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NEW！

4主

NEW！ NEW！ NEW！ NEW！ NEW！

カシオペアプレミアムBBQセットa

発送時期：通年

二戸のフルーツ

発送時期：旬の時期

【滴生舎】おこさまスーペリアセット

発送時期：通年

りんごの木のオーナー権 【限定30】

収穫時期：11月中旬 ※別途ご案内します

カシオペアプレミアムBBQセットb

発送時期：通年

B1~B7

【滴生舎】こぶくら1個

発送時期：通年

寄附金額が5万円以

上10万円未満の方

Z-1から1点

寄附金額が20万円以上30万円未満の方

D-1から1点

寄附金額が1万円以上3万円未満の方

A-1～A-25 の中から１点

寄附金額が30万円以上50万円未満の方

E-1から1点

寄附金額が3万円以上5万円未満の方

B-1～B-7 の中から１点

寄附金額が

100万円以上の方

G-2から1点

寄附金額が

50万円以上100万円未満

の方 F-1から1点

寄附金額が10万円以

上20万円未満の方

C-1～C-7の中から1点

ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰの木のｵｰﾅｰ権2016年度【限定25】

収穫時期：６月～７月頃予定

【滴生舎】お料理多様盆＆おさじ２本

発送時期：通年

IGRいわて銀河鉄道車両貸切権

通年：申込確認後IGRより直接連絡がいきます

【滴生舎】ボウル3点＆夫婦箸2膳

発送時期：通年

二戸地酒セット[南部美人]

発送時期：通年

二戸冷酒セット[南部美人]

発送時期：通年

浄法寺どぶろくセット

発送時期：通年

山ぶどう酢ﾄﾞﾘﾝｸ・ｾﾞﾘｰ詰合せ

発送時期：通年

折爪三元豚・佐助まるっと1頭

発送時期：通年

ローカルせんべいいろいろセット

発送時期：通年

二戸のこだわり調味セット

発送時期：通年

二戸はちみつセットa

発送時期：通年

二戸はちみつセットb

発送時期：通年

二戸銘菓詰合せ

発送時期：通年

にのへ田舎スイーツ

発送時期：通年

雑穀あじわいセット

発送時期：通年

雑穀いろいろセット

発送時期：通年

金田一う米(いわてっこ)

発送時期：通年

【滴生舎】カップ＆ソーサー２個

発送時期：通年

二戸市ふるさと寄附金 記念品リスト

A1~A25
南部せんべい・せんべい汁詰合せ

発送時期：通年

小松製菓いろいろセット

発送時期：通年

畜産王国セット[ハンバーグ]

発送時期：通年

畜産王国セット[ポーク＆ビーフ]

発送時期：通年

畜産王国セット[ポーク]

発送時期：通年

畜産王国セット[チキン＆ポーク]

発送時期：通年

畜産王国セット[チキン]

発送時期：通年

あべどりチキンバラエティセット

発送時期：通年

二戸カレーセット

発送時期：通年

【滴生舎】浄法寺塗箸２膳

発送時期：通年

カシオペアプレミアムBBQセットc

発送時期：通年

志賀せんべいいろいろセット

発送時期：11月～1月頃（冬期限定）

キッチンガーデンおまかせ宅配

発送時期：通年

お食い初めセット「花あづさ」

発送時期：通年

ターナー(穴あき・穴なし)

発送時期：通年

にのへプレミアム果物ギフト便【限定

100】　■6/26迄の限定受付！

カトラリーセット「梓の宴」２組

発送時期：通年

肩たたき＆まごの手セット

発送時期：通年

【滴生舎】浄法寺椀(中)２個

発送時期：通年

岩手県のてっぺんに位置する二戸市は,東北最大級のヒメボタルの観賞地である「折爪・馬仙峡県立自然

公園」や国指定史跡「九戸城跡」,瀬戸内寂聴師が名誉住職を務める「天台寺」,そして座敷わらし伝説の

残る「金田一温泉郷」など魅惑のスポットがたくさんあります．

また,当市は漆の生産量 (もちろん質も!) が日本一で,上質な漆器を生産しているほか,世界遺産である日光

東照宮の修復マテリアルとして使用されたり,国外でのプロモーションも行っています．併せて‘うるし

はちみつ’など特産品開発にも力を入れています．

この他,たくさんの推奨特産品をふるさと納税の記念品としてご用意しています．

『二戸市ふるさと寄附金』をとおして,皆さまとご縁ができることを楽しみにしています!

1万円以上のご寄附をいただいた皆さまへ

特産品をお送りします! 金額に応じてお選び

ください．

※商品によっては申込期限がある場合があり

ます．詳しくはホームページをご覧いただく

か，担当までお問い合わせください．

にのへの美味い! が

勢ぞろい🍴

A-17 A-18

A-22

A-15

A-1

南部せんべい汁(3人前×2袋)

おばあちゃんの腕自慢(30枚入)

割り醤せんべい(55g)

ぷっくりさくさくせん(14枚入)

南部せんべいのかたいみみ がんこ(１００g)

まきば村のバター豆(15枚入)

生南部サブレ(6枚入)

NEW 納豆食せん(6個入)

うす焼くるみごま(10枚入),  南部せんべい おばあちゃん まめ&ごま(各12枚入)

A-2

うす焼きくるみせんべい

うす焼きアーモンドせんべい

うす焼きしろせんべい

うす焼きチーズせんべい

うす焼きバターせんべい

【冬期限定発売】あめせんべい×２

せんべいジャー6種(ペッパー・フレンチサラダ・メイプル・ハバネロ・コーンポタージュ)

←

↓A-3

A-4 A-5

チキンカレーは,大きな手羽元がゴロっと2

本も入っています．味も絶品!

赤べこシチュー&カレーは,二戸市で育った

短角和牛をたっぷりじっくり煮込んで仕上

げた自信の一品!

A-6
親子丼(225g)

鶏釜めしの素(225g)

NEW 鶏そぼろ(35g×2)

田子にんにくチキンカレー(245g)

チキンカレー(245g)

チキンハヤシ(245g)

クリームシチュー(245g)

A-7

あべどりチキンカレー(245g×2)

短角亭赤べこビーフシチュー(200g×2)

短角亭赤べこカレー(200g×2)

A-8

折爪三元豚佐助の味噌漬け(550g)

A-9

折爪三元豚佐助ウィンナ4種

(葉にんにく,チョリソー,ペッパー,粗挽き 各300g)

ボンレスハム(約200g)

ベーコン(約300g)

A-11A-10

五穀餃子(10個入)

佐助シューマイ(8個入)

南部高原豚味噌漬け(120g×5枚入)

岩手短角和牛ハンバーグ(150g)×3

佐助豚の焼上げハンバーグ(140g)×2

岩手短角和牛ハンバーグ(150g)×4

岩手短角和牛チーズハンバーグ(150g)×2

A-12

麹屋の手造り味噌(1kg)

たるさわ味噌(800g)

そばえ庵醤油(500ml)

切りいた麩(80g)×2 金田一の畑でとれたそうめん(250g)&うどん(250g)各1

A-13

うるし蜂蜜(140g)

とち蜜(140g)

くり蜜(140g)

アカシア蜜(140g)

A-14

そば蜂蜜(220g)

りんご蜜(220g)

くり蜜(220g)

↓二戸市一押し! 「うるし蜂蜜」

二戸地域のりんごの花から採取した

「りんご蜂蜜」 やさしい風味が広がります!

相馬屋日光ぱん(5個)

相馬屋かりんと(120g)

相馬屋いしころ(5個)

藤萬いでゆもち(3個)

ｶﾈﾀ製菓座敷わらし(5個)

栄宝堂たらちね(12個入)

A-16

雑穀おはぎ（黄×４、黒×４）

へっちょこ団子（７個×１袋）

てんぽ（ごま味噌×４、くるみ味噌×４）

たかきび200g

アマランサス200g

ひえ200g×2

いなきび200g

もちあわ200g

雑穀おこめ(500g)

つぶつぶまぜっこ(500g)

五穀ごはん(20g)×6個

中生石切そば(180g)

へっちょこ団子用たかきび粉(500g)

雑穀ラスク

いわてっこ(1.2kg)×6袋

発酵鶏糞を利用した無化学肥料＋低農薬で栽培した安心・安全なお米です．

適度な粘りと口当たりがさっぱりしているのが特徴! 小分パックも使いやすい．

A-19

A-20 A-21

本醸造生貯蔵酒(300ml)×2

結のしずく(300ml)×2

純米吟醸吟ぎんが(300ml)×2

浄法寺どぶろくアヤ(720ml)

浄法寺雑穀どぶろくあや(720ml)

特別純米酒(720ml)

南部美人梅酒(720ml) A-23

美酢淡ぶんどう

100ml×5

山ぶどう・りんごｾﾞﾘｨ

各150g×5

地元の農家さんが愛情込めて育

てた旬の野菜に,春は山菜・秋は

キノコなど自然の恵みをおりまぜて

お届けします!

※内容はおまかせになります

A-24 A-25

さくらんぼ(6月中旬～7月上旬予定)

ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ（7月下旬～8月上旬予定）

※単品, 1回のみのお届け

みんな大好きお肉! を

多数ご用意🍴

上質な浄法寺漆器や

県産木のクラフト

も選べる

B-6 B-7

B-5B-4

五角箸16cm

離乳食用スプーン16cm

乳児用スプーン12cm

Craft Plum

ターナー穴なし 32㎝,ターナー穴あき 32㎝

斧折樺は木目が緻密なため水や

汚れに強く,ｷﾚｲに長く使えるのが

特徴．美しく機能的なフォルムに

こだわり製作された一品．

※2012年度グッドデザイン賞受賞作品

C-1

C-2 C-3 C-4 C-5

五角箸23cm

ディナースプーン18cm

ディナーフォーク18cm

カトラリーレスト

おしぼり置き

×２セット

Craft Plum

Craft Plum

肩たたき36cm, まごの手50cm

大胆なカーブが優美な肩たたき．

肩たたき自体に重みがあるので,力を入れなくても心地よくコ

リをほぐしてくれる．

まごの手は,幅広の持ち手が

使いやすく,実用性と美しさ

を兼ね備えた一品．

E-1

ロース10kg

肩ロース 5kg

バラ10kg

ヒレ 1kg

モモ15kg

ウデ10kg

合計51kg!!

※各部位1kgごとのスライス可

※真空パック対応 詳しくは別途連絡

D-1

B-1

岩手短角和牛モモブロック 菜・彩・鶏 骨付モモ 折爪三元豚佐助スペアリブ

300g 約1kg 450g

※お受取が可能な日時をお知らせ下さい

B-2

岩手短角和具牛焼き肉用 二戸地鶏焼き肉用 折爪三元豚佐助スペアリブ

肩ロース 250g 225g×2p 450g

※お受取が可能な日時をお知らせ下さい

B-3

岩手短角和具牛焼き肉用 菜・彩・鶏 骨付モモ 折爪三元豚佐助スペアリブ

肩ロース 250g 約1kg       450g

※お受取が可能な日時をお知らせ下さい

G-1 二戸の大地でのびのび育った岩手短角和牛

通称'あかべこ’

脂肪分が少なく,良質な高たんぱく赤肉が特徴

入手困難！！希少なまぼろしのお肉です

二戸産岩手短角和牛50kg!

ウ マ

地元でがんばる

お店屋さんの

ローカルせんべい14袋

運がよければ地元民でもなかなか入手できないレアせんべいが入っていいる!

※内容はおまかせになります
もも串(30g)×5,小肉串(25g)×4,皮串・ささみ串(30g)×各4

つくね串(45g)×5,むね皮串・テール串(40g)×各4本

2セット 合計60本!

※タレなし

※写真はｲﾒｰｼﾞです

冷凍

冷凍 冷蔵

二戸産ブランド肉(佐助豚×あべどり)

のコラボレーション!

冷凍 冷凍

冷蔵

古くから雑穀文化をけん引してきた二戸市

本格的なこちらのセットで体感してみてください!

古くから雑穀文化をけん引してきた二戸市

お手軽に味わえるセットです!

明治35年創業の地元の酒蔵「南部美人」．

南部杜氏の伝統技法を伝承するとともに,探求心あ

ふれる酒造りがなされてきました．

その日本酒を使い開発された「南部美人糖類無添

加梅酒」は,砂糖など添加物を一切加えていないため,

すっきりと上品な味わいをお楽しみいただけます．

冷蔵

稲庭岳(浄法寺町)の名水'岩誦坊の水'と湧水に育てら

れたお米'いわてっこ'を使って作られており,原料本来の味

が活かされたお酒です．

「雑穀どぶろく あや」は,いなきびを加えて作り上げました．

冷蔵

冷蔵 冷蔵 冷蔵

冷蔵

溜：23cm, 朱：22cm
φ8.4cm×5.8cm

仕様：全工程浄法寺漆

金田一温泉観光りんご園 2016年度 ※ｵｰﾅｰは単年となります

◇オーナーの方には、

後日収穫祭のご案内をいたします。

※収穫祭に来られない方には、

りんご送付（2箱保証）
仕様：全工程浄法寺漆

色：朱・溜 各1となります

色：朱・溜から

1個選択できます

※ご希望の色を

お知らせ下さい

φ12.8cm×6.9cm

仕様：全工程浄法寺

C-6

カップ（ねそり小）×２

φ7.5cm×7.6cm

ソーサー×２

φ10cm×2.1cm

※朱１、溜１

★カップとソーサー（皿）は別々にしてもお使いいただけます！

G-2

岩手県産斧折樺(オノオレカンバ) 岩手県産斧折樺(オノオレカンバ)

Craft Plum

岩手県産斧折樺(オノオレカンバ) 岩手県産斧折樺(オノオレカンバ)

はそり子ども椀 φ12cm×5.5cm

小皿 φ10.4cm×2cm

ちゃ呑み φ7.8cm×5.5cm

こども箸 18cm、

こども匙 13.4cm 色：朱のみ

色：朱・溜 から

2個選択できます

※ご希望の色を

お知らせ下さい

サーロイン

カルビ

リブロース

肩ロース

内モモ

スネ

ランプなどの

おまかせセット！

浄法寺椀(大)×2 φ13.6cm×8.5m ※全工程浄法寺漆使用

浄法寺椀(小)×2 φ12.0×6.0cm ※全工程浄法寺漆使用

平ボウル×2 φ13.0cm ※上塗：浄法寺漆使用

ねそり(カップ)×2 φ8.0cm×8.0cm ※全工程浄法寺漆使用

浄法寺塗箸×2 ※全工程浄法寺漆使用

二段丸重箱×1 φ21.5cm×11.3cm※上塗：浄法寺漆使用

【滴生舎】浄法寺漆器プレミアム

上質で高級感あふれる浄法寺漆に囲まれた暮らしはいかがでしょう
冷蔵

冷蔵

冷凍

C-7

７寸多用盛器×１

φ21cm×5cm

さじ×2 19.8cm

盆：朱、 さじ：朱１溜１

C-8

金田一温泉観光園

ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ3本のオーナー

（2016年度）

オーナーの方には、後日収穫祭のご案内をいたします。

※収穫祭に来られない方には、3本の木から採れた量、全量送付（6kg保証）

※ｵｰﾅｰは単年となります

ボウル（大中小）×1組

大 φ19.6cm×6.8cm

中 φ16.6cm×5.6cm

小 φ13.6cm×4.3cm

箸×2 溜23cm、朱22cm

重ねて収納できます！

上質な艶が自慢

F-1
夢のローカル鉄道

車両2両貸切権！

運行のオプション、日程

等はご相談の上となりま

す。

運行区間は金田一温

泉駅～盛岡駅内よりお

選び下さい

Z-1 ５万円以上の寄附！

※詳細は

別紙を

ご確認下さい


