
　西に日本海、南に「日本百景」などに指定されている鳥海山（標高２，２３６ｍ）がある秋田県のにかほ市は、すぐ目の前に山と海を望む、

自然豊かな地域です。山と海の幸はもちろんのこと、鳥海山の伏流水を使った美味しいお米やうどん、夏には鳥海山からの伏流水が海へ

と流れ、ボリュームのある岩ガキが採れるなど、海と山があるにかほ市ならではの、自然の恵みが自慢です。また、室町時代から続く東北最

古の酒蔵の「飛良泉」があることや、俳聖松尾芭蕉が訪れた最北の地ともされており、歴史にも恵まれております。

　この度、そんなにかほ市の自慢の食材と芸術作品、さらには宿泊券もご用意させていただきました。このふるさと納税を通じて、にかほ市

の魅力に触れていただければ幸いです。皆さまからのご寄附を、心からお待ちしております。

カタログ有効期限／2017年3月末　カタログコード5685

カタログ以外にも魅力の品を取り揃えたホームページもご覧ください。
http://www.city.nikaho.akita.jp/

秋田県 にかほ市長 横山 忠長

ふるさと納税 
お礼の品カタログ

秋田県 にかほ市ふるさと納税のご案内
秋田県 にかほ市

寄附の申込み、
使途に関するお問合せ

お礼の品に関するお問合せ

秋田県にかほ市役所 企画課　〒０１８-０１９２　秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田１番地
TEL.0184-43-7510（受付時間 平日 8:30～17:15） FAX.0184-62-9013　メールアドレス kikaku@city.nikaho.lg.jp

ふるさと納税商品お問合せセンター　
TEL.0120-977-050（営業時間／9:30～18:00　土・日・祝・12/29～1/3休み）

注意事項
●お届けの日時指定は承っておりません。ご入金確認後2週間～１ヶ月でのお届けを予定しております。 ●のし・包装・名入れのご希望は承っておりません。 
●お申込み後の「お礼の品」の変更は出来ませんので、ご了承ください。 ●商品到着後の返品・交換は受けかねますのでご了承ください。ただし、破損・不
良品の場合は速やかに対応させていただきます。 ●冷蔵商品は発送前にご連絡いたします。 ●ご注文の状況によっては、一時的に品切れが発生する場
合があります。その際は代替品をお送りするか、出荷可能時期までお待ちいただく場合がありますのでご了承ください。 ●メーカーの都合により仕様・デザイン・
色・柄・サイズなどが変更になる場合があります。 ●カタログ掲載商品は印刷再現上、色調が実物と異なる場合があります。 ●写真はすべてイメージです。小
物類は商品に含まれません。 ●商品は十分にご用意しておりますが、天候不良、社会状況、規格の変更、メーカーや施設の都合など、やむを得ない事情によ
り内容変更や取扱いを中止する場合がございます。 ●商品のお届けは日本国内に限らせていただきます。

ふるさと納税の使いみち 申込書に寄附金の使途を選択してください。

①ふるさとの豊かな自然環境や
美しい景観を保全したい

⑤その他活力のあるふるさと創造に
向け、福祉、産業等を充実させたい

②古くから伝わる伝統芸能や
地域文化、史跡等を後世に残したい

⑥防災対策や東日本大震災に関する
復興支援に使ってほしい

③環境保全、環境浄化に努め、
循環型社会を形成したい

④ふるさとを担う子どもたちの
教育環境を充実させたい

⑦自治体におまかせ

ふるさと納税の流れ

ふるさと納税サイトか
らお申込み、またはカ
タログの別紙「申込
書」をお送りください。

ご指定いただいた入
金方法をお選びいた
だき、ご入金をお願い
いたします。

「お礼の品」を選ぶ 「お礼の品」が届く

①確定申告をする
②ワンストップ特例を利用する

（※2）

寄附金受領証明書を
受け取る（※1）

※1：確定申告には「寄附金受領証明書」が必要です。
紛失されないようご注意ください。「寄附金受領証明書」は
申告者の氏名で発行します。お礼の品とは別に概ね1ヶ月
程で郵送させていただきます。 

※2：確定申告をする必要のない方が、ふるさと納税先団
体（自治体）に「申告特例申請書」を提出いただくことで、
確定申告をしなくても寄附金控除が受けられます。但し年
間5自治体以内に限ります。

※3：自治体に寄附した金額のうち2,000円を超える分につ
いて、個人住民税所得割の約2割を上限として税額控除
されます。詳しくは総務省ふるさと納税ポータルサイトでご確
認ください。

①所得税・住民税で控除
 ②住民税で控除（※3）

入金方法
ホームページ「ふるさとチョイス」からお申込み後、
Yahoo!公金支払いの決済画面からご決済をお願いいたします。

払込取扱票（郵便局専用）は、申込日から起算して1週間程度でお届けします。最寄りの
郵便局からお振込みください。上記寄附者情報に記載のお名前でお振込みをお願いします。

クレジットカード

払込取扱票

手数料無料

手数料無料

北都銀行 象潟支店（普通）　口座番号：８１５０５９　
口座名：秋田県にかほ市会計管理者

〈送り先〉〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田１番地　企画課　宛

秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田１番地　企画課　
窓口にてお支払いください。

銀行振込

現金書留

自治体窓口

手数料はご負担ください。

手数料はご負担ください。

―

にかほ市外から5千円以上のご寄附をいただいた皆様にお礼の品をお届けします。
単品でお申し込みのほか、下記の通り複数のお礼の品コースを、最大10品まで組み合わせることができます。

（例）寄附金額  5,000円以上で…  5,000円コース×1つ
　　寄附金額 10,000円以上で… 10,000円コース×1つまたは5,000円コース×2つ
　　寄附金額 50,000円以上で… 30,000円コース×1つ+10,000円コース×2つ
　　寄附金額100,000円以上で… 50,000円コース×1つ+30,000円コース×1つ+20,000円コース×1つなど

山あり、海あり、歴史あり、そんなまちから贈ります。
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東北の冬のみに取れ
る鱈（たら）という魚エ
キスを生地に練り込
んだどらやきです。粒
あんとの甘じょっぱい
組合せがマッチしてい
ます。手焼きの柄にも
注目！

秋田県にかほ
市で育った比
内地鶏の半羽
セットに、特製
の 塩ちゃんこ
スープをセットに
しました。

秋田県にかほ市
で育った比内地
鶏の焼き鳥（もも
肉・むね肉）です。
15本セットなの
で、ご家族でおい
しい焼き鳥はいか
がでしょうか？

引き締まった肉
質からなるシコ
シコとした歯ご
たえとともに、蛋
白でありながら
コクのある味わ
いが特 徴の地
鶏肉です。

昔ながらの秋田の
伝統食「ハタハタ寿
し」です。当店では、
保存料、添加物は
一切使用せず、環
境に配慮した造りこ
みを手がけておりま
す。老舗のハタハタ
屋が作る味をぜひ
ご賞味ください。

「北限のいちじく」とし
て栽培される秋田県に
かほ市大竹産いちじく
のみを使用し、果汁の
みで仕上げるため、甘
さだけではなく、自然な
酸味が特徴です。甘
露煮のほか、赤ワイン
で仕立てた、甘さ控え
めの甘露煮もセットに
しました。

にかほ市菜の花プロジェクトにもとづ
いて、にかほ市の遊休農地で生産され
た菜種を100％圧搾した菜種油です。

①藻塩と比内地鶏の卵を
使用。塩とメープルがおり
なす深い甘さのあるプリン
です。②鳥海高原のジャー
ジー牛の高級ミルクを贅沢
に使い、甘さをおさえた上
品なプリンです。

日本海の飛魚のダシなどを使用した、道の駅
象潟ねむの丘オリジナル調味料セットです。
様々なお料理にお使いいただけます。

当店で人気の高い
商品の詰め合わせ
です。秋田県産の豚
肉を手づくりハム、
ベーコン、ソーセージ
に仕上げました。

どらやき（汐越物語・たらどら）2種詰合せ
●パティスリー白川 ●汐越物語（自家製バタークリーム入りどら焼き）約80g、たらどら（たらしょっつる
風味どらやき）約75g 各6個 計12個 化粧箱入り

にかほ市産比内地鶏 
半羽+味付スープ
●今野 真治 ●にかほ市産比内地鶏 半羽1パック 味付スープ
塩ちゃんこ2袋

にかほ市産比内地鶏 
焼き鳥15本セット
●今野 真治 ●にかほ市産比内地鶏 焼き鳥5本セット×3パック

にかほ市産比内地鶏
（しょうゆ味他、塩こしょう味もあり）450g

●今野 真治 ●にかほ市産比内地鶏 しょうゆ味 150g×3パック

ハタハタ寿し700g
●有限会社 三浦米太郎商店 ●ハタハタ寿し700g
●出荷時期：2017年3月まで

「北限のいちじく」いちじくギフトセット 6袋入り
●佐藤勘六商店 ●いちじく甘露煮200g×3袋、ワイン仕立て200g×3袋

うわてん（鱈しょっつる）と
うわてんを使った漬物セット
●日南工業株式会社 ●うわてん1本150㎖、味噌漬け
大根（鱈しょっつる入り）1個150g、たまり漬け大根（鱈
しょっつる入り）1個150g 、味噌漬け昆布1個100g

おらほの畑で育った なたね油 5本セット
●有限会社なるほど舎 ●なたね油275ｇ入り小瓶×5本セット

にかほ市オリジナルプリンセット
「なまはげしおぷりん」「プレミアプリン」

●株式会社 エクセルコーポレーション ●各90cc×3個、高さ7cm、幅5cm

ねむの丘オリジナル調味料
5本セット
●道の駅象潟ねむの丘 ●つゆ風調味液 500㎖×2
本、つゆ 500㎖×1本・ドレッシングタイプ調味料 500
㎖×2本セット

きさかたハムの詰め合わせ
●ミートショップ象潟 ●ベーコン、ポークソーセージ、ボンレスハム、
ロースハム、ウインナーソーセージ、モモスモーク焼き豚風

商品番号 5685-0014

商品番号 5685-0160

にかほ市が誕生の地である、「超神ネイガー」のお米で
す。栽培場所は山間部に位置しており、豊かな自然の中
で育った上質なお米です。

＃田ウェーイww 超神ネイガーの米 
あきたこまち 真空パック 5kg
●あきたこまち精米他、ササニシキあり5kg 真空パック 1袋、超神ネイガーグッズ（オリジナル軍手）1
組 ●出荷時期：10月から

商品番号 5685-0057

にかほ市産
コシヒカリ 白米10ｋｇ

（5㎏×2袋）
●有限会社なるほど舎
●にかほ市産コシヒカリ 5ｋｇ×2袋

（計10Kg） ポリ袋入り

商品番号 5685-0161

商品番号 5685-0159商品番号 5685-0157

商品番号 5685-0041
商品番号 5685-0033

商品番号 5685-0101

商品番号 5685-0038

商品番号 5685-0148飛良泉（ヒライヅミ）
山廃純米酒 
1.8ℓ
●株式会社 飛良泉本舗 ●1.8ℓ

商品番号 5685-0007
飛良泉（ヒライヅミ）　
大吟醸 室町蔵

（ムロマチグラ） 720㎖
●株式会社 飛良泉本舗 ●720㎖、専用箱入り

商品番号 5685-0048
飛良泉（ヒライヅミ）
山廃（ヤマハイ）純米酒
長享（チョウキョウ） 1.8ℓ
●株式会社 飛良泉本舗 ●1.8ℓ

商品番号 5685-0050

商品番号 5685-0099

商品番号 5685-0163
冷凍

冷凍冷凍

冷蔵

冷蔵

冷蔵

霊峰鳥海山の水に
育まれたひとめぼれ。
程よい甘みとしっかり
した粒の歯ごたえを味
わってください。にか
ほ市で最も多く栽培
されている銘柄です。

にかほ市産
ひとめぼれ 白米10kg
●有限会社なるほど舎 ●にかほ市産ひとめぼれ 
5kg×2袋（計10kg） ポリ袋入り

商品番号 5685-0008

秋田県では、よく食べ
られる「 鰰（はたは
た）」のアラをボカシ
肥料にして、栽培した
秋田県特別農産物
認証（減農薬・減化
学）されたお米です。

ハタハタ米 にかほ 
コシヒカリ 5kg
●仁賀保有機農業研究会 ●鰰米 にかほコシ
ヒカリ 5kg 紙袋入り

商品番号 5685-0011

泉

東
北
最
古
の
老
舗
蔵

良
飛

かにほの米
かにほの
肉

にかほ市の市魚でもある、鱈（タラ）の魚醤
油と、それを隠し味に使用した３種類の漬物
セットです。

銀閣寺が建立された室町時代から500有余年。東北
最古、全国でも3番目に古い蔵元で、自然の乳酸菌
で醗酵を促す山廃仕込みにこだわり、小蔵ならではの
きめ細やかな手造りを守り続けています。

※画像は
イメージです。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

① ②
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秋田県産の豚肉の詰め合わせセットで
す。肩ロースは脂が少なくあっさりしてお
り、豚ロースは甘みがあり、いずれもやわ
らかく食べやすいのが特徴です。

当蔵の代表的なお酒をセットにしました。飲み比べやギフト用にもおすすめです。

秋田名物「ハタハタしょっつ
る鍋」。厳選された秋田の食
材とともにお届けいたします。

にかほ市の日本海で水揚
げされた旬の鮮魚をすぐ食
べられるように切り身のセッ
トにしてお届けします。ぜひ
ご賞味ください。

飛良泉（ヒライヅミ） 
山廃のいづみセット YⅠ-Ⅰ
●株式会社 飛良泉本舗
●山廃純米酒･山廃本醸造
各1.8ℓ 各1本計2本 専用箱入り

秋田由利牛 すき焼き用カタロース 300g
●秋田しんせい農業協同組合 ●精肉 秋田由利牛 すき焼き用 カタ
ロース 300g ※画像はイメージです。 ※賞味期間：製造日より冷蔵5日

秋田由利牛 モモステーキ 150g×3枚
●秋田しんせい農業協同組合 ●精肉 秋田由利牛 モモステーキ 
150g×3枚 ※画像はイメージです。 ※賞味期間：製造日より冷蔵5日

秋田由利牛 焼き肉用特上カルビ 300g
●秋田しんせい農業協同組合 ●精肉 秋田由利牛 焼き肉用 特上カ
ルビ 300g ※画像はイメージです。 ※賞味期間：製造日より冷蔵5日

ハタハタしょっつる鍋セット
●有限会社 三浦米太郎商店 ●舞茸約100g・しめじ約150g・
えのき約180g・ネギ約130g・せり約130g・ハタハタ約750g（5
～7匹）･しょっつるスープ400g ●出荷時期：8月から3月まで 

飛良泉（ヒライヅミ） 
酒のいづみセット SⅠ-Ⅲ
●株式会社 飛良泉本舗
●純米吟醸酒・山廃純米酒・山廃本醸造原酒 
各720㎖ 各1本計3本 専用箱入り

商品番号 5685-0016商品番号 5685-0112

商品番号 5685-0137

商品番号 5685-0131

商品番号 5685-0134

商品番号 5685-0043

秋田県産ポーク
（焼肉・しゃぶしゃぶ用）
2.5kg詰め合わせ
●ミートショップ象潟 ●秋田県産（八幡平）
豚肉焼肉用1.5kg、しゃぶしゃぶ用1kg 
※出荷時期になりましたら、別途メールにてお
届けについてのご案内をさせていただきます。
※賞味期間：冷蔵3日

商品番号 5685-0162 冷蔵

冷蔵

秋田由利牛しゃぶしゃぶ用モモ 400g
●秋田しんせい農業協同組合 ●精肉 秋田由利牛 しゃぶしゃぶ用 
モモ 400g ※画像はイメージです。 ※賞味期間：製造日より冷蔵5日

商品番号 5685-0141 冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

春夏秋冬旬の魚 
（単品）

※時期により商品が変動しますので、
インターネットまたはお電話にてご確認ください。

冷蔵
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2 万円以上の寄附で貰えるお礼の品

泉良飛

当法人がある川袋地区は、秋田県内一、
鮭が遡上する地域です。そんなきれいな
湧き水を使用して丹誠込めて育てた「コシ
ヒカリ」です。

にかほ市グリーンファーム川袋産
農家直送「コシヒカリ」10kg
●農事組合法人 グリーンファーム川袋 
●にかほ市産コシヒカリ 精米 10kg

商品番号 5685-0055

霊峰鳥海山の麓で豊富な雪解水と秋田
の湘南と言われる温暖な気候のもとで育
った良質なお米です。

にかほ市長岡美土里産
農家直送｢ひとめぼれ｣10kg
●農事組合法人 長岡美土里
●にかほ市産ひとめぼれ 精米 10kg

商品番号 5685-0079

家
農
直送
の
米

山間部特有の昼夜の温度差がお米に甘
みと栄養を与えており、まさに自然の恵み
で育ったお米です。

にかほ市桂坂の郷産
農家直送「ひとめぼれ」10kg
●農事組合法人 桂坂の郷 
●にかほ市産ひとめぼれ 精米 10kg

商品番号 5685-0053

当法人がある水沢集落は、標高120ｍ、中間
山地域にあります。通称「巾山（はばやま）」と
呼ばれる裏山の、丘陵に降った雪や雨の沢
水を用水として育てたお米です。

にかほ市水沢の郷産
農家直送「ひとめぼれ」10kg
●農事組合法人 水沢の郷 
●にかほ市産ひとめぼれ 精米 10kg

商品番号 5685-0054

平成の名水百選に選ばれた、「元滝伏流
水」。その清水を使用し丹精込めて育てた「ひ
とめぼれ」です。ぜひ、お召し上がりください。

にかほ市くりやまの里産
農家直送「ひとめぼれ」10kg
●農事組合法人 くりやまの里 
●にかほ市ひとめぼれ 精米 10kg

商品番号 5685-0056

新鮮！天然！にかほ市産 
旬の魚詰め合わせ（切り身）
●秋田県南部鮮魚商組合
●鮮魚の詰め合わせ（切り身） ※賞味期間：冷蔵2日

冷蔵商品番号 5685-0156
※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

かにほの肉

池田修三さんは、秋田県にかほ市象潟町生まれの木版画家です。1980年代に秋
田相互銀行（秋田あけぼの銀行）のカレンダーや通帳、NTTや日本生命などの企
業カレンダーなどに作品が採用され、秋田を中心に広くその名を知られました。情緒
あふれる子供たちの情景やセンチメンタリズムを感じる作品を作り続けました。

※池田修三さんに認められた師による手摺となるため、作品は変動します。
インターネットまたは、お電話にてご確認ください。 
※画像はイメージです。

小さな町の宝物 池田修三木版画（小作品）
●道の駅象潟ねむの丘 ※池田修三さんに認められた刷り師による手摺。

東北最古の
老舗蔵

農薬をできるだけ少なくすることで安全性
に配慮して育てたお米です。

にかほ市ほっと奈曽産
農家直送 

「ササニシキ」10kg
●株式会社 ほっと奈曽 
●にかほ市産ササニシキ 精米 10kg

商品番号 5685-0052



冷凍便にてお届け 冷蔵便にてお届け冷凍 冷蔵

本ズワイがに１時間食べ放題！！かに以外のお料理・ご朝食にもご満足いただける
と思います。湯ったりと温泉につかり心と身体を癒してみてはいかがでしょうか。
「一期一会」の心でおもてなしいたします。

11月～4月 平日限定本ズワイがに食べ放題 
1泊2食付プラン利用券（他、5月～10月グルメプランあり）
●株式会社いちゑ ●1名様平日限定 本ズワイがに1時間食べ放題 1泊2食付 ●受付締切：2017年
4月10日迄 ●出荷時期：11月～4月 〈利用条件〉①ご宿泊代及び館内利用分にご利用いただけます。
②現金への換金及び残金が出た場合のご返金はできません。③利用券の使用は、直接予約の場合に
限ります。宿泊施設にお電話でお申し込みください。④利用券のご利用期間は、発効日より１年となりま
す。⑤アレルギーのご要望に応じて料理内容を変更いたします。

商品番号 5685-0149

●未成年者の飲酒は法律で禁止されています。●未成年者の申し受けはいたしておりません。 65
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にかほ市の市魚である「 鱈
（タラ）」の魚醤を使ったあっさ
り塩味に、乾麺では珍しいプ
チモチ食感がよく絡む北国の
塩ラーメンです。

「北限のいちじく」として栽培される秋田県にかほ市
大竹産いちじくのみを使用し、果汁のみで仕上げる
ため甘さだけでなく自然な酸味が特徴です。

完全閉鎖型の工場内で育てられたため衛生的で、洗わずに食べら
れます。ベータカロチン、カリウム等の栄養素も多く含んでおります。
安全でおいしいレタスとして、幅広い世代の方からご好評いただい
ています。

明 治７年から昭 和
55年まで小学校だ
った跡地につくられ
た温泉宿。日本海側
ではめずらしい、天
然の硫黄温泉と玉
川の北 投 石ラジウ
ム鉱泉の湯が自慢
です。日本海の魚料
理と乳白色の湯でご
ゆっくりとお過ごしく
ださい。

創業80年、にかほ市の象徴である鳥海山麓水を使用し、長期熟成
することによりツルツルとした喉ごしと、
しっかりとした噛みごたえを生み出します。
温・冷どちらも楽しめる万能うどんです。

平成17年の3町(象潟・金浦・仁
賀保)合併を記念して発売され
た本醸造酒です。すっきりとした
山廃特有の酸味とまろやかな辛
味が調和した逸品です。

すっきりした飲みくちと華やかは吟醸香が特長の、当
蔵最高級品です。冷やしてお召し上がりください。

タラーメン2人前スープ付×3袋セット
●伊藤製麺所 
●タラーメン1袋（麺180g・スープ40g×2個）×3袋 化粧箱入り

「北限のいちじく」
いちじく甘露煮　800ｇ
●佐藤勘六商店 ●800g（約20粒入り）、真空パック2袋

象潟うどん5束セット
●伊藤製麺所 ●220g×5束 化粧箱入り

飛良泉（ヒライヅミ）
山廃本醸造 にかほ蔵 720㎖
●株式会社 飛良泉本舗 ●720㎖ 専用箱入り

飛良泉（ヒライヅミ） 
大吟醸欅蔵（ケヤキグラ） 1.8ℓ
●株式会社 飛良泉本舗 ●1.8ℓ、桐箱入り

商品番号 5685-0004
商品番号 5685-0034

商品番号 5685-0036

商品番号 5685-0028

商品番号 5685-0002

商品番号 5685-0003

商品番号 5685-0020

冷蔵
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泉
良
飛

玄
米

秋田県特別栽培農産物認証の減農薬にかほ市産ササニシキと、あきたこまちです。
生産者が籾摺り･調整し登録検査機関で1等米の格付けを取得した玄米を“まんま”
お届け致します。

にかほ市産
あきたこまち 玄米30kg（1等米）
●有限会社なるほど舎 ●にかほ市産あきたこまち 玄米30kg。生産者によ
る籾摺り･調整後登録検査機関の検査で1等米の格付けを取得した玄米。

にかほ市産（減農薬）
ササニシキ 玄米30kg（1等米）
●有限会社なるほど舎 ●秋田県特別栽培農産物の基準にもと
づいて農薬・化学肥料を50％以上削減したにかほ市産ササニシ
キ玄米30kg。生産者による籾摺り・調整後登録検査機関の検
査で1等米の格付けを取得した玄米。

商品番号 5685-0083

商品番号 5685-0080

5685-0083

5685-0080

植物工場産 リーフレタス詰め合わせ（6袋）
●株式会社 板垣工業 ●グリーンリーフ2袋（約70g/袋）、フリルレタス2袋（約70g/
袋）、フラワーリーフ2袋（約60g/袋） 計6袋セット

福寿草の里 金浦温泉 学校の栖（すみか）
ペア宿泊券、1泊2食付
●株式会社 たつみ企画 ●1泊2食、2名様利用券、（税・入湯税込み）、和室8畳 〈利用条
件〉 ①ご宿泊代及び館内利用分にご利用いただけます。 ②現金への換金及び残金が出た
場合のご返金はできません。 ③利用券の使用は、直接予約の場合に限ります。宿泊施設に
お電話でお申し込みください。 ④利用券のご利用期間は、発効日より１年となります。

天
然
の
し
も
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秋田由利牛 
しゃぶしゃぶ用ロース 400g
●秋田しんせい農業協同組合 ●精肉 秋田由利牛 しゃぶしゃ
ぶ用ロース 400g ※賞味期間：製造日より冷蔵5日

秋田由利牛
サーロインステーキ 180g×2枚
●秋田しんせい農業協同組合 ●精肉 秋田由利牛 サーロイン
ステーキ 180g×2枚 ※賞味期間：製造日より冷蔵5日

商品番号 5685-0142

商品番号 5685-0125

冷蔵

冷蔵 ※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

秋田由利牛は、黒毛和種といわれる和牛の一種です。平成１９年に秋田県で初とな
る地域団体商標を取得。秋田を代表するブランド牛として親しまれています。


