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ふるさと納税
大洗まごころ便に
ご協力くださり

ありがとうございます

　皆さまから心のふるさとへ贈る寄附
金のことです。“生まれ育った故郷”
“ゆかりのあるまち”“思い出のまち”と
の思いがある方が「寄附金」の形で
そのまちを応援していただくと、居住
地でお納めいただいている住民税や
所得税から控除することができます。

ふるさと納税とは

　私たち大洗町は、古くから漁業、観
光、保養の地であり、「波の花散る大
洗」と磯節で謡われる白砂青松の景
勝地でもあります。寄附していただい
た皆さまからの大洗への熱い想いを
様々な事業に活用していくことで、皆
さまから愛されるまちづくりを目指した
いと思いますので、ご支援をよろしくお
願いいたします。

大洗町へのご寄附について



大洗の冬のスイーツ！
紅はるか干し芋1kg

1kg詰め（平詰め）　※配送期間：～2017/5/10

大洗新鮮組合同会社  ☎029-355-2798

申込
番号

交換
ポイントAA01 40ポイント

ねっとりとした甘さがたまらないサツマイモ「紅はるか」の干し芋。
職人が手間ひまかけて作り出す「絶品」の味を、軽くあぶったり
凍らせたりしてお楽しみください。

大洗町のイメージ・特色ある地域資源を活用し、優れた農産物、水産物
および加工品を大洗ブランドとして認証し、これまで観光色の強い本町
に「食」のイメージを融合させ、更なるイメージ
アップと地域活性化を図ることを目的としていま
す。大洗町のイメージキャラクター「アライッペ」
が自信をもってオススメする認証品は、海の恵・
大地の恵・作り手の情熱が詰まった品々です。

大洗ブランド認証基準

大洗らしさ

確かな品質・こだわり

安心・安全

アピール性

このシールが
目印です！

アライッペ団子
（30g×8個入り） 3セット

踊るちりめん（ちりめん山椒）

ホッキ味噌8個セット

獲れたての鮮度をご家庭で！
凍結生しらす「海の輝き」

大洗吉田屋「潮風の梅干し（4種）」と
「常陸乃梅シロップ（2種）」の詰合せ

大洗ブランド認証品 
ひぬま産 冷凍大和しじみ（大玉）1kg

たたみ干ししらす・
ちりめんセット

本格芋焼酎「大洗・原酒PREMIUM」セット

アライッペのしらす満福セット 紅あずま【大洗名産さつまいも】5kg

特別栽培米コシヒカリ
大洗日の出米5kg

浜で人気の食べるラー油！
「浜のラー油」3個セット

月の井 地元一貫造り
純米「彦市」1.8L

（30g×8個入り）3セット、電子レンジ対応品

70g （真空袋入り）

130g×8個

100g×2パック（100gで生しらす丼 約2杯分） 
梅干し／無添加梅干・はちみつ梅・かつをうめ 各70g、ほし梅40g×1
シロップ／青梅シロップ300ml×1、露茜シロップ300ml×1

有限会社栗崎屋  ☎029-266-3355

1kg（250g×4パック）

たたみ干ししらす4枚×2袋、（鮭ちりめん、しそちりめん、昆布ちり
めん）各100g

本格芋焼酎「大洗原酒 PREMIUM」720ml×1本、
本格芋焼酎「大洗」720ml×1本

しらす干し120g×2、釜揚げしらす160g×2、冷凍生しらす120g、 
ちりめん80g  ※不漁の影響で冷凍生しらすなどが欠品の場合、
セット内の他の商品に変更する場合があります。 5kg　※配送期間：～2017/3/30

5kg（袋詰め）　※配送期間：～2017/3/30

110g×3瓶 1.8L

株式会社浜勘  ☎029-267-3939

株式会社にんべんいち  ☎029-266-2001

有限会社こうじや  ☎029-267-5104

大洗新鮮組合同会社  ☎029-355-2798 株式会社 吉田屋  ☎029-267-2069

株式会社飯岡屋水産  ☎029-267-2839 月の井商事株式会社  ☎029-266-1211

株式会社にんべんいち  ☎029-266-2001 水戸農業協同組合  ☎029-254-9353

水戸農業協同組合  ☎029-254-9353

藤乃屋  ☎029-267-0181 月の井商事株式会社  ☎029-266-1211

申込
番号

交換
ポイントD011 50ポイント

申込
番号

交換
ポイントC006 15ポイント

申込
番号

交換
ポイントR001 85ポイント

申込
番号

交換
ポイントAA06 50ポイント

申込
番号

交換
ポイントA001 70ポイント

申込
番号

交換
ポイントE013 55ポイント

申込
番号

交換
ポイントX007 45ポイント

申込
番号

交換
ポイントB013 55ポイント

申込
番号

交換
ポイントC011 50ポイント

申込
番号

交換
ポイントZ001 35ポイント

申込
番号

交換
ポイントZ012 40ポイント

申込
番号

交換
ポイントG001 40ポイント

申込
番号

交換
ポイントB007 40ポイント

白身魚の餡を大洗産しらすで優しく包み込み、食べて美味しく、見
た目もかわいいお団子に仕上げました。シュウマイ同様、蒸してアツ
アツをお召し上がりください。

にんべんいち製造の「大洗しらす」に大洗町の蔵元、月の井酒造店
の清酒「うまくち」、黒澤醤油店の再仕込地醤油「仁右衛門」を使
用した、茨城のちりめん山椒です。

地元大洗町で水揚げされるホッキ貝のみをたっぷりと使い、自家
製調合の味噌に、にんにく、葱、炒り胡麻などを混ぜ合せ風味豊か
に仕上げました。ご飯のお供や酒の肴にぴったりです。

鮮度の低下が早い生シラスを、高い管理技術と地元漁師の丁寧な
仕事によって、バツグンの鮮度を保ったままお届けします。流水解凍
で簡単にご家庭で美味しさをご賞味ください。

大洗の潮風で干した梅干し4種類と、茨城県産ブランド梅で作っ
た希少品種の梅シロップ2種の詰め合わせです。

健康に良いとされるオルニチンを冷凍加工することにより、通常の2
倍位まで引き上げました。良質の地下水にて砂抜き加工してからの
冷凍保存なので、ごく簡単に美味しいお味噌汁が楽しめます。

現代に不足がちなカルシウムをおつまみとしてお手軽に食してくだ
さい。ちりめんはご飯にのせて・お茶漬けなどにてお召上がり下さい。

大洗町特産の甘藷「紅あずま」を使用し、常圧蒸留法という昔なが
らの製法で丹念に醸した本格芋焼酎です。芳醇な香りと濃厚で深
みのある味わいをお楽しみ下さい。

大洗町のイメージキャラクター「アライッペ」をデザインしたパックに
入った大洗しらすや、釜揚げしらす、生しらす等をセットにしました。

大洗の潮風を浴び、良質な土壌で育った、名産の『紅あずま』は、
ホクホクの食感と上品な甘さが特徴です。煮てよし、焼いてよし、 
これぞ大洗のイモ！甘くてホクホクの美味しさをご賞味ください。

大洗町水田農業担い手組合が育てた減農薬減化学肥料の特
別栽培米コシヒカリです。子供たちに安全で安心な美味しいお米
を食べさせたい想いが詰まっています。

まかない飯から生まれた大洗産のしらすたっぷりの食べるラー油
です。ご飯のお供に、お豆腐に、サラダに相性抜群！！  良質な大洗
産しらすの旨味を藤乃屋特製ラー油に閉じ込めました。

大洗町で育ったお米「チヨニシキ」を使用して造られた、8代目蔵
元渾身の純米酒です。スッキリと飲みやすく、お米の甘みを感じる
柔らかな味わいと酸味のバランスが絶妙な美味しさです。
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アライッペのこれだっぺ
大洗ブランド認証品 2017/3/20まで

2017/3/20まで

大洗のブルーベリードリンク
720ml 2本セット

720ml×2本セット
大洗新鮮組合同会社  ☎029-355-2798

申込
番号

交換
ポイントAA03 45ポイント

大洗のミネラル豊富な潮風をたっぷり浴びたブルーベリーを一粒
一粒丁寧に手摘みし、果汁50％のすっきりとした味わいのドリンク
に仕上げました。

2017/4/30まで

※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商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。※商品はなくなり次第終了とさせて頂きます。 
※酒類は20歳未満の方はお申込み頂けません。※賞味期限等商品詳細に関しては、大洗まごころ便ホームページ http://furu-po.com/をご覧下さい。

※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商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。※商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、大洗まごころ便ホームページ http://furu-po.com/をご覧下さい。
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大洗産 鹿島灘はまぐり2kg

2kg

大洗新鮮組合同会社  ☎029-355-2798

申込
番号

交換
ポイントAA04 90ポイント

「鹿島灘はまぐり」と命名した純国産はまぐりで、茨城を
代表する魚貝類のひとつです。うまみ成分・コハク酸が
豊富で、味噌汁・焼きはま・酒蒸しのほか、「はまぐりカ
レー」など贅沢な一品にもお使いいただけます。

大洗漁師厳選！ 大洗産
天然活き〆真鯛 2㎏（1匹）

2kgサイズを1匹
大洗新鮮組合同会社  ☎029-355-2798

申込
番号

交換
ポイントAA09 110ポイント

大洗港で水揚げされた新鮮な真鯛を大洗漁師が厳
選！ 新鮮をモットーに下処理などは行いません。立派
な2kgサイズをまるごと1匹お届けします。

大洗漁師厳選！ 大洗産
天然活き〆ヒラメ 2㎏（1匹）

2kgサイズを1匹
大洗新鮮組合同会社  ☎029-355-2798

申込
番号

交換
ポイントAA08 110ポイント

大洗港で水揚げされた新鮮なヒラメを大洗漁師が厳
選！ 新鮮をモットーに下処理などは行いません。立派
な2kgサイズをまるごと1匹お届けします。

豪快 本タラバガニ カット1kg

1kg

有限会社弥七商店  ☎029-266-2141

申込
番号

交換
ポイントH009 160ポイント

ボイルしたタラバガニをご自宅で食べやすいようにカッ
トしました。自然解凍ですぐに食べられます！

極上 茹でズワイかに　
かに爪500g（酢飯の素3人前付き）

500g（250g×2パック／約20本）、酢飯の素3人前
有限会社 栗崎屋  ☎029-266-3355

申込
番号

交換
ポイントE016 90ポイント

食べやすくするため半分殻をむいてあります。自然解凍後は、食べるだけ。そ
のままでも、鍋・しゃぶしゃぶでもＯＫ！かに丼ならタップリ3人前。うれしい
「酢飯の素3人前」と「かに丼が簡単に作れるレシピ」付きです。

とっても食べやすい！たらばがに　
親切カット1kg

総重量1kg（内容量800g）
株式会社カジマ  ☎029-267-2118

申込
番号

交換
ポイントY005 100ポイント

船上でボイル冷凍！新鮮な原料を使用して、とっても食べやすいように国内
（大洗町）で加工しました。

ボイルずわいがに　肩1kg

1kg（5～6肩）
株式会社カジマ   ☎029-267-2118

申込
番号

交換
ポイントY112 75ポイント

船上でボイル冷凍された新鮮な原料を使用して、国内（大洗町）で加工し
た商品です。

新鮮タラバガニ脚 2.4kg

2肩2.4kg

有限会社弥七商店  ☎029-266-2141

申込
番号

交換
ポイントH012 365ポイント

鮮度の良いタラバガニをボイルしてそのまま冷凍でお届け！プリプリで大ぶ
りなタラバガニ本来の味をお楽しみください！

大洗町は太平洋に面しており、

豊富な海の幸を楽しむことができます。

うまみの詰まったはまぐりや鮮魚、

肉厚なカニをご堪能ください。

※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商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。※商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、大洗まごころ便ホームページ http://furu-po.com/をご覧下さい。

※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商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。※商品はなくなり次第終了とさせて頂きます。 
※天候などの影響で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、大洗まごころ便ホームページ http://furu-po.com/をご覧下さい。 0605



無添加紅鮭半身（ ）

半身800～900g（カマ部分含め11切れ前後）
／サービス品：さんまみりん干し（2枚×1パック）
株式会社 小名屋  ☎029-267-3068

申込
番号

交換
ポイントQ005 75ポイント

通常お付けしていない「さんまみりん干し2枚 
セット」を一緒にお送りします。

夏だけの
サービス品付き無添加紅鮭半身

半身800～900g
（カマ部分含め11切れ前後）
株式会社 小名屋  ☎029-267-3068

申込
番号

交換
ポイントQ004 75ポイント

天然の紅鮭を塩のみで味付けしました。中骨を取り除いて
いますので食べやすいです。

山口楼の本家 あんこう鍋

あんこう七つ道具、白菜、白滝、焼豆腐、長葱、銀杏、椎茸、人参、
大根、絹さや、柚子、出汁1本、追1本出し（3～4名様向）
※配送不可地域／北海道、沖縄、離島
山口楼  ☎029-231-1231

申込
番号

交換
ポイントY127 250ポイント

創業明治5年の料亭・山口楼の本家あんこう鍋。醤油仕立て
にあんこうの旨みが凝縮しております。

シーフードグラタン3個

200g×3個、電子レンジ対応品
株式会社浜勘  ☎029-267-3939

申込
番号

交換
ポイントD004 50ポイント

コクのあるチーズとホワイトソースの絶妙なブレンド、白ワイン
が素材の良さを引き出したグラタン。当店人気 No1のシーフー
ドグラタン3個入りです。

熟成西京味噌漬け焼きセット

銀ダラ80g×2切、鮭80g×2切、カラスガレイ80g×2切入り
つけうお 和久  ☎029-219-8801

申込
番号

交換
ポイントY019 95ポイント

熟練の職人がつくった味噌漬けの魚が、温めるだけで簡単に
食卓に。忙しい方のためのお助けセットです。

「大洗名物」あんこう鍋セット

あんこう約10人前（あんこう1.2kg×3、鍋スープ、だし味噌醤油
×2、みそ仕立て×2、白菜［キャベツに変更の場合あり］、ねぎ、き
のこ、春菊、しらたき）
大洗まいわい市場  ☎029-266-1147

申込
番号

交換
ポイントU039 125ポイント

大洗といえば「あんこう鍋」。贅沢に10人前でご提供します。あん
こうは切り身になっているので、そのまま鍋に入れれば本格的あ
んこう鍋のできあがり。嬉しい野菜付き。
※野菜は季節により、白菜をキャベツに変更してお届けする場
合があります。

あんこう鍋セット

1.8kg（あんこうの切身1.2kg、鍋つゆ600g）  
※配送期間：～2018/4/4

株式会社谷藤水産  ☎029-267-3271

申込
番号

交換
ポイントT003 50ポイント

冬限定！あんこう鍋のセットです。

2018/3/31まで

2018/3/31まで

大洗名物 冬の味覚
高級あんこう鍋セット 2人前

2人前セット   ※配送期間：～2018/3/10

合資会社 肴屋本店  ☎029-267-2211

申込
番号

交換
ポイントM006 140ポイント

大洗を代表する冬の味覚「あんこう鍋」肴屋本店自慢のあん
肝を練り込んだ味噌仕立てのお鍋をご家庭で召し上がれま
す。お野菜から全てセットにしてお届け致します。冷凍物のあん
こうは使用しておりません!

~2018/2/28

豪快海鮮セット

株式会社カジマ  
☎029-267-2118

申込
番号

交換
ポイントY123 250ポイント

総重量 約2.7kg
（たらばハーフカット1kg、ずわいがに1kg、特大海老4尾パック約

700g／かには生食用、海老は加熱調理してください）

200セット

〈かねふく〉 からし明太子 無着色 450g

辛子明太子／450g

申込
番号

交換
ポイントCC01 50ポイント

〈かねふく〉 からし明太子 無着色 900g

辛子明太子／900g（450g×2箱）

申込
番号

交換
ポイントCC02 90ポイント

ガンガン焼きセット
（殻付カキ×8個）

殻付カキ8個入り
株式会社飯岡屋水産  ☎029-267-2839

申込
番号

交換
ポイントX005 40ポイント

缶の中に殻付カキ8個入り。水と酒を入れてそのまま火にか
け蒸し焼きに！ご自宅で調理できます。

一夜干し干物

あじ開き1枚、縞ほっけ開き1枚、赤魚開き1枚、つぼ鯛開き1枚、か
れい1枚
ダイカツ水産株式会社  ☎029-267-2428

申込
番号

交換
ポイントK001 90ポイント

厳選した良質な干物を“一夜干し”しました。じっくり干してあります
のでうま味が濃縮されておいしい一品です。お味をお楽しみ下さい。

干物一筋80年！ かます一夜干し

2尾入り（真空240g）×5パック詰め合わせ
株式会社マルショウ  ☎029-266-0022

申込
番号

交換
ポイントP001 50ポイント

上品な極上の白身魚のカマス。塩をして干すことにより、旨味を
ギュッと閉じ込めています。うす塩ですので、焼いても揚げても美
味しくお召し上がり頂けます。

100セット

~2017/5/31,
2017/9/1~

2017/6/1~8/316～8月限定

あんこう鍋用セット

あんこう1kg（キモ・ヌノ・水袋［胃袋］・えら・皮・柳
肉・とも［ヒレ］入り）、鍋用スープ2本
株式会社 飯岡屋水産  ☎029-267-2839

申込
番号

交換
ポイントX006 50ポイント

あんこうとスープがセットになっておりますので、お
好みの野菜を用意していただくと、ご家庭で簡単
に「あんこう鍋」がお楽しみいただけます。

工場直送！ 大洗町でつくった辛子明太子をどうぞ

「真子」と呼ばれる成熟した卵の中で、粒立ちが良く贈答に最
適といわれる「2Lサイズ」を一つ一つ手作業で厳選。これを
門外不出の特製調味ダレに漬込んでじっくり熟成させました。
一口食べれば、もうご飯が止まりません。

旨味の中のほのかな甘み、プチプチの食感、
じんわり広がるほど良い辛味

株式会社東京かねふく  
☎03-3543-5220

表示ポイントは変更となる場合
があります。ご了承ください。

※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商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。※商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、大洗まごころ便ホームページ http://furu-po.com/をご覧下さい。

※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商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。※商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、大洗まごころ便ホームページ http://furu-po.com/をご覧下さい。 0807



【ファンタジーアイランド】
オリジナルサーフボード
ショートボードフルオーダー
ショートボード
株式会社ファンタジーアイランド  ☎029-267-0573

申込
番号

交換
ポイントN008 2,000ポイント

【ファンタジーアイランド】
オリジナルサーフボード
ロングボードフルオーダー
ロングボード
株式会社ファンタジーアイランド  ☎029-267-0573

申込
番号

交換
ポイントN010 3,125ポイント

茨城が誇る極上の霜降り牛肉「常陸牛」
ステーキ用（サーロイン250g×3枚）

サーロイン250g×3枚
（株）大洗ミートセンターマルト  ☎029-267-2837

申込
番号

交換
ポイントJ007 165ポイント

30ヵ月余にわたり磨かれた飼育管理技術と、厳選された飼料のもとに育て
られた肉質の優秀なものだけが「常陸牛」と呼ぶことを許されます。
ステーキの王様サーロイン250gを3枚セットにてご提供です。肉質のきめ
細やかさと柔らかさ、上品な脂の甘さを存分にご堪能ください。

豚ロースセット（1kg／特製タレ付き）

豚ロース1kg、当店自慢のタレ300ml

（株）大洗ミートセンターマルト  ☎029-267-2837

申込
番号

交換
ポイントJ009 75ポイント

茨城が誇る銘柄豚肉「ローズポーク」。厳しく選別・ 
指定された生産農家が、柔らかく、風味ある肉質に
するため、専用飼料で育てています。弾力があり、 
きめ細かいうえに柔らかさが特長の豚ロースを1kg、
そして当店自慢のタレをセットにしてお届けします。

しゃぶしゃぶ用1kg

豚ロースしゃぶしゃぶ用1kg

（株）大洗ミートセンターマルト  ☎029-267-2837

申込
番号

交換
ポイントJ006 65ポイント

茨城が誇る銘柄豚肉「ローズポーク」。厳しく選別・
指定された生産農家が、柔らかく、風味ある肉質に 
するため、専用飼料で育てています。弾力があり、 
きめ細かいうえに柔らかさが特長のローズポークを、
しゃぶしゃぶ用として1kgでご提供します。

常陸牛すき焼き用 500g

500g

つけうお 和久  ☎029-219-8801

申込
番号

交換
ポイントY036 300ポイント

選ばれたものだけが呼ばれる高級生肉ブランド「常陸牛」。
口の中でとろけるような味わい、豊かな風味をご賞味ください。

Fantasy island

SHORT BOARD

LONG BOARD

ファンタジーアイランド
ご希望のサイズ、カラー、デザインなど、できる限りご要望に応じて
サーフボードをお作りします。詳細はご相談ください。

先端が尖り、シャープな形状
が特徴のサーフボードです。
アグレッシブな動きを求める
中級レベルの方におすすめ
のサーフボードです。

サーフボードの中で最も長
いものがロングボードです。
ショートボードより、長さ、幅、
厚みがあり安定感があるの
で、誰でも簡単にトライでき
るサーフボードです。

茨城のブランド豚「ローズポーク」

常陸牛

まいわいオリジナル
ガルパンジュースセット

うめドリンク180ml×6、ゆずドリンク180ml×7、りんごドリンク
180ml×7

大洗まいわい市場  ☎029-266-1147

申込
番号

交換
ポイントU001 60ポイント

まいわい市場オリジナルガルパンパッケージのジュースを3種類
セットにしました。ほんのり優しい味のゆず、甘くて爽やかな味のり
んご、うめには蜂蜜を入れて、まろやかにしています。３種類はすべ
て茨城県産を使用しております。

まいわいスペシャル　
ガルパン干し芋セット

ガルパン干し芋セット×1（約70g×6）、劇場版干し芋200g×3、
ガルパン干し芋350ｇ×3

大洗まいわい市場  ☎029-266-1147

申込
番号

交換
ポイントU028 125ポイント

６人のキャラクター箱に入った干し芋セット、生徒会長メイン箱、
通常のガルパン袋入り、の3種類をセットでご提供です。

大洗町
が舞台！ ガールズ&パンツァーガールズ&パンツァー

G I R L S  u n d  PA N Z E R
味はりんご・

うめ・ゆずの３種類!
化粧箱入り

女性の方にもお勧め
ガルパンリキュールセット

杏酒300ml×2本（アルコール10％、杏果汁、醸造アルコール、清
酒）、リキュール720ml×1本（シークワーサー果汁、醸造アルコー
ル、シソ色素、清酒）
大洗まいわい市場  ☎029-266-1147

申込
番号

交換
ポイントU006 50ポイント

明利酒類が手掛けたガルパンリキュール「聖地巡礼 in大洗」と、
吉久保酒造が手掛けた杏酒2本のセットです。聖地巡礼は女性
の方にもお勧めの一品。杏酒はちょっと辛口のお酒です。

おいしい干しいもだよ！

©GPP©GPFP

※写真は一例です。お好みのデザインでお作りします。

※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商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。※商品はなくなり次第終了とさせて頂きます。 
※酒類は20歳未満の方はお申込み頂けません。※賞味期限等商品詳細に関しては、大洗まごころ便ホームページ http://furu-po.com/をご覧下さい。

※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商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。※商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、大洗まごころ便ホームページ http://furu-po.com/をご覧下さい。 1009



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。

監修／一般社団法人 地域交流推進協議会 722071A

※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

インターネットで申し込み
（マイページ）の場合

ハガキで
申し込みの場合

http://furu-po.com/

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
謝礼品の配送について

地域産品の場合
宅配便、メール便でお送りします。
体験型謝礼品の場合
大洗まごころ便ホームページをご
覧ください。

3

【謝礼品の説明について】

茨城県大洗町「大好きです大洗寄附金」の活用方法

❖ 海と緑の保全と活用に関する事業

❖ 伝統文化の継承や文化財の保護活動に関する事業

❖ 人材育成に関する事業

❖ スポーツの振興や健康増進に関する事業

❖ 漁業や観光などの地場産業の振興に関する事業

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。 

2

※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。

○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。 
その際にはすべ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。

完熟みかん（M）
内容：完熟みかん5kg（MまたはMLサイズ）
配送期間：8月下旬～12月下旬
事業者：みかん農園 ☎0740-25-2628

申込
番号

交換
ポイントMP02 50ポイント

   

2016/10/1~
2017/4/30

アイコンの見方
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