
大崎町ふるさと応援基金

大崎町ふるさと納税 検索http://furu-po.com/osaki
カタログ掲載以外の謝礼品に関しましては
大崎町のホームページをご確認くださいませ。

大崎町ふるさと納税謝礼品ホームページ
ふるさと納税謝礼品カタログ
に関するお問い合わせ

JTBふるぽふるさと納税コールセンター
〒541-0058�大阪市中央区南久宝寺町3-1-8�

0570-666-532（代表）
月曜日～金曜日10時～17 時（祭日、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。

カタログ有効期限 2017年 7月 31日まで

豊かな自然が宝物

みんなで紡ぐ結いのまち

鹿児島県

ダイジェス
ト版
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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
詳細に関しては大崎町ふるさと納税謝礼品カタログホームページhttp://furu-po.com/osaki をご覧下さい。
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完熟マンゴー サツマイモ

うなぎ

1位 3位

2位

大崎町で人気のトロピカルフルーツのマ
ンゴーは、インド・マレー半島原産の熱帯
果樹です。果実は1個あたりおよそ450グ
ラムで、外観・食味とも良く、生果で食べて
もジュースにしてもおいしいです。

大崎町はさつまいも（からいも）の全国有
数の生産地です。本場鹿児島の芋を農場
から直送いたします。色々な品種のさつま
いもを食べ比べてみませんか。

鹿児島のシラス台地がもたらす綺麗な湧
水の豊かな水の中で、丹精込めて育んだ自
慢の鰻です。ふっくら柔らかい大崎産の鰻
は日本一の生産量を誇る大隅地域の中で
も極上ものとして高い評価をいただいて
おります。

このうえない甘さ！人気№１
「大崎べっぴんマンゴー」「鹿児島大崎べっぴん

マンゴー」こだわりの鉢植え
完熟アップルマンゴー中2玉 紅さつま

【鹿児島大崎産さつまいも】
5キロ

「鹿児島大崎べっぴん
マンゴー」こだわりの鉢植え
完熟アップルマンゴー大2玉

○事業者／西平マンゴー園 1099-477-0317 ○事業者／サンワイティ株式会社 1099-476-5550○事業者／西平マンゴー園 1099-477-0317

○�セット内容／品種：アーウィン種（通称アップルマンゴー）
サイズ：約350グラムＭ玉　2個入　糖度：16度以上
（約18度〜20度）
配送期間：5月15日〜8月20日

○�5kg　配送期間：9月中旬〜

○�セット内容／品種：アーウィン種（通称アップルマンゴー）
サイズ：約500グラムＬ玉　2個入　糖度：16度以上
（約18度〜20度）
配送期間：5月15日〜8月20日

交換
ポイント 20ポイントネット

限定
「マイページ」より
お申込み下さい

ネット
限定

「マイページ」より
お申込み下さい

交換
ポイント 30ポイント

ネットネット

うなぎ掲載ページP.9 〜 10

マンゴー掲載ページP.11〜12

鹿児島県産
うなぎ長蒲焼 5 尾

○事業者／株式会社おおさき町鰻加工組合 
1099-477-1555

○�セット内容／蒲焼160ｇ×5尾、添付タレ10ml×10袋
※生産の都合上、お届けまで2週間程度掛かることがあ
ります。

申込
番号 A601 交換

ポイント 60ポイント

申込
番号 AB63 交換

ポイント 20ポイント

P.14サツマイモ掲載

申込
番号 F601

安納芋と大隅半島産紅はるかの焼芋セットです。収穫
後土蔵の貯蔵庫でじっくり熟成し、芋の澱粉質が糖化
してから焼き上げているので、甘さは絶品です。レンジ
でチンして出来上がりです。

安納芋 1kgと紅はるか
1kg の冷凍焼いもセット

○事業者／株式会社都食品 1099-476-0540

○�セット内容／安納芋の冷凍焼いも1kg・紅はるか1kg
の冷凍焼いも

交換
ポイント 20ポイント

「極黒」くすだ屋の鰻
（鹿児島大崎産）大サイズ 3 尾

○事業者／楠田養鰻有限会社 1099-476-0442

○�約150ｇ程度の大きめのうなぎ×3尾

申込
番号 V601 交換

ポイント 50ポイント

9/1〜

受付期間

2017年6月1日
〜売り切れ
次第終了

受付期間

2017年6月1日
〜売り切れ
次第終了

受付期間
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鹿児島県は、全国一の和牛生産地です。
豊かな大地で育てられた和牛は柔らかい肉質と、
とろけるような脂身が特徴です。
この美味しさをご家庭でもご堪能ください。

鹿児島黒牛
サーロインステーキ 4 枚

○事業者／有限会社肉のこせど 1099-476-1192

○200ｇ×4枚ステーキソース

申込
番号

交換
ポイント 65ポイントH603

【頒布会】隆之国プレミアム
セット（全３回）

たかしや
もつ鍋セット500ｇ/1パック 隆之国ステーキセット たかしやステーキセット

たかしや極上セット（焼肉）
500g/1 パック

たかしや極上セット
（すき焼き）500g/1 パック

○事業者／（株）HANETA　1099-479-3008

○事業者／（株）HANETA　1099-479-3008 ○事業者／（株）HANETA　1099-479-3008 ○事業者／（株）HANETA　1099-479-3008

○事業者／（株）HANETA　1099-479-3008

○事業者／（株）HANETA　1099-479-3008

○�牛ロースステーキ500ｇ（250ｇ×2）・焼肉希少部位（500ｇ）
・ロース／バラ肉すき焼き用スライス（500ｇ）の合計1.5ｋｇセット

○�牛もつ100％ ○�牛サーロインステーキ（300ｇ×2枚）600ｇ ○�牛サーロインのステーキカット（300ｇ×2枚）600ｇ

○�セット内容／ロース・バラ・モモ肉の厚切り

○�セット内容／ロース・バラ・モモ肉のスライス

申込
番号

申込
番号

申込
番号

申込
番号

申込
番号

申込
番号

交換
ポイント 230ポイント

交換
ポイント 35ポイント 交換

ポイント 110ポイント 交換
ポイント 80ポイント

交換
ポイント 70ポイント

交換
ポイント 70ポイント

U610

U607 U609 U608

U603

U604

鹿児島黒牛赤身
しゃぶしゃぶ用

○事業者／有限会社肉のこせど 1099-476-1192

○腕モモ、バラMix500ｇ

申込
番号

交換
ポイント 30ポイントH611

鹿児島黒牛
しゃぶしゃぶ用

○事業者／有限会社肉のこせど 1099-476-1192

○�鹿児島黒牛ロースまたは肩ロース500g

申込
番号

交換
ポイント 35ポイントH609

鹿児島黒牛赤身
すき焼き用

○事業者／有限会社肉のこせど 1099-476-1192

○腕モモ、バラMix500ｇ

申込
番号

交換
ポイント 30ポイントH610

鹿児島黒牛霜降り
すき焼き用

○事業者／有限会社肉のこせど 1099-476-1192

○�鹿児島黒牛ロースまたは肩ロース500g

申込
番号

交換
ポイント 35ポイントH608

鹿児島の食鹿児島の食

定
期
頒
布
会
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かごしま黒豚「優
ゆうびとん

美豚」
ロース（焼肉用）

かごしま黒豚「優
ゆうびとん

美豚」
お得セット

○事業者／小野ファーム 1099-471-6045 ○事業者／小野ファーム 1099-471-6045

○�ロース（焼肉用）1㎏
○�かごしま黒豚�ウデ（しゃぶしゃぶ用）300g×2パック、
かごしま黒豚モモ（しゃぶしゃぶ用）300g�×�2パック

申込
番号 M602 申込

番号 M605交換
ポイント 30ポイント 交換

ポイント 20ポイント

かごしま黒豚「優
ゆうびとん

美豚」
スペシャルスライスセット

○事業者／小野ファーム 1099-471-6045

○�ばら肉スライス300g、うでスライス300g、ウインナー500ｇ

申込
番号 M608 交換

ポイント 20ポイント

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。
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美しい自然とミネラル豊富な地下水で育てられた
黒豚は、柔らかくしっかりとした旨味があります。
保水性が高いので水っぽくなく、コクがあるのに
後味のしつこくない食べやすさをご堪能ください。

黒酔豚（こくすいとん・鹿児島六白黒豚）
300gパック詰め合わせ5パック（1.5kg）

○事業者／有限会社一坪 1099-478-2104

○�セット内容／カツ用・しゃぶしゃぶ生姜焼き用・焼肉用のセット。
※時期によりセット内容に変更有。発育状態により納期は
2．3週間〜1ヶ月かかる場合有。

申込
番号 G601 交換

ポイント 85ポイント

白酔豚（はくすいとん・白豚）
300gパック詰め合わせ 5パック（1.5kg）

○事業者／有限会社一坪 1099-478-2104

○�セット内容／カツ用・しゃぶしゃぶ生姜焼き用・焼肉用のセット。
※時期によりセット内容に変更有。発育状態により納期は
2．3週間〜1ヶ月かかる場合有。

申込
番号 G602 交換

ポイント 70ポイント

かごしま黒豚「優
ゆうびとん

美豚」
しゃぶしゃぶセット

○事業者／小野ファーム 1099-471-6045

○�セット内容／六白黒豚肉ロース、肩ロース、ウデ、モモ
各300ｇをお届けします。

申込
番号 M601 交換

ポイント 30ポイント

かごしま黒豚「優
ゆうびとん

美豚」
うでスライス

○事業者／小野ファーム 1099-471-6045

○�うでスライス�1㎏

申込
番号 M603 交換

ポイント 20ポイント

かごしま黒豚「優
ゆうびとん

美豚」
ばらスライス

○事業者／小野ファーム 1099-471-6045

○�ばら肉スライス�1㎏

申込
番号 M607 交換

ポイント 30ポイント

鹿児島県産豚肉
（かしら）950g 2.5 個

豚の肩ロースと肩ロースをつないでいる貴重な
部位で豚から100〜200ｇ位しか取れない味付
けのお肉です。
○事業者／村上精肉店 1099-471-0516

○�かしら肉950ｇ×2個とかしら肉475ｇ×1個
※年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間中は
発送できません。

申込
番号 Q601 交換

ポイント 30ポイント

鹿児島黒豚・黒牛
しゃぶしゃぶセット

かごしま黒豚セット

○事業者／有限会社肉のこせど 1099-476-1192

○事業者／有限会社肉のこせど 1099-476-1192

○�黒豚ロース350ｇ+黒牛肩ロース350ｇ

○しゃぶ・焼肉・豚カツ・味噌カツ・塩味ホルモン

申込
番号 H601

申込
番号 H605

交換
ポイント 30ポイント

交換
ポイント 30ポイント

かごしま黒豚「優
ゆうびとん

美豚」
ももスライス

○事業者／小野ファーム 1099-471-6045

○ももスライス�1㎏

申込
番号 M604 交換

ポイント 20ポイント

鹿児島黒豚・
黒牛焼肉セット

鹿児島黒豚
しゃぶしゃぶセット

○事業者／有限会社肉のこせど 1099-476-1192

○事業者／有限会社肉のこせど 1099-476-1192

○�黒豚バラ+ロース350ｇ+黒牛カルビ350ｇ

○�黒豚肩ロース400ｇ+黒豚バラ400ｇしゃぶだれ

申込
番号 H602

申込
番号 H607

交換
ポイント 30ポイント

交換
ポイント 20ポイント
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桜のチップで丹念に薫して仕上げた逸品です。
上品なくちあたり、香ばしい薫り、飽きのこない
深い味わいを充分にご堪能いただけます。

大自然の中で育った鶏の味と炭火焼の香ばしい
風味を楽しめるその名も個性的な『ももえちゃん』
秘伝の塩で味付けし丁寧に炭火で手焼きした
『ももえちゃん』はとてもジューシーで絶品！
おかずにおつまみに最適です。

焼肉たかしやが厳選した、ふっくら、サクサク、
ジューシーな牛メンチカツです。
冷凍のままお届けしますので、解凍せずに油で
さっと揚げてお召し上がりください。

居酒屋白鶴メニュー人気№１！じっくり蒸し
表面を焼き上げたコラーゲンたっぷりの豚足。
創業以来の酢ダレをかけてお召し上がりください。

ごて焼きとは、ローストチキンのことです。甘辛いたれで焼き上げており、絶品
のその味は、鹿児島の方言で足を「ごて」ということから「ごて焼き」という
薩摩料理として地元では焼き鳥の代名詞ともなっています。

桜島どり薫せい
スモークレッグ 10 本

○事業者／株式会社ジャパンファーム 1099-476-2631

○�セット内容／スモークレッグ10本入り

申込
番号 Y601 交換

ポイント 20ポイント

桜島どり薫せい
スモークレッグ 15 本

○事業者／株式会社ジャパンファーム 1099-476-2631

○�セット内容／スモークレッグ15本入り

申込
番号 Y602 交換

ポイント 25ポイント

鹿児島地鶏半身・炭火焼
若鳥ごて焼

○事業者／有限会社肉のこせど 1099-476-1192

○�地鶏半身・炭焼き200ｇ×3・ごて焼4本

申込
番号 H604 交換

ポイント 30ポイント

鹿児島若鶏ごて焼
【ローストチキン5 本パック】

○事業者／有限会社肉のこせど 1099-476-1192

○�約1キロ（180ｇ〜220ｇを5本）

申込
番号 H614 交換

ポイント 20ポイント

炭火焼鶏ももえちゃん
（真空パック）120g×7個

○事業者／焼鳥居酒屋白鶴グループ 1099-476-3134

○�炭火焼鶏ももえちゃん（真空パック）120g×7個

申込
番号 HA61 交換

ポイント 30ポイント

ぜっぴん豚足（真空パック）
２個入り×５袋

○事業者／焼鳥居酒屋白鶴グループ 1099-476-3134

○�ぜっぴん豚足（真空パック）２個入り×５袋

申込
番号 HA63 交換

ポイント 30ポイント

炭火焼鶏ももえちゃん
（真空パック）120g×4 個

○事業者／焼鳥居酒屋白鶴グループ 1099-476-3134

○�炭火焼鶏ももえちゃん（真空パック）120g×4個

申込
番号 HA62 交換

ポイント 20ポイント

ぜっぴん豚足（真空パック）
２個入り×３袋

○事業者／焼鳥居酒屋白鶴グループ 1099-476-3134

○�ぜっぴん豚足（真空パック）２個入り×3袋

申込
番号 HA64 交換

ポイント 20ポイント

申込
番号 U621 交換

ポイント 30ポイント

焼肉たかしや厳選「炭火焼
ヤキトリ５００ｇ×2パック」

○事業者／（株）HANETA　1099-479-3008

○�５００ｇ×2パック

申込
番号 U622 交換

ポイント 20ポイント

焼肉たかしや厳選
「ふっくら牛メンチカツ」

○事業者／（株）HANETA　1099-479-3008

○�１００ｇ×８枚入り
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活鰻出荷日本一の大隅半島産のうなぎは、温暖な気
候と良質な地下水に恵まれた土地で養殖されていま
す。ストレスなく育った鰻は、身が厚く脂が乗ってい
て絶品です。新鮮なまま真空パックにしました。

鹿児島県産うなぎ
長蒲焼 5 尾

○事業者／株式会社おおさき町鰻加工組合
1099-477-1555

○�蒲焼160ｇ×5尾、添付タレ10ml×10袋
※生産の都合上、お届けまで2週間程度掛かることがあります。

申込
番号 A601 交換

ポイント 60ポイント

大隅産無投薬☆泰正の
「Ｓ級うなぎ」蒲焼き３尾

大隅産無投薬☆泰正の
「Ｓ級うなぎ」白焼きと蒲焼きセット

○事業者／泰正養鰻 1099-476-4410

○事業者／泰正養鰻 1099-476-4410

○約450ｇ（3尾入り）

○約300ｇ（2尾入り）

申込
番号 YB62

申込
番号 YB64

交換
ポイント 55ポイント

交換
ポイント 40ポイント

鹿児島県産うなぎ
長蒲焼 3尾

○事業者／株式会社おおさき町鰻加工組合
1099-477-1555

○蒲焼160ｇ×3尾、添付タレ10ml×6袋
※生産の都合上、お届けまで2週間程度掛かることがあります。

申込
番号 A602 交換

ポイント 40ポイント

鹿児島県産うなぎ長蒲焼と
きざみセット

○事業者／株式会社おおさき町鰻加工組合
1099-477-1555

○蒲焼160ｇ×1尾、きざみ蒲焼50ｇ×2尾、添付タレ10ml×4袋
※生産の都合上、お届けまで2週間程度掛かることがあります。

申込
番号 A603 交換

ポイント 25ポイント

大隅産無投薬☆泰正の
「Ｓ級うなぎ」蒲焼き２尾

大隅産無投薬☆泰正の
「Ｓ級うなぎ」蒲焼き５尾

○事業者／泰正養鰻 1099-476-4410

○事業者／泰正養鰻 1099-476-4410

○約300ｇ（2尾入り）

○約750ｇ（5尾入り）

申込
番号 YB61

申込
番号 YB63

交換
ポイント 40ポイント

交換
ポイント 85ポイント

豊富な湧水，ストレスを与えない，完全無投薬を徹底したまさにＳ級！うなぎの成長に
よって自社オリジナルの餌を使い分け，出荷するまで薬を一切使わない「完全無投薬」
にこだわり安心して美味しいうなぎを召し上がれるよう愛情込めて大切に育てていま
す。その中でも厳選したＳ級うなぎだけを数量限定でご用意いたしました。ぜひこの機
会にご賞味ください。

くすだ屋の鰻は鹿児島のシラス台地がもたら
す綺麗な湧水の豊かな水の中で、丹精込め
て育んだ自慢の鰻です。ふっくら柔らかい大
崎産の鰻は日本一の生産量を誇る大隅地域
の中でも極上ものとして高い評価をいただい
ております。

一尾一尾、丁寧に手焼きしており身が厚く、
濃厚で旨味、歯応えのある自慢の品です。鹿
児島県大隅産鰻は絶品です。千歳鰻の選び
抜かれた白焼鰻、本来の味をご賞味ください。

「極黒」くすだ屋の鰻
（鹿児島大崎産）大サイズ 3 尾

○事業者／楠田養鰻有限会社 1099-476-0442

○�約150ｇ程度の大きめのうなぎ×3尾

申込
番号 V601 交換

ポイント 50ポイント

「特選」くすだ屋の鰻
（鹿児島大崎産）大サイズ 5 尾

○事業者／楠田養鰻有限会社 1099-476-0442

○�約150ｇ程度の大きめのうなぎ×5尾

申込
番号 V602 交換

ポイント 75ポイント

「極上」くすだ屋の鰻
（鹿児島大崎産）大サイズ 10 尾

○事業者／楠田養鰻有限会社 1099-476-0442

○�約150ｇ程度の大きめのうなぎ×10尾

申込
番号 V603 交換

ポイント 135ポイント

鹿児島県大隅産
千歳鰻の白焼鰻　2尾

○事業者／千歳鰻 1099-476-2770

○�150g〜160g�2尾

申込
番号 CH61 交換

ポイント 40ポイント

鹿児島県大隅産
千歳鰻の白焼鰻 5尾

○事業者／千歳鰻 1099-476-2770

○150g〜160g�5尾

申込
番号 CH64 交換

ポイント 80ポイント

鹿児島県大隅産
千歳鰻の白焼鰻 3尾

○事業者／千歳鰻 1099-476-2770

○�150g〜160g�3尾

申込
番号 CH62 交換

ポイント 50ポイント

鹿児島県大隅産 千歳鰻の
白焼鰻 2尾・鰻焼肝セット

○事業者／千歳鰻 1099-476-2770

○150g〜160g�2尾、肝�50g�3パック

申込
番号 CH68 交換

ポイント 45ポイント
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「鹿児島大崎べっぴん
マンゴー」こだわりの鉢植え
完熟アップルマンゴー中2玉

「鹿児島大崎べっぴん
マンゴー」こだわりの鉢植え
完熟アップルマンゴー大2玉

○事業者／西平マンゴー園 1099-477-0317○事業者／西平マンゴー園 1099-477-0317

○�セット内容／品種：アーウィン種（通称アップルマンゴー）
サイズ：約350グラムＭ玉　2個入　糖度：16度以上
（約18度〜20度）
配送期間：5月15日〜8月20日

○�セット内容／品種：アーウィン種（通称アップルマンゴー）
サイズ：約500グラムＬ玉　2個入　糖度：16度以上
（約18度〜20度）
配送期間：5月15日〜8月20日

交換
ポイント 20ポイントネット

限定
「マイページ」より
お申込み下さい

ネット
限定

「マイページ」より
お申込み下さい

ネット
限定

「マイページ」より
お申込み下さい

ネット
限定

「マイページ」より
お申込み下さい

ネット
限定

「マイページ」より
お申込み下さい

交換
ポイント 30ポイント

このうえない甘さ！人気№１
「大崎べっぴんマンゴー」

○事業者／安田農園株式会社 1099-477-1428 ○事業者／安田農園株式会社 1099-477-1428 ○事業者／安田農園株式会社 1099-477-1428

【マンゴー】鉢入り娘
化粧箱入り

【マンゴー】鉢入り娘
ご家庭用1kg箱入り

【マンゴー】鉢入り娘
ご家庭用2kg箱入り

○�秀品�2〜3個入り（合計800ｇ以上）をお届けします。
配送期間：7月上旬〜8月末
※天候によって配送時期が
前後する場合がございます。

○B級品�2〜3個入り（合計1ｋｇ以上・不揃い詰め）を
茶色段ボール箱でお届けします。
配送期間：7月上旬〜8月末
※天候によって配送時期が
前後する場合がございます。

○�B級品�5〜6個入り（合計2ｋｇ以上・不揃い詰め）を
茶色段ボール箱でお届けします。
配送期間：7月上旬〜8月末
※天候によって配送時期が
前後する場合がございます。

交換
ポイント 45ポイント 交換

ポイント 35ポイント 交換
ポイント 50ポイント

『糖度保証    
シール添付』

『糖度保証    
シール添付』

『糖度保証    
シール添付』

ネット

ネット ネット ネット

ネット

鹿児島の食

マンゴー県内生産量の半分以上のシェアを誇る大崎町。
「大崎産マンゴー」は糖度も高く、とろける食感は最高です。
大崎町自慢の完熟マンゴーをお楽しみ下さい。

【数量限定】『産地指定』かご
しまブランド最高級マンゴー

「夏姫（なつひめ）2016」

○事業者／ＪＡそお鹿児島 1099-476-1104

○�夏姫基準サイズ：450グラム以上（2玉）、糖度：15
度以上、色：外観の紅色が3分の2以上
配送期間:�5月中旬〜8月末

交換
ポイント 60ポイントネット

限定
「マイページ」より
お申込み下さい

ネット

カステラの本場長崎の職人に焼いてもらっ
たマンゴーカステラが完成しました。大崎町
だからこそできたマンゴースイーツ。今回ふる
さと納税限定品として特別に提供していた
だきました。

マンゴーカステラ2 本セット

○事業者／安田農園株式会社 1099-477-1428

○カステラ10切�2本

申込
番号 J605 交換

ポイント 25ポイント

「大崎産マンゴー」 
おおよそ500g×2 玉

○事業者／ＪＡそお鹿児島 1099-476-1104

○�サイズ：おおよそ500グラム（2玉）、糖度：15度前後
配送期間:�5月中旬〜8月末

交換
ポイント 50ポイントネット

限定
「マイページ」より
お申込み下さい

ネット

2017年6月1日
〜売り切れ
次第終了

受付期間

2017年6月1日
〜売り切れ
次第終了

受付期間

2017年6月1日
〜売り切れ
次第終了

受付期間

2017年4月1日
〜売り切れ
次第終了

受付期間

2017年4月1日
〜売り切れ
次第終了

受付期間

2017年6月1日
〜売り切れ
次第終了

受付期間

2017年6月1日
〜売り切れ
次第終了

受付期間
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菜の花エコ ななくさ農園
「有機栽培紅はるか」
冷凍焼きいも
○有機栽培紅はるか焼き芋1.5キロ

野菜果物詰め合わせ
セット（10 種類程度）

○事業者／安田農園株式会社 1099-477-1428

○�野菜10品目前後（季節によって果物が入ります）
をお届けします。

申込
番号 J604 交換

ポイント 25ポイント

鹿児島の食 鹿児島の食

大崎町の肥沃な大地はミネラルを多く含み、野菜が
もつ本来の旨みを引き出します。丹念に育てられた
米や野菜の美味しさをご堪能ください。

鹿児島県大隅半島産の

農産物が10品目前後入ります。

お届けする時期の旬のものを

お入れします。

内容はおまかせください。

イクヒカリは、コシヒカリの遺伝

子を引き継ぎ、コシヒカリより

もっちりとした食感で、炊き上がり

はふ～っくら、冷めた時の

粘りも強く、特におにぎりや

お弁当に最適のお米です。

申込
番号 E601 交換

ポイント 15ポイント

早場米大崎産「イクヒカリ」
5㎏（新米を 7月からお届け）

○事業者／株式会社中崎米穀店　1099-476-0432

○�イクヒカリ5㎏
配送期間：7月25日〜3月31日

申込
番号 E602 交換

ポイント 30ポイント

早場米大崎産「イクヒカリ」
10㎏（新米を 7月からお届け）

○事業者／株式会社中崎米穀店　1099-476-0432

○イクヒカリ10㎏
配送期間：7月25日〜3月31日

申込
番号 E603 交換

ポイント 60ポイント

早場米大崎産「イクヒカリ」
20㎏（新米を 7月からお届け）

○事業者／株式会社中崎米穀店　1099-476-0432

○イクヒカリ20㎏
配送期間：7月25日〜3月31日

7/25〜
1/31

受付期間

7/25〜
1/31

受付期間

7/25〜
1/31

受付期間

安納芋
【鹿児島大崎産さつまいも】5kg

○事業者／サンワイティ株式会社 1099-476-5550

○�5kg　配送期間：9月中旬〜

申込
番号 AB66 交換

ポイント 20ポイント

鹿児島大崎産四種のさつま芋
詰め合わせ
○安納芋2kg、シルクスイート1kg、紅はるか1kg、紅さつま1kg
配送期間：9月中旬〜

○事業者／サンワイティ株式会社 1099-476-5550

申込
番号 AB67 交換

ポイント 20ポイント

紅さつま
【鹿児島大崎産さつまいも】5kg

○事業者／サンワイティ株式会社 1099-476-5550

○�5kg　配送期間：9月中旬〜

申込
番号 AB63 交換

ポイント 20ポイント

鹿児島大崎産三種のさつま芋
詰め合わせ

○事業者／サンワイティ株式会社 1099-476-5550

○安納芋2kg、紅はるか2kg、紅さつま1kg
配送期間：9月中旬〜

申込
番号 AB68 交換

ポイント 20ポイント

紅はるか
【鹿児島大崎産さつまいも】5kg

○事業者／サンワイティ株式会社 1099-476-5550

○�5kg　配送期間：9月中旬〜

申込
番号 AB64 交換

ポイント 20ポイント

申込
番号 F601

安納芋 1kgと紅はるか
1kg の冷凍焼いもセット

○事業者／株式会社都食品 1099-476-0540

○�安納芋の冷凍焼いも1kg・紅はるか1kg
の冷凍焼いも

交換
ポイント 20ポイント 申込

番号 B607

さつま芋
（紅はるか）

○事業者／株式会社コーセン 1099-476-1745

○��5kg
配送期間：12/1〜

交換
ポイント 15ポイント 申込

番号 NA64
○事業者／㈱ななくさ農園 1099-471-6010

交換
ポイント 20ポイント

さつまいも（からいも）の全国有数の生産地です。本場鹿児島の芋を農場から直送いたします。
色 な々品種のさつまいもを食べ比べてみませんか。

高水分と焼くと

まるでクリームのように

ねっとりした食感生の

状態で糖度16度，時間をか

けて上手に焼くと糖度が

40度前後にもなります。

形，色，味ともに美しい

さつま芋で，ほくほくした

食感で香り高く上品な

甘さで様々なシーンで

使用できます。

安納芋よりもはるかに

甘いということから「紅はる

か」という名前がついたとも

言われ，従来のさつまもい

もより水分が多く，ねっとり

しっとりした食感です。

9/1〜

受付期間 9/1〜

受付期間

9/1〜

受付期間

9/1〜

受付期間

9/1〜

受付期間

12/1〜

受付期間



鹿児島の酒 鹿児島の酒

大崎町が誇る新平酒造（株）、天星酒造（株）は本格焼酎の蔵元。
地元の新鮮なさつまいもと豊富で綺麗な水とこだわりの製法で
つくられた焼酎本来の味わいをお楽しみください。

受
け
継
が
れ
て
き
た
伝
統
を
守
り
な
が
ら
も
、

そ
こ
に
慢
心
す
る
こ
と
な
く
、
常
に
新
た
な
挑
戦
を
続
け
て
い
ま
す
。

原点を忘れることなく、最後の一滴
に至るまで熱き情熱を注ぎ込んだ
芋焼酎「金計佐」。どこまでも素材
に、味に、香りに、品質に磨きをかけ
た芋焼酎「大金の露」。

新
平
酒
造

蒸
留
酒
を
愛
す
る
世
界
の
人
々
に
焼
酎
造
り
百
十
余
年

1901 年初代松永貞信が酒類製造
業を創業、1954 年三代目松永貞雄
が株式会社を創設。以来、様々な醸
造技術開発を行ってきました。そし
て現在も世界の人々に愛される蒸留
酒造りを目指し新たな挑戦を続け
ています。

天
星
酒
造
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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崎町ふるさと納税謝礼品カタログホームページhttp://furu-po.com/osaki 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。※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崎町ふるさと納税謝礼品カタログホームページhttp://furu-po.com/osaki をご覧下さい。
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【全4 回 定期頒布会】
天星酒造 10L 芋焼酎4 種
飲み比べセット

○事業者／天星酒造株式会社 1099-477-0510

○�3ヶ月に一度のペースで4回、10L入り芋焼酎をお届けします。
（毎回銘柄、酒質は異なります）

申込
番号 R601 交換

ポイント 170ポイント

天星酒造 早垂蒸留製
芋焼酎セット

○事業者／天星酒造株式会社 1099-477-0510

○�天星宝醇金（芋焼酎�42度�720ml）、天星宝醇赤
（芋焼酎�42度�720ml）

申込
番号 R602 交換

ポイント 55ポイント

天星酒造 本格芋焼酎
新旧呑み比べセット

○事業者／天星酒造株式会社 1099-477-0510

○�ゆうのこころ（芋焼酎�25度�1800ml）
天星百恵（芋焼酎�25度�1800ml）

申込
番号 R603 交換

ポイント 35ポイント

天星酒造 麦焼酎
「天の風」飲み比べセット

○事業者／天星酒造株式会社 1099-477-0510

○�天の風3年貯蔵（麦焼酎�720ml詰�25度）
天の風（麦焼酎�720ml詰�25度）

申込
番号 R616 交換

ポイント 20ポイント

【大崎町 2015年ふるさと
納税額町村日本一記念】
本格芋焼酎 大岬

○事業者／天星酒造株式会社 1099-477-0510

○�大岬（芋焼酎�25度�900ml）

申込
番号 R614 交換

ポイント 10ポイント

大崎町焼酎飲み比べセット①

○事業者／株式会社あすぱる大崎 1099-471-6666

○�ゆうのこころ（天星酒造、芋焼酎）1.8L、
大金の露（新平酒造、芋焼酎）1.8L

申込
番号 T602 交換

ポイント 30ポイント

大崎町焼酎飲み比べセット②

○事業者／株式会社あすぱる大崎 1099-471-6666

○ゆうのこころ（天星酒造、芋焼酎）720ml
大金の露（新平酒造、芋焼酎）900ml

申込
番号 T603 交換

ポイント 20ポイント

大崎町焼酎飲み比べセット③

○事業者／株式会社あすぱる大崎 1099-471-6666

○�天星百恵（天星酒造、芋焼酎）1.8L
金計佐（新平酒造、芋焼酎）1.8L

申込
番号 T604 交換

ポイント 40ポイント

大金の露陶器四合瓶 1 本

○事業者／新平酒造株式会社 1099-476-0024

○�大金の露�25％�720ｍｌ�陶器�×1本

申込
番号 N608 交換

ポイント 20ポイント

大金の露 2 升セット

○事業者／新平酒造株式会社 1099-476-0024

○�大金の露�25％�1800ｍｌ×2本

申込
番号 N602 交換

ポイント 30ポイント

1升呑み比べセット

○事業者／新平酒造株式会社 1099-476-0024

○�大金の露�25％�1800ｍｌ×1本、金計佐�25％
1800ｍｌ×1本

申込
番号 N618 交換

ポイント 40ポイント

小瓶呑み比べセット

○事業者／新平酒造株式会社 1099-476-0024

○�大金の露�25％�900ｍｌ×1本、金計佐�25％
720ｍｌ×1本

申込
番号 N620 交換

ポイント 25ポイント

1 升呑み比べ 3 本セット

○事業者／新平酒造株式会社 1099-476-0024

○�大金の露�25％�1800ｍｌ×3本、金計佐�25％�
1800ｍｌ×3本

申込
番号 N619 交換

ポイント 95ポイント



鹿児島の食 鹿児島の食

大崎の特産物を使用した商品を取り揃えました。
大地からの恵みや海からの恵みなど、大崎町の
「美味しい」をお楽しみ下さい。
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申込
番号 KA61

鹿児島おおさき和牛
マンゴーカレー 3 個パック

○事業者／キッチンシュエット 1099-477-2141

○�パウチカレー180ｇ×３パック

交換
ポイント 20ポイント

申込
番号 AF01

桜島灰干しギフト

○事業者／株式会社樹楽 10995-73-3812

○�桜島灰干しぶり×2、桜島灰干しえいひれ×2、桜島灰
干し手羽×2、桜島灰干し出汁醤油150ｍｌ2本（濃口ハ
チミツ入り、薄口）
※季節等により、魚の種類が変わる場合がございます。

交換
ポイント 20ポイント

申込
番号 DA61

黒潮の恵みをご家庭で味
わうセット！大崎の「佃煮
手作りパック」と「ちりめん」

○事業者／大二水産直売店 1099-476-1828

○�わが家で作れる大崎の佃煮パック（ちりめん100ｇ，ごま
50ｇ，昆布50ｇ，鰹節50ｇ）、背白ちりめん（しらす干し）
150ｇ×3個、しそちりめん（ふりかけ）100ｇ×1個

交換
ポイント 20ポイント

申込
番号 DA62

海のカルシウムたっぷりセット
「ちりめん」「しそちりめん」
「食べるいりこ」

○事業者／大二水産直売店 1099-476-1828

○しそちりめん（ふりかけ）100ｇ×1個、ちりめん（しらす干し）
150ｇ×1個、食べるいりこ180ｇ×1個

交換
ポイント 15ポイント

申込
番号 AH01

産直極上干物（塩つけ）

○事業者／津代鮮魚店 1099-476-1148

○�10枚（季節により魚の種類がかわります。アジ、カマス、
サワラなど旬な魚をお届けします。）

交換
ポイント 25ポイント

申込
番号 AF02

桜島灰干しギフト

○事業者／株式会社樹楽 10995-73-3812

○�桜島灰干しぶり×2、桜島灰干しえいひれ×2、桜島灰
干し手羽×2、桜島灰干しふぐ×1、桜島灰干し椎茸旨煮、
桜島灰干し出汁醤油150ｍｌ2本（濃口ハチミツ入り、薄口）
※季節等により、魚の種類が変わる場合がございます。

交換
ポイント 30ポイント

申込
番号 AH03

極上干物（塩つけ）と
極旨南蛮漬けのお得なセット

○事業者／津代鮮魚店 1099-476-1148

○�干物12枚、南蛮漬12尾（季節により魚の種類がかわります。
アジ、カマス、サワラなど旬な魚をお届けします。）

交換
ポイント 50ポイント

申込
番号 NA61

純国産なたね油
「鹿児島大崎ヤッタネ！
菜ッタネ！」

○事業者／㈱ななくさ農園 1099-471-6010

○�菜種油270ｇ×３本

交換
ポイント 20ポイント申込

番号 YA61

鹿児島大崎産
干し椎茸と鹿児島醤油

○事業者／ヤマタマライフ 1099-478-3080

○�乾燥椎茸120ｇ、だし醤油1Ｌ、さしみ醤油1Ｌ

交換
ポイント 25ポイント

申込
番号 E605

純そば粉 2 キロ
【産地限定鹿児島大崎産】

○事業者／株式会社中崎米穀店 1099-476-0432

○�1キロ×2袋

交換
ポイント 15ポイント

大崎で愛される洋食屋の
手作りドレッシングソースセット

○事業者／カフェ・ド・グリル　サザンクロス
 1099-476-4406

○�カルパッチョドレッシング285ml×2本、チキン南蛮
ソース250ml×1本、ステーキポン酢285ml×1本

申込
番号 AC61 交換

ポイント 20ポイント

地元漁港で水揚げされた新鮮な魚ををその日の内に加工することで、魚独特の臭みを最小
限に抑え、魚本来の味を堪能できます。焼き物にすると香ばしい香りと共に、ホクホクの食感
を楽しめます。

桜島の火山灰で、鹿児島産の魚、肉を灰干
しました。鹿児島にこだわった桜島灰干し
です。

申込
番号 U614

ABO 大崎牛ビーフカレー
（4 個セット）

○事業者／（株）HANETA　1099-479-3008

○�大崎牛ビーフカレー（レトルトパウチ）200ｇ�1人前×4個セット

交換
ポイント 35ポイント

（夏季期間：冷蔵）

（夏季期間：冷蔵）

商品部門
食品産業分野

最優秀賞



鹿児島の食 鹿児島の食

カタラーナとはスペインカタルーニャ地
方の伝統的デザート「クレマカタラナ」
から生まれたイタリアでも定番のドル
チェです。濃厚なプリンの上にぱりぱり
のカラメルが乗っています。冷凍庫で冷
やして食べるフローズンスィーツです。
ベースのプリンは新鮮な卵を使用してい
ます。サザンクロスのシェフがひとつひと
つ真心こめてつくる魔法のドルチェをお
楽しみください。
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葛もち、胡麻豆腐、葛きり
セット

○事業者／株式会社コーセン 1099-476-1745

○�くず餅80ｇ×2個、葛白雪豆腐、
胡麻豆腐（白、黒）各2個、葛きり1食用2個

申込
番号 B601 交換

ポイント 25ポイント

大崎町の特産品を使用したどこか懐かしい、
優しい味わいをお楽しみください。

鹿児島の恵みで作った
ジェラート10 種類セット

○事業者／株式会社都食品 1099-476-0540

○�セット内容／鹿児島の恵みで作ったジェラート10種
類セット90ml【ミルク】【チョコ】【バニラ】【さつまいも】【紫いも】
【安納芋】【おおすみ茶】【マロン】【黒糖塩キャラメル】【マンゴー】
※全て手作りのため、発送まで1ヶ月以上かかることがあります。

申込
番号 F604 交換

ポイント 25ポイント

シェフの魔法のアイスプリン
「カタラーナ」

○事業者／カフェ・ド・グリル　サザンクロス
 1099-476-4406

○カタラーナ６個セット

申込
番号 AC62 交換

ポイント 20ポイント

イタリア生まれのジェラートを
鹿児島の原材料を使用し作りました。
鹿児島のジェラートの名店
「花の木冷菓堂」のジェラートです。

鹿児島県大隅半島のさつまいも（紅はるか）を蒸してじっくり時間
をかけて干し芋にしました。ほんのり甘い干し芋です。

鹿児島県は本葛の国内最大の生産を誇り、国内最大の葛粉供給
地です。高隈連山の豊富な地下水が育てた大隅地方の葛は良質
な葛粉として有名です。

≪限定プレゼント≫本葛を使った 
くず プルリン アイス付！
抹茶ロールとしゃりんばいセット

○事業者／菓子処さつまや 1099-476-0166

○抹茶ロール1本、しゃりんばい2個、【限定プレゼント】くず�プルリン�アイス2本
※くずプルリンアイスの写真は一例です。種類は当店におまかせです。
予めご了承下さいませ。

申込
番号 K604 交換

ポイント 20ポイント

チョコムースがたまらないトリコロールとしゃりんばい
セット。今なら冷たくって美味しい！本葛を使った
 【くず プルリン アイス】　プレゼント中です！

○事業者／菓子処さつまや 1099-476-0166

○トリコロール1本、しゃりんばい2個、【限定プレゼント】くず�プルリン�アイス2本
※くずプルリンアイスの写真は一例です。種類は当店におまかせです。予めご了承下さいませ。

申込
番号 K605 交換

ポイント 20ポイント

干し芋 6個セット

○事業者／株式会社コーセン 1099-476-1745

○�干し芋：150ｇ×6個

申込
番号 B603 交換

ポイント 25ポイント

大隅半島産紅はるかを使用し、収穫後土蔵の貯蔵庫でじっくり
熟成し、芋の澱粉質が糖化してから焼き上げてから干し芋に加
工しています。自然な甘さとソフトな食感が楽しめます。

焼き干し芋120g×4袋

○事業者／株式会社都食品 1099-476-0540

○焼き干し芋120g×4袋

申込
番号 F603 交換

ポイント 20ポイント

「3ケ月頒布会」なつかし～い
素朴な味のからいも飴
定期便コース

○事業者／冨士屋製菓有限会社 1099-476-0067

○�芋ねり飴230ｇ×1個、半生造りからいも飴100
ｇ×2袋、沖縄黒糖飴80ｇ×2袋、九州贅沢フルー
ツキャンディ100ｇ×2袋、芋おこし12本入り×1袋、
さとうきび飴1袋

申込
番号 S601 交換

ポイント 55ポイント

自然派だから麦芽糖

○事業者／冨士屋製菓有限会社 1099-476-0067

○�200ｇ×12本

申込
番号 S615 交換

ポイント 40ポイント

鹿児島伝統菓子 さつま芋あめ

○事業者／冨士屋製菓有限会社 1099-476-0067

○50ｇ×8袋（さつま芋あめ2袋、緑茶あめ1袋、しょうが
あめ1袋、黒糖あめ1袋、こめあめ1袋、有平糖2袋）

申込
番号 S616 交換

ポイント 20ポイント

ふるさと和菓子詰合せ

○事業者／菓子処さつまや 1099-476-0166

○しぐれかるかん・かからん団子・いこもち等�詰合せ

申込
番号 K601 交換

ポイント 25ポイント

三
ケ
月
頒
布
会



鹿児島のあれこれ 鹿児島に行こう！

21 22
※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
詳細に関しては大崎町ふるさと納税謝礼品カタログホームページhttp://furu-po.com/osaki 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
詳細に関しては大崎町ふるさと納税謝礼品カタログホームページhttp://furu-po.com/osaki をご覧下さい。

温泉

○事業者／株式会社 あすぱる大崎 1099-471-6666

○�セット内容／ペア宿泊チケット
※半年前から予約は可能です。また予約出来ない場合もありますので事
前に必ずご連絡ください。和室にはシャワーはありませんのでご了承ください。

申込
番号 T601 交換

ポイント 115ポイント

【1 泊 2 食温泉付き】あすぱる大崎
ペア宿泊旅行券＋お土産付き！

桜島溶岩 焼肉用プレート1枚

○事業者／株式会社ストーンワークス 1099-478-3149

○�セット内容／330×260×30㎜�、重さ�5.5�㎏

申込
番号 C601 交換

ポイント 65ポイント

軽石七輪 1個と金網 1枚セット

○事業者／株式会社ストーンワークス 1099-478-3149

○�セット内容／七輪�；�外寸�300×300×190㎜、内寸
195×195×（約）100㎜�重さ�9.5㎏、金網�；210×300㎜

申込
番号 C602 交換

ポイント 40ポイント

鹿児島茶【緑茶】

○事業者／柳原製茶 1099-478-2965

○100ｇパック4本×2

申込
番号 W602 交換

ポイント 60ポイント

鹿児島茶【緑茶】

○事業者／柳原製茶 1099-478-2965

○�100ｇパック4本

申込
番号 W601 交換

ポイント 30ポイント

匠の技「銀杏まな板中」

○事業者／ 匠の木尾 1099-476-3587

○厚さ20㎜×縦350㎜×横200㎜
※全て手作りのため，発送まで1か月以上かかることが
あります。

申込
番号 AG02 交換

ポイント 25ポイント

まるごと桑セット

○事業者／諸木農園 1099-476-2275

○桑抹茶100g、桑あま茶30g（3g×10P）、
ヘルスサポート29g（62粒入）

申込
番号 L609 交換

ポイント 35ポイント

諸木農園の桑商品をまるごと詰合せ！

諸木の桑抹茶２袋

○事業者／諸木農園 1099-476-2275

○桑抹茶100g×2袋

申込
番号 L611 交換

ポイント 30ポイント

自社栽培・自社加工、色合いと飲みやす
さを追求したノンカフェインの純粋桑の
葉100％の粉末青汁です。

プレミアムブレンド茶
「桑あま茶 2 袋」

○事業者／諸木農園 1099-476-2275

○内容量：30g（3g×10P）×2袋

申込
番号 L612 交換

ポイント 20ポイント

桑の葉の成分を取り入れながら天然の甘味
を美味しいジュースとしてお飲み頂けます。

諸木の桑抹茶・
サプリメント詰合せ

○事業者／諸木農園 1099-476-2275

○桑抹茶100g、ヘルスサポート29g（62粒入）

申込
番号 L608 交換

ポイント 30ポイント

諸木農園の桑抹茶とサプリメント詰合せ！

明日葉青汁 30 包
【鹿児島県大崎産】

○事業者／サンワイティ株式会社 1099-476-5550

○1箱（3gスティック×30包入）

申込
番号 AB61 交換

ポイント 15ポイント

健康野菜・明日葉の葉と茎をそのまま乾
燥し、粉砕しました。明日葉に含まれる栄
養がまるごととれる青汁です。

まな板で，最も上質な素材とされる銀杏。刃当たりが優しく，包丁で切った後の感触が最大の魅力で
す。水はけもよく，黒ずみになりにくい素材を大崎町の木工職人木尾正文が丁寧に仕上げます。やすらぎ、そして健康のために、深い味わいの

かごしま茶をぜひ、ご賞味ください。

寄附金額 付与ポイント
10,000 円以上 25ポイント
12,000 円以上 30ポイント
14,000 円以上 35ポイント
16,000 円以上 40ポイント
18,000 円以上 45ポイント
20,000 円以上 50ポイント
22,000 円以上 55ポイント
24,000 円以上 60ポイント
26,000 円以上 65ポイント
28,000 円以上 70ポイント
30,000 円以上 2,000 円毎に 5ポイント付与

寄附額別ポイント換算表

　大崎町は、九州最南端である鹿児島県
の東南部に位置しています。大隅半島の一
部を成しており、大崎町の南部では志布志
湾を望むことができます。
　この地域では豊かな水産物をはじめ、北
部にかけて広大な台地が広がり、温暖な
気候を活かした良質な農畜産物が育まれ
ています。海の幸と陸の幸。その両方が楽
しめる大崎町は、まさに「食の宝庫」。この
土地で収穫できる特産品の数々は、多くの
人々に幸せの一口を運んできました。

太陽の恵みがさんさんと 
降りそそぐ大崎町

鹿児島県大崎町

あすぱる大崎は、地域観光と情報の発信拠点としての役割を果たす
ことで、地域経済の活性化に寄与することを目指すとともに、町民
の皆様への福祉と交流の場となることを目的としています。

2016年6月1日
〜数量上限に
達し次第終了

受付期間

2016年6月1日
〜数量上限に
達し次第終了

受付期間



カタログの見かた

○事業者／みかん農園 1000-000-0000

完熟みかん（M）
○�セット内容／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

申込
番号 A001 交換

ポイント 50ポイント

8/1〜
12/15

受付期間

【謝礼品の説明について】

謝礼品が配送される時期

謝礼品の申込番号 謝礼品の交換ポイント数

謝礼品に関する問合せ先

謝礼品の配送方法

Sample

※自治体毎にポイント表記が異なります。

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

カタログの内容について�
『JTB ふるぽふるさと納税コール
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
大崎町ふるさと納税謝礼品
ホームページをご覧ください。

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

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。

ネット

地域産品の場合
宅配便、メール便でお送りします。

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。

ネット

●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。

 

○ 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/

※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。

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）�

　
鹿児島県 大崎町 ふるさと納税の活用方法

・菜の花エコプロジェクト等の環境施策に関する事業

・白砂青松等の地域特性を生かした観光・スポーツ
    施策に関する事業

・未来を担う子どもの教育環境の充実に関する事業

・その他目的達成のために町長が必要と認める事業

競走馬の調教風景

白砂青松�くにの松原

都萬神社神舞�奉納

※菜の花エコプロジェクト

益丸海岸

謝礼品をお申込みの前にご確認ください

監修／一般社団法人�地域交流推進協議会 927061B

【大崎町のふるさと
納税の活用方法】
はこちらから。




