
寄附額５，０００円

Ｎｏ a1-01

商品
名

北秋田市広報誌「広報きたあき
た」１年分

商品
写真

商品
内容

「広報きたあきた」１年分
※寄付申込日の翌月から１年間（１２
回）発送します。
（毎月１日頃の発送です）

商品
紹介

　北秋田市の広報誌である「広報き
たあきた」を１年間お送りいたしま
す。当市の様々な行事やイベント情
報、お知らせなどを皆様にお届けし
ます。

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

北秋田市役所

その他
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寄附額８，０００円

Ｎｏ a3-01 a3-02 a3-03

商品
名

元氣屋比内地鶏ラーメン4食セッ
ト

元氣屋煮干しラーメン4食セット 元氣屋味噌ラーメン４食セット

商品
写真

商品
内容

中華麺（国産小麦）細麺130ｇ×４
比内地鶏スープ（醤油）×２、（塩）×
２
チャーシュー×４、メンマ×４

中華麺（国産小麦）細麺130ｇ×４
純麗煮干しスープ（醤油）×１、（塩）
×１
にごり煮干しスープ（醤油）×１、
（塩）×１
チャーシュー×４、メンマ×４

中華麺（国産小麦）中太麺１４０ｇ×４
味噌ラーメンスープ（味噌）×４
チャーシュー×４、メンマ×４

商品
紹介

　秋田県と言ったら比内地鶏ラーメ
ン。シンプルでありながらコク深い最
強のラーメンです。まじりっけなしの
旨さがここにあります。

　あきたの味。おふくろの味。煮干し
を丁寧に上手に炊き出し、ほっとす
るお味に仕上がりました。あっさりタ
イプの純麗スープ、こってりタイプの
にごりスープ食べ比べてみてくださ
い。

　元氣屋の秋田味噌を１００％使用し
たコク深い味噌ラーメンです。比内地
鶏スープと国産豚骨スープをかけあ
わせたバランスのいいスープが素敵
な商品です。麺はもちろん国産小麦
麺の食べ応えのある中太ちじれ麺。

賞費
期限

7日間 7日間 7日間

保存
方法

冷蔵 冷蔵 冷蔵

配送
方法

冷蔵 冷蔵 冷蔵

事業
所名

株式会社元氣屋 株式会社元氣屋 株式会社元氣屋

その他
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寄附額９，０００円

Ｎｏ a5-01 a5-02 a5-03

商品
名

あきたこまち米・比内地鶏ご飯 比内地鶏肉・スープセット バター餅

商品
写真

商品
内容

◆あきたこまち米5kg
◆比内地鶏ご飯550ｇ

◆比内地鶏肉セット1/2約650ｇ
◆比内地鶏スープ300ｇ

◆バター餅 5切入×5パック

商品
紹介

　古来より、北秋田地方は稲作が盛
んな土地です。森吉山を源とする阿
仁川と、太平山を源とする小阿仁川
周辺の肥沃な大地に田んぼは広が
り、川から立ち上がる霧が気温の較
差を大きくし良質米を育てています。
比内地鶏ご飯は、洗ったお米に本品
を入れて炊くだけのお手軽な商品で
す。あきたこまちと比内地鶏の絶妙
なハーモニーをお楽しみください。

　恵まれた自然の中、150日以上も
の長い間、大切に育てられた比内地
鶏です。日本三大地鶏として数えら
れています。比内地鶏肉は、焼肉・
鍋物など、比内地鶏スープは鍋も
の・茶碗蒸しなど幅広くお使いいただ
けます。

　もち米を蒸かしてついた餅に、バ
ターや卵黄、砂糖を練り込んだ田舎
の素朴なスイーツです。
　柔らかい食感と甘さ控えめが特徴
です。是非ご賞味ください！

賞味
期限

正肉5日、スープ365日 夏期7日、冬期10日

保存
方法

冷蔵

配送
方法

冷蔵

事業
所名

秋田たかのす農業協同組合 秋田たかのす農業協同組合 大川米屋

その他
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寄附額９，０００円

Ｎｏ

商品
名

商品
写真

商品
内容

商品
紹介

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

その他

a5-0４ a5-05 a5-06

比内地鶏とししとうプレミアムカ
レー＆ししとうチョコレート

ふるさとの味わいセット
ル・デセール10個入りとチーズ饅
頭『笑内』9個入

◆比内地鶏とししとうカレー
　甘口（240ｇ）×1箱、辛口（240ｇ）×
1箱、甘口（130ｇ）＆辛口（130ｇ）2
パック入×1箱
◆ししとうチョコレート
　マイルド×1個、超辛×1個

◆ル・デセール10個入×1箱
※原材料…卵、砂糖、小麦粉、ココ
ア、動物油脂、クルミ、乳化剤（重
曹）、安定剤、香料、クロレラ抽出、
乳糖、原材料の一部に大豆を含む。
◆チーズ饅頭『笑内』9個入×1箱
※原材料…小麦粉、白餡、砂糖、
卵、チーズ、バター、アーモンド、植
物油脂、生乳、PH調整剤、膨張剤

　秋田県立秋田北鷹高校家庭クラブ
の皆さんが、北秋田市の特産品の比
内地鶏とししとうをPRしようと考案し
た「地域おこしカレー」全国高校ス
クールSセレクションで最高賞の「輝」
を受賞作品に、当道の駅オリジナル
の「ししとうチョコレート」をセット。

　天然山菜と特産品の調味品を詰め
合わせにしました。北秋田市の味を
ご堪能ください。

◆ル・デセール
　ふんわりやさしいチョコスポンジ
に、ビターなチョコレートをかけた、半
生タイプのチョコケーキです。夏季に
は冷蔵庫で冷やしてお召し上がりく
ださい。
◆チーズ饅頭『笑内』
　秋田県特産品開発コンクール最優
秀知事賞受賞商品。チーズを白あん
で包んだ饅頭です。秋田内陸鉄度の
駅名が由来の、ニコニコマークがか
わいいやさしい気持ちになれる商品
です。

発送日より4日 60日 30日

道の駅たかのす　ぶっさん館 道の駅たかのす　ぶっさん館 お菓子の晩梅
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寄附額９，０００円

Ｎｏ

商品
名

商品
写真

商品
内容

商品
紹介

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

その他

a5-07 a5-08 a5-09

北秋田（鷹巣）銘菓セット
秋田酒蔵ものがたり（地酒ゼ
リー）9個入

『活き活きセット』

◆大太鼓煎餅…2個
◆ル・デセール…3個
◆笑内（チーズまんじゅう）…3個
◆大太鼓最中…3個
◆ししとうチョコレート…1個

◆内容量…120ｇ×9個入
◆原材料…清酒各種、砂糖、ゲル化
剤（増粘多糖類）、HP調整剤、香料
◆保存方法…高温多湿をさけ、常温
以下で保存してください。開封後は
お早めにお召し上がりください。

◆あっ！りんご（乾燥りんご）1袋（25
ｇ入）×3袋
◆活き活き笑顔茶　赤キクイモ　1袋
（30g入）
◆マイルドスキンケアクリーム香如
美1本（30ｇ入）
◆季節の山菜または野菜,ハーブの
中から2品
※季節によって山菜か野菜、ハーブ
の種類も異なります。
※画像はイメージです。

　北秋田市老舗の銘菓に当道の駅
オリジナルの「ししとうチョコレート」を
セット。

◆秋田の有名な地酒をゼリーにしま
した。
◆銘柄…北鹿酒蔵『雪中貯蔵』
　　　　　　喜久水酒蔵『喜久水』
　　　　　　山本酒造『白神』
　　　　　　鈴木酒蔵『秀よし』
　　　　　　飛良泉酒造『飛良泉』
　　　　　　秋田酒造『刈穂』
※注意…このお菓子はお酒を使用し
ております。お子様や妊娠中の方、
運転中の方にはお勧めできません。

　北秋田市の良質なふじりんごを使
用した噛めば噛むほど美味しさと香
りが口いっぱいに広がる素朴な乾燥
りんごをはじめ、イヌリンを主体にビ
タミン・ミネラル・酵素などを豊富に含
んでいると言われている赤キクイモ
を乾燥、粉末にした原材料100％の
活き活き笑顔茶「赤キクイモ」。抗酸
化能が豊富に含まれ、美肌効果の
ある山菜「こごみ」の粉末を使用した
スキンケアクリーム香如美（こご
み）。そしてその時期にとれるフレッ
シュハーブと旬な山菜か野菜を一
品。
　北秋田市産をつめこんだ「活き活き
セット」です。

14日 120日

道の駅たかのす　ぶっさん館 お菓子の晩梅 有限会社　栄物産
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寄附額９，０００円

Ｎｏ

商品
名

商品
写真

商品
内容

商品
紹介

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

その他

a5-10 a5-12 a5-13

ほっこりふるさと秋田一筆箋北秋
田シリーズ

バターもち5パックセット
秋田県産あきたこまち無洗米6kg
（2kg×3）

◆阿仁クマ牧場のこぐま
◆世界一の大太鼓
◆花の百名山森吉山
◆翠雲公園あじさい
◆観光秋田三十景鷹巣中央公園
◆国の重要文化財阿仁異人館
◆秋田内陸線とさくら
（専用封筒付）

1パック6個入り 秋田県産あきたこまち
6ｋｇ（2kg×3）

　北秋田市の観光地や特色の「心が
ほっこりする」写真入りの一筆箋で
す。
　短くても心のこもったおたよりにも、
プレゼントにも最適です。

　TVで紹介されて以来、今や秋田県
民食の感があるバターもち。おやつ
やおみやげとしても大好評です。秋
田内陸線が提供するバターもち「も
ちもち三角」はTVで紹介される以前
から地元で販売されていた、いわば
バターもちの元祖ともいえる商品で
す。名前のとおりもちもちとした食感
と、ふんわりと薫るバターの風味は
いつ食べても絶品です。冷凍後の自
然解凍でもおいしくいただけます。ぜ
ひ秋田のおやつをご賞味ください。

　秋田県北部、霊峰森吉のふもと北
秋田市で丹精込めて栽培されたあき
たこまち。ご自宅での保管やご友人
へのおすそわけができるように2kgに
小分けしてお送りします。無洗米で
すので、軽くすすぐだけでお召し上が
りいただけます。

５日 -

常温 常温

冷蔵 常温

有限会社米内沢中央印刷 秋田内陸縦貫鉄道株式会社 株式会社おおもり
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寄附額９，０００円

Ｎｏ

商品
名

商品
写真

商品
内容

商品
紹介

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

その他

a5-16 a5-17 a5-20

阿仁の里　味自慢セット　Ａ マタギの幸詰合せ　Ａ 白神フルーツ黒にんにくセットＡ

秋田比内地鶏炊き込みご飯の素（５
５０ｇ）　秋田比内地鶏スープ（５００ｍ
ｌ）　マタギの里りんごっこジュース（１
ℓ）　マタギの里の焼きりんご缶詰（２
３０ｇ）　くまのたいら村のりんごジャ
ム（１５０ｇ）

クロモジ茶3パック入り1袋
あいこ、うど、さく、あざみのとうの内
200g１袋
わらび、ふきの内200g1袋
乾燥スライスしいたけ30g1袋
あきたこまち2合（300g）
漬物商品の内1個
※季節により山菜の種類が変わるこ
とがあります。

◆Ｌ玉×3袋
◆バラ（粒）100ｇ×1袋

　阿仁の山里、伏影集落のりんご畑
で採れた自慢のリンゴの加工品。
ジュース、焼きりんご、ジャムの３品
です。そして、北秋田市の特産、比
内地鶏を使った，炊き込みご飯の素
と、きりたんぽだけでなく、いろいろな
鍋に使える、比内地鶏のカラで作っ
たスープ。北秋田の山と里の味自慢
です。　秋田内陸線阿仁合駅前の小
さなお店から、箱に詰めてお届けし
ます。

　秋田県北部山間地域の山々に自
生するクロモジは、過酷なマタギの
世界で欠かすことの出来ない薬草茶
として伝わって来ました。天日干しに
こだわり、爽やかで飲みやすいお茶
に仕上げております。また、深い雪
の下で春を待つ山菜を厳選して採
り、水煮にし、地元産のきれいな冷
たい水で育てた自慢のおいしいあき
たこまちをセットにしました。
マタギの幸満載の詰め合わせとなっ
ておりますのでどうぞご賞味くださ
い。季節により山菜の種類が変わる
ことがあります。

　北に白神山地、南に森吉山を望む
美しい大地「大野岱」。そこで大切に
育てたにんにくを、丹念に熟成しまし
た。栽培から加工まで一貫して私た
ちが手掛けた黒にんにくは、甘さが
際立つ逸品として人気を得ていま
す。にんにくの臭いがほとんどなく、
白いにんにくと比べポリフェノールな
どの有用成分も高まっているのが特
徴。自然の健康食品として、滋養、美
容に関心のある方々に支持されてい
ます。

スープは２か月 パッケージに記載 ８ヶ月

常温 常温

常温 常温

ふれあいショップ　ひまわり 株式会社　上杉組 ㈱しらかみファーマーズ
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寄附額１０，０００円

Ｎｏ A-01 A-02 A-03

商品
名

あゆ甘煮セット
雑穀こまち（六穀）　スティックタイ
プ

桐の飾り物と小物入れ

商品
写真

商品
内容

◆あゆ甘煮パック × 3
◆あゆそぼろ × 1

◆雑穀こまち六穀（20ｇ×30本入り） ◆飾り下駄「きりこ」
◆小物入れ

商品
紹介

◆「甘煮」
　冷水から育った大事な小鮎をじっく
り煮込んだ甘煮です。
◆「そぼろ」

　秋田産農薬不使用雑穀（アマラン
サス、アワ、ヒエ、キビ、タカキビ、発
芽玄　米）をスティック状にいたしまし
た。
　お米（2～3合）を研いだ後に1ス
ティック混ぜて炊き込みます。

　ほんわりした桐のやさしさを感じて
欲しいです。
「きりこ」は約11cm弱。
見る人にやさしさを届けてくれます。
（鼻緒の柄は変わります。）
「小物入れ」。
引き出しの深さは5ｃｍ位。
大人はもちろん
小学生くらいの女の子だったら
大事な物を入れる宝箱に
使ってくれそうです。

賞味
期限

180日

保存
方法

冷蔵 常温

配送
方法

冷蔵 常温

事業
所名

㈱阿仁川アユセンター ㈱くまがい卵油研究所 きりこ工房

その他
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寄附額１０，０００円

Ｎｏ

商品
名

商品
写真

商品
内容

商品
紹介

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

その他

A-04 A-05 A-07

桐のおもちゃ
お肉屋さんの特製ビーフカレー３
個セット

あきたこまち　玄米コーヒーセット

◆「がらがら」
◆「犬のくるまさん」
◆「手遊び」

玄米焙煎粉　100ｇ入り缶
プレーン（黒）、シナモン（白）
＜飲み方＞
ティースプーン1杯（５ｇ）をカップに入
れ、お湯を注いでお召し上がりくださ
い。

　やわらかい桐の感触を赤ちゃんに
味わってほしいです。
◆「がらがら」
　名前はがらがら、音はカラコロ
にぎったら離さないで、すぐ口に持っ
ていっちゃうんですけど
◆「犬のくるまさん」
　赤ちゃんは音と動きを目で追ってく
れます
◆「手遊び」
　1個でにぎにぎ
　2個つなげて音が加わります

　北秋田市の自然の中で育てた自
社牧場で肥育した牛肉をした特製
ビーフカレー。遺伝子組換えをしてな
い飼料を独自に配合したエサは安全
で安心できます。また「あきたこまち」
の米ぬかを食べさてることで、肉に
甘みが出るように工夫し努力を続け
ております。ぜひご賞味くださいま
せ。
※こちらの返礼品は配送日時の指
定ができません。また、在庫状況に
よっては約1ヶ月半ほどお待ちいただ
くことがございます。何卒ご了承くだ
さい。

　秋田県産あきたこまち特別栽培米
の「定吉米」を20時間じっくり焙煎し
た玄米を粉末にしたコーヒー感覚の
飲み物です。食物繊維が多く含まれ
ており、ポリフェノールはコーヒーの
約3倍と体にやさしいノンカフェイン飲
料です。

商品に記載 １年

常温 常温

常温 常温

きりこ工房 株式会社　松尾　肉のまつお 株式会社　おおもり

配送日時指定不可
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寄附額１０，０００円

Ｎｏ

商品
名

商品
写真

商品
内容

商品
紹介

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

その他

A-15 A-16 A-18

比内地鶏卵マヨネーズセット
HOLTO　コースター　（秋田天然
杉）

秋田八丈印鑑入れ＆ストラップ

・200ｇ×4袋（なたね油使用）
・170ｇ×1ビン（オリーブオイル使用）

コースター：1枚
サイズ
約W（幅）97ｍｍ×D（奥行）97mm×Ｈ
（高さ）12ｍｍ
材質
【表】秋田天然杉（アキタテンネンスギ）
希少価値が高い天杉。
綺麗な年輪をお楽しみください。
【裏】　山桜
耐水性が高く、家具の材料として人気の
高い材です。
【オイル仕上げ】

秋田八丈印鑑入れ：１
秋田八丈ストラップ：１
画像の柄は、見本となっております。
商品は、大別すると①黄色・②グ
レーの２タイプがありますが、職人に
よる手作りの為、全て一点物になり
ます。申込の際に①～②をお選びい
ただきますと、そのタイプの商品を発
送いたします。なお、柄をお選びにな
りたい場合は、別途ことむ工房
（0186-62-0118）までご連絡いただ
きますと、対応いたします。

　比内地鶏の全卵使用の、とても濃
厚な味わいのこだわりマヨネーズで
す。
瓶詰めのものは上品な味、ブルーは
まろやかな味、ピンクはスパイシーな
味が楽しめます。

　ＨＯＬＴＯのコースターは、秋田県産
の無垢の木にこだわり、
木のもつ温もり、優しさ、自然の創り
出すデザインを大切にし、コースター
の機能を考えて2枚の板から削り出
しています。
　日々の生活と自然を木で繋げられ
る世界でひとつだけの商品を職人が
ひとつひとつ手作りにて製作しており
ます。
　今回は、秋田天然杉を使用した贅
沢な一品に仕上げました。

　200年以上の歴史を誇る秋田県指
定無形文化財であった秋田八丈は、
ハマナスの茶、カリヤス、レンゲツツ
ジの赤味の黄などを組み合わせた
伝承草木染で、渋みのある独特の黄
色や鳶色や黒色による縞・格子柄の
さらさらとした手触りが特徴な格調高
い絹織物です。
国産絹100％なので、手触りの良さを
体感してください。
　印鑑入れには朱肉が付いていま
す。

3ヶ月

常温

常温

㈱くまがい卵油研究所 HOLTO 秋田八丈ことむ工房

配送日時指定不可
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寄附額１０，０００円

Ｎｏ

商品
名

商品
写真

商品
内容

商品
紹介

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

その他

A-21 A-22 A-23

やまだ農園　市右エ門のきみ
セットＡ

秋田八丈コンパクトミラー 元氣屋海老ラーメン４食セット

市右エ門のきみ：７パック 秋田八丈コンパクトミラー：１
画像の柄は、見本となっております。
商品は、大別すると①黄色・②グ
レーの２タイプがありますが、職人に
よる手作りの為、全て一点物になり
ます。申込の際に①～②をお選びい
ただきますと、そのタイプの商品を発
送いたします。なお、柄をお選びにな
りたい場合は、別途ことむ工房
（0186-62-0118）までご連絡いただ
きますと、対応いたします。

中太麺140ｇ×4
海老豚骨スープ、（味噌）×２、（担担
たれ）×２
チャーシュー×２、メンマ×２、担担
ひき肉×２

　北秋田市で大人気の直売所を営
むやまだ農園（山田市右エ門氏）が、
丹精を込めて生産したトウモロコシ
（方言で「きみ」といいます）をおいしく
加工した詰め合わせセットです。
　質のよい甘さにこだわり、抜群の食
味をそのまま真空パックした「市右エ
門のきみ」をぜひご堪能ください。

　200年以上の歴史を誇る秋田県指
定無形文化財であった秋田八丈は、
ハマナスの茶、カリヤス、レンゲツツ
ジの赤味の黄などを組み合わせた
伝承草木染で、渋みのある独特の黄
色や鳶色や黒色による縞・格子柄の
さらさらとした手触りが特徴な格調高
い絹織物です。
国産絹100％なので、手触りの良さを
体感してください。

　らぁめん元氣屋の人気商品海老味
噌ラーメン、海老担担麺がご家庭で
簡単に召し上がれます。
海老の独特な風味は一度食べるとク
セになりますヨ。

6ヶ月 7日間

常温 冷蔵

常温 冷蔵

やまだ農園 秋田八丈ことむ工房 株式会社元氣屋
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寄附額１１，０００円

Ｎｏ A1-01 A1-02 A1-03

商品
名

秋田八丈ペンケース
水星（筋違  赤  １５号）とプラグレ
２本セット

塗来（筋違  黒  １５号）とプラグレ
２本セット

商品
写真

商品
内容

秋田八丈ペンケース：１
画像の柄は、見本となっております。
商品は、大別すると①黄色・②茶・③
赤の３タイプがありますが、職人によ
る手作りの為、全て一点物になりま
す。申込の際に①～③をお選びいた
だきますと、そのタイプの商品を発送
いたします。なお、柄をお選びになり
たい場合は、別途ことむ工房（0186-
62-0118）までご連絡いただきます
と、対応いたします。

建築塗装用刷毛
水星（筋違  赤  １５号）　：１本
プラグレ ４０mm　　　　　　：１本
プラグレ ハード ４０mm　 ：１本
３本 セット

建築塗装用刷毛
塗来（筋違  黒  １５号）　：１本
プラグレ ４０mm　　　　　　：１本
プラグレ ハード ４０mm　 ：１本
３本 セット

商品
紹介

　200年以上の歴史を誇る秋田県指
定無形文化財であった秋田八丈は、
ハマナスの茶、カリヤス、レンゲツツ
ジの赤味の黄などを組み合わせた
伝承草木染で、渋みのある独特の黄
色や鳶色や黒色による縞・格子柄の
さらさらとした手触りが特徴な格調高
い絹織物です。
国産絹100％なので、手触りの良さを
体感してください。
　ペンケースは２本入れることができ
ます。

　独自のＰＣＴ製法（特許）により、獣
毛ながら水性反応硬化型塗料使用
時の刷毛の固まりを抑え長期の使
用が可能。獣毛ならではの塗料含
み・吐出・刷毛さばき・伸び・まとまり
に優れ、塗面へのかぶり・洗浄性も
抜群です。
また、プラグレは、毛が全て樹脂製
で、接着剤を使用していない画期的
な刷毛。独自の六角ハンドルは非常
に塗りやすく、食品衛生法に適合し
ておりますので、お料理にも安心して
お使い頂ける刷毛です。

　化学繊維に特殊なウェーブをかけ
た世界初の塗装用刷毛。ウェーブ繊
維の隙間に塗料を含み、化繊ながら
十分な含みを実現。しなやかで且つ
なめらかな塗り感で、水性反応硬化
型（超速乾）や溶剤型塗料に使用で
きます。
また、プラグレは、毛が全て樹脂製
で、接着剤を使用していない画期的
な刷毛。独自の六角ハンドルは非常
に塗りやすく、食品衛生法に適合し
ておりますので、お料理にも安心して
お使い頂ける刷毛です。

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

秋田八丈ことむ工房
マルテー刷毛ローラー製造株式会社
秋田工場

マルテー刷毛ローラー製造株式会社
秋田工場

その他
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寄附額１１，０００円

Ｎｏ

商品
名

商品
写真

商品
内容

商品
紹介

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

その他

A1-04 A1-05 A1-06

伯爵 （筋違 白 ２０号）とプラグレ
２本セット

刷毛っ子とミニミニ刷毛ストラップ
Colorセット

刷毛っ子とミニミニ刷毛ストラップ
寸筒セット

建築塗装用刷毛
伯爵 （筋違 白 ２０号） ：１本
プラグレ ハード ３０mm ：１本
プラグレ ハード ４０mm ：１本
３本 セット

建築塗装用刷毛
刷毛っ子（筋違、寸筒各1本）
ミニミニ刷毛ストラップ　寸筒セット

　良質のヤギ毛をふんだんに使用し
た高品質の刷毛。
まとまりが良く、ダメ込み・隅切用途
はもちろん、ニス・ステインにも最適。
また、プラグレは、毛が全て樹脂製
で、接着剤を使用していない画期的
な刷毛。独自の六角ハンドルは非常
に塗りやすく、食品衛生法に適合し
ておりますので、お料理にも安心して
お使い頂ける刷毛です。

　刷毛工場の熟練工が丹精込めて
製作したキーボードのお掃除やアク
セサリーなど、いろいろな使い方がで
きる手作りの手のひらサイズの刷毛
と、実際のペンキ用刷毛の当社比
64：1に縮小したカラフルでキュートな
手作りのミニミニ刷毛をセットにしま
した。刷毛をあなたの携帯ストラップ
にいかがですか！

　刷毛工場の熟練工が丹精込めて
製作したキーボードのお掃除やアク
セサリーなど、いろいろな使い方がで
きる手作りの手のひらサイズの刷毛
と、実際のペンキ用刷毛の当社比
64：1に縮小したミニミニ刷毛をセット
にしました。刷毛をあなたの携帯スト
ラップにいかがですか！
※ミニミニ刷毛は筋違か寸筒のどち
らか一つになります。

マルテー刷毛ローラー製造株式会社
秋田工場

マルテー刷毛ローラー製造株式会社
秋田工場

マルテー刷毛ローラー製造株式会社
秋田工場
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寄附額１１，０００円

Ｎｏ

商品
名

商品
写真

商品
内容

商品
紹介

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

その他

A1-07

刷毛っ子とミニミニ刷毛ストラップ
筋違セット

建築塗装用刷毛
刷毛っ子（筋違、寸筒各1本）
ミニミニ刷毛ストラップ　筋違セット

　刷毛工場の熟練工が丹精込めて
製作したキーボードのお掃除やアク
セサリーなど、いろいろな使い方がで
きる手作りの手のひらサイズの刷毛
と、実際のペンキ用刷毛の当社比
64：1に縮小したミニミニ刷毛をセット
にしました。刷毛をあなたの携帯スト
ラップにいかがですか！
※ミニミニ刷毛は筋違か寸筒のどち
らか一つになります。

マルテー刷毛ローラー製造株式会社
秋田工場
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寄附額１２，０００円

Ｎｏ A2-02 A2-03 A2-04

商品
名

北秋田市限定　ハローキティポロ
シャツ（NVY・１２０）

北秋田市限定　ハローキティポロ
シャツ（ＮＶＹ・ＳＳ）

北秋田市限定　ハローキティポロ
シャツ（ＮＶＹ・Ｓ）

商品
写真

商品
内容

北秋田市限定　ハローキティポロ
シャツ
カラー：ネイビー
サイズ：120
素材：ポリエステル100%、
150g/m2　メッシュ（4.4oz）

【サイズの目安】　※単位はcm
身丈：48、身巾：36、肩巾：34、袖
丈：15

北秋田市限定　ハローキティポロ
シャツ
カラー：ネイビー
サイズ：SS
素材：ポリエステル100%、
150g/m2　メッシュ（4.4oz）

【サイズの目安】　※単位はcm
身丈：62、身巾：44、肩巾：42、袖
丈：19

北秋田市限定　ハローキティポロ
シャツ
カラー：ネイビー
サイズ：S
素材：ポリエステル100%、
150g/m2　メッシュ（4.4oz）

【サイズの目安】　※単位はcm
身丈：65、身巾：47、肩巾：44、袖
丈：20

商品
紹介

ハローキティの北秋田市限定オリジナル
デザインのポロシャツが完成しました！
北秋田市のふるさと大使であるハローキ
ティとコラボした吸汗速乾のポロシャツで
す。
胸元には、ギネス認定の「綴子大太鼓」
とコラボしたオリジナルデザインを、左袖
部分には当市が発祥の「マタギ文化（狩
猟文化）」の「マタギ」に扮したハローキ
ティとツキノワグマが仲良くお散歩してい
るデザインをあしらったとてもかわいいポ
ロシャツです。
カラーは、ネイビー・ホットピンク・バーガ
ンディの全３色、サイズは１２０（キッズ）・
ＳＳ・Ｓ・Ｍ・Ｌの全５種で、それぞれ数量
限定ですので、お早めにご申込くださ
い！！

ハローキティの北秋田市限定オリジナル
デザインのポロシャツが完成しました！
北秋田市のふるさと大使であるハローキ
ティとコラボした吸汗速乾のポロシャツで
す。
胸元には、ギネス認定の「綴子大太鼓」
とコラボしたオリジナルデザインを、左袖
部分には当市が発祥の「マタギ文化（狩
猟文化）」の「マタギ」に扮したハローキ
ティとツキノワグマが仲良くお散歩してい
るデザインをあしらったとてもかわいいポ
ロシャツです。
カラーは、ネイビー・ホットピンク・バーガ
ンディの全３色、サイズは１２０（キッズ）・
ＳＳ・Ｓ・Ｍ・Ｌの全５種で、それぞれ数量
限定ですので、お早めにご申込くださ
い！！

ハローキティの北秋田市限定オリジナル
デザインのポロシャツが完成しました！
北秋田市のふるさと大使であるハローキ
ティとコラボした吸汗速乾のポロシャツで
す。
胸元には、ギネス認定の「綴子大太鼓」
とコラボしたオリジナルデザインを、左袖
部分には当市が発祥の「マタギ文化（狩
猟文化）」の「マタギ」に扮したハローキ
ティとツキノワグマが仲良くお散歩してい
るデザインをあしらったとてもかわいいポ
ロシャツです。
カラーは、ネイビー・ホットピンク・バーガ
ンディの全３色、サイズは１２０（キッズ）・
ＳＳ・Ｓ・Ｍ・Ｌの全５種で、それぞれ数量
限定ですので、お早めにご申込くださ
い！！

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

北秋田市役所 北秋田市役所 北秋田市役所

その他
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寄附額１２，０００円

Ｎｏ

商品
名

商品
写真

商品
内容

商品
紹介

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

その他

A2-05 A2-06 A2-07

北秋田市限定　ハローキティポロ
シャツ（ＮＶＹ・M）

北秋田市限定　ハローキティポロ
シャツ（ＮＶＹ・Ｌ）

北秋田市限定　ハローキティポロ
シャツ（ＢＧＤ・ＳＳ）

北秋田市限定　ハローキティポロ
シャツ
カラー：ネイビー
サイズ：M
素材：ポリエステル100%、
150g/m2　メッシュ（4.4oz）

【サイズの目安】　※単位はcm
身丈：68、身巾：50、肩巾：46、袖
丈：21

北秋田市限定　ハローキティポロ
シャツ
カラー：バーガンディ
サイズ：SS
素材：ポリエステル100%、
150g/m2　メッシュ（4.4oz）

【サイズの目安】　※単位はcm
身丈：62、身巾：44、肩巾：42、袖
丈：19

ハローキティの北秋田市限定オリジナル
デザインのポロシャツが完成しました！
北秋田市のふるさと大使であるハローキ
ティとコラボした吸汗速乾のポロシャツで
す。
胸元には、ギネス認定の「綴子大太鼓」
とコラボしたオリジナルデザインを、左袖
部分には当市が発祥の「マタギ文化（狩
猟文化）」の「マタギ」に扮したハローキ
ティとツキノワグマが仲良くお散歩してい
るデザインをあしらったとてもかわいいポ
ロシャツです。
カラーは、ネイビー・ホットピンク・バーガ
ンディの全３色、サイズは１２０（キッズ）・
ＳＳ・Ｓ・Ｍ・Ｌの全５種で、それぞれ数量
限定ですので、お早めにご申込くださ
い！！

ハローキティの北秋田市限定オリジナル
デザインのポロシャツが完成しました！
北秋田市のふるさと大使であるハローキ
ティとコラボした吸汗速乾のポロシャツで
す。
胸元には、ギネス認定の「綴子大太鼓」
とコラボしたオリジナルデザインを、左袖
部分には当市が発祥の「マタギ文化（狩
猟文化）」の「マタギ」に扮したハローキ
ティとツキノワグマが仲良くお散歩してい
るデザインをあしらったとてもかわいいポ
ロシャツです。
カラーは、ネイビー・ホットピンク・バーガ
ンディの全３色、サイズは１２０（キッズ）・
ＳＳ・Ｓ・Ｍ・Ｌの全５種で、それぞれ数量
限定ですので、お早めにご申込くださ
い！！

ハローキティの北秋田市限定オリジナル
デザインのポロシャツが完成しました！
北秋田市のふるさと大使であるハローキ
ティとコラボした吸汗速乾のポロシャツで
す。
胸元には、ギネス認定の「綴子大太鼓」
とコラボしたオリジナルデザインを、左袖
部分には当市が発祥の「マタギ文化（狩
猟文化）」の「マタギ」に扮したハローキ
ティとツキノワグマが仲良くお散歩してい
るデザインをあしらったとてもかわいいポ
ロシャツです。
カラーは、ネイビー・ホットピンク・バーガ
ンディの全３色、サイズは１２０（キッズ）・
ＳＳ・Ｓ・Ｍ・Ｌの全５種で、それぞれ数量
限定ですので、お早めにご申込くださ
い！！

北秋田市役所 北秋田市役所 北秋田市役所
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寄附額１２，０００円

Ｎｏ

商品
名

商品
写真

商品
内容

商品
紹介

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

その他

A2-08 A2-09 A2-10

北秋田市限定　ハローキティポロ
シャツ（ＢＧＤ・Ｓ）

北秋田市限定　ハローキティポロ
シャツ（ＢＧＤ・M）

北秋田市限定　ハローキティポロ
シャツ（ＰＮＫ・１２０）

北秋田市限定　ハローキティポロ
シャツ
カラー：バーガンディ
サイズ：S
素材：ポリエステル100%、
150g/m2　メッシュ（4.4oz）

【サイズの目安】　※単位はcm
身丈：65、身巾：47、肩巾：44、袖
丈：20

北秋田市限定　ハローキティポロ
シャツ
カラー：バーガンディ
サイズ：M
素材：ポリエステル100%、
150g/m2　メッシュ（4.4oz）

【サイズの目安】　※単位はcm
身丈：68、身巾：50、肩巾：46、袖
丈：21

北秋田市限定　ハローキティポロ
シャツ
カラー：ホットピンク
サイズ：120
素材：ポリエステル100%、
150g/m2　メッシュ（4.4oz）

【サイズの目安】　※単位はcm
身丈：48、身巾：36、肩巾：34、袖
丈：15

ハローキティの北秋田市限定オリジナル
デザインのポロシャツが完成しました！
北秋田市のふるさと大使であるハローキ
ティとコラボした吸汗速乾のポロシャツで
す。
胸元には、ギネス認定の「綴子大太鼓」
とコラボしたオリジナルデザインを、左袖
部分には当市が発祥の「マタギ文化（狩
猟文化）」の「マタギ」に扮したハローキ
ティとツキノワグマが仲良くお散歩してい
るデザインをあしらったとてもかわいいポ
ロシャツです。
カラーは、ネイビー・ホットピンク・バーガ
ンディの全３色、サイズは１２０（キッズ）・
ＳＳ・Ｓ・Ｍ・Ｌの全５種で、それぞれ数量
限定ですので、お早めにご申込くださ
い！！

ハローキティの北秋田市限定オリジナル
デザインのポロシャツが完成しました！
北秋田市のふるさと大使であるハローキ
ティとコラボした吸汗速乾のポロシャツで
す。
胸元には、ギネス認定の「綴子大太鼓」
とコラボしたオリジナルデザインを、左袖
部分には当市が発祥の「マタギ文化（狩
猟文化）」の「マタギ」に扮したハローキ
ティとツキノワグマが仲良くお散歩してい
るデザインをあしらったとてもかわいいポ
ロシャツです。
カラーは、ネイビー・ホットピンク・バーガ
ンディの全３色、サイズは１２０（キッズ）・
ＳＳ・Ｓ・Ｍ・Ｌの全５種で、それぞれ数量
限定ですので、お早めにご申込くださ
い！！

ハローキティの北秋田市限定オリジナル
デザインのポロシャツが完成しました！
北秋田市のふるさと大使であるハローキ
ティとコラボした吸汗速乾のポロシャツで
す。
胸元には、ギネス認定の「綴子大太鼓」
とコラボしたオリジナルデザインを、左袖
部分には当市が発祥の「マタギ文化（狩
猟文化）」の「マタギ」に扮したハローキ
ティとツキノワグマが仲良くお散歩してい
るデザインをあしらったとてもかわいいポ
ロシャツです。
カラーは、ネイビー・ホットピンク・バーガ
ンディの全３色、サイズは１２０（キッズ）・
ＳＳ・Ｓ・Ｍ・Ｌの全５種で、それぞれ数量
限定ですので、お早めにご申込くださ
い！！

北秋田市役所 北秋田市役所 北秋田市役所
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寄附額１２，０００円

Ｎｏ

商品
名

商品
写真

商品
内容

商品
紹介

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

その他

A2-11 A2-13

北秋田市限定　ハローキティポロ
シャツ（ＰＮＫ・ＳＳ）

定吉パワー胚芽米

北秋田市限定　ハローキティポロ
シャツ
カラー：ホットピンク
サイズ：SS
素材：ポリエステル100%、
150g/m2　メッシュ（4.4oz）

【サイズの目安】　※単位はcm
身丈：62、身巾：44、肩巾：42、袖
丈：19

秋田県産あきたこまち
胚芽米　5ｋｇ

ハローキティの北秋田市限定オリジナル
デザインのポロシャツが完成しました！
北秋田市のふるさと大使であるハローキ
ティとコラボした吸汗速乾のポロシャツで
す。
胸元には、ギネス認定の「綴子大太鼓」
とコラボしたオリジナルデザインを、左袖
部分には当市が発祥の「マタギ文化（狩
猟文化）」の「マタギ」に扮したハローキ
ティとツキノワグマが仲良くお散歩してい
るデザインをあしらったとてもかわいいポ
ロシャツです。
カラーは、ネイビー・ホットピンク・バーガ
ンディの全３色、サイズは１２０（キッズ）・
ＳＳ・Ｓ・Ｍ・Ｌの全５種で、それぞれ数量
限定ですので、お早めにご申込くださ
い！！

　県認証の特別栽培米「定吉米」を
栄養豊富な胚芽を捨てることなく、お
いしく召し上がっていただくため、胚
芽を80％以上残す方法で精米してお
ります。ビタミンＢ1・Ｅ、食物繊維、Ｇ
ＡＢＡ等を多く含んだ「定吉パワー胚
芽米」をご賞味ください。

-

冷蔵

冷蔵

北秋田市役所 株式会社おおもり
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寄附額１３，０００円

Ｎｏ A3-01 A3-02

商品
名

秋田八丈和装小銭入れ
阿仁焼 湯呑み刷け目 黒 大・小
セット

商品
写真

商品
内容

秋田八丈和装小銭入れ：１
画像の柄は、見本となっております。
商品は、大別すると①黄色・②茶・③
赤の３タイプがありますが、職人によ
る手作りの為、全て一点物になりま
す。申込の際に①～③をお選びいた
だきますと、そのタイプの商品を発送
いたします。なお、柄をお選びになり
たい場合は、別途ことむ工房（0186-
62-0118）までご連絡いただきます
と、対応いたします。

阿仁焼 湯呑み刷け目 黒 大
阿仁焼 湯呑み刷け目 黒 小

商品
紹介

　200年以上の歴史を誇る秋田県指
定無形文化財であった秋田八丈は、
ハマナスの茶、カリヤス、レンゲツツ
ジの赤味の黄などを組み合わせた
伝承草木染で、渋みのある独特の黄
色や鳶色や黒色による縞・格子柄の
さらさらとした手触りが特徴な格調高
い絹織物です。
国産絹100％なので、手触りの良さを
体感してください。

　阿仁の土を使った陶芸品です。阿
仁焼の歴史は古く、安永2年（1773
年）、阿仁鉱山へ製錬指導に来た平
賀源内が、阿仁で良質の土を発見し
たことがはじまりと伝えられていま
す。阿仁焼窯元「源山窯」は昭和46
年に阿仁町で陶土を見つけ、同47年
に開窯しました。※ひとつひとつが手
作業による商品のため、大きさ、色、
模様などが写真と異なることがあり
ます。

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

秋田八丈ことむ工房 阿仁合コミューン

その他 配送日時指定不可
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寄附額１５，０００円

Ｎｏ A5-01 A5-02 A5-05

商品
名

無臭にんにく卵油 もつ鍋きりたんぽセット２人前
マル撰  筋違  黒  １０号，３号
セット

商品
写真

商品
内容

◆160粒（300mg/粒）、約2～3ヶ月分 国産牛もつ（２００ｇ）、キャベツ（５００
ｇ）、ニラ（１５０ｇ）、ニンニク（１片）、
とうがらし（少々）、自家製スープ（１８
０ｃｃ）、あきたこまちきりたんぽ（４
本）

商品
紹介

　卵黄から抽出したレシチンと、ニン
ニクエキスの合体です。
　疲れやすい、肩こりなど、もっと元
気の欲しい方にピッタリです。
　1日2～3粒を目安に、水やお湯と一
緒にお飲みください。

　国産牛白もつときりたんぽとのコラ
ボ商品！意外な相性がクセになる美
味しさです。自家製のスープでコクの
ある商品をぜひご賞味ください。
※こちらの返礼品は配送日時の指
定ができません。また、在庫状況に
よっては約1ヶ月半ほどお待ちいただ
くことがございます。何卒ご了承くだ
さい。

　プロの塗装職人に長年ご愛用頂い
ている刷毛のロングセラー。
　厳選された原毛を使用し、塗料の
含み・吐出・まとまり・腰のバランス・
塗り上がりなど、あらゆる場面で高
性能を発揮する一本です。

賞味
期限

1年 商品に記載

保存
方法

常温 冷蔵

配送
方法

常温 冷蔵

事業
所名

㈱くまがい卵油研究所 株式会社　松尾　肉のまつお
マルテー刷毛ローラー製造株式会社
秋田工場

その他 配送日時指定不可
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寄附額１５，０００円

Ｎｏ

商品
名

商品
写真

商品
内容

商品
紹介

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

その他

A5-06 A5-07 A5-08

雑穀こまち（六穀）　1kg 熟成黒にんにく 元氣屋のきりたんぽ鍋セット

・雑穀こまち六穀（アマランサス、ひ
え、あわ、きび、たかきび、あきたこ
まち発芽玄米）　1kg

・100ｇ×5袋 きりたんぽ6本、比内地鶏肉
(150g)、比内地鶏もつ、(90g)比内
地鶏スープ、せり、まいたけ、ご
ぼう、糸こんにゃく

※季節によってせりが用意出来
ない場合、他の食材になる事が
ございます。

　農薬不使用のアマランサス、あわ、
ひえ、きび、たかきび、あきたこまち
発芽玄米です。
　大さじ1杯くらいをお米（2～3合）と
いっしょに炊き込みます。
ご飯がとても美味しくなります。

　にんにくを長時間熟成させました。
　気になるニオイも少なく、食感もドラ
イフルーツのようです。
　抗酸化力も通常のニンニクよりも
数倍高くなり、今最も話題の商品で
す。

　マタギ文化が生み出した、秋田
名物本場北秋田発祥の「たん
ぽ」
　「秋田比内地鶏」の肉、もつ、
スープの3拍子揃った秋田古来
の美味を伝承するきりたんぽ鍋
セット。あきたこまち100％使用し
ております。

半年 半年 5日間

常温 常温 冷蔵

常温 常温 冷蔵

㈱くまがい卵油研究所 ㈱くまがい卵油研究所 株式会社元氣屋
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寄附額１５，０００円

Ｎｏ

商品
名

商品
写真

商品
内容

商品
紹介

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

その他

A5-11

元氣屋ラーメンバラエティーセット

中華麺（国産小麦）細麺130ｇ×6、中
太麺140ｇ×3
比内地鶏スープ（醤油）×1、（塩）×
1
純麗煮干しスープ（醤油）×１、（塩）
×１
にごり煮干しスープ（醤油）×１、
（塩）×１
海老豚骨スープ、（味噌）×1、（担担
たれ）×1
味噌ラーメン用スープ、（味噌）×1
チャーシュー×6、メンマ×６、担担ひ
き肉×1　元氣屋の贈答用ラーメンのバラエ
ティー9食セットです。
ご家庭で簡単にお店の味が簡単に
楽しめます。いろんな種類のラーメン
が入っておりますので楽しさＭＡＸ！

7日間

冷蔵

冷蔵

株式会社元氣屋
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寄附額１７，０００円

Ｎｏ A7-01 A7-02 A7-03

商品
名

比内地鶏きりたんぽ鍋セット4～5
人前

秋田比内地鶏きりたんぽセット（3
～4人用）

きりたんぽ鍋セット3人前

商品
写真

商品
内容

◆きりたんぽ10本
◆比内地鶏250ｇ
◆比内地鶏スープ（濃縮）500ｇ
◆せり、ネギ、舞茸、ささがきゴボ
ウ、一口こんにゃく

◆きりたんぽ8本
◆秋田比内地鶏200ｇ
◆比内地鶏スープ400ml
◆せり100ｇ、ねぎ200ｇ、糸こんにゃく
180ｇ、ごぼう100ｇ、舞茸100ｇ

◆比内地鶏正肉約170ｇ
◆比内地鶏スープ200ｇ×2パック
◆きりたんぽ約70ｇ×9本
◆野菜（セリ・舞茸・ゴボウ・コンニャ
ク合計535ｇ）

商品
紹介

　あきたこまち100％の自社製肉厚き
りたんぽに比内地鶏のお肉・スープ・
野菜をセット。北秋田の郷土料理を
お楽しみください。

　厳選された比内地鶏と、煮くずれし
にくい生のきりたんぽを使用。材料
にとことんこだわりました。

　恵まれた自然の中、150日以上も
の長い間大切に育てられた比内地
鶏です。日本三大地鶏として数えら
れています。農家が一本一本丹精こ
めて手作りしたきりたんぽです。旬の
セリなどの野菜・舞茸が入っておりま
す。ぜひご賞味ください。

賞味
期限

発送日より4日 3日 正肉5日、スープ365日

保存
方法

冷蔵 冷蔵 冷蔵

配送
方法

冷蔵 冷蔵 冷蔵

事業
所名

道の駅たかのす　ぶっさん館 木村精肉店 秋田たかのす農業協同組合

その他 取扱期間 10月～翌3月
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寄附額１７，０００円

Ｎｏ

商品
名

商品
写真

商品
内容

商品
紹介

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

その他

A7-04 A7-05 A7-06

比内地鶏肉・スープセット あきたこまち米・比内地鶏ご飯 『笑顔セット』

◆比内地鶏肉セット1/2約650ｇ×2
パック
◆比内地鶏スープ300ｇ×2パック

◆活き活き笑顔茶　こごみ　1袋（30ｇ
入）（北秋田市推奨認定特産品）
◆活き活き笑顔茶　こはぜ　1袋（30
ｇ入）（北秋田市推奨認定特産品）
◆活き活き笑顔茶　赤キクイモ　1袋
（30ｇ入）
◆季節の山菜・野菜・ハーブの中か
ら4品
※季節によって山菜か野菜、ハーブ
の種類も異なります。
※画像はイメージです。

　恵まれた自然の中、150日以上も
の長い間、大切に育てられた比内地
鶏です。日本三大地鶏として数えら
れています。比内地鶏肉は、焼肉・
鍋物など、比内地鶏スープは鍋も
の・茶碗蒸しなど幅広くお使いいただ
けます。

　古来より、北秋田地方は稲作が盛
んな土地です。森吉山を源とする阿
仁川と、太平山を源とする小阿仁川
周辺の肥沃な大地に田んぼは広が
り、川から立ち上がる霧が気温の較
差を大きくし良質米を育てています。
比内地鶏ご飯は、洗ったお米に本品
を入れて炊くだけのお手軽な商品で
す。あきたこまちと比内地鶏の絶妙
なハーモニーをお楽しみください。

　活き活き笑顔茶シリーズより3種
類！
抗酸化能が豊富な「こごみ」！アント
シアニン・ポリフェノールが多く含ま
れた「こはぜ」！イヌリンを主体にビ
タミン・ミネラル・酵素を豊富に含む
「赤キクイモ」！
　すべて原料100％の粉末です。
　そしてフレッシュなハーブと山菜・
野菜のセット！
　栄物産より皆様へ『笑顔』をお届け
いたします。

※ハーブ、山菜・野菜の種類は季節
によって異なります。又、保存方法は
冷蔵保存をおすすめ致します。

正肉5日、スープ365日

冷蔵

冷蔵

秋田たかのす農業協同組合 秋田たかのす農業協同組合 有限会社　栄物産
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寄附額１７，０００円

Ｎｏ

商品
名

商品
写真

商品
内容

商品
紹介

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

その他

A7-07 A7-12 A7-13

桐こどものお遊びセット 阿仁の里　味自慢セット　Ｂ マタギの幸詰合わせ　Ｂ

◇輪投げ　◇小さい子のパズル　◇
積み木　◇ドミノ

秋田比内地鶏炊き込みご飯の素（５
５０ｇ）　秋田比内地鶏スープ（５００ｍ
ｌ）　マタギの里りんごっこジュース（１
ℓ）　マタギの里の焼きりんご缶詰（２
３０ｇ）　りんごジャム（１５０ｇ）　なつ
はぜジャム（１５０ｇ）　原木乾しいた
け（４８ｇ）　原木南蛮なめこ（２００ｇ）
阿仁ふき水煮パック（２００ｇ）　　あげ
餅（２５０ｇ）

クロモジ茶3パック入り1袋
あきたこまち1kg
みず水煮200g1袋
あいこ、うど、さく、あざみのとうの内
200g2袋
ふき、わらびの内200g1袋
乾燥スライスしいたけ30g1袋
漬物商品の内から3個
※季節により山菜の種類が変わるこ
とがあります。

　子どもに合わせていろいろな遊び
方ができます。
　桐のやさしさ、ぬくもり、軽さはきっ
と子どもも感じてくれるはずです。
　どうか工夫して一緒に遊んであげ
てください。
　子どもの成長に気づいてあげてく
ださい。
　そして一緒に喜んであげてくださ
い。

　Ａのセットに加えて、さらに山のも
のを盛り込みました。山の木の実な
つはぜのジャムは甘酸っぱさが魅
力。乾しいたけ、なめこ、ふきは阿仁
の加工場で商品化したものです。あ
げ餅は、軽い食感の素朴な地元の
おかしです。　ほんとうは、もっともっ
と、詰め合わせたい阿仁の山里の自
慢がたくさんあります。ぜひ一度、お
店にお越しください。

　秋田県北部山間地域の山々に自
生するクロモジは、過酷なマタギの
世界で欠かすことの出来ない薬草茶
として伝わって来ました。天日干しに
こだわり、爽やかで飲みやすいお茶
に仕上げております。また、深い雪
の下で春を待つ山菜を厳選して採
り、水煮にし、地元産のきれいな冷
たい水で育てた自慢のおいしいあき
たこまちをセットにしました。マタギの
幸満載の詰め合わせとなっておりま
すのでどうぞご賞味ください。季節に
より山菜の種類が変わることがあり
ます。

なし あげ餅は約１か月 パッケージに記載

常温 常温 常温

常温 常温 常温

きりこ工房 ふれあいショップ　ひまわり 株式会社　上杉組
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寄附額１７，０００円

Ｎｏ

商品
名

商品
写真

商品
内容

商品
紹介

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

その他

A7-15 A7-16 A7-17

白神フルーツ黒にんにくセットＢ 阿仁焼 徳利・ぐい呑みセット 阿仁焼 徳利・平盃セット

◆Ｌ玉×6袋
◆バラ（粒）100ｇ×2袋

阿仁焼徳利（とっくり）
阿仁焼ぐい呑み×2

阿仁焼 徳利（とっくり）
阿仁焼 平盃（ひらさかずき）×2

　北に白神山地、南に森吉山を望む
美しい大地「大野岱」。そこで大切に
育てたにんにくを、丹念に熟成しまし
た。栽培から加工まで一貫して私た
ちが手掛けた黒にんにくは、甘さが
際立つ逸品として人気を得ていま
す。にんにくの臭いがほとんどなく、
白いにんにくと比べポリフェノールな
どの有用成分も高まっているのが特
徴。自然の健康食品として、滋養、
美容に関心のある方々に支持されて
います。

　阿仁の土を使った陶芸品です。阿
仁焼の歴史は古く、安永2年（1773
年）、阿仁鉱山へ製錬指導に来た平
賀源内が、阿仁で良質の土を発見し
たことがはじまりと伝えられていま
す。阿仁焼窯元「源山窯」は昭和46
年に阿仁町で陶土を見つけ、同47年
に開窯しました。※ひとつひとつが手
作業による商品のため、大きさ、色、
模様などが写真と異なることがあり
ます。

　阿仁の土を使った陶芸品です。阿
仁焼の歴史は古く、安永2年（1773
年）、阿仁鉱山へ製錬指導に来た平
賀源内が、阿仁で良質の土を発見し
たことがはじまりと伝えられていま
す。阿仁焼窯元「源山窯」は昭和46
年に阿仁町で陶土を見つけ、同47年
に開窯しました。※ひとつひとつが手
作業による商品のため、大きさ、色、
模様などが写真と異なることがあり
ます。

８ヶ月

㈱しらかみファーマーズ 阿仁合コミューン 阿仁合コミューン

配送日時指定不可 配送日時指定不可
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寄附額１９，０００円

Ｎｏ A9-01 A9-02

商品
名

UB足快バスマット 秋田八丈名刺入れ

商品
写真

商品
内容

UB足快バスマット 秋田八丈名刺入れ：１
画像の柄は、見本となっております。
商品は、大別すると①黄色・②黒の
２タイプがありますが、職人による手
作りの為、全て一点物になります。
申込の際に①～②をお選びいただき
ますと、そのタイプの商品を発送い
たします。なお、柄をお選びになりた
い場合は、別途ことむ工房（0186-
62-0118）までご連絡いただきます
と、対応いたします。

商品
紹介

　吸水、消臭効果のある国内有数の
産地である北秋田市産の珪藻土を
主原料とし、特殊製法でボード（板）
状に加工した商品です。
　バスマット表面にｎａｎｏ（ナノ）サイ
ズの無数の穴を形成し、異次元の吸
水力を実現！悪臭も分解します。
　吸収した水分を自発的に放出。表
面が常に乾燥状態なり、カビ菌やダ
ニが付着しても繁殖させないので、
衛生的です。
　また、立てかけておくだけで自然乾
燥し、洗濯不要。
　水を吸わなくなった時は表面をクレ
ンザーで洗って、陰干しすることで吸
水力が回復します。

　200年以上の歴史を誇る秋田県指
定無形文化財であった秋田八丈は、
ハマナスの茶、カリヤス、レンゲツツ
ジの赤味の黄などを組み合わせた
伝承草木染で、渋みのある独特の黄
色や鳶色や黒色による縞・格子柄の
さらさらとした手触りが特徴な格調高
い絹織物です。
　国産絹100％なので、手触りの良さ
を体感してください。

賞味
期限

保存
方法

常温

配送
方法

常温

事業
所名

中央シリカ株式会社 秋田八丈ことむ工房

その他 配送日時指定不可
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寄附額２０，０００円

Ｎｏ B-01 B-04

商品
名

松尾和牛切落肉すき焼セット３～
４人前

やまだ農園　市右エ門のきみ
セットB

商品
写真

商品
内容

和牛切落肉（５００ｇ）、白菜（２００
ｇ）、葱（２００ｇ）、春菊（８０ｇ）、牛蒡
（８０ｇ）、えのき茸（１００ｇ）、糸こん
にゃく（２００ｇ）、うどん（２５０ｇ）、自
家製すき焼たれ（１５０ｃｃ）

市右エ門のきみ：１５パック

商品
紹介

　自社の和牛肉を使用。うすく切った
切落し肉で食べやすくなってます。一
部の野菜の下処理も行っておりま
す。（えのき茸、こんにゃくは食べる
直前に処理をお願いします！）自慢
の自家製たれでご賞味下さい。
※こちらの返礼品は配送日時の指
定ができません。また、在庫状況に
よっては約1ヶ月半ほどお待ちいただ
くことがございます。何卒ご了承くだ
さい。

　北秋田市で大人気の直売所を営
むやまだ農園（山田市右エ門氏）が、
丹精を込めて生産したトウモロコシ
（方言で「きみ」といいます）をおいしく
加工した詰め合わせセットです。
　質のよい甘さにこだわり、抜群の食
味をそのまま真空パックした「市右エ
門のきみ」をぜひご堪能ください。

賞味
期限

商品に記載 6ヶ月

保存
方法

冷蔵 常温

配送
方法

冷蔵 常温

事業
所名

株式会社　松尾　肉のまつお やまだ農園

その他 配送日時指定不可
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寄附額２２，０００円

Ｎｏ B2-01

商品
名

阿仁焼 マグカップ 黒・白セット

商品
写真

商品
内容

阿仁焼 マグカップ 黒・白セット

商品
紹介

　阿仁の土を使った陶芸品です。阿
仁焼の歴史は古く、安永2年（1773
年）、阿仁鉱山へ製錬指導に来た平
賀源内が、阿仁で良質の土を発見し
たことがはじまりと伝えられていま
す。阿仁焼窯元「源山窯」は昭和46
年に阿仁町で陶土を見つけ、同47年
に開窯しました。※ひとつひとつが手
作業による商品のため、大きさ、色、
模様などが写真と異なることがあり
ます。

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

阿仁合コミューン

その他 配送日時指定不可
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寄附額２５，０００円

Ｎｏ B5-01 B5-02

商品
名

きりたんぽ鍋とビーフカレー３個
セット

雑穀シリアル

商品
写真

商品
内容

きりたんぽ鍋（2人前）：あきたこまち
きりたんぽ（６本）、比内地鶏（１５０
ｇ）、特製比内地鶏スープ（３６０ｃｃ）、
舞茸（５０ｇ）、糸こんにゃく（２００ｇ）、
調理済み野菜（セリ６０ｇ、牛蒡５０
ｇ、葱１００ｇ）　ビーフカレー：1人前1
パック（２００ｇ×３個）

・240ｇ（120枚相当）×5袋

商品
紹介

　比内地鶏のダシが美味しいきりた
んぽ鍋。手軽にご自宅でご賞味頂け
る商品になっております。また、お肉
屋さんが作った特製ビーフカレーは
スパイスを効かせた辛口。一度ご賞
味ください。
※こちらの返礼品は配送日時の指
定ができません。また、在庫状況に
よっては約1ヶ月半ほどお待ちいただ
くことがございます。何卒ご了承くだ
さい。

　雑穀こまちを250℃の高温でパフ化
しました。
　農薬不使用なので、赤ちゃんから
高齢者まで、食事の代用として幅広
くご使用いただけます。
　無添加食品として、たくさんの方々
からご注文いただいております。

賞味
期限

商品に記載 半年

保存
方法

冷蔵 常温

配送
方法

冷蔵 常温

事業
所名

株式会社　松尾　肉のまつお ㈱くまがい卵油研究所

その他 配送日時指定不可
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寄附額２９，０００円

Ｎｏ B9-01 B9-02

商品
名

マル撰  寸筒  黒  １６号
阿仁焼　コーヒー碗・皿　黒・白
セット

商品
写真

商品
内容

建築塗装用刷毛
マル撰  寸筒  黒  １６号

阿仁焼 コーヒー碗・皿(黒)
阿仁焼 コーヒー碗・皿(白)
碗：径約7cm×高さ約6.5cm（容量約
120ml）
皿：径約12cm×高さ約2.5cm
※ひとつひとつが手作業による商品
のため、大きさ、色、模様などが記載
内容と異なることがあります。

商品
紹介

　プロの塗装職人に長年ご愛用頂い
ている刷毛のロングセラー。
厳選された原毛を使用し、塗料の含
み・吐出・まとまり・腰のバランス・塗
り上がりなど、あらゆる場面で高性
能を発揮する一本です。

　阿仁の土を使った陶芸品です。阿
仁焼の歴史は古く、安永2年（1773
年）、阿仁鉱山へ製錬指導に来た平
賀源内が、阿仁で良質の土を発見し
たことがはじまりと伝えられていま
す。阿仁焼窯元「源山窯」は昭和46
年に阿仁町で陶土を見つけ、同47年
に開窯しました。

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

マルテー刷毛ローラー製造株式会社
秋田工場

阿仁合コミューン

その他 配送日時指定不可

31/53



寄附額３０，０００円

Ｎｏ C-01 C-02 C-03

商品
名

松尾牛すき焼セット３～４人前 熟成黒にんにく　1kg HOLTO　カッティングボード　S

商品
写真

商品
内容

「牛すき焼セット」：牛肉（４００ｇ）、白
菜（２００ｇ）、葱（２００ｇ）、春菊（８０
ｇ）、牛蒡（８０ｇ）、えのき茸（１００
ｇ）、糸こんにゃく（２００ｇ）、うどん（２
５０ｇ）、自家製すき焼たれ（３００ｃｃ）

・熟成黒にんにく　1kg カッティングボードS：1本
サイズ
約W（幅）390ｍｍ×D（奥行）130mm
×Ｈ（高さ）23ｍｍ
自然の表情を大事にしており、おお
よそのサイズになります。
材質
山桜（ヤマザクラ）
反りや狂いが少なく粘りがあり強い
耐水性が高く、家具の材料として人
気の高い材です。
【オイル仕上げ】

商品
紹介

　自社牧場で肥育した牛肉をぜひご
賞味ください。
※こちらの返礼品は配送日時の指
定ができません。また、在庫状況に
よっては約1ヶ月半ほどお待ちいただ
くことがございます。何卒ご了承くだ
さい。

　通常の白いにんにくを、高温・多湿
の環境の中で約1ヶ月間熟成いたし
ました。
　ニオイも少なくなり、抗酸化力がと
ても高くなることが確認されていま
す。
　1日1片を目安に、スタミナ食材をお
試しください。

　ＨＯＬＴＯのカッティングボードは秋
田県産の無垢の木にこだわり、木の
もつ温もり、優しさ、自然の創り出す
デザインを大切にし、取手部分も一
枚の板から削り出しています。
　日々の生活と自然を木で繋げられ
る世界でひとつだけの商品を職人が
ひとつひとつ手作りにて製作しており
ます。

賞味
期限

商品に記載 半年

保存
方法

冷蔵 常温

配送
方法

冷蔵 常温

事業
所名

株式会社　松尾　肉のまつお ㈱くまがい卵油研究所 HOLTO

その他 配送日時指定不可 配送日時指定不可
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寄附額３５，０００円

Ｎｏ C5-02 C5-03

商品
名

松尾牛しゃぶしゃぶセットとビー
フカレー

雑穀各種セット

商品
写真

商品
内容

「松尾牛しゃぶセット」３～４人前：牛
肉(５００ｇ)、白菜（２００ｇ）、葱（２００
ｇ）、春菊（８０ｇ）、えのき茸（１００
ｇ）、うどん（２５０ｇ）、自家製ごまだ
れ・ポン酢（各１５０ｃｃ）「ビーフカ
レー」：1人前1パック（２００ｇ×３個）

・450ｇ×5本
（アマランサス、ひえ、あわ、きび、た
かきび　各1本）

商品
紹介

　どちらも自社牧場で生産した牛肉
を使用した商品です。すき焼肉は程
よい脂で食べやすくなってます。ビー
フカレーはゴロっとした柔らかい食べ
応えのあるお肉が入ってます。ぜひ
ご賞味ください。
※こちらの返礼品は配送日時の指
定ができません。また、在庫状況に
よっては約1ヶ月半ほどお待ちいただ
くことがございます。何卒ご了承くだ
さい。

　お米を研いでから大さじ1杯を一緒
に炊き込みますが、お好みに合わせ
てそれぞれの雑穀をミックスしてもお
いしくいただけます。煮込んだものを
サラダやハンバーグ、パスタに混ぜ
てもお楽しみいただけます。

賞味
期限

商品に記載 半年

保存
方法

冷蔵 常温

配送
方法

冷蔵 常温

事業
所名

株式会社　松尾　肉のまつお ㈱くまがい卵油研究所

その他 配送日時指定不可
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寄附額３７，０００円

Ｎｏ C7-01

商品
名

秋田八丈札入れ

商品
写真

商品
内容

秋田八丈札入れ：１
画像の柄は、見本となっております。
商品は、大別すると①黄色・②茶・③
赤の３タイプがありますが、職人によ
る手作りの為、全て一点物になりま
す。申込の際に①～③をお選びいた
だきますと、そのタイプの商品を発送
いたします。なお、柄をお選びになり
たい場合は、別途ことむ工房（0186-
62-0118）までご連絡いただきます
と、対応いたします。

商品
紹介

　200年以上の歴史を誇る秋田県指
定無形文化財であった秋田八丈は、
ハマナスの茶、カリヤス、レンゲツツ
ジの赤味の黄などを組み合わせた
伝承草木染で、渋みのある独特の黄
色や鳶色や黒色による縞・格子柄の
さらさらとした手触りが特徴な格調高
い絹織物です。
国産絹100％なので、手触りの良さを
体感してください。

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

秋田八丈ことむ工房

その他
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寄附額４０，０００円

Ｎｏ D-01 D-03

商品
名

松尾和牛すき焼用肉とビーフカ
レー

HOLTO　カッティングボード　M

商品
写真

商品
内容

「黒毛和牛すき焼用肉」：６００ｇ、
「ビーフカレー」：1人前1パック（２００
ｇ×２個）

カッティングボードM：1本
サイズ
約W（幅）430ｍｍ×D（奥行）160mm
×Ｈ（高さ）23ｍｍ
材質
山桜（ヤマザクラ）
反りや狂いが少なく粘りがあり強い
耐水性が高く、家具の材料として人
気の高い材です。
【オイル仕上げ】

商品
紹介

　すき焼用肉のみ紹介です。松尾和
牛をご自宅の味でご賞味ください。
牛肉の甘みを堪能下さい。ビーフカ
レーはスパイシーでお肉が食べ応え
ある大きさにしました！こちらもご賞
味ください。
※こちらの返礼品は配送日時の指
定ができません。また、在庫状況に
よっては約1ヶ月半ほどお待ちいただ
くことがございます。何卒ご了承くだ
さい。

　ＨＯＬＴＯのカッティングボードは秋
田県産の無垢の木にこだわり、木の
もつ温もり、優しさ、自然の創り出す
デザインを大切にし、取手部分も一
枚の板から削り出しています。
　日々の生活と自然を木で繋げられ
る世界でひとつだけの商品を職人が
ひとつひとつ手作りにて製作しており
ます。

賞味
期限

商品に記載

保存
方法

冷蔵

配送
方法

冷蔵

事業
所名

株式会社　松尾　肉のまつお HOLTO

その他 配送日時指定不可 配送日時指定不可
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寄附額４１，０００円

Ｎｏ D1-01

商品
名

マル撰  寸筒・筋違  黒　セット

商品
写真

商品
内容

建築塗装用刷毛
マル選　筋違　黒　１０号：１本
マル選　寸筒　黒　１６号：１本

商品
紹介

　プロの塗装職人に長年ご愛用頂い
ている刷毛のロングセラー。
　厳選された原毛を使用し、塗料の
含み・吐出・まとまり・腰のバランス・
塗り上がりなど、あらゆる場面で高
性能を発揮するマル選の筋違と寸筒
をセットにしました。

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

マルテー刷毛ローラー製造株式会社
秋田工場

その他
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寄附額５０，０００円

Ｎｏ H-01 E-03

商品
名

秋田八丈ネクタイ 無臭にんにく卵油　3本セット

商品
写真

商品
内容

秋田八丈ネクタイ：１
画像の柄は、見本となっております。
商品は、大別すると①黄色・②茶・③
赤の３タイプがありますが、職人によ
る手作りの為、全て一点物になりま
す。申込の際に①～③をお選びいた
だきますと、そのタイプの商品を発送
いたします。なお、柄をお選びになり
たい場合は、別途ことむ工房（0186-
62-0118）までご連絡いただきます
と、対応いたします。

・160粒×3本（約半年分）

商品
紹介

　200年以上の歴史を誇る秋田県指
定無形文化財であった秋田八丈は、
ハマナスの茶、カリヤス、レンゲツツ
ジの赤味の黄などを組み合わせた
伝承草木染で、渋みのある独特の黄
色や鳶色や黒色による縞・格子柄の
さらさらとした手触りが特徴な格調高
い絹織物です。
国産絹100％なので、柔らかくきめが
細かいので、手触りが良く、締め易
いネクタイです。

　1日2～3粒を水やお湯でお飲みくだ
さい。
　特徴成分のレシチンによる乳化作
用が血管のお掃除をしてくれます。
　疲れやすい方、寒さ、暑さに弱い方
に特におすすめです。

賞味
期限

1年

保存
方法

常温

配送
方法

常温

事業
所名

秋田八丈ことむ工房 ㈱くまがい卵油研究所

その他
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寄附額６６，０００円

Ｎｏ F6-01 F6-02

商品
名

フクロナガサ（４寸５分） 叉鬼ナガサ（４寸５分）

商品
写真

商品
内容

４寸５分（全長265mm.刃渡
140mm.）、右利き用
※銃刀法を遵守し、業務その他正当
な理由以外での刃物の携帯は行わ
ないようお願いします。
※受注生産による手作りのため、お
手元に届くまでに１ヶ月以上かかる
場合があります。

４寸５分（全長265mm.刃渡
140mm.）、右利き用
※銃刀法を遵守し、業務その他正当
な理由以外での刃物の携帯は行わ
ないようお願いします。
※受注生産による手作りのため、お
手元に届くまでに１ヶ月以上かかる
場合があります。

商品
紹介

　山で猟をするマタギが、木の枝を
はらったり、獲物の解体や料理に使
う万能の山刀「ナガサ」。
　ナガサ独特の形は、鉈代わりにも
なり山での藪払いや切る裂くをはじ
めあらゆる働きができる万能刀で
す。
　突き刺す柄の部分が筒状に鍛造さ
れた「フクロナガサ」は、”槍”としても
その威力を十二分に発揮します。
　釣りや山歩きをはじめとするアウト
ドアにぜひご活用ください。

　山で猟をするマタギが、木の枝を
はらったり、獲物の解体や料理に使
う万能の山刀「ナガサ」。
　ナガサ独特の形は、鉈代わりにも
なり山での藪払いや切る裂くをはじ
めあらゆる働きができる万能刀で
す。
　釣りや山歩きをはじめとするアウト
ドアにぜひご活用ください。

賞味
期限

なし なし

保存
方法

常温 常温

配送
方法

常温 常温

事業
所名

西根打刃物製作所 西根打刃物製作所

その他 配送日時指定不可 配送日時指定不可
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寄附額６７，０００円

Ｎｏ

商品
名

商品
写真

商品
内容

商品
紹介

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

その他

秋北航空サービス株式会社

配送日時指定不可

F7-01

北秋田市往復宿泊付航空券　割引クーポン（森吉山荘一泊二日）

ANAスカイホリデーを利用した宿泊付航空券（森吉山荘1泊2日）の20,000円割引（出発日指定無し）

・割引の対象となるのは、ANAスカイホリデー「旅ドキ東北・新潟」の商品を秋北航空サービス株式会社（以下、「SKS」）でご予
約の場合に限ります。
・ご利用は、寄附者様または寄附の際に指定した方のみとなります。
・出発日やご利用人数によって旅行代金が異なりますので、事前にお見積もりや空席照会を行ったうえ、電話でのご予約を
お願いします。
・ご予約の際は「ふるさと納税での予約」とお伝えください。
・ご利用期限は、寄附申込日から1年間となります。（寄附手続き決済後のキャンセルは出来ませんので予めご了承願いま
す。）
・予約状況により、希望日にはご利用できない場合があります。
・本商品の利用権利を第三者へ譲渡・転売は出来ません。

ふるさと納税で北秋田市への快適な空の旅はいかがでしょうか？
北秋田市にある大館能代空港は、羽田空港から約70分で来ることができます。
ANAスカイホリデー「旅ドキ東北・新潟」に掲載の商品を利用した宿泊付航空券（森吉山荘1泊2日）をご購入の際に、出発日
時に関わらず、20,000円を割引いたします。
北秋田市は、花の百名山であり、日本三大樹氷観賞地でもある森吉山を中心とした自然散策や秋田県内を縦断するローカ
ル線「秋田内陸線」の車窓から日本の原風景を堪能できる他、秋田県北部に位置することから、世界遺産白神山地や十和田
湖、八幡平などの北東北観光の玄関口でもあります。
ぜひ、観光をはじめふるさとへの帰省などで北東北にお越しの際は、大館能代空港をご利用ください！

＜お手続きの流れ＞
１）ご寄附の手続き
２）SKSから寄付者様へ手続き案内文書を郵送。
（寄附申込日から約1週間で届く予定ですが、お急ぎの場合はSKS宛ヘご連絡願います。）
３）寄附者様からSKSへ電話で予約のご連絡。
４）SKSご予約内容の見積額から20,000円を割り引いた金額でご請求。（請求書と航空券を送付）
５）寄附者様からの支払手続き。
６）北秋田市への快適な旅をご満喫！
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寄附額６７，０００円

Ｎｏ

商品
名

商品
写真

商品
内容

商品
紹介

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

その他

秋北航空サービス株式会社

配送日時指定不可

F7-02

北秋田市往復宿泊付航空券　割引クーポン（マタギの湯一泊二日）

ANAスカイホリデーを利用した宿泊付航空券（打当温泉マタギの湯1泊2日）の20,000円割引（出発日指定無し）

・割引の対象となるのは、ANAスカイホリデー「旅ドキ東北・新潟」の商品を秋北航空サービス株式会社（以下、「SKS」）でご予
約の場合に限ります。
・ご利用は、寄附者様または寄附の際に指定した方のみとなります。
・出発日やご利用人数によって旅行代金が異なりますので、事前にお見積もりや空席照会を行ったうえ、電話でのご予約を
お願いします。
・ご予約の際は「ふるさと納税での予約」とお伝えください。
・ご利用期限は、寄附申込日から1年間となります。（寄附手続き決済後のキャンセルは出来ませんので予めご了承願いま
す。）
・予約状況により、希望日にはご利用できない場合があります。
・本商品の利用権利を第三者へ譲渡・転売は出来ません。

ふるさと納税で北秋田市への快適な空の旅はいかがでしょうか？
北秋田市にある大館能代空港は、羽田空港から約70分で来ることができます。
ANAスカイホリデー「旅ドキ東北・新潟」に掲載の商品を利用した宿泊付航空券（打当温泉マタギの湯1泊2日）をご購入の際
に、出発日時に関わらず、20,000円を割引いたします。
北秋田市は、花の百名山であり、日本三大樹氷観賞地でもある森吉山を中心とした自然散策や秋田県内を縦断するローカ
ル線「秋田内陸線」の車窓から日本の原風景を堪能できる他、秋田県北部に位置することから、世界遺産白神山地や十和田
湖、八幡平などの北東北観光の玄関口でもあります。
ぜひ、観光をはじめふるさとへの帰省などで北東北にお越しの際は、大館能代空港をご利用ください！

＜お手続きの流れ＞
１）ご寄附の手続き
２）SKSから寄付者様へ手続き案内文書を郵送。
（寄附申込日から約1週間で届く予定ですが、お急ぎの場合はSKS宛ヘご連絡願います。）
３）寄附者様からSKSへ電話で予約のご連絡。
４）SKSご予約内容の見積額から20,000円を割り引いた金額でご請求。（請求書と航空券を送付）
５）寄附者様からの支払手続き。
６）北秋田市への快適な旅をご満喫！
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寄附額７０，０００円

Ｎｏ G-01 G-02 G-04

商品
名

和牛・馬肉・ビーフカレー味わい
セット

スッポン卵油　2本セット HOLTO　カッティングボード　L

商品
写真

商品
内容

「和牛すき焼セット」３～４人前：秋田
県産和牛(４００ｇ)、白菜（２００ｇ）、葱
（２００ｇ）、春菊（８０ｇ）、牛蒡（８０
ｇ）、えのき茸（１００ｇ）、糸こんにゃく
（２００ｇ）、うどん（２５０ｇ）、自家製た
れ（１５０ｃｃ）、「馬刺しセット」：秋田
県産馬肉生食用真空５００ｇ、自家製
たれ・生姜付、「ビーフカレー」：1人
前1パック（２００ｇ×３個）

・160粒×2本（約3～4ヶ月分） カッティングボードL：1本
サイズ
約W（幅）690ｍｍ×D（奥行）150mm
×Ｈ（高さ）23ｍｍ
材質
楢（ナラ）
強靭さと強度が強くジャパニーズ
オークの名で海外にも輸出されてい
る為、世界的にも家具材としても、と
ても人気があります。
【オイル仕上げ】

商品
紹介

　牛肉・馬肉は自社牧場で生産。肥
育の段階であきたこまちの「米ヌカ」
を食べさせ、甘味がでるように工夫し
ている自慢のお肉をご賞味ください。
※こちらの返礼品は配送日時の指
定ができません。また、在庫状況に
よっては約1ヶ月半ほどお待ちいただ
くことがございます。何卒ご了承くだ
さい。

　卵油レシチンとスッポンエキスとア
マニ油の合体です。
　疲労回復や美容にとても良く、全国
たくさんの方々からご注文いただい
ております。
　1日2～3粒の目安で水やお湯でお
飲みください。

　ＨＯＬＴＯのカッティングボードは秋
田県産の無垢の木にこだわり、木の
もつ温もり、優しさ、自然の創り出す
デザインを大切にし、取手部分も一
枚の板から削り出しています。
　日々の生活と自然を木で繋げられ
る世界でひとつだけの商品を職人が
ひとつひとつ手作りにて製作しており
ます。

賞味
期限

商品に記載 1年

保存
方法

冷蔵 常温

配送
方法

冷蔵 常温

事業
所名

株式会社　松尾　肉のまつお ㈱くまがい卵油研究所 HOLTO

その他 配送日時指定不可 配送日時指定不可
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寄附額７７，０００円

Ｎｏ G7-01 G7-02

商品
名

叉鬼ナガサ（６寸） 叉鬼ナガサ（７寸）

商品
写真

商品
内容

６寸（全長320mm.刃渡180mm.）、
右利き用
※銃刀法を遵守し、業務その他
正当な理由以外での刃物の携帯
は行わないようお願いします。
※受注生産による手作りのた
め、お手元に届くまでに１ヶ月以
上かかる場合があります。

７寸（全長360mm.刃渡210mm.）、右
利き用
※銃刀法を遵守し、業務その他正当
な理由以外での刃物の携帯は行わ
ないようお願いします。
※受注生産による手作りのため、お
手元に届くまでに１ヶ月以上かかる
場合があります。

商品
紹介

　山で猟をするマタギが、木の枝を
はらったり、獲物の解体や料理に使
う万能の山刀「ナガサ」。
　ナガサ独特の形は、鉈代わりにも
なり山での藪払いや切る裂くをはじ
めあらゆる働きができる万能刀で
す。
　釣りや山歩きをはじめとするアウト
ドアにぜひご活用ください。

　山で猟をするマタギが、木の枝をは
らったり、獲物の解体や料理に使う
万能の山刀「ナガサ」。
　ナガサ独特の形は、鉈代わりにも
なり山での藪払いや切る裂くをはじ
めあらゆる働きができる万能刀で
す。
　釣りや山歩きをはじめとするアウト
ドアにぜひご活用ください。

賞味
期限

なし なし

保存
方法

常温 常温

配送
方法

常温 常温

事業
所名

西根打刃物製作所 西根打刃物製作所

その他 配送日時指定不可 配送日時指定不可
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寄附額８４，０００円

Ｎｏ H4-01 H4-02 H4-03

商品
名

フクロナガサ（６寸） フクロナガサ（７寸） 叉鬼ナガサ（８寸）

商品
写真

商品
内容

６寸（全長320mm.刃渡180mm.）、右
利き用
※銃刀法を遵守し、業務その他正当
な理由以外での刃物の携帯は行わ
ないようお願いします。
※受注生産による手作りのため、お
手元に届くまでに１ヶ月以上かかる
場合があります。

７寸（全長360mm.刃渡210mm.）、右
利き用
※銃刀法を遵守し、業務その他正当
な理由以外での刃物の携帯は行わ
ないようお願いします。
※受注生産による手作りのため、お
手元に届くまでに１ヶ月以上かかる
場合があります。

８寸（全長400mm.刃渡240mm.）、右
利き用
※銃刀法を遵守し、業務その他正当
な理由以外での刃物の携帯は行わ
ないようお願いします。
※受注生産による手作りのため、お
手元に届くまでに１ヶ月以上かかる
場合があります。

商品
紹介

　山で猟をするマタギが、木の枝を
はらったり、獲物の解体や料理に使
う万能の山刀「ナガサ」。
　ナガサ独特の形は、鉈代わりにも
なり山での藪払いや切る裂くをはじ
めあらゆる働きができる万能刀で
す。
　突き刺す柄の部分が筒状に鍛造さ
れた「フクロナガサ」は、”槍”としても
その威力を十二分に発揮します。
釣りや山歩きをはじめとするアウトド
アにぜひご活用ください。

　山で猟をするマタギが、木の枝を
はらったり、獲物の解体や料理に使
う万能の山刀「ナガサ」。
　ナガサ独特の形は、鉈代わりにも
なり山での藪払いや切る裂くをはじ
めあらゆる働きができる万能刀で
す。
　突き刺す柄の部分が筒状に鍛造さ
れた「フクロナガサ」は、”槍”としても
その威力を十二分に発揮します。
釣りや山歩きをはじめとするアウトド
アにぜひご活用ください。

　山で猟をするマタギが、木の枝をは
らったり、獲物の解体や料理に使う
万能の山刀「ナガサ」。
　ナガサ独特の形は、鉈代わりにも
なり山での藪払いや切る裂くをはじ
めあらゆる働きができる万能刀で
す。
　釣りや山歩きをはじめとするアウト
ドアにぜひご活用ください。

賞味
期限

なし なし なし

保存
方法

常温 常温 常温

配送
方法

常温 常温 常温

事業
所名

西根打刃物製作所 西根打刃物製作所 西根打刃物製作所

その他 配送日時指定不可 配送日時指定不可 配送日時指定不可
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寄附額９０，０００円

Ｎｏ I-01

商品
名

フクロナガサ（８寸）

商品
写真

商品
内容

８寸（全長400mm.刃渡240mm.）、右
利き用
※銃刀法を遵守し、業務その他正当
な理由以外での刃物の携帯は行わ
ないようお願いします。
※受注生産による手作りのため、お
手元に届くまでに１ヶ月以上かかる
場合があります。

商品
紹介

　山で猟をするマタギが、木の枝を
はらったり、獲物の解体や料理に使
う万能の山刀「ナガサ」。
　ナガサ独特の形は、鉈代わりにも
なり山での藪払いや切る裂くをはじ
めあらゆる働きができる万能刀で
す。
　突き刺す柄の部分が筒状に鍛造さ
れた「フクロナガサ」は、”槍”としても
その威力を十二分に発揮します。
釣りや山歩きをはじめとするアウトド
アにぜひご活用ください。

賞味
期限

なし

保存
方法

常温

配送
方法

常温

事業
所名

西根打刃物製作所

その他 配送日時指定不可
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寄附額１００，０００円

Ｎｏ J-01 J-02

商品
名

打当温泉マタギの湯ペア宿泊利
用券

無臭にんにく卵油　6本セット

商品
写真

商品
内容

1泊2食付　2名様ご利用
（熊鍋・どぶろく（お一人様1合付き）

・160粒×6本（約1年分）

商品
紹介

　マタギ文化が今も色濃く残る、風光
明媚な宿。山深い奥阿仁地域の秘
湯、源泉かけ流しで楽しんだ後は、
マタギの里ならではの熊鍋・山菜料
理などの「じゃんご料理」を第4回全
国どぶろく研究大会濃醇の部で最優
秀賞を受賞した、どぶろく「マタギの
夢」をマタギ座敷で堪能。館内には
マタギ文化を感じられる施設マタギ
資料館がある。

　1日2～3粒を水やお湯でお飲みくだ
さい。
　特徴成分のレシチンによる乳化作
用が血管のお掃除をしてくれます。
　疲れやすい方、寒さ、暑さに弱い方
に特におすすめです。

賞味
期限

1年

保存
方法

常温

配送
方法

常温

事業
所名

マタギの里観光開発株式会社 ㈱くまがい卵油研究所

その他 配送日時指定不可
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寄附額１２５，０００円

Ｎｏ

商品
名

商品
写真

商品
内容

商品
紹介

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

その他

北秋田市民病院

配送日時指定不可

北秋田市民病院　日帰り人間ドック利用権（日帰り）　１名分
・ご利用は、寄付者様または寄付者様が指定した方が対象となります。
・検査内容は以下からご確認願います。（予約状況により希望日にご利用できない場合があります。）
・「婦人科検査」をご希望される場合は、婦人科健診付の人間ドック利用権の返礼品をお申し込み願います。
・「胃内視鏡検査」は、日程の都合で対応できない場合があります。胃カメラをご希望の方は、ご寄付手続きの前
に北秋田市民病院保健福祉活動室（0186-62-7001）までご確認をお願いします。
・ご寄付後に、北秋田市民病院から手続きに関する案内文書を郵送いたします。
・案内文書の内容をご確認後に、電話にて日程のご予約をお願いします。
・オプション検査を行う場合は、追加料金となり、受診当日のお支払となります。（クレジットカード決済可）
・ご利用期限は、寄付申込日から１年間となります。（寄付手続き決済後のキャンセルは出来ませんので予めご
了承願います。）
・本商品の利用権利を第三者へ譲渡・転売は出来ません。

　秋田県県北部にある大館能代空港からわずか１０分のところにある北秋田市民病院で人間ドックを受診できま
す。

　秋田県立北欧の杜公園に隣接していて、豊かな木々や池に囲まれた院内からは、雄大な森吉山を眺望できる
抜群のロケーションにある病院ですので、ゆったりとした気分で受診してください。

　ご自分の健康管理をはじめ、ふるさとに住む大切な家族の健康を守るためのプレゼントとしてもぜひご利用くだ
さい！

　・北秋田市民病院のホームページはこちらです。→http://www.kitaakita-hp.jp/health-checkup-info.shtml

北秋田市民病院　人間ドック利用権（日帰り）

L5-01
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寄附額１４０，０００円

Ｎｏ N-01

商品
名

HOLTO　カッティングボード
SMLセット

商品
写真

商品
内容

カッティングボードS・M・L：各1本
サイズ　※自然の表情を大事にしますので、おおよ
その大きさです。
「S」
約W（幅）390ｍｍ×D（奥行）130mm×Ｈ（高さ）23ｍ
ｍ
材質　山桜（ヤマザクラ）
「M」
約W（幅）430ｍｍ×D（奥行）160mm×Ｈ（高さ）23ｍ
ｍ
材質　山桜（ヤマザクラ）
「L」
約W（幅）690ｍｍ×D（奥行）150mm×Ｈ（高さ）23ｍ
ｍ
材質　楢（ナラ）

商品
紹介

　ＨＯＬＴＯのカッティングボードは秋
田県産の無垢の木にこだわり、木の
もつ温もり、優しさ、自然の創り出す
デザインを大切にし、取手部分も一
枚の板から削り出しています。
　日々の生活と自然を木で繋げられ
る世界でひとつだけの商品を職人が
ひとつひとつ手作りにて製作しており
ます。

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

HOLTO

その他 配送日時指定不可
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寄附額１４７，０００円

Ｎｏ

商品
名

商品
写真

商品
内容

商品
紹介

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

その他

北秋田市民病院

配送日時指定不可

N7-01

北秋田市民病院　人間ドック利用権（日帰り・婦人科検査付）

北秋田市民病院　人間ドック利用権（日帰り・婦人科検査付）　１名分
・ご利用は、寄付者様または寄付者様が指定した方が対象となります。
・検査内容は以下からご確認願います。（予約状況により希望日にご利用できない場合があります。）
・「婦人科検査」をご希望されない場合は、通常の人間ドック利用権の返礼品をお申し込み願います。
・「胃内視鏡検査」は、日程の都合で対応できない場合があります。胃カメラをご希望の方は、ご寄付手続きの前
に北秋田市民病院保健福祉活動室（0186-62-7001）までご確認をお願いします。
・ご寄付後に、北秋田市民病院から手続きに関する案内文書を郵送いたします。
・案内文書の内容をご確認後に、電話にて日程のご予約をお願いします。
・オプション検査を行う場合は、追加料金となり、受診当日のお支払となります。（クレジットカード決済可）
・ご利用期限は、寄付申込日から１年間となります。（寄付手続き決済後のキャンセルは出来ませんので予めご
了承願います。）
・本商品の利用権利を第三者へ譲渡・転売は出来ません。

　秋田県県北部にある大館能代空港からわずか１０分のところにある北秋田市民病院で人間ドックを受診できま
す。

　秋田県立北欧の杜公園に隣接していて、豊かな木々や池に囲まれた院内からは、雄大な森吉山を眺望できる
抜群のロケーションにある病院ですので、ゆったりとした気分で受診してください。

　ご自分の健康管理をはじめ、ふるさとに住む大切な家族の健康を守るためのプレゼントとしてもぜひご利用くだ
さい！

　・北秋田市民病院のホームページはこちらです。→http://www.kitaakita-hp.jp/health-checkup-info.shtml

48/53



寄附額２００，０００円

Ｎｏ T-01

商品
名

スッポン卵油　6本セット

商品
写真

商品
内容

・160粒×6本（約1年分）

商品
紹介

　卵油レシチンとスッポンエキスとア
マニ油の合体です。
　疲労回復や美容にとても良く、全国
たくさんの方々からご注文いただい
ております。
　1日2～3粒の目安で水やお湯でお
飲みください。

賞味
期限

1年

保存
方法

常温

配送
方法

常温

事業
所名

㈱くまがい卵油研究所

その他
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寄附額２２８，０００円

Ｎｏ

商品
名

商品
写真

商品
内容

商品
紹介

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

その他

北秋田市民病院

配送日時指定不可

V8-01

北秋田市民病院　人間ドック利用権（１泊２日）

北秋田市民病院　人間ドック利用権（１泊２日）　１名分
・ご利用は、寄付者様または寄付者様が指定した方が対象となります。
・検査内容は以下からご確認願います。（予約状況により希望日にご利用できない場合があります。）
・「婦人科検査」をご希望される場合は、婦人科健診付の人間ドック利用権の返礼品をお申し込み願います。
・「胃内視鏡検査」は、日程の都合で対応できない場合があります。胃カメラをご希望の方は、ご寄付手続きの前
に北秋田市民病院保健福祉活動室（0186-62-7001）までご確認をお願いします。
・ご寄付後に、北秋田市民病院から手続きに関する案内文書を郵送いたします。
・案内文書の内容をご確認後に、電話にて日程のご予約をお願いします。
・オプション検査を行う場合は、追加料金となり、受診当日のお支払となります。（クレジットカード決済可）
・ご利用期限は、寄付申込日から１年間となります。（寄付手続き決済後のキャンセルは出来ませんので予めご
了承願います。）
・本商品の利用権利を第三者へ譲渡・転売は出来ません。

　秋田県県北部にある大館能代空港からわずか１０分のところにある北秋田市民病院で人間ドックを受診できま
す。

　秋田県立北欧の杜公園に隣接していて、豊かな木々や池に囲まれた院内からは、雄大な森吉山を眺望できる
抜群のロケーションにある病院ですので、ゆったりとした気分で受診してください。

　ご自分の健康管理をはじめ、ふるさとに住む大切な家族の健康を守るためのプレゼントとしてもぜひご利用くだ
さい！

・北秋田市民病院のホームページはこちらです。→http://www.kitaakita-hp.jp/health-checkup-info.shtml
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寄附額２５０，０００円

Ｎｏ

商品
名

商品
写真

商品
内容

商品
紹介

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

その他

北秋田市民病院

配送日時指定不可

Y-01

北秋田市民病院　人間ドック利用権（１泊２日・婦人科検査付）

北秋田市民病院　人間ドック利用権（１泊２日・婦人科検査付）　１名分
・ご利用は、寄付者様または寄付者様が指定した方が対象となります。
・検査内容は以下からご確認願います。（予約状況により希望日にご利用できない場合があります。）
・「婦人科検査」をご希望されない場合は、通常の人間ドック利用権の返礼品をお申し込み願います。
・「胃内視鏡検査」は、日程の都合で対応できない場合があります。胃カメラをご希望の方は、ご寄付手続きの前
に北秋田市民病院保健福祉活動室（0186-62-7001）までご確認をお願いします。
・ご寄付後に、北秋田市民病院から手続きに関する案内文書を郵送いたします。
・案内文書の内容をご確認後に、電話にて日程のご予約をお願いします。
・オプション検査を行う場合は、追加料金となり、受診当日のお支払となります。（クレジットカード決済可）
・ご利用期限は、寄付申込日から１年間となります。（寄付手続き決済後のキャンセルは出来ませんので予めご
了承願います。）
・本商品の利用権利を第三者へ譲渡・転売は出来ません。

　秋田県県北部にある大館能代空港からわずか１０分のところにある北秋田市民病院で人間ドックを受診できま
す。

　秋田県立北欧の杜公園に隣接していて、豊かな木々や池に囲まれた院内からは、雄大な森吉山を眺望できる
抜群のロケーションにある病院ですので、ゆったりとした気分で受診してください。

　ご自分の健康管理をはじめ、ふるさとに住む大切な家族の健康を守るためのプレゼントとしてもぜひご利用くだ
さい！

・北秋田市民病院のホームページはこちらです。→http://www.kitaakita-hp.jp/health-checkup-info.shtml
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寄附額５１０，０００円

Ｎｏ AY-01

商品
名

樺細工刷毛 ガラス付き樺額入り
セット

商品
写真

商品
内容

樺細工刷毛 ガラス付き樺額入りセッ
ト
（ご要望のマーク，文字入れにて対
応）
（別途、お打合せ）

商品
紹介

　秋田県角館町の二百有余年に及
ぶ伝統工芸「樺細工」と、マルテー刷
毛ローラー製造の「刷毛造り」百年の
伝統技術が、装飾品として、塗装職
人の道具の象徴である寸筒・筋違刷
毛として見事に融合した究極の逸品
です。

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

マルテー刷毛ローラー製造株式会社
秋田工場

その他 配送日時指定不可
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寄附額１，３６０，０００円

Ｎｏ EF-01

商品
名

秋田八丈反物

商品
写真

商品
内容

秋田八丈反物：１反（お仕立込み）
※限定品
画像の柄からお選びください。（職人
による手作りの為、一点ものとなりま
すことを予めご了承願います。）

商品
紹介

　200年以上の歴史を誇る秋田県指
定無形文化財であった秋田八丈は、
ハマナスの茶、カリヤス、レンゲツツ
ジの赤味の黄などを組み合わせた
伝承草木染で、渋みのある独特の黄
色や鳶色や黒色による縞・格子柄の
さらさらとした手触りが特徴な格調高
い絹織物です。
　秋田八丈の手触り、軽さ、上品さを
感じていただければと思います。

賞味
期限

保存
方法

配送
方法

事業
所名

秋田八丈ことむ工房

その他 配送日時指定不可
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