なまはげ米のおにぎりセット

減
農
薬
あ
き
た
こ
ま
ち

「
な
ま
は
げ
米
」
。

男鹿市で育った、大地の恵みをお届けします。

400ptA007 ポイント数申込番号

なまはげライス 5㎏

650ptA010 ポイント数申込番号 500ptNA01 ポイント数申込番号

●5㎏

※10月1日以降の発送につきましては新米をお

届けします。※12月30日～1月10日は休業日の為、

商品の発送はできかねます。年始1月11日以降の

発送になります。

●事業者／なまはげライス ☎0185-25-3410

●10㎏

※10月1日以降の発送につきましては新米をお

届けします。※12月30日～1月10日は休業日の為、

商品の発送はできかねます。年始1月11日以降の

発送になります。

●事業者／なまはげライス ☎0185-25-3410
●なまはげ米3kg・もち米1.5㎏

●事業者／男鹿にがり米愛好会 ☎0185-47-8155

なまはげライス 10㎏

なまはげ米3㎏・
もっち米1.5㎏セット
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期が遅れた場合、発送が遅れる場合があります。※賞味期限等商品詳細に関しては男鹿市ふるさと納税寄附金謝礼品交換サイトhttp://furu-po.com/をご覧ください。

甘さたっぷりのメロン、秋田美人。ふくよかで繊細な魅力がお口の中に広がり
ます。

みずみずしい赤い果肉には、カロチンがたっぷり。ひとくちで、もうとりこになっ
ていまいそうな甘さと柔らかさが魅力のわかみレッドメロン。

芳醇な甘みと、みずみずしい果汁。

和梨といえば「幸水」と言われるまさに和梨の王様。
みずみずしさ・糖度・食感をお楽しみください。

450ptポイント数

●幸水5㎏（5Ｌサイズ約10玉）　※沖縄への発送不可

〇配送期間／2017年8月28日〜9月17日（予定）

●事業者／秋田みなみ農業協同組合 ☎0185-22-7622

男鹿産
和梨（幸水）

2017/7/1
〜8/31

受付期間

100セット数量限定商品

マイページから
お申込みください

●秋田美人 ※沖縄への発送不可

〇配送期間／2017年7月20日〜20117年7月31日（予定）

●事業者／秋田みなみ農業協同組合 ☎0185-22-7622

●わかみレッドメロン ※沖縄への発送不可

〇配送期間／2017年7月20日〜20117年7月31日（予定）

●事業者／秋田みなみ農業協同組合 ☎0185-22-7622

わかみメロン「秋田美人」 　 わかみ レッドメロン2017/5/1
〜6/30

受付期間

2017/5/1
〜6/30

受付期間

4 個入　 4 個入　100セット数量限定商品 100セット数量限定商品600ptポイント数マイページから
お申込みください 550ptポイント数マイページから

お申込みください

3 個入　 3 個入　100セット数量限定商品 100セット数量限定商品450ptポイント数マイページから
お申込みください 450ptポイント数マイページから

お申込みください

2 個入　 2 個入　100セット数量限定商品 100セット数量限定商品400ptポイント数 400ptポイント数マイページから
お申込みください

マイページから
お申込みください

平成 24 年から販売開始となった秋田県初のオリジ
ナル品種「秋泉」。最大で1㎏にもなる大玉は高い
糖度で甘くてジューシー。秋田オリジナルの味を是
非ご賞味ください。

650ptポイント数

●秋泉8玉（約5kg）　※沖縄への発送不可

〇配送期間／2017年9月21日〜10月10日（予定）

●事業者／秋田みなみ農業協同組合 ☎0185-22-7622

男鹿産
和梨（秋泉）

2017/7/1
〜8/31

受付期間

100セット数量限定商品

マイページから
お申込みください

糖度は14～15度の甘みの強さが最大の特徴の梨
です。貯蔵性も良く、食感・美味しさは抜群です。

500ptポイント数

●南水5㎏（4Ｌサイズ約12玉）　※沖縄への発送不可

〇配送期間／2017年10月12日〜10月24日（予定）

●事業者／秋田みなみ農業協同組合 ☎0185-22-7622

男鹿産
和梨（南水）

2017/7/1
〜9/30

受付期間

100セット数量限定商品

マイページから
お申込みください



7
※掲載しているセット内容は、季節等の都合により内容変更または同類相当の謝礼品に変更となる場合があります。予めご了承ください。※中元歳暮時期は、季節柄大変混み合っており、お届けが多少遅れる場合があります。予
めご了承ください。※写真はすべてイメージです。記載内容以外の食材や薬味、容器等は含まれません。※謝礼品はなくなり次第終了とさせて頂きます。※20歳未満の方は酒類のお申込みはできません。※賞味期限等商品詳細に
関しては男鹿市ふるさと納税寄附金謝礼品交換サイトhttp://furu-po.com/をご覧ください。

550ptK001 ポイント数申込番号

●720㎖×2本 アルコール度数17.5度

●事業者／薄田商店 ☎0185-34-2149

本醸 造 原 酒「願かけ御神酒 滝の頭 」・
「素良」（720㎖ 2 本セット）

2,000ptZ105 ポイント数申込番号

●300g前後×3枚

●事業者／グルメストアフクシマ ☎0185-23-2624

秋田錦牛サーロインステーキ
300g 前後×3 枚

1,500ptZ107 ポイント数申込番号

●700g

●事業者／グルメストアフクシマ ☎0185-23-2624

秋田錦牛ロースすき焼き用
700g

500ptZ004 ポイント数申込番号

●70g×12個

●事業者／グルメストアフクシマ ☎0185-23-2624

フクシマのコロッケ

1,000ptZ003 ポイント数申込番号

●600g

●事業者／グルメストアフクシマ ☎0185-23-2624

秋田錦牛特上カルビ 600g

550ptK002 ポイント数申込番号

●720㎖×2本 アルコール度数17.5度

●事業者／薄田商店 ☎0185-34-2149

本醸造原酒「願かけ御神酒 滝の頭」・
純米原酒「富豪の泉」（720㎖ 2 本セット）

550ptK003 ポイント数申込番号

●720㎖×2本 アルコール度数17.5度

●事業者／薄田商店 ☎0185-34-2149

本醸造原酒「素良」・
純米原酒「富豪の泉」（720㎖ 2 本セット）

いずれも男鹿の滝の頭湧水 100％で醸造。地元の素材をいかしたお酒が作りたい、男鹿を元気

にとの思いから生まれたお酒です。

男鹿市自慢の特産品

男鹿の名水滝の頭で

醸造した、極上の地酒。

秋田の銘柄牛「秋田錦牛」を

お届けします。
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※掲載しているセット内容は、季節等の都合により内容変更または同類相当の謝礼品に変更となる場合があります。予めご了承ください。※中元歳暮時期は、季節柄大変混み合っており、お届けが多少遅れる場合があります。予
めご了承ください。※写真はすべてイメージです。記載内容以外の食材や薬味、容器等は含まれません。※謝礼品はなくなり次第終了とさせて頂きます。※農産物・海産物（生鮮食品）につきましては、天候の影響で収穫量収穫時期
が遅れた場合、発送が遅れる場合があります。※賞味期限等商品詳細に関しては男鹿市ふるさと納税寄附金謝礼品交換サイトhttp://furu-po.com/をご覧ください。

男鹿産の天然マダイを原料に、化学調味料や添加物等を一切使わない安全で
安心な自然の旨みあふれる一品です。

男鹿海洋高校食品科学科の生徒さんが実習の中で製造したサバの「水煮」「味噌煮」「油漬」の３種類の

缶詰です。安全 ･ 安心をモットーに厳選されたサバを使用し丹精込めて製造された製品です。

普段は手にはいらない人気商品です。

秋田県男鹿の隠れた特産品「棒あなご」
は正式名称をクロヌタウナギ。外側の皮
目がカリッと香ばしくて中がじゅわっと
ジューシーな棒アナゴでなければ絶対
に味わえない食感。ブリブリの歯ごたえ
を楽しみながら噛みしめれば、皮目の
香ばしさとコッテリとしたコクのある旨
みが口に広がります。

東日本トップクラスの水揚量を誇る地元男鹿市で漁獲された
ナマコを使用した乾燥なまこ「海参」は、一匹ずつていねい
な手作業で脱腸・洗浄をし、煮熟した後じっくりと乾燥させ
ました。中国料理の食材としてぴったりです。平成 26 年に
は秋田県商工会連合会が運営する「べっぴんさん品」に認
定登録されました。

500ptJ008 ポイント数申込番号

●10缶セット（さば水煮 内容総量230g×4

缶、さば味噌煮 内容総量220g×3缶、さば

油漬 内容総量220g×3缶）

●事業者／株式会社おが地域振興公社

☎0185-22-5050

男鹿海洋高校製造
サバ缶セット（10 缶）

1,000ptJ009 ポイント数申込番号

●24缶セット（さば水煮 内容総量230g×8缶、

さば味噌煮 内容総量220g×8缶、さば油漬 内

容総量220g×8缶）

●事業者／株式会社おが地域振興公社

☎0185-22-5050

男鹿海洋高校製造
サバ缶セット（24 缶）

地
元
高
校
生
が

作
っ
た
、

本
格
サ
バ
缶
詰
。

こ
れ
ぞ
地
元
の
味
。

海
の
幸
を
使
っ
た
高
級
珍
味
。

天然マダイを使用した、

自然の旨みあふれる一品。

550ptE006 ポイント数申込番号

950ptQ004 ポイント数申込番号

●約35㎝前後×2

●事業者／株式会社男鹿なび

☎0185-23-2465

●天然乾燥なまこ100g ※水産加工品のため、荒天等の理由により原料の入荷が増減し、

発送時期が予定から遅れる場合があります。

〇配送期間／〜2018年3月30日（予定）

●事業者／ひろまる食品工房 ☎0185-27-8385

男鹿の珍味 棒アナゴ 秋 田 県 男 鹿 産 天 然 乾 燥 
なまこ「海参」100g

450ptE003 ポイント数申込番号

●180g×4個

●事業者／株式会社男鹿なび ☎0185-23-2465

男鹿産
天然真鯛の鯛めし

〜2018/3/30

受付期間
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※掲載しているセット内容は、季節等の都合により内容変更または同類相当の謝礼品に変更となる場合があります。予めご了承ください。※中元歳暮時期は、季節柄大変混み合っており、お届けが多少遅れる場合があります。予
めご了承ください。※写真はすべてイメージです。記載内容以外の食材や薬味、容器等は含まれません。※謝礼品はなくなり次第終了とさせて頂きます。※賞味期限等商品詳細に関しては男鹿市ふるさと納税寄附金謝礼品交換サ
イトhttp://furu-po.com/をご覧ください。

秋田にこだわったラーメンを取り揃えました。是
非ご家庭でご賞味ください。

生の味を追求し、独自の製法で作り上げた低温
熟成麺と、秋田の自然が育んだ比内地鶏のガラ
をじっくり炊き上げ、トロッとしたあんかけスー
プに仕上げました。

初代周助が生涯探求した味を詰め合わせまし
た。ご家庭でご賞味ください。

浜の側で生産した玄そばを使用することで、お
蕎麦の甘味と香りが高く、そばのコシが強く、
歯ごたえのある逸品です。

ＧＯＵＲＭＥＴ＆ＳＷＥＥＴＳ

500ptP001 ポイント数申込番号

●《生麺》赤鬼ラーメン（醤油味・味噌味）、比内地鶏ラー

メン（醤油味・味噌味）、えび塩あんかけラーメン×各1

袋（1袋2食入）/男鹿しょっつる焼きそば×2袋（1袋1食

入）/《乾麺》比内地鶏あんかけラーメン（醤油味・味噌

味・塩味）×各1袋（1袋1食入）、秋田醤油ラーメン2袋（1

袋1食入）　合計17食（12袋）

●事業者／株式会社八郎めん ☎0185-35-2428

秋田発 グルメ直送便

550ptP007 ポイント数申込番号

●醤油味（乾麺80g×2、スープ36g×2）、味噌味（乾麺

80g ×2、スープ40g ×2）、塩味（乾麺80g ×2、スープ

37g×2）各2箱

●事業者／株式会社八郎めん☎0185-35-2428

乾燥・秋田比内地鶏あんかけ
三昧（ラーメン）12 食セット

500ptP002 ポイント数申込番号

●醤油味、味噌味、汁なし中華そば各2袋（2食入）、担々

麺、あんかけらーめん、つけ麺、酸辣湯麺各1袋（2食入） 

計20食

●事業者／株式会社八郎めん

☎0185-35-2428

秋田の麺家が贈る
「周助」ラーメン詰め合わせ

650ptHM01 ポイント数申込番号

●1束150g×5束・つゆ300ml・そば茶120g

※年末年始のお届けは致しておりません。※ご注文

から発送まで、1週間はかかりますので、お早目にお

申込みください。

●事業者／浜のそば ☎080-1818-7382

浜のそば 十割そば（生そば）
5 束とそば茶 1袋
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※掲載しているセット内容は、季節等の都合により内容変更または同類相当の謝礼品に変更となる場合があります。予めご了承ください。※中元歳暮時期は、季節柄大変混み合っており、お届けが多少遅れる場合があります。予
めご了承ください。※写真はすべてイメージです。記載内容以外の食材や薬味、容器等は含まれません。※謝礼品はなくなり次第終了とさせて頂きます。※賞味期限等商品詳細に関しては男鹿市ふるさと納税寄附金謝礼品交換サ
イトhttp://furu-po.com/をご覧ください。

「寒風山」など男鹿にちなんだ名前のお菓子も入っている焼菓
子のセット。コクのある秋田比内産赤玉卵や良質なバターを
使用して一つ一つ手作りした、風味豊かなお菓子です。

珈音ブレンドと珈音ブレンドダークの
ドリップバッグです。

500ptD001 ポイント数申込番号

●珈音ブレンド 5個入り×4、珈音ブレンド

ダーク5個入り×2

●事業者／こおひい工房 珈音

☎0185-34-2470

ドリップバッグ 30 個

500ptB001 ポイント数申込番号

●寒風山（クーゲル）1個・男鹿の島3個･なまは

げサブレ3枚・レモンケーキ2個･フルーツケー

キ2個･パルミエ2枚

●事業者／お菓子のボンヌ ☎0185-35-4151

ふるさとのお菓子の詰合せ

地元で愛される

良質なスイーツ。

セットして、注ぐだけ

手軽に本格珈琲を。

希少な最高級極上アカシア蜂蜜の２
本セットです。癖のないまろやかな
味わいとほのかな香りが特徴の最高
級蜂蜜セットです。

秋田の夏の風物詩、商品はひとつひとつ手
造り。　「ピンク」のイチゴ風味と、「黄色」
のバナナ風味の2色アイスで、ジェラートタ
イプの、さらっとした食べやすい甘さのひ
かえめの氷菓です。

男鹿の雄大な自然の中に咲いた花から採
取したアカシア蜂蜜、イタチハギ蜂蜜、色々
な花の蜜が混じった百花蜜、それぞれの
特徴の違いが判るボリュームたっぷりの蜂
蜜セットです。

柔らかめのタルト生地に、かぼちゃ餡が
たっぷりでボリューム満点です

550ptJ030 ポイント数申込番号

●プレミアムアカシア蜂蜜180g1本、アカシア

蜂蜜180ｇ1本

●事業者／株式会社おが地域振興公社

☎0185-22-5050

蜂蜜2 種詰合せ

350ptF001 ポイント数申込番号

●約110㎖×10個

●事業者／杉重冷菓 ☎0185-34-2071

秋田ババヘラアイス
パラソル花

1,100ptJ031 ポイント数申込番号

●アカシア蜂蜜500g1本、イタチハギ蜂蜜

500g1本、百花蜜蜂蜜500g1本

●事業者／株式会社おが地域振興公社

☎0185-22-5050

男鹿産蜂蜜3 種詰合せ

350ptV001 ポイント数申込番号

●パンプキンタルト10個

●事業者／鈴木金栄堂 ☎0185-33-4380

秋田県大 潟村産のかぼちゃ
で 作った パ ンプキンタルト
10 個入



秋田県男鹿市の ふるさと納税の活用方法

■産業の振興
	 観光・農林水産業・商工業の振興

■保健及び福祉の増進
	 高齢者支援・子育て環境、医療体制の充実、健康づくりの推進

■都市及び生活の基盤整備
	 定住環境の整備と資源循環型社会の形成、情報化の推進、水資源の涵養

■安全対策の推進
	 環境及び景観の保全、自然災害への対処、防犯体制の充実

■人材の育成
	 教育環境の整備、地域間交流の機会充実、生涯学習の推進、芸術・文化・
伝統の保護・継承

■住民と行政がともに育む地域づくり
	 コミュニティ活動の推進

なまはげ柴灯まつり

寒風山回転展望台

ゴジラ岩

入道崎灯台

謝礼品に関する問合せ先謝礼品の申込番号

謝礼品をお申込みの前にご確認ください
●掲載しているセット内容は、都合により内容変更または同類相当の謝礼品に変更となる場合があります。予めご了承ください。●農産物（生鮮食品）につきましては、天候の影響で収穫量・収穫
時期が遅れた場合、発送が遅れる場合があります。●季節によって詰め合わせる野菜が変更される場合があります。● 季節によって謝礼品の内容が変更になる場合があります。
●中元歳暮時期は、季節柄大変混み合っており、お届けが多少遅れる場合があります。予めご了承ください。●写真は全てイメージです。記載内容以外の食材や薬味、容器等は含まれません。
●謝礼品は無くなり次第終了とさせて頂きます。●不在等による配送日指定のご希望は可能な限り対応致します。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁じられています。酒類は20歳未満の方はお申込みになれません。

カタログの見かた

【謝礼品の説明について】

Sample

お申込み方法について

ポイントをお持ちの方のご利用ガイド

お問い合わせについて

謝礼品について
ご希望謝礼品を扱う各事業者に
直接お問い合わせください。 

（各謝礼品に記載） 

カタログの内容について 
『JTB 西日本ふるさと納税
配送センター』までお問い合わせ
ください。

（表紙に記載）

4
お手持ちのポイントを 
専用申込みはがきにて
ご確認ください。

※専用申込みはがきは再発行で
きませんので、ご注意ください。

1
謝礼品のお申込みは、
インターネット（マイページ）
もしくは、ハガキのどちらか
をご選択ください。 

※お申込みの際は、
必ず同じ内容を
お客様控えにご記入いただき、
謝礼品お届けまで大事に保管
してください。

2
謝礼品の配送について

体験型謝礼品の場合
男鹿市ふるさと納税謝礼品
サイトをご覧ください。

3

インターネット申し込み
（マイページ）の場合

ハガキで
申し込みの場合

○ ハガキに記載の全ポイントを一度にお使い下さい。ポイントが
　余った場合は、有効期限内でマイページからのみお申し込みできます。

○ ポイント内でお好みの謝礼品を複数組み合わせることもできます。

○ ハガキに記載のＩＤ / パスワードをご確認
　いただきマイページよりログインください。 

○ インターネット申し込みの方は有効期限
　内であればポイントを積み立てることが
　出来ます。その際には全てのポイントの
　有効期限が延長されます。

○ インターネット申し込みの方は謝礼品を
　別々にお申し込みでき、 残ったポイントは
　有効期限内にご利用頂けます。

○ ポイント内でお好みの謝礼品を複数組み
　合わせることもできます。

http://furu-po.com/

地域産品の場合
宅配便、メール便でお送りします。

8/1〜
12/15

受付期間

※自治体毎にポイント表記が異なります。

謝礼品の申込期限が設けられている
謝礼品。期間内のみ申込可。

冷凍便で配送される
謝礼品

冷蔵便で配送される
謝礼品

常温で配送される
謝礼品

謝礼品の申込期限や配
送期限が設けられてい
る謝礼品。

謝礼品の受付数量が設
けられている謝礼品。

ハガキではお申込みできません。

謝礼品が配送される時期

謝礼品の配送方法

謝礼品の交換ポイント数

監修／一般社団法人 地域交流推進協議会 000000A

№5

7518220

* 7 5 1 8 2 2 0 *

SAMPLE

50ptAA00 ポイント数申込番号

●完熟みかん5㎏（MまたはLサイズ）

●配送期間／8月下旬〜12月下旬

●事業者／みかん農園 ☎000-000-0000

完熟みかん（M）


