静岡県 焼津市 ふるさと納税寄附金 お礼の品

5,000円からの寄附で選べる
00E- 【多機種対応】魚河岸柄スマホ
002 ケース

00E- さば糀漬けセット
003

賞味期限

00E- ママカレーの具詰め合わせ
004
賞味期限

なし

賞味期限

冷凍状態で発
送から2週間程
度、解凍後は冷
蔵で4日以内

１年

話題の魚河岸柄のデザインをスマホケースに致し
ました。

さば糀漬け（４切れ入）×1、さば切り身（甘塩３
切入）×１、鯖の西京味噌漬け（片身１枚）×１

ママカレーの具材のレトルト825ｇ×5個

提供業者： アイダックス株式会社

提供業者： 株式会社あまる斎藤商店

提供業者： 石田缶詰株式会社

00E- 魚がし缶ギフト(2本セット)
005

00E- 焼津特産 黒はんぺんセット
006

00E- 焼津・佃煮セット
007

賞味期限

賞味期限

なし

賞味期限

真空黒はんぺ
ん：冷蔵30日、
はんぺんフライ：
冷凍90日、開
封後は当日中に

60日

魚がし缶×２、茶（100ｇ）、抹茶チョコレート（10
個）

黒はんぺん(大)真空・黒はんぺん(小）真空・黒は
んぺんフライ・黒はんぺんフライチーズサンド 各2袋
づつ

焼津産の佃煮を詰め合わせた商品セット
《セット内容》
まぐろ佃煮120ｇ 2種類 各1袋
かつお佃煮120ｇ 2種類 各1袋

提供業者： お茶の石松園合同会社

提供業者： 有限会社かねいわ商店

提供業者： カネオト石橋商店

00E- 佃煮詰め合わせ
008

00E- プリンスバラエティセット3S-30(12
010 缶)

00E- 潮香生粋セット
011

賞味期限

賞味期限

90日、開封後は
冷蔵で1週間

賞味期限

製造から３年

胡麻香味漬け：
冷蔵45日、牡
蠣のオイル漬け・
つぶ貝ガーリック
オイル漬け：冷
蔵20日

鰹なまり節、かつお角煮、まぐろごま生姜、おかず
ですね（かつおにんにく）

ペッパーツナ4缶、ビンナガ味付4缶、オリーブオイル
ツナ4缶

烏賊さし胡麻香味漬け80ｇ、牡蠣のオイル漬けバ
ルサミコ風味80ｇ、つぶ貝ガーリックオイル漬け70g
各１本

提供業者： 株式会社カネシンＪＫＳ

提供業者： 三洋食品株式会社

提供業者： 静岡県水産株式会社

00E- うめえぞシリーズ醤油と本醸造醤
012 油セット

00E- 鈴勝ギフトCセット
013

00E- 「だし取り名人セット」とかつおにん
014 にく

賞味期限

賞味期限

6カ月～18カ月

賞味期限

丸大豆醤油・本
醸造 製造日か
ら18カ月、風の
ささやき 製造日
から12カ月

3カ月

うめえぞこれはしょうゆ500ｍｌ×3本
本醸造醤油１Ｌ×3本

特選丸大豆醤油１L１本・特級本醸造１L１本・
風のささやき１L１本

焼津産鰹節の削り節３種(花かつお100ｇ、厚削り
100ｇ、帯削り40ｇ）天然利尻昆布20ｇ、かつおに
んにく(佃煮）130ｇ×２

提供業者： 静岡県産醤油株式会社

提供業者： 株式会社鈴勝

提供業者： 株式会社トマル水産

1

静岡県 焼津市 ふるさと納税寄附金 お礼の品

5,000円からの寄附で選べる
00E- 天然マグロセット
015

00E- うおがしパックセット(3パックセット)
016
賞味期限

賞味期限

出荷日より冷凍
（－18度以下）
で10日間

紅茶 2年、緑茶
6カ月、コーヒー
1年

00E- 焼津丸又の黒はんぺん、ちくわ、
017 揚げ物セット
賞味期限
製造日より5日
間

天然南まぐろたたき身100ｇ×2
天然まぐろメンチカツ5枚（計500ｇ）

うおがしぱっく(緑茶、紅茶、コーヒーのティーバック）
各1パック(計3パック）

黒はんぺん7枚、ちくわ5本、揚げ物6種類（14枚
＋6個）

提供業者： 福一漁業株式会社

提供業者： 株式会社丸合ハットリ製茶

提供業者： 株式会社丸又

00E- 本染め・魚河岸てぬぐい2本セット
018

00E- 焼津の元気！「放任茶」2缶箱
020 入り

00E- 港町コロッケ―ズ
021

賞味期限

賞味期限

なし

賞味期限

6ヶ月

製造日より冷凍
で180日、解凍
後は冷蔵で1日

魚河岸てぬぐい2本
90ｃｍ×35ｃｍ
カラーデザインはランダムになります。

香り豊かな放任茶富士山缶50ｇ入２缶

コロッケ（桜えび２、まぐろ２、かつお２）×４セット

提供業者： 焼津サティヴァ

提供業者： 山一園製茶株式会社

提供業者： 有限会社ヤマコ小山商店

00E- 手火山造り 鰹節セット
023

00E- マグロたたき身セット
025

00E- 金虎こだわりセット
028

賞味期限

賞味期限

6ヶ月

賞味期限

出荷日より冷凍
（－18度以下）
で10日間

発送から1年程
度

花けずり60g・厚削り120g・粉かつぶし90g・だしパッ
ク7g×30・マグロ珍味

マグロたたき身300ｇ×2
南まぐろたたき身100ｇ

・炭焼焙煎焼津本鰹パック(2.5ｇ×6袋×2袋）・
かつお粉１・おでん粉70ｇ・乙吉醤油200ｍｌ・乙吉
のだし８ｇ×7袋入

提供業者： 株式会社ヤマ十増田商店

提供業者： 福一漁業株式会社

提供業者： 株式会社金虎

00E- 金虎こだわりセット(ペット用)
029

00E- 鰹生利しょうゆ節とまぐろ・かつお
030 詰合せ（全5品）

00E- 勝男クン。プレミアムギフト
032

賞味期限

賞味期限

発送から1年程
度

賞味期限

製造後常温で
365日

6ヶ月

鰹犬５０ｇ×２、犬猫用けずり25ｇ×２

鰹生利しょうゆ節×1、まぐろ角煮SP110g×1
まぐろしぐれ煮SP120g×1、かつおしぐれ煮
200g×1
つぶっこまぐろSP120g×1

バリ勝男クン。8ｇ×8袋、黄金の勝男ダシパック
20g×1袋、ししゃもっ子まぐろ（鮪佃煮）75g×1
袋、鰹節屋のだししょうゆ×1本、鰹節屋の和風
しょうがドレッシング×1本

提供業者： 株式会社金虎

提供業者： 石原水産株式会社

提供業者： シーラック株式会社
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静岡県 焼津市 ふるさと納税寄附金 お礼の品

5,000円からの寄附で選べる
00E- ガーリックツナ
035

00E- 匠が造る「手火山仕上げ」の鰹と
037 鯖やわらかスモークセット
賞味期限

00E- SKO ホワイトミート フレーク
042

賞味期限

約2年半

賞味期限

常温で60日、開
封後は冷蔵庫で
保管し、2～3日
中にお召し上が
りください

発送から1年程
度

ガーリックツナ12缶（1缶80g入り）

鰹鮮節大サイズ2パック
鯖いぶし3パック

レトルトパウチ食品 ツナ（100g×10個）

提供業者： やきつ家

提供業者： 株式会社カネヨ

提供業者： 三共食品株式会社

00E- 「満天☆青空レストラン」Aセット
043

00E- 焼物用「駿河海洋深層水で漬
044 けたかつおの腹部位」セット

00E- 明治創業の伝統とこだわり 勝男
046 屋詰合せ ３品

賞味期限

賞味期限

冷凍で１２０日、
調理前に流水で
解凍し、解凍後
は当日中にお召
し上がりください

賞味期限

冷凍で120日

勝男屋の桜ふぶ
き：１８０日
勝男屋のだし・
勝男屋の佃煮：
３６５日

まぐろの生ハム×1（150g前後）、鰹の味噌煮
110g×2、鰹のへそ500g×1

かつおの腹部16枚（1枚70ｇ前後）
（2枚入り真空パック×8袋）

勝男屋のだし30袋入、勝男屋の佃煮（ししゃもの
卵入り鮪佃煮）、勝男屋の桜ふぶき（焼津産鰹
本枯節削り血合抜き）

提供業者： 株式会社カネヨ

提供業者： 株式会社カネヨ

提供業者： シーラック株式会社

00E- かつお角煮
048

00E- しらす釜揚げ(大井川漁港水揚
049 げ)詰合せ

00E- 佃煮、なまり節、だしぱっく詰合せ
050

賞味期限

賞味期限

４カ月（開封後
は冷蔵庫に入れ
早めにお召し上
がりください。）

賞味期限

冷凍30日

:製造より3カ月

まぐろ角煮135g×2ケ、かつお角煮甘口135g×1
ケ、かつお角煮辛口135g×1ケ

しらす釜揚げ100g×5

吟撰まぐろ佃煮130g1袋、かつおそぼろ80g1袋、
なまり節中1本、かつお節100%だしぱっく（15g×9
袋）1袋

提供業者： 山上水産株式会社

提供業者： 株式会社徳田商店

提供業者： 株式会社柳屋本店

00E- 削り立て かつお節店頭けずり 詰
051 合せ

00E- 焼津名産佃煮とご飯の素詰合
052 せ

00E- 焼津名産炊き物詰合せ
053

賞味期限

賞味期限

:製造より6カ月

賞味期限

120日

120日

店頭かつお花けずり100g2袋、店頭かつおだしけ
ずり100g1袋、店頭かつお花かつお100g1袋

薄切りまぐろ大角煮180g、しらすご飯の素120g、
金のさんまのうま煮150g、ピリ辛まぐろ150g、かつ
お小判150g、まぐろのうま煮150g 各1袋

薄切りまぐろ大角煮180g、まぐろかぶと煮180g、ま
ぐろのかまトロ生姜風味500g、まぐろの串トロ醤油
味2串入 各1袋

提供業者： 株式会社柳屋本店

提供業者： 株式会社徳田商店

提供業者： 株式会社徳田商店
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静岡県 焼津市 ふるさと納税寄附金 お礼の品

5,000円からの寄附で選べる
00E- ぬかやオリジナル 魚河岸タオル
057 セット（紺）

00E- 焼津のおでん詰合せ
060

賞味期限

00E- 昔ながらのまぐろ乾燥珍味
061
賞味期限

なし

賞味期限

90日

150日

魚河岸柄スポーツタオル1本（17cm×97cm）、ハ
ンドタオル1枚(21cm×21cm)

〔具材〕大根（国産）、練り製品「なると、黒はんぺ
ん、ちくわ、揚げ天」、こんにゃく、牛すじ、玉子、各
1×2袋 〔かやく〕（さばぶし粉、アオサ粉）混合
×2

まぐろ乾燥珍味１ｋｇ

提供業者： ぬかや斎藤商店

提供業者： 株式会社徳田商店

提供業者： 株式会社徳田商店

00E- 静岡茶2本セット
062

00E- 佃煮 5点セット
064

00E- 天然鮪・鰹の三種盛
065

賞味期限
6ヶ月

賞味期限

賞味期限

常温で２カ月、
開封後は冷蔵
庫で１週間程度

冷凍で発送して
から2週間以
内、解凍後は冷
蔵庫で1日

深むし静岡茶100g×2本箱入

珍味まぐろの卵 150g×１、浅炊きまぐろの角煮
150g×１、まぐろしぐれ煮 150g×１、まぐろ蒲だ
れ煮込み 150g×１、やわらかかつおの角煮
150g×１

黄肌まぐろ上赤身柵 約150g×１、東沖脂かつ
お 約200g×１、炭火焼き脂かつおタタキ 約
150g×２

提供業者： 株式会社丸合ハットリ製茶

提供業者： 山松水産株式会社

提供業者： 山松水産株式会社

00E- ヤマクニの朝干し！ひものセット
066 （梅）

00E- 釜揚げしらす 385ｇ
069

00E- 森省・魚がしタンブラー
073

賞味期限

賞味期限

冷凍で２週間、
冷蔵で４日

冷凍で１週間、
解凍後は２日以
内

賞味期限
なし

季節に応じて旬の魚をその日の朝開いてひものに
してお届けします

釜揚げしらす385ｇ

魚がしシャツの生地を使用したタンブラー１つ

提供業者： ヤマクニ水産株式会社

提供業者： やましち鈴木商店

提供業者： やきつ家

00E- まぐろメンチカツ
075

00E- 思わずごはんにぶっかけたくなるシ
076 リーズ！

00E- ビールのお供に！新感覚の酒の
077 肴！ヤイヅマグロジャーキー

賞味期限

賞味期限

賞味期限：製造
日より冷凍（18℃以下）1年

賞味期限

冷蔵 45日

常温 90日

まぐろメンチカツ500g×2（合計 約100g×10枚）

塩分控えめ、いかの塩辛「職人造り」200g×1、
思わずごはんにぶっかけたくなるいか 200ｇ×1、
松前漬風「いかと昆布」200ｇ×1

マグロジャーキー 1袋40g×5

提供業者： 福一漁業株式会社

提供業者： 有限会社イリタ清水商店

提供業者： 有限会社イリタ清水商店
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静岡県 焼津市 ふるさと納税寄附金 お礼の品

5,000円からの寄附で選べる
00E- 本枯節詰合せ 420ｇ
080

00E- 鰹本節２本セット
081

00E- 堅魚屋のスナックボックス
084

賞味期限

賞味期限

１２ヶ月

賞味期限

発送から１年

1ヶ月

鰹本枯節420ｇ

鰹本節２本

焼津かつおせんべい80g×3袋
かつお節ポテトチップス×3袋

提供業者： 株式会社柳屋本店

提供業者： 株式会社金虎

提供業者： 株式会社新丸正

00E- オリジナル魚がし印鑑ケース 青
085 色

00E- オリジナル魚がし印鑑ケース エン
086 ジ色

00E- オリジナル鰹縞印鑑ケース
087

賞味期限

賞味期限

賞味期限

なし

なし

印鑑ケース12㎜×60㎜用 1本
ケースの柄はランダムにてお願いします。

印鑑ケース12㎜×60㎜用 1本
ケースの柄はランダムにてお願いします。

印鑑ケース12㎜×60㎜用 1本

提供業者： 有限会社泰栄堂

提供業者： 有限会社泰栄堂

提供業者： 有限会社泰栄堂

00E- 焼津ふるさとCDセット
089

00E- うなぎごはんの素
092

00E- 旨いまぐろのしっぽ肉
093

賞味期限

なし

賞味期限

なし

賞味期限

発送から３ケ月

製造日より３年
(個々に記載)

お茶っちゃ！C/W 今、潮騒のまちへ・・・（高森有
紀）
新焼津音頭（港八郎・千草かおり）
シングルCD各１枚

うなぎごはんの素×２

まぐろ尾肉大和煮１７０ｇ×４

提供業者： 有限会社高森有紀音楽事務所

提供業者： 株式会社山勝

提供業者： 福一漁業株式会社

00E- ＪＡ大井川のお茶詰合せ
094

00E- きんめあじひものセット
095

00E- 焼津「やいちゃん」スタンプ＆お名
097 前ゴム印セット

賞味期限

賞味期限

１年

賞味期限

冷凍１か月 冷
蔵５日

なし

上煎茶１００ｇ×１袋、やぶきた茶１００ｇ×１袋

金目鯛（国産）×２枚、あじ（国産）×４枚

やいちゃんスタンプ20mm １個、スタンプ台（青色）
25mm×25mm １個、ゴム印10mm×70mm １
個・5mm×30mm １個

提供業者： 株式会社徳田商店

提供業者： 有限会社スギヤマ

提供業者： 有限会社泰栄堂

5

静岡県 焼津市 ふるさと納税寄附金 お礼の品

5,000円からの寄附で選べる
00E- 焼津「やいちゃん木札」
098

00E- やいちゃん印鑑ケース（大）
100
賞味期限

00E- やいちゃん印鑑ケース（小）
101

賞味期限

なし

賞味期限

なし

なし

木札53mm×18mm×4mm １本

印鑑ケース12㎜×60㎜用 1本

印鑑ケース12㎜×60㎜用 1本

提供業者： 有限会社泰栄堂

提供業者： 有限会社泰栄堂

提供業者： 有限会社泰栄堂

00E- 特撰静岡茶３品Ａセット
102

00E- 特撰静岡茶３品Ｂセット
103

00E- 特撰静岡茶４品Ｃセット
104

賞味期限

賞味期限

１０ヶ月

賞味期限

１０ヶ月

１０ヶ月

・特撰やぶ北茶 100ｇ ・やきつべみどり 100ｇ
・やきつべ紅茶 55g

・特撰やぶ北茶 100ｇ ・やきつべみどり 100ｇ
・掛川深むし茶 100g

・特撰やぶ北茶 100ｇ ・掛川深むし茶 100g
・水出し煎茶ティーバッグ10ヶ入 ・水出し抹茶
入り玄米茶ティーバッグ15ヶ入

提供業者： 有限会社茶郷山いち

提供業者： 有限会社茶郷山いち

提供業者： 有限会社茶郷山いち

00E- 駿河湾自慢ごはんの素と静岡茶
106 ５品Ｅセット

00E- ファイテン健康セットＡ
107

00E- グリルSASAYAお食事券（00E）
108

賞味期限

賞味期限

ごはんの素は約
３ヶ月。ふりかけ
は６ヶ月。お茶は
約１年。

塗る製品は未開
封で３年

賞味期限
発送から半年

・さくらえびごはんの素 1個 ・しらす干しごはんの
素 1個 ・粉茶200ｇ入り ・ごまと静岡茶（ふりか
け） 1袋 ・水出し煎茶 1袋

パワーテープ70マーク入、メタックスクリーム65ｇ

お食事券G×5枚

提供業者： 有限会社茶郷山いち

提供業者： 坂本接骨院・鍼灸院

提供業者： グリルSASAYA

00E- 焼津産かつお帯削り 40ｇ入
109 ×10袋

00E- 焼津産花かつお 100ｇ入×6袋
110

00E- 焼津産かつお厚削り 100ｇ入
111 ×5袋

賞味期限

賞味期限

製造後１年

賞味期限

製造後１年

製造後1年

焼津産かつお帯削り 40ｇ入×10袋

焼津産花かつお 100ｇ入×6袋

焼津産かつお厚削り 100ｇ入×5袋

提供業者： 株式会社トマル水産

提供業者： 株式会社トマル水産

提供業者： 株式会社トマル水産
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静岡県 焼津市 ふるさと納税寄附金 お礼の品

5,000円からの寄附で選べる
00E- 鯵干物のボリュームセット
112

00E- 抹茶入玄米茶 4本セット
113

賞味期限

00E- 静岡産粉末緑茶とコーヒードリッ
114 プパック

賞味期限

発送から冷凍で
2週間、冷蔵で4
日

賞味期限

６ヶ月

1年

鯵干物10枚+1枚

抹茶入玄米茶 200ｇ×4本

粉末緑茶0.8ｇ×22本入 1缶、コーヒードリップ
パック8ｇ×12ヶ入 2袋

提供業者： 有限会社ジュウボシ

提供業者： 久保山園茶舗

提供業者： 株式会社丸合ハットリ製茶

00E- 静岡茶産地別3本セット
119

00E- おにぎり、お弁当、お茶漬けに！
120 焼津特産まぐろ昆布300ｇ3個

00E- 魚河岸ご祝儀袋 2枚セット
121

賞味期限

賞味期限

６ヶ月

賞味期限

常温2週間

なし

静岡市産 普通煎茶（若蒸し茶）80ｇ、菊川市
産 深蒸し茶 80ｇ、川根本町 中蒸し茶 80ｇ

まぐろ昆布300ｇ×3個

魚河岸ご祝儀袋2枚

提供業者： 久保山園茶舗

提供業者： 有限会社鈴木マル正食品

提供業者： 焼津サティヴァ

00E- 魚菓子サブレ
123

00E- ふじやん
124

00E- 駿河湾産桜えび 100ｇ×2パック
129

賞味期限

賞味期限

製造より12週間

賞味期限

製造より6週間

冷凍約45日

魚菓子サブレ20枚

ふじやん14個

桜えび100ｇ×2パック

提供業者： 株式会社かしはる

提供業者： 株式会社かしはる

提供業者： シーラック株式会社

00E- バリ勝男クン。おみやげ3種お楽し
131 みセット

00E- 海道のお手頃珍味3点セット
132

00E- レモン鍋スープ詰め合わせ
133

賞味期限

賞味期限

6ヶ月

賞味期限

青のり常温１ケ
月・冷蔵２ケ月
いか塩辛・いか
明太：冷蔵２０
日・冷凍２ケ月

1年間

バリ勝男クン。生姜醤油味5袋入×1箱 バリ勝
男クン。一味醤油味5袋入×1箱 バリ勝男クン。
わさびマヨネーズ味5袋入り×1箱

青のり180ｇ・イカ塩辛180ｇ・イカ明太180ｇ

レトルト鍋つゆ750ｇ×6パック

提供業者： シーラック株式会社

提供業者： 焼津海道物産株式会社

提供業者： 石田缶詰株式会社

7

静岡県 焼津市 ふるさと納税寄附金 お礼の品

5,000円からの寄附で選べる
00E- 日清食品 静岡（焼津）工場製
134 造・日清のどん兵衛 きつねうど

00E- 日清食品 静岡（焼津）工場製
135 造・日清のどん兵衛 きつねうど

賞味期限

賞味期限

製造より6ヶ月

製造より6ヶ月

00E- ぬかや謹製 酒の肴セット第二
137 弾
賞味期限
２ヶ月

日清のどん兵衛 きつねうどん（東）1ケース（12食
入り）

日清のどん兵衛 きつねうどん（西）1ケース（12食
入り）

はらものくんせい×１袋、鰹ジャーキー×１袋、鮪
かぶと角煮（100ｇ）×1袋、鯖角煮（120ｇ）×１
袋、鰹しぐれ煮×１袋

提供業者： 日清食品株式会社

提供業者： 日清食品株式会社

提供業者： ぬかや斎藤商店

00E- 水産庁長官賞受賞の〆鯖と特
138 選お魚セット

00E- 白いご飯と絶妙なバランス「釜あ
142 げしらす」

00E- 駿河湾の宝「釜あげしらす」「釜
143 あげ桜えび」

賞味期限

賞味期限

賞味期限

発送から冷凍で
3ヶ月

冷凍で30日、冷
蔵で5日

冷凍で30日、冷
蔵で5日

〆鯖（1枚入）×2、さば糀清（1切れ）×2、さば西
京漬（1切れ）×2

釜揚げしらす（吉田港水揚げ）600ｇ（200ｇ×3）

釜あげしらす（吉田港）200ｇ×2、釜あげ桜えび
（大井川港）100ｇ×1

提供業者： 株式会社岩清

提供業者： 有限会社イリタ清水商店

提供業者： 有限会社イリタ清水商店

00E- 自家製出来たてなまり節
144

00E- 自家製出来たてなまり節（真空
145 パック）

00E- 鰹づくしセット
146

賞味期限
製造から冷蔵5
日

賞味期限

賞味期限

冷蔵約2ヶ月

冷蔵約2ヶ月

出来たて手作りなまり節1本

出来たて手作りなまり節1本

なまり節スライスパック（2切入×2）、鰹そぼろ煮
×2、あぶりハラモ×1、焼津煮×2

提供業者： 株式会社川直

提供業者： 株式会社川直

提供業者： 株式会社川直

00E- 漬魚バラエティー 8切れ
147

00E- 南まぐろたたき
148

00E- 塩麹漬 3種6切
149

賞味期限

賞味期限

冷凍で6ヶ月・解
凍後4日以内

冷凍で14日・解
凍後当日

賞味期限
冷凍で6ヶ月

サバ西京漬140g、サワラ西京漬160g、銀サケ塩
麹漬120g、銀サケ粕漬120g 各2切真空×各
1P

天然南まぐろたたき約100g×4P

カラスカレイ 約120g/2切真空、紅サケ 約
120g/2切真空、金目鯛 約120g/2切真空

提供業者： 株式会社マルイリフードサプライ

提供業者： 株式会社マルイリフードサプライ

提供業者： 株式会社マルイリフードサプライ
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静岡県 焼津市 ふるさと納税寄附金 お礼の品

5,000円からの寄附で選べる
00E- 海洋深層水を使用した干物セッ
150 トＡ

00E- 辛子明太子･たらこセット
152

00E- かまぼこ屋の若旦那衆厳選！焼
153 津特産練り物セット

賞味期限

賞味期限

賞味期限

冷蔵７日・冷凍
１ケ月

冷蔵６日・冷凍
１ケ月

黒はんぺん・、な
ると：１ヶ月、蒲
鉾：１０日、伊達
巻：９日

とろあじ×１（ノルウェー産）、縞ほっけ（アラスカ産）
×１、えぼ鯛×１（東シナ海産）

無着色辛子明太子（原材料ロシア、アメリカ産、
九州加工）Ｌ３本入、たらこ（原材料ロシア・アメリ
カ産、北海道加工）４本入

黒はんぺん、蒲鉾、なると、伊達巻

提供業者： すぎもと商店

提供業者： すぎもと商店

提供業者： 焼津・かまぼこ屋の若旦那衆

00E- 食後はコレ！お茶の時間だよ
155

00E- ジェンマお食事券・アクアパッツァ
156

00E- 塩分30％カット！静岡産しらす
157 干し400g（一級品）

賞味期限

賞味期限

製造日より１０ヶ
月

賞味期限

発送から１年

冷凍２週間、解
凍後冷蔵５日

お茶の時間（煎茶）300ｇ×２本

ジェンマお食事券・アクアパッツァ １枚 【要予約】

静岡産しらす干し400g（一級品）

提供業者： 長峰製茶株式会社

提供業者： Ｇｅｍｍａ

提供業者： 有限会社鈴木マル正食品

00E- ぬかや謹製 焼津港直送の鰹
159 燻三昧

00E- まぐろの魚二厳選
160 ロ赤身紅白セット

賞味期限
消費期限未開
封常温2ヶ月

天然鮪中ト

00E- 塩辛 三昧
164

賞味期限

賞味期限

発送日より冷凍
保存で2週間

冷凍保存2ヶ月
解凍後、要冷蔵
20日間

若節（鰹の燻製）×1 鰹スライスジャーキー×3
袋

天然びん長鮪中トロ200ｇ
ｇ

提供業者： ぬかや斎藤商店

提供業者： 魚二水産株式会社

提供業者： カネオト石橋商店

00E- かまあげ桜えびとしらす
165

00E- 焼津限定 うまいものセット
167

00E- 焼津 お手軽セット
168

賞味期限

天然南鮪赤身200

いか塩辛 １４０ｇパック
いか白作り １４０ｇパック
かつお塩辛 １４０ｇパック

賞味期限

賞味期限

やいちゃんなる
と・黒はんぺん(
冷蔵２０日)、か
つおのへそ(冷蔵
１ケ月)

冷凍で発送して
２週間以内、解
凍後当日

桜えびかまあげ100ｇ しらすかまあげ250ｇ

やいちゃんなると３本･黒はんぺん１５枚,かつおのへ
そ(みそ味)１８０g

脂鰹タタキ 約150g*2p 脂鰹ロイン 約200g*1p
ネギトロ 100g*2p

提供業者： 有限会社スギヤマ

提供業者： マルヨウ増田商店

提供業者： 山松水産株式会社

要冷凍3ヶ月

9

静岡県 焼津市 ふるさと納税寄附金 お礼の品

5,000円からの寄附で選べる
00E- 目鉢鮪三種盛
169

00E- 富士山印鑑ケース「ご来光」黒
170 色
賞味期限

00E- 富士山印鑑ケース「ご来光」ピン
171 ク色

賞味期限

冷凍で発送して
2週間以内、解
凍後当日

賞味期限

なし

なし

天然目鉢鮪上赤身柵 約150g*1p 天然目鉢
鮪切り落とし 100g*2p 目鉢ネギトロ 100g*2p

印鑑ケース12㎜×60㎜ 用1本

印鑑ケース12㎜×60㎜ 用1本

提供業者： 山松水産株式会社

提供業者： 有限会社泰栄堂

提供業者： 有限会社泰栄堂

00E- 富士山印鑑ケース「ご来光」水
172 色

00E- 富士山印鑑ケース「ご来光」黄
173 色

00E- マグロとろみ(ネギトロ用)
174

賞味期限

賞味期限

なし

賞味期限

なし

出荷日より7日
解凍後当日

印鑑ケース12㎜×60㎜ 用1本

印鑑ケース12㎜×60㎜ 用1本

マグロとろみ(ネギトロ用) 500ｇ(100ｇ×5)

提供業者： 有限会社泰栄堂

提供業者： 有限会社泰栄堂

提供業者： 株式会社カネトモ

00E- 缶ティパスト（３缶セット）
175

00E- かつお節屋のつゆ 6本
176

00E- 減塩だしの素詰合わせ
177

賞味期限

賞味期限

1年

賞味期限

18ヶ月

12ヶ月

・カツオと野菜の緑コショウ風味…１缶
・カツオと野菜のディル風味…１缶
・カツオと野菜＆4種の豆入り…１缶

つゆ（2倍濃縮）360ml×6本

減塩かつおだしの素 顆粒（6g×12袋）×6箱・
減塩昆布だしの素 顆粒（6g×12袋）×2箱

提供業者： やきつ家

提供業者： 株式会社柳屋本店

提供業者： 株式会社柳屋本店

00E- 焼津包装紙
183

00E- 焼津の朝ごはんの具セット
184

00E- 魚屋がつくったマグロ・カツオのお
185 惣菜セット

賞味期限
なし

賞味期限

賞味期限

発送から50日

発送から60日

・包装紙Ｂ２サイズ（５２５×７２８【ｍｍ】）×３０
枚
※用紙はマットコート紙 ４／６判 ７０ｋｇ相当

・静岡お茶佃煮70ｇ
・ｽﾓｰｸまぐろﾌﾚｰｸ90ｇ２袋
・自然派宣言まぐろやわらか煮100ｇ
・自然派宣言かつおやわらか煮100ｇ

・かつおと竹の子の土佐煮110ｇ1袋
・まぐろきんぴら100ｇ2袋
・燻しかつおにんにく100ｇ2袋。

提供業者： 株式会社やまもと印刷工業

提供業者： カネギ東海フーズ株式会社

提供業者： カネギ東海フーズ株式会社

10

静岡県 焼津市 ふるさと納税寄附金 お礼の品

5,000円からの寄附で選べる
00E- 第２６回全国水産加工品 主婦
186 大賞受賞 まぐろ生姜煮詰め合

00E- 静岡県漁連 お刺身用 冷凍
187 生しらす（静岡県産）

賞味期限

00E- 富士山印鑑ケース「ご来光」 紺
188 色

賞味期限

発送から60日

賞味期限

要冷凍（18℃） 120日、
解凍後要冷蔵
（10℃以下）1
日

なし

まぐろ生姜煮100ｇ５袋

お刺身用 冷凍生しらす100ｇ 6袋

印鑑ケース12㎜×60㎜用1本

提供業者： カネギ東海フーズ株式会社

提供業者： 静岡県漁業協同組合連合会

提供業者： 有限会社泰栄堂

00E- 富士山印鑑ケース「ご来光」 赤
189 色

00E- 富士山印鑑ケース「ご来光」 青
190 色

00E- ママカレーの具バラエティセット
192

賞味期限

賞味期限

なし

賞味期限

なし

18ヶ月

印鑑ケース12㎜×60㎜用1本

印鑑ケース12㎜×60㎜用1本

ママカレーの具（460g）×7パック

提供業者： 有限会社泰栄堂

提供業者： 有限会社泰栄堂

提供業者： 石田缶詰株式会社

00E- 鮭の王様！甘塩厚切り紅さけ切
193 り身10切れ

00E- 焼津銘菓
194

00E- 海の恵みセット
196

賞味期限

賞味期限

冷凍で1か月

賞味期限

常温7日間

ほっけ・干物：冷
蔵７日・冷凍１
ケ月、釜揚げし
らす・桜えび：冷
蔵5日・冷凍1ケ
月

紅さけ切り身 10切れ（アラスカ産またはロシア産）
＊1切れ約90ｇ～100ｇ

・酒ケーキ 1箱
・だるま最中 6ヶ

・縞ほっけ(アラスカ産)
･アジ×５(オランダ産)
･釜揚げしらす１１０g(駿河湾産)
･釜揚げ桜えび７０g(駿河湾産)

提供業者： 大富水産株式会社

提供業者： 飴屋河合製菓

提供業者： すぎもと商店

00E- 国産金目鯛６枚セット
197

00E- ミハラ特撰 厚切り!!塩銀鮭切身
200

00E- ねぎとろ５００ｇ
202

賞味期限

賞味期限

冷凍１ケ月

賞味期限

冷凍1ｹ月

冷凍１ケ月

金目鯛×６枚(国産)

銀鮭切身１０切片身(チリ産)１切約１００ｇ

ねぎとろ(静岡県･台湾･韓国産)５００ｇ

提供業者： 有限会社サスイゲタフード

提供業者： ミハラ水産株式会社

提供業者： 吉恵水産株式会社
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静岡県 焼津市 ふるさと納税寄附金 お礼の品

5,000円からの寄附で選べる
00E- ヨシケイ自慢の干物セット
203

00E- メバチまぐろ切り落とし
204

賞味期限

00E- びん長まぐろ切り落とし
205
賞味期限

冷凍１ケ月

賞味期限

冷凍１ケ月

冷凍１ケ月

金目鯛干物×１（宮城）･アジ干物×２（オラン
ダ）･サバ干物×１（ノルウェー）･いか一夜干し×２
（青森）

メバチまぐろ切り落とし(台湾産)５００ｇ

びん長まぐろ切り落とし(静岡県産)５００ｇ

提供業者： 吉恵水産株式会社

提供業者： 吉恵水産株式会社

提供業者： 吉恵水産株式会社

00E- 天然南まぐろブロック
208

00E- サスイゲタ駿河湾セット①
209

00E- 焼津まぐろ生ハム２本セット
212

賞味期限
冷凍で14日、解
凍後当日

賞味期限

賞味期限

冷凍約1ヶ月

冷凍約5ヶ月

天然南まぐろブロック 約300ｇ×1

生桜えび(100ｇ×1)生しらす(120ｇ×1)
かま揚げしらす（150ｇ×1）かま揚げ桜えび（50ｇ
×1）

まぐろ生ハム(180g×2)

提供業者： 株式会社マルイリフードサプライ

提供業者： 有限会社サスイゲタフード

提供業者： 有限会社サスイゲタフード

00E- サスイゲタ・ひもの・銀サケセット
214

00E- 海苔のプロが厳選「食卓を彩る」
215 4点セット

00E- さかなボーン 6点セット
216

賞味期限

賞味期限

１ヶ月

賞味期限

海苔・おぼろ昆
布（6ヶ月）、キ
ザミ茎わかめ（1
年）

製造から6カ月

あじひもの４枚（国産）金目鯛ひもの２枚（国産）
銀サケ５切（チリ産）

おにぎり海苔 三つ切り 15枚入り、手巻き海苔
半切り 10枚入×1、
おぼろ昆布50ｇ×１、キザミ茎わかめ 50ｇ×1
※内容量は相場の都合により変更の場合がござ
います。

さかなボーン真鯛2個、さかなボーンぶり2個、さか
なボーンサーモン2個

提供業者： 有限会社サスイゲタフード

提供業者： マルモのり望月海苔店

提供業者： スマル水産株式会社

00E- 静岡県漁連 海の宝石桜えび
217 セット

00E- 焼津小川港水揚げのサバで作っ
218 たメンチコロッケセット

00E- 焼津産 手火山造りの鰹・鮪セッ
219 ト

賞味期限

賞味期限

冷凍生桜えび・
釜揚げ桜えび：18℃で30日、
桜えび素干し：
常温180日

賞味期限

要冷凍（18℃） 365日

製造日より３ヵ
月（直射日光及
び高温多湿の場
所を避けて保
存）

冷凍生桜えび40g２個、冷凍釜揚げ桜えび40g２
個、桜えび素干し13g１個

・さばじゃがメンチコロッケ５０ｇ（プレーン） １５個
・さばじゃがメンチコロッケ５０ｇ（カレー味） １５個

・鰹なまり節 (約160g) 1本
・まぐろ照角煮 80g 1個
・トマトにあうカツオ (約250g) 1本
・サラダかつおカルパッチョ 65g 1個
・かつお照角煮 80g 1個

提供業者： 静岡県漁業協同組合連合会

提供業者： 静岡県漁業協同組合連合会

提供業者： 静岡県漁業協同組合連合会

12

静岡県 焼津市 ふるさと納税寄附金 お礼の品

5,000円からの寄附で選べる
00E- 新感覚 焼津産かつおなまり節味
220 付きセット

00E- ふるさと納税で大満足 つくだ煮
221 “贅沢５点”もり合せ

賞味期限

00E- ふるさと納税でプチ贅沢 老舗の
222 プレミアムセット

賞味期限

賞味期限

賞味期限：製造
より３ヶ月

常温保存で3ヶ
月

トマトにあうカツオ 約２７０g×１本、鰹なまり節 約
１７０g×２本、サラダかつお１００g×１ヶ

「まぐろ土佐煮」150ｇ×１、「まぐろ角煮」150g×
１、「まぐろのかぶと炊き」150ｇ×１、「切り昆布入
り」100ｇ×１、「七味風味」100ｇ×１

「吟選 まぐろ土佐煮」150ｇ×１、「吟選 ぬれ角
煮」200ｇ×1

提供業者： 有限会社進藤登代治商店

提供業者： 株式会社寺岡銈吉商店

提供業者： 株式会社寺岡銈吉商店

00E- 笑福の湯 入館ご招待券セット
223 （大人4名様）

00E- 【高級】肉厚どんこしいたけ
229

00E- 上煎茶「老寿」100ｇ-2本
231

賞味期限

常温保存で三か
月の賞味期限

賞味期限

使用有効期限
スタンプ印にて捺
印※発送日より
１年

賞味期限

約1年

約1年

全曜日ご利用頂ける「入館ご招待券」大人4名
様分

どんこしいたけ100ｇ(大分県産)

上煎茶「老寿」100ｇ-2本(掛川東山産)

提供業者： 笑福の湯

提供業者： 有限会社丸玉園

提供業者： 有限会社丸玉園

00E- 【全機種対応】魚河岸柄モバイ
235 ルバッテリー

00E- プリンス赤缶（まぐろフレーク油漬
236 け）A-30

00E- プリンス ペッパーツナ P-30
237

賞味期限

賞味期限

なし

賞味期限

製造日より3年

製造日より3年

【全機種対応】魚河岸柄モバイルバッテリー重さ
103ｇ

まぐろフレーク油漬赤缶80ｇ（ホワイトミート）12缶

プリンスペッパーツナ80ｇ（ホワイトミート）12缶

提供業者： アイダックス株式会社

提供業者： 三洋食品株式会社

提供業者： 三洋食品株式会社

00E- プリンス びん長まぐろ味付 BA-30
238

00E- プリンス オリーブオイルツナ O-30
239

00E- ぷりぷり天然えび２０本
240

賞味期限

賞味期限

製造日より3年

賞味期限

製造日より3年

冷凍約２ヶ月

プリンスびん長まぐろ味付80ｇ（ホワイトミート）12缶

プリンスオリーブオイルツナ80ｇ（ホワイトミート）12缶

天然えびホワイト(インド産)２０本

提供業者： 三洋食品株式会社

提供業者： 三洋食品株式会社

提供業者： 有限会社サスイゲタフード
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静岡県 焼津市 ふるさと納税寄附金 お礼の品

5,000円からの寄附で選べる
00E- お茶のアレコレ飲み比べセット
242

00E- ふんわり、しっとり。伊達巻スイー
243 ツセット

賞味期限

00E- スギヤマ特選まぐろの生ハム2本
244

賞味期限

半年

賞味期限

10日間

冷凍4ヶ月

煎茶１００ｇ、粉茶１００ｇ、芽茶１００ｇ、棒茶１０
０ｇ、抹茶入り玄米茶１００ｇ

チョコレート伊達巻1本、クリームチーズ伊達巻1
本、静岡抹茶伊達巻1本、プレーンミニ伊達巻2
本

まぐろの生ハム200g×2本

提供業者： 株式会社ふるさと支援研究所

提供業者： 有限会社丸生食品

提供業者： 有限会社スギヤマ

00E- 秘伝の西京味噌・話題の酒粕を
248 使った極漬といかの珍味

00E- ［水産庁長官賞受賞］勝男屋の
249 だし10袋入×4

00E- 当店自家製自慢の糀漬セット
251

賞味期限

賞味期限

極漬：冷凍発送
60日以内、珍
味：冷凍60日・
解凍後10℃以
下30日

賞味期限

365日

冷蔵5日、冷凍
１ヶ月

白皮かじき西京味噌漬け約80g×1切、めかじき
磯自慢純大吟醸酒粕漬け約80g×2切、いか
ガーリックオイル漬け約130g×1p、いか軟骨胡麻
香味漬け約130g×1p

勝男屋のだし（ダシパック8ｇ）10袋入×4袋

サバ糀漬5切（ノルウェー産）、銀鮭糀漬4切（チリ
産）

提供業者： 山松水産株式会社

提供業者： シーラック株式会社

提供業者： 株式会社ニッコーサービス

00E- 駿河湾の恵みセット
252

00E- 絶品酒の肴詰合せ 小盛り
253

00E- 生クリーム大福「鞠福」アソート4
254 種15ヶ入

賞味期限

賞味期限

桜えびしらす：冷
凍1ヶ月、ご飯
素：常温2ヶ月、
はんべ：生食冷
蔵４日冷凍後
加熱1ヶ月

賞味期限

冷凍1ヶ月

冷凍約30日、
解凍後3日

釜揚げ桜えび（駿河湾産）100g×1 、桜えびご飯
の素（２合用）×１、釜揚げしらす（駿河湾産）
100g×2、焼津黒はんぺん（焼津産）10枚×2

生干しほたるいか 60g、鮭とば 150g

濃い抹茶6個、ほうじ茶3個、生クリーム3個、洋
風鞠福3個

提供業者： 株式会社ニッコーサービス

提供業者： 有限会社ヤマシン村田商店

提供業者： 株式会社小柳津清一商店

00E- 身体に優しい抹茶そば「濃い抹
255 茶そば6人前」

00E- 美味しい焼津名産詰合せ
256

00E- マグロ角煮となると巻きセット
257

賞味期限

賞味期限

商品到着後30
日～60日

賞味期限

黒はんぺん冷蔵
1ヶ月、ミニかま
冷蔵12日、生
利節冷蔵1ヶ月

冷蔵保存で出
荷日より20日

半生茶そば 約600g/6人前、そばつゆ

黒はんぺん4枚×2袋、ミニかま12本、なまり節1本

上なると巻3本 富士なると巻2本(富士山デザイ
ン)
マグロの角煮3袋

提供業者： 株式会社小柳津清一商店

提供業者： 有限会社ヤマシン村田商店

提供業者： 株式会社カクヤマ
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静岡県 焼津市 ふるさと納税寄附金 お礼の品

5,000円からの寄附で選べる
00E- なると巻き10本セット
258

00E- 焼津かつを・まぐろ角煮セット
259
賞味期限

00E- ニッコー人気の３点セット
260

賞味期限

冷蔵保存で出
荷日より20日

賞味期限

常温60日

冷凍１ケ月

上なると巻5本
富士なると巻5本（富士山デザイン）

まぐろ角煮190ｇ(焼津産)･まぐろ昆布180ｇ(焼津
産)、かつを佃煮120ｇ(焼津産)･ピリ辛まぐろ150ｇ
(焼津産)トロトンボまぐろ佃煮80ｇ(焼津産)

真あじ干物４枚(国産)･金目鯛干物２枚(国産)･
鮭５切(北海道産)

提供業者： 株式会社カクヤマ

提供業者： 株式会社ニッコーサービス

提供業者： 株式会社ニッコーサービス

00E- 紅鮭１２切入り(甘口か中辛選
261 択可能)

00E- 「甘みうま味を味わう掛川茶4点
262 詰合せ」

00E- "飲みたくなる静岡茶"とつくだ煮
263 セット

賞味期限

賞味期限

冷凍１ケ月・冷
蔵５日

賞味期限

発送から1年の
賞味期限

お茶：発送から１
年、佃煮：常温
で３ヶ月

紅鮭１２切(ロシア産)

掛川産深蒸し茶煎茶85ｇ×1、ほうじ茶50ｇ
×1、抹茶入り玄米茶70ｇ×1、特選三角ティー
バック17ヶ入×1

つくだ煮に合うくき茶70ｇ×１、抹茶入り玄米茶50
ｇ×１、特選三角ティーバック×１、佃煮しょうが風
味100ｇ×１、まぐろ角煮150ｇ×１

提供業者： 株式会社ニッコーサービス

提供業者： 株式会社寺岡銈吉商店

提供業者： 株式会社寺岡銈吉商店

00E- 釜揚しらす大盛820ｇ
264

00E- お手軽ネギトロ丼用まぐろすき身
265 とあおさのりセット

00E- 家飲みおつまみトリオ２
266

賞味期限

賞味期限

冷凍1ヵ月 解凍
後冷蔵保存で4
日

まぐろすき身(冷
凍３ケ月)・あお
さのり(常温４ケ
月)

賞味期限
常温60日

しらす釜揚820ｇ（イワシの稚魚）
※しらすの漁法によってエビ・カニその他混ざる場
合があります。

まぐろすき身５０ｇ×９個(太平洋産)、あおさのり１
2ｇ(三重県産)

鮭とば（100g）、剣先するめ（３枚）、エイヒレ（110
ｇ）

提供業者： 有限会社スギヤマ

提供業者： 有限会社定長商店

提供業者： 有限会社定長商店

00E- 焼津産手火山造り かつおなまり
267 節

00E- 焼津産 かつおけずりぶし 花か
268 つおお手頃パック

00E- まぐろ角煮・有機煎茶・金山寺の
269 お茶うけセット

賞味期限

賞味期限

製造より３ヶ月

賞味期限

製造より12ヶ月

製造より３ヶ月

鰹なまり節6本（1本あたり約160ｇ）

花かつお100ｇ入 4パック

まぐろ角煮(135g)・有機煎茶(100g)・金山寺
(200g)

提供業者： 有限会社進藤登代治商店

提供業者： 有限会社進藤登代治商店

提供業者： 有限会社進藤登代治商店
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静岡県 焼津市 ふるさと納税寄附金 お礼の品

5,000円からの寄附で選べる
00E- 無添加和食 煮物３品と有機煎
270 茶ティーバッグセット

00E- 焼津特産なまり節と焼津ご当地
271 グルメ厳選セレクト

賞味期限

00E- 【おかず箱】防災備蓄食品セット
272 お試し 7袋

賞味期限

賞味期限

製造より３ヶ月

なまり節、かつお
へそ酢味噌 冷
蔵2か月、かつお
しぐれ煮 常温
２カ月

まぐろ角煮(135g)・しいたけ煮(200g)・おかか生姜
煮(150g)・有機煎茶ティーバッグ(2.5g×15包)

背（男節）と腹（女節）のなまり節×各1本ずつ。か
つおのへそ酢味噌煮100ｇ×1袋、かつおしぐれ煮
100ｇ×2袋、計5点

防災備蓄食７袋
【セット内容】
たこめし200g×１袋、鶏ごぼう飯200g×１袋、
ビーフカレー200g×１袋、デミグラスソースハンバー
グ160g×１袋、切り干し大根85g×１袋、クラム
チャウダー230g×１袋、ハッシュドビーフ200g×１

提供業者： 有限会社進藤登代治商店

提供業者： ぬかや斎藤商店

提供業者： 株式会社ふるさと支援研究所

00E- ヤマソウ さば糀漬け本造り
273

00E- 大人気！抹茶バウムクーヘン＋
274 プレーンバウムクーヘン

00E- 清水物産製造・「和」のスイーツ
275 セット

賞味期限

3年

賞味期限

冷蔵（10℃以
下）5日間 冷
凍の場合は約
1ヶ月

賞味期限

到着後約14日

静岡煎茶まん
じゅう(常温３ケ
月)
金ごまだんご・黒
みつ草餅(常温
２ケ月)

さば糀漬け本造り(ノルウェー産）80g以上 8切

抹茶バウムクーヘン「CHIYOの和」１ホール、プレー
ンバウムクーヘン「CHIYOの和」1ホール（大きさ：直
径約13.5ｃｍ、高さ約4ｃｍ）

静岡煎茶まんじゅう(２０個入)
金ごまだんご(１２個入)・黒みつ草餅(１０個入)

提供業者： 株式会社ヤマソウ水産

提供業者： 株式会社小柳津清一商店

提供業者： 清水物産株式会社

00E- 老舗鯖屋のチョイ呑みセット ス
276 モーク・〆鯖

00E- 山福どんぶりセット
277

00E- 温めるだけ！！まぐろカマ照焼と
278 南鮪目玉焼セット

賞味期限

賞味期限

発送から冷凍で
3ヶ月

発送日より冷凍
(-18℃以下)で
2週間

賞味期限
冷凍１０日

鯖スモーク１枚、〆鯖1枚

鰹たたき丼の素 115g×2P を1set、鰹まぶし丼
の素 110g×2P を2set（産地：太平洋など）

まぐろカマ照焼・南鮪目玉焼タレ付(７００ｇ以上)/
原産国：日本太平洋、加工：焼津

提供業者： 株式会社岩清

提供業者： 山福水産株式会社

提供業者： 秀和水産

00E- 温めるだけ！！まぐろカマ照焼と
279 テール丸焼セット

00E- 温めるだけ！！まぐろカマとハラモ
280 の照焼セット

00E- 温めるだけ！！まぐろカマ照焼と
281 ホホ肉セット

賞味期限

賞味期限

冷凍１０日

賞味期限

冷凍１０日

冷凍１０日

まぐろカマ照焼・テール丸焼(９００ｇ以上)/原産
国：日本太平洋、加工地焼津

まぐろカマ照焼・ハラモ照り焼きタレ付(６００ｇ以
上)/原産国：日本太平洋、加工地：焼津

まぐろカマ照焼・ホホ肉照焼タレ付(６５０ｇ以上)/
原産国：日本太平洋、加工：焼津

提供業者： 秀和水産

提供業者： 秀和水産

提供業者： 秀和水産
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静岡県 焼津市 ふるさと納税寄附金 お礼の品

5,000円からの寄附で選べる
00E- 温めるだけ！！まぐろカマ照焼
282

00E- 静岡茶 特撰4本セット
283

賞味期限

00E- 人気２大産地 茶葉セット
284
賞味期限

冷凍１０日

賞味期限

発送月から約1
年間

発送から約10ヶ
月

まぐろカマ照焼タレ付(７５０ｇ以上)/原産国：日本
太平洋、加工：焼津

特撰やぶきた茶80g、やきつべみどり100ｇ、深むし
茶100g、やぶきたくき茶70g

深蒸し掛川茶100ｇ×2袋、牧之原茶100g×2
袋

提供業者： 秀和水産

提供業者： 有限会社茶郷山いち

提供業者： 長峰製茶株式会社通販部

00E- レンジで簡単！冷凍調理済麺バ
285 ラエティセット（お徳品）

00E- レンジで簡単！焼そば王国セット
286

00E- 【最高級】焼のり
288

賞味期限

賞味期限

1ヶ月

賞味期限

６か月

約1年

入っているパック数（10パック）（焼きそば、パスタ、
焼うどん等 何が入ってくるかお楽しみに！）※時
期により内容が変更になります

入っているパック数（6食）（焼そば（ソース）3食、焼
そば（塩）3食）

最高級焼のり2帖箱入（九州有明産1回汐）

提供業者： 昭和ミート株式会社

提供業者： 昭和ミート株式会社

提供業者： 有限会社丸玉園

00E- 趣味の銘茶3種セット
289

00E- 【高級抹茶使用】静岡ロールケー
290 キ
賞味期限

賞味期限

約1年

冷凍状態1か
月、解凍後2日

深蒸し茶 40ｇ、和紅茶40ｇ、抹茶入玄米茶40
ｇ、茶さじ（小）1

静岡ロールケーキ×1本

提供業者： 有限会社丸玉園

提供業者： 有限会社丸玉園
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