
商品番号

BB61-22

寄附額

【内容】

　◆豚切り落とし　250g×13袋 【計3.25kg】

【発送】入金確認後、翌月末までに発送

【事業所】(株)黒潮ポーク

商品番号 数量限定≪訳あり≫

BA27-21 人気のネギトロ(計1kg)

寄附額

【内容】

【発送】入金確認後、1～2か月程度で発送

【事業所】 (株)南郷包装

商品番号 ≪本格芋焼酎≫

CC20-22 日南市だれやみBセット(900ml×6本)

寄附額

【内容】

　◆松の露黒麹仕込み（900ml）◆黒麹平蔵（900ml）

　◆黒飫肥杉（900ml）　　　　◆油津チョロ船（900ml）

　◆赤飫肥杉（900ml）　 各１本

　◆かね京かんろ（900ml）　　　※アルコール度数20度

【事業所】(株)川俣泰一商店

　◆ネギトロ　200g×5袋　【計1kg】　

【発送】入金確認後、1～2週間程度で発送

18,000円 常温

12,000円 冷凍便

11,000円 冷凍便

数量限定≪大人気の生冷凍!!≫

『厳選』豚切り落とし(計3.25kg)

2022年度

お肉部門

2022年

魚介部門

宮崎県日南市

ふるさと納税カタログ
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商品番号 ≪定期便≫宮崎牛イチオシ焼肉セット(計1.5kg)＆

G47-21 　　　　　粗挽きウィンナー(計540g)《合計2kg以上》

寄附額

【内容】

　◆1か月目：

　宮崎牛モモ焼肉 500g×1、粗挽きウィンナー 180g(90g×2袋)

　◆2か月目：

　宮崎牛ウデ焼肉 500g×1、粗挽きウィンナー 180g(90g×2袋)

　◆3か月目：

　宮崎牛三角バラ焼肉 500g×1、粗挽きウィンナー 180g(90g×2袋)

【発送】令和5年4月から毎月発送(※ご注文月により配送月が異なります) 【事業所】(株)ミヤチク

商品番号 ≪緊急支援品≫3か月お楽しみ定期便★

F50-21 黒毛和牛スライス＆国産牛ハンバーグ(合計2.4kg)

寄附額

【内容】

　◆1か月目：

　黒毛和牛肩ローススライス400g×1、国産牛ハンバーグ 計400g (100g×4個)

　◆2か月目：

　黒毛和牛ウデスライス 400g×1、国産牛ハンバーグ 計400g (100g×4個)

　◆3か月目：

　黒毛和牛モモスライス 400g×1、国産牛ハンバーグ 計400g (100g×4個)

【発送】入金確認後、翌月から毎月発送 【事業所】(株)ミヤチク

商品番号 ≪5か月お楽しみ定期便≫

H39-21 牛肉・豚肉☆月替わり堪能セット(総重量5.6kg)

寄附額

【内容】

　◆1か月目：宮崎牛モモ(焼肉) 400g×1、黒毛和牛小間切れ 100g×1

　◆2か月目：豚肩ロース(焼肉) 500g×1、豚小間切れ 400g×4

　◆3か月目：宮崎牛ウデ(焼肉) 400g×1、黒毛和牛小間切れ 100g×1

　◆4か月目：豚バラ(焼肉) 500g×1、豚小間切れ 400g×4

　◆5か月目：宮崎牛肩ロース(焼肉) 300g×1、黒毛和牛小間切れ 100g×1

【発送】入金確認後、翌月から毎月発送

【事業所】(株)ミヤチク

30,000円 冷凍便

40,000円 冷凍便

50,000円 冷凍便
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寄附額

【内容】

　◆1か月目 　◆2か月目

　宮崎牛モモすき焼き 300g×1 　宮崎牛モモ(赤身)すき焼き 300g×1

　宮崎牛バラすき焼き 300g×1 　宮崎牛肩ロースすき焼き 300g×1

　◆3か月目 　◆4か月目

　宮崎牛肩バラすき焼き 300g×1 　宮崎牛ロースすき焼き 300g×1

　宮崎牛モモすき焼き 300g×1 　宮崎牛ウデすき焼き 300g×1

【発送】入金確認後、翌月から毎月発送

【事業所】(株)ミヤチク

寄附額

【内容】

　◆1か月目 　◆2か月目

　宮崎牛ウデスライス 500ｇ×1 　宮崎牛肩ローススライス 500ｇ×1

　県産豚ローススライス 500ｇ×1 　県産豚モモスライス 500ｇ×1

　◆3か月目

　宮崎牛モモスライス 500ｇ×1

　県産豚バラスライス 500ｇ×1

【発送】入金確認後、翌月から毎月発送

【事業所】(株)ミヤチク

寄附額

【内容】

　◆1か月目　 (計500g) 　◆2か月目　(計1kg)

　宮崎牛ロースステーキ　2枚×1パック 　宮崎牛モモステーキ　　4枚×2パック

　◆3か月目　(計700g)

　宮崎牛ミスジステーキ　5枚×1パック

【発送】入金確認後、翌月から毎月発送

【事業所】(株)ミヤチク

≪3か月定期便≫

　お楽しみ★4等級以上「宮崎牛」肩ロース万能セット(合計2.1kg)

寄附額

【内容】

　◆1か月目：宮崎牛肩ロースサイコロステーキ 700g

　◆2か月目：宮崎牛肩ロース焼肉 700g

　◆3か月目：宮崎牛肩ローススライス 700g

【発送】入金確認後、翌月から毎月下旬発送

【事業所】(株)黒潮ポーク

 4等級以上の宮崎牛をお楽しみください♪

商品番号

IE2-21

≪4か月お楽しみ定期便≫

　宮崎牛すき焼きバラエティセット(総計2.4kg)

65,000円 冷凍便

商品番号

H35-21

≪3か月お楽しみ定期便≫

　宮崎牛＆県産豚★王道セット(総計3kg)

商品番号

H24-20

50,000円

冷凍便

冷凍便

50,000円 冷凍便

60,000円

商品番号

I16-21

≪3か月お楽しみ定期便≫

　宮崎牛「特選」ステーキ(合計2.2kg)

日南市ふるさと納税　定期便



寄附額

【内容】 宮崎県産黒毛和牛【総重量1.7kg】

◆≪1回目≫ ◆≪3回目≫

モモステーキ　 　100g×4枚 モモブロック　　400g×1パック

◆≪2回目≫ ◆≪4回目≫

ウデまたはモモ(焼肉)　　 400g×1パック ウデまたはモモ(スライス) 500g×1パック

【発送】入金確認後、翌月から毎月発送

【事業所】(株)ミヤチク

寄附額

【内容】

　◆1か月目　宮崎牛ロースステーキ 250g×2枚×2パック

　◆2か月目　宮崎牛肩ローススライス 500g×2パック

　◆3か月目　宮崎牛モモしゃぶしゃぶ 500g×2パック

【発送】入金確認後、翌月から毎月発送

【事業所】(株)ミヤチク

寄附額

  毎月厳選した２種の部位をお届けします♪

「宮崎牛」で極上のすき焼きをお召し上がり下さい！

【内容】

　◆1か月目　宮崎牛肩ロースすき焼き 500g×1 、宮崎牛バラすき焼き 500g×1 

　◆2か月目　宮崎牛ウデすき焼き 500g×1  、宮崎牛バラすき焼き 500g×1 

　◆3か月目　宮崎牛モモすき焼き 500g ×1 、宮崎牛ウデすき焼き 500g×1 

　◆4か月目　宮崎牛ロースすき焼き 500g ×1 、宮崎牛モモすき焼き 500g×1 

【発送】入金確認後、翌月から毎月発送

【事業所】(株)ミヤチク

≪3か月定期便≫

　お楽しみ豚肉4種類わくわくセット(合計7kg)

寄附額

【内容】

◆1か月目 (計2.5kg) ◆2か月目 (計2kg)

 ロースしゃぶしゃぶ用500g 、肩ロースしゃぶしゃぶ用500g 、  ロース焼肉用 500g 、 バラ焼肉用 500g 、

 バラしゃぶしゃぶ用 500g 、モモしゃぶしゃぶ用 500g×2  肩ロース焼肉用 500g 、ヒレ焼肉用 500g

◆3か月目 (計2.5kg)

 ロースしゃぶしゃぶ用 500g 、モモしゃぶしゃぶ用 500g×2 、

 バラ焼肉用 500g 、ヒレ焼肉用 500g

【発送】入金確認後、翌月から毎月下旬発送

【事業所】(株)さつま屋産業

商品番号

G50-22

40,000円 冷凍便

≪数量限定≫4か月お楽しみ定期便

　『黒毛和牛赤身(総重量1.7kg)』

45,000円 冷凍便

100,000円 冷凍便

商品番号

GE1-20

商品番号

K12-21

≪3か月定期便≫

　お楽しみ!宮崎牛堪能セット(合計3kg)

80,000円 冷凍便

商品番号

M7-191

≪4か月お楽しみ定期便≫

　宮崎牛すき焼きセット(合計4kg)

 各月ごとに食べ方を変えて宮崎牛をご堪能ください♪

日南市ふるさと納税　定期便



宮崎県産豚☆3か月定期便セット

　(鍋用・バラエティ・鉄板焼きセット)

寄附額

【内容】

　◆1か月目＜鍋用セット(計1.5kg)＞

　　宮崎県産豚ロース・バラ・肩ロースしゃぶしゃぶ　各500g

　◆2か月目＜バラエティセット(計1.5kg)＞

　　宮崎県産豚ロース・バラ・肩ロースブロック　各500g

　◆3か月目＜鉄板焼きセット(計1.5kg)＞

　　宮崎県産豚ロース・バラ・肩ロース鉄板焼用　各500g

【発送】入金確認後、翌月から毎月下旬発送

【事業所】(株)ミヤチク

寄附額

【内容】

　◆白飫肥杉 (900ml×2本)×6回

　◆黒飫肥杉 (900ml×2本)×6回

　◆赤飫肥杉 (900ml×2本)×6回

　※1か月毎に飫肥杉(白・赤・黒各2本ずつ)を、6か月にわたりお届けします。

　※アルコール度数：20度

【発送】入金確認後、翌月から毎月下旬発送

【事業所】井上酒造 (株)

寄附額

【内容】

【1回分の内容】(合計3回)

　◆旬の魚の無添加ひもの (塩干し、甘辛醤油のみりん干し) 4～5品

　◆マグロ柵  1つ

【発送】入金確認後、翌月から毎月発送

【事業所】合同会社　五和

その季節ならではの旬の海産物が月替わりで届く、

バラエティ豊富な返礼品を定期便としてご用意いたしました!!

　例：GE1-20≪3か月定期便≫お楽しみ豚肉4種類わくわくセット(合計7kg)をご注文された場合

　→右図のように、ご寄附いただいた月の翌月下旬 (20日以降) から、

　　商品を3か月に渡りお届けいたします。

　※お届け日が早まったり、または遅れる場合がございます。

　　予めご理解いただけますようお願い申し上げます。

　＜定期便について＞　必ずお読み下さい！

商品番号

F21-191

≪数量限定≫3か月定期便!!

　お楽しみ★石井与八の干物とマグロ柵セット(毎月4～5品)

30,000円 冷凍便

商品番号

FE6-21

35,000円 冷凍便

80,000円

商品番号

K10-20

≪６か月定期便≫お楽しみ★本格芋焼酎

「飫肥杉(白・黒・赤)900ml」合計36本【毎月6本×6回】

常温

日南市ふるさと納税　定期便



商品番号 商品番号

D26-191 C65-21

寄附額 寄附額

商品番号

B181-21

寄附額 【内容】 【内容】 【内容】

◆宮崎牛モモステーキ 　◆宮崎県産黒毛和牛ローススライス 　◆宮崎牛肩ウデスライス

   150g×2枚 　(すき焼き用)700g×1パック 　　500g×2パック

【発送】入金確認後、1～2か月程度で発送 【発送】入金確認後、1～2か月程度で発送 【発送】入金確認後、1～2か月程度で発送

【事業所】(株) SHINGAKI 【事業所】(株)ミヤチク 　　　※ご注文月により配送月が異なります

【事業所】(株)ミヤチク

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

D42-20 CC16-20 C47-20 C46-20

寄附額 寄附額 寄附額 寄附額

【内容】◆宮崎牛赤身モモ・ウデ焼肉用 【内容】◆宮崎牛赤身モモ・ウデ切落し 【内容】◆宮崎牛切り落とし 【内容】◆宮崎牛ロースステーキ

　400g×2パック(計800ｇ) 　400g×2パック（計800ｇ） 　200g×6パック 　200g×2枚

【発送】入金確認後、翌月末までに発送 【発送】入金確認後、翌月末までに発送 【発送】入金確認後、翌月末までに発送 【発送】入金確認後、翌月末までに発送

【事業所】(株)黒潮ポーク 【事業所】(株)黒潮ポーク 【事業所】(株)黒潮ポーク

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

C72-21 C61-21 BB40-21 CB49-22

寄附額 寄附額 寄附額 寄附額

【内容】 【内容】 【内容】 【内容】

　◆宮崎牛焼肉用（合計600g） 　◆牛肉　500g×1袋 　◆黒毛和牛肩ローススライス 500g×1 　◆黒毛和牛サイコロステーキ

　　バラ 200g×1 、モモ 200g×1 、 　◆豚肉　500g×4袋 　◆国産牛ハンバーグ 計400g (100g×4個) 　　300g×3パック（計900ｇ）

　　肩(ウデ) 200g×1 　◆鶏肉　500g×2袋 　※ハンバーグは国産牛を100%使用

【発送】入金確認後、1～2か月程度で発送 　　※それぞれ肉400g+たれ100g　　　　 【発送】入金確認後、1～2か月程度で発送　 【発送】入金確認後、2か月以内に発送

【事業所】(株) SHINGAKI 【発送】入金確認後、翌月末までに発送 【事業所】(株)ミヤチク 【事業所】(株)南郷包装

【事業所】(株)黒潮ポーク

黒毛和牛ローススライス ≪肉質等級4等級以上≫

15,000円 冷凍便

　(すき焼き用)計700g 宮崎牛肩(ウデ)スライス (計1kg)

20,000円 冷凍便≪数量限定≫宮崎牛モモステーキ(赤身肉)計300g

≪肉質等級4等級以上≫ ≪4等級以上≫

10,000円 冷凍便

≪A4等級等級以上≫宮崎牛 ≪A4等級等級以上≫宮崎牛

【事業所】(株)黒潮ポーク

冷凍便 15,000円 冷凍便

赤身モモ・ウデ焼肉用セット 赤身モモ・ウデ切落しセット 　宮崎牛バラ切り落とし (計1.2kg) 宮崎牛ロースステーキ（計400ｇ)

20,000円 冷凍便 18,000円 冷凍便 15,000円

 黒毛和牛肩ローススライス＆

国産牛ハンバーグ(合計900g)

12,000円 冷凍便

≪数量限定≫

黒毛和牛サイコロステーキ(計900g)

17,000円 冷凍便

宮崎牛焼肉 (バラ・モモ・ウデ)

3種食べ比べセット (合計600g)

15,000円 冷凍便

牛肉＆豚肉＆鶏肉タレ漬け

食べ比べバラエティセット（合計3.5kg)

15,000円 冷凍便



商品番号 商品番号 豚切り落とし＆鶏(モモ・ムネ) 商品番号 商品番号

BB60-22 B154-21 大満足セット(合計3.1kg) B153-21 A13-191

寄附額 寄附額 寄附額 寄附額

【内容】 【内容】 【内容】 【内容】【合計3kg】

　◆豚肩ローススライス 計2kg(500g×4パック) 　◆豚切り落とし　 400g×4パック 　◆もも肉 500g×1◆むね肉 500g×1

　◆豚ミンチ計2kg(500g×4パック) 　◆鶏モモ・ムネミックス(カット)300g×5袋 　　300g×11袋 　◆ささみ 500g×1◆手羽先 500g×1 

【発送】入金確認後、翌月末までに発送 【発送】入金確認後、翌月末までに発送 【発送】入金確認後、翌月末までに発送 　◆手羽元 500g×1◆肩肉 500g×1　

【事業所】(株)黒潮ポーク 【事業所】(株)黒潮ポーク 【事業所】(株)黒潮ポーク 【発送】入金確認後、翌月末までに発送

【事業所】(株)黒潮ポーク

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

B77-191 B85-191 BD55-22 B183-21

寄附額 寄附額 寄附額 寄附額

【内容】 【内容】 【内容】 【内容】

　◆みやざき地頭鶏 (味付けカット) 　◆宮崎県産黒毛和牛モモ肉 300g×1 　◆豚ロースまたは肩ローススライス 500g×1 　◆宮崎牛スネ肉ブロック 800g×1

　　500g×2袋 　◆宮崎県産豚ロース肉 500g×1 　◆豚バラスライス 500g×1 　※煮込み専用のため「訳あり」です。

※包装されているので、ギフトにもどうぞ！ 【発送】入金確認後、１～2か月程度で発送 　◆豚ウデ・モモ肉切落し 520g×2パック 【発送】入金確認後、1～2か月程度で発送

【発送】入金確認後、1か月以内で発送 【事業所】(株)ミヤチク 　◆鶏モモカット 300g×5袋 【事業所】(株) SHINGAKI

【事業所】(株)南郷包装 【発送】入金確認後、翌月末までに発送

【事業所】(株)黒潮ポーク

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

B125-20 B89-191 B68-191 B90-191

寄附額 寄附額 寄附額 寄附額

【内容】 【内容】 【内容】 【内容】合計1.6kg

　◆県産豚ロースしゃぶしゃぶ 500g 　◆ロースかつ用 500g 　◆豚肉(ウデ・モモ)切り落とし 　◆豚骨付きスペアリブ　800g×2パック

　◆県産豚ロースとんかつ 500g 　◆ローススライス 500g       520g×6パック

　◆県産豚切落しスライス 500g×2 　◆ロースしゃぶしゃぶ用　500g 【発送】入金確認後、翌月末までに発送 【発送】入金確認後、1か月程度で発送

【発送】入金確認後、1～2か月程度で発送 【発送】入金確認後、1か月程度で発送 【事業所】(株)黒潮ポーク 【事業所】(株)さつま屋産業

豚肉3種バラエティセット

10,000円 冷凍便 冷凍便

豚肉(ウデ・モモ)切り落としセット

≪大満足の6種類≫　宮崎県産

鶏肉バラエティーセット(合計3kg)

冷凍便8,000円10,000円

　◆鶏もも・むねミックス(カット)

(合計3.54kg)

豚肩ローススライス2kg＆

豚ミンチ2kgセット(合計4kg)

12,000円 冷凍便

カット済み!!鶏肉ミックス

　(もも＆むね)計3.3kg

10,000円 冷凍便冷凍便

みやざき地頭鶏 (味付き) 計1kg
黒毛和牛モモ＆豚ロース焼肉

食べ比べセット(合計800g)

【事業所】日南山形屋食選館

宮崎牛スネ肉ブロック(計800g)

煮込み用

10,000円 冷凍便

豚肉(3種)＆鶏肉(1種)セット

14,000円 冷凍便10,000円

県産豚ロース

【事業所】日南山形屋食選館

10,000円10,000円 冷凍便

≪日南市産豚肉≫

(合計2kg)

10,000円 冷凍便 10,000円 冷凍便冷凍便

(合計3.12kg) 骨付きスペアリブ詰め合わせバラエティーセット(合計1.5kg)



商品番号 商品番号 商品番号

BA14-191 B96-191 F46-20

寄附額 寄附額 寄附額 寄附額

【内容】 【内容】 【内容】 【内容】◆炭火焼(150g×5)◆手羽先炭火焼　　　　　計340g(3本×2)

　◆安楽畜産 宮崎牛ホルモン500g 　◆宮崎県産塩ホルモン 計760g(190×4袋) 　◆炭火焼き 150ｇ×6パック 　◆せせりのブラックペッパー(100g×2)◆マリネ(150g×2)

【発送】入金確認後、1か月以内で発送 　◆宮崎県産味噌ホルモン 計920g(230g×4袋) 　◆炭火焼き 300ｇ×2パック　　計1.5kg 　◆はらみのブラックペッパー(100g×2)◆とり皮ぽん酢(120g×2)

【事業所】(株)南郷包装 【発送】入金確認後、2か月以内に発送 【発送】入金確認後、1～2か月程度で発送 　◆レバーのブラックペッパー(100g×2)◆肉みそ(150g×1)

【事業所】(株)南郷包装 【事業所】はなまる和農場 【発送】入金確認後、1～2か月程度で発送

【事業所】はなまる和農場

寄附額

寄附額

【内容】 【8人前】宮崎県産豚

【内容】 　◆ロース(しゃぶしゃぶ用)　150g×2パック  

　◆つみれ 500g(250g×2)◆もも 300g (100g×3) 　◆バラ(しゃぶしゃぶ用)　　150g×2パック

　◆はね (むね) 300g (100g×3) 　◆ 塩糀つみれ　　　　　　　130g×2パック

　◆手羽元 120g (2本×2)◆手羽先 120g (2本×2) 　◆ほうれん草　　　　　　　200g×2パック

　◆ウィンナー 240g (4本×2)◆鍋のつゆ 1200cc 　◆大根おろし　　　　　　　250g×2パック

　◆焼きあご入りうまだし　　1袋(粉末10包入)

【発送】入金確認後、1～2か月程度で発送 【発送】入金確認後、1～2か月程度で発送

【事業所】はなまる和農場 【事業所】(株)ミヤチク

 

寄附額 寄附額

【内容】◆おび天5枚◆しそ1枚◆ごぼう1枚 【内容】

【内容】 　　　　◆紅生姜1枚◆唐辛子1枚◆高菜1枚 　◆鰻せいろのにぎりめし 【内容】 【合計2kg以上】

　◆厚焼きたまご　1つ 　　　　◆エビ1枚◆イカ1枚◆チーズ1枚 　　110g×8個 (計880g 、個包装) 　◆鶏むね切身(下味付き)　300g×3袋

【賞味期限】冷蔵で1週間程度 　　　　(全9種　合計13枚) 【発送】入金確認後、1か月以内で発送 　◆若鶏肩肉(下味付き)　　300g×4袋

【発送】入金確認後、1か月以内で発送 【賞味期限】発送日から6日間 【事業所】(有)大清 　◆チキン南蛮のたれ　　 400g×1本

【事業所】厚焼たまごあらたけ 【発送】入金確認後、1か月以内で発送 【発送】入金確認後、2～3か月程度で発送

【事業所】元祖おび天本舗 【事業所】(株)南郷包装

宮崎No.1＜戸村本店＞

　3種の焼肉のたれセット

寄附額 寄附額 寄附額 寄附額

【内容】 【内容】 【内容】◆焼肉のたれ400g×1本　◆しゃぶしゃぶのタレ400g×1本 【内容】◆焼肉のたれ (普通) 200g×6本

　◆酒井さんちの日南赤豚ハヤシ 　◆みやざきのグリーンカレー  ◆すき焼き万能タレ400g×1本　 ◆チキン南蛮のタレ400g×1本 　　　　◆焼肉のたれ (特選) 200g×3本

　　200g×5パック 　　150g×5袋  ◆甘口ドレッシング360ml×1本   ◆辛口ドレッシング360ml×1本 　　　　◆焼肉のたれ (ワイン入り) 200g×3本

【発送】入金確認後、1か月程度で発送 【発送】入金確認後、１か月以内で発送 【発送】入金確認後、1か月以内で発送 【発送】入金確認後、2か月以内に発送

【事業所】(株) 南郷包装 【事業所】ジャパンキャビア(株) 【事業所】(株)戸村フーズ 【事業所】(株)南郷包装

10,000円 常温

商品番号

B9-191

商品番号：B7-191

　飫肥の厚焼きたまご

10,000円 冷蔵便
寄附額

商品番号：D40-20

みやざき地頭鶏のつみれ鍋セット

(4～5人前)

25,000円

寄附額 10,000円 冷蔵便

商品番号：B155-21

20,000円 冷凍便

10,000円

冷凍便

冷凍便

　鰻せいろのにぎりめし

商品番号：B62-191

おび天9種よりすぐりセット(合計13枚)

11,000円 冷凍便

安楽畜産 厳選宮崎牛ホルモン 500g 国産豚ホルモン★塩＆味噌セット
E35-22

商品番号

10,000円 冷凍便

『みやざき地頭鶏』炭火焼き
数量限定≪8種類バラエティセット≫

みやざき地頭鶏の炭火焼＆珍味(合計2.3kg以上)

30,000円 冷凍便

商品番号

BB24-191

12,000円

冷凍便

宮崎名物「チキン南蛮セット」合計2kg以上

商品番号：C68-21

≪数量限定≫野菜付き!!県産豚の塩糀つみ

れとしゃぶしゃぶ鍋セット(8人前)

15,000円 冷凍便

9,000円

商品番号：AA14-20

戸村本店のたれギフトセット

　　　　　　　　　　　合計6本

10,000円 常温 9,000円 常温

商品番号

AA20-21

みやざきの

　グリーンカレーセット

商品番号

B184-21

「酒井さんちの

                 日南赤豚ハヤシ」

常温



商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

B22-191 B11-191 D27-191 B45-191

寄附額 寄附額 寄附額 寄附額

【内容】 【内容】◆昆布ちりめん:120g◆梅ちりめん:120g 【内容】

　◆魚うどん(つゆ付)　2人前×5袋 　◆しそひじきちりめん:120g◆ちりめんじゃこ:100g 　◆旬の魚の無添加ひもの

　(魚うどんのおいしいレシピ付) 　◆野沢菜ちりめん:120g◆いか昆布ちりめん:120g 　（塩干し、甘辛醤油のみりん干し）3～5品

【発送】入金確認後、1か月以内で発送 ※内容は変わる場合があります。 　◆しそ実わかめちりめん:120g◆おやついりこ:100g 　◆マグロ柵 1つ

【事業所】(有)ホテル丸万 【発送】入金確認後、1か月以内で発送 【発送】入金確認後、1か月以内で発送 【発送】入金確認後、1か月以内で発送

【事業所】日南市漁協女性部 【事業所】河野海産物 【事業所】合同会社　五和

商品番号 商品番号

FE4-20 GD3-22

寄附額 寄附額

【内容】 【内容】

　◆日南キャビア 20g×1個 　◆1983 JCAVIAR バエリ うま味 20g×1個

　◆ぶどう豚生ハム 70g×1パック 　※キャビア(バエリ)を昆布、醤油、岩塩で 【内容】

　◆チョウザメ魚肉 250g×1パック 　　味付け、熟成しました。 　◆鰹の醤油漬け　1箱【計26本】

【発送】入金確認後、2～3週間程度で発送    ※化粧箱入り、シェルスプーン付き 　※1本あたり25g

【事業所】(株)中幸組 キャビア事業部 【発送】入金確認後、2～3か月程度で発送 【発送】入金確認後、1か月以内で発送 【事業所】(株)南郷包装

【事業所】ジャパンキャビア(株)

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

C1-191 B23-191 CB55-22 B141-20

寄附額 寄附額 寄附額 寄附額

【内容】 【合計5種】 【内容】 【内容】 【内容】

　◆魚うどん(つゆ付)　2人前×2袋 　◆マグロステーキ　70g×8枚 　◆うなぎ 2尾 (1尾 130g以上) 　◆かつおのタタキ (訳あり 合計1.5kg)

　◆かまぼこ紅、白　各500g×1本 　◆マグロカツ　70g×8枚 　◆タレ 2個 　※大きさによっては、本数が異なる

　◆ちぎり天　400g×1袋◆ヨーロ　170g×2個 　◆マグロ竜田揚げ　30g×10枚 【発送】入金確認後、1か月以内で発送 　　場合があります。

【発送】入金確認後、1か月以内で発送 【発送】入金確認後、1～2か月程度で発送 【事業所】(有)大清 【発送】入金確認後、2か月以内に発送

【事業所】(有)ホテル丸万 【事業所】宮崎県漁業協同組合連合会 【事業所】(株)南郷包装

15,000円 冷蔵便

マグロ三味セット

10,000円 冷凍便

≪特製≫ 丸万の魚うどん&手造り

              かまぼこ4種セット

寄附額

冷蔵便

10,000円

15,000円

20,000円

宮崎スティック「鰹の醤油漬け」(計26本)

冷凍便

35,000円 冷凍便

≪特製≫ 丸万の魚うどん

(計10人前)2人前×5袋

10,000円 冷蔵便

≪数量限定≫日南キャビア(20g)

　　　　　　　プレミアムセット

お楽しみセット(3～5品)

10,000円 冷凍便

17,000円 冷蔵便

≪訳あり≫規格外!!

　新鮮かつおのタタキ

職人手焼きうなぎ蒲焼2尾

　　　　        (計260g以上)

【内容】◆かつおうみっこ節◆かつお角煮

　◆かつお風味煮卵(3個入)◆かつおみそ

　◆おおどつ天(3枚入)◆まぐろフレーク

常温

44,000円 冷凍便

10,000円

商品番号

C42-191

『漁師こだわりのご飯のお供』

冷蔵便

1983JCAVIARバリエうま味

　　　　　お試し6点セット

（20ｇ）

「ちりめんじゃこふりかけ」

オリジナル8点詰合せ(合計920g)

石井与八の干物とマグロ柵



商品番号

BB26-20

寄附額

商品番号 ≪機能性表示食品≫ 商品番号 商品番号

A74-22 ZZ11-22 AA12-20

寄附額 寄附額 寄附額

【内容】

【内容】 【内容】 【内容】 　 　◆4個入り　2箱

　◆べにふうき緑茶ティーバッグ(計45個) 　◆高千穂釜いり茶ティーバッグ　20個×5袋 　◆戸村アンダギー　5個入り×10袋 　◆7個入り　2箱

　　※1個あたり3g       【計100個】      【計50個】 　　※1個あたり10g

        ※1個あたり5g 【賞味期限】製造日から50日 【賞味期限】常温で90日

【発送】入金確認後、2週間程度で発送 【発送】入金確認後、2週間程度で発送 【発送】入金確認後、2か月以内に発送 【発送】入金確認後、2週間程度で発送

【事業所】(株)井ヶ田製茶北郷茶園 【事業所】(株)井ヶ田製茶北郷茶園 【事業所】(株)南郷包装 【事業所】(有) ティーネットプロ

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

BC43-22 BD26-191 C75-22 E25-191

寄附額 寄附額 寄附額 寄附額

【内容】◆きんかん　1枚　◆しお　1枚 【内容】 【内容】◆カップ　8個(1個あたり90g) 【内容】

　◆橙とうがらし　1枚、◆プレーン　1枚 　◆おきよせんべい 2枚×36袋 　　　◆モナカ　12個(1個あたり60g) 　◆ 430g (うち固形量220g)×2缶

　※1枚あたり45g前後 　　　※一般的なバニラアイスとは異なる、

　※ミヤザキギフトボックス入り 【発送】入金確認後、1か月以内で発送 　　　シャリシャリ食感口どけの氷菓です。 【発送】入金確認後、2～3週間程度で発送

【発送】入金確認後、1か月以内で発送 【事業所】おきよせんべい松家 【発送】入金確認後、2週間程度で発送 【事業所】南九州物産 (株)

【事業所】tiny kitchen MIYAZAKI 【事業所】なかつや

商品番号 商品番号 商品番号 まる搾りみかんジュース(計3L) 商品番号

CA16-22 B128-20 BB52-22 ≪果汁100％≫ AA7-20

寄附額 寄附額 寄附額 寄附額

【内容】 【内容】 【内容】 【内容】

　◆日南レモンシロップ500ml×2本 　◆280ml×24本 　◆まる搾りみかんジュース　1L×3パック 　◆冷凍いちご (クラッシュタイプ) 500g×2

　◆自家製いちごシロップ (瓶詰) 170g×1

【発送】入金確認後、1か月以内で発送 【発送】入金確認後、1か月以内で発送 【発送】入金確認後、1か月程度で発送 【発送】入金確認後、2～3週間程度で発送

【事業所】(株)CITRUS JAPAN 【事業所】JAはまゆうアグリショップあがた 【事業所】 (株)ネイバーフッド 【事業所】みなみ農園(株)

≪手作りの味≫

戸村本店のサーターアンダギー

9,000円 常温

日南レモンシロップ２本セット

(500ml×2) 日向夏ドリンクペットボトル

≪果汁20％≫

16,000円 常温 10,000円 常温 冷凍便12,000円 常温

冷凍いちご＆シロップセット

【クラッシュタイプ】

9,000円

≪無添加≫チョコレートセット

(4種のフレーバー)

13,000円 冷蔵便

 宮崎完熟マンゴー缶詰

 (2缶セット)
おきよせんべい 2枚×36袋

14,000円 常温

カップ＆モナカセット(合計20個)

≪手作りアイス≫

15,000円 25,000円 常温冷凍便

鵜戸名物！一口もなか

「運つつみ」（計22個）

12,000円 常温

＼日南の完熟金柑を使用♪／

7,000円 常温

有機栽培べにふうき緑茶ティーバッグ

8,000円 常温

「釜いり茶」ティーバッグ

　　　　　　　　(20個×5袋)

なかつやアイス２０個セット



＼日南生まれの地ビール！／

＼華やかな風味で女性でもおいしく味わえる、こだわりのクラフトビール／

＼お仕事の後の一杯！ お風呂あがりの一杯に♪／

【内容】 ＊パネユズエール（南部九州産の生柚子ピールをふんだんに使用、アルコール5％）

＊木崎浜ペールエール（初心者でも楽しめる飲み易さ、アルコール5％）

＊ベルジャンホワイト（オレンジマーマレードの華やかな風味、アルコール5.5%）

＊坂元棚田エール（日南市坂元棚田のお米を副原料に使用、アルコール5.5%）

＊梅ヶ浜 HOP BURST（煮沸工程終了後にホップをふんだんに使用、アルコール7％）

＊恋ヶ浦IPA（アメリカ産５種のホップが織りなす香り高いアロマとコク、アルコール7％）

【賞味期限】製造日から6か月

【発送】入金確認後、2～3週間程度で発送

【事業所】櫻乃峰酒造 (有)

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

F51-21 CD23-191 F29-191 B64-191

寄附額 寄附額 寄附額 寄附額

【内容】 【内容】 【内容】 【内容】

　◆芋焼酎「どでか芋」 5000ml×2本 　◆油津吟　　750ml×1本 　◆20年甕貯蔵原酒 無月「耀」 　◆白飫肥杉(900ml)×2本

　　※アルコール度数 : 25度 　　※アルコール度数：47度 　　(750ml)×2本(芋・麦) 　◆黒飫肥杉(900ml)×1本

【発送】入金確認後、3週間程度で発送 【発送】入金確認後、2週間程度で発送 【発送】入金確認後、1か月以内で発送 　◆赤飫肥杉(900ml)×1本

【事業所】(株)モリナガ 【事業所】(株)モリナガ 【事業所】櫻の郷酒造(株) 【発送】入金確認後、1か月以内で発送

【事業所】井上酒造 (株)

商品番号 商品番号 ≪数量限定≫ウォッカ 商品番号 商品番号

DC2-20 DA2-22 『1983 J.CAVIAR VODKA』 E29-20 CC19-22

寄附額 寄附額 　　　　　　　　　750ml(40度) 寄附額 寄附額

【内容】 【内容】 【内容】 【内容】【合計900ml×6本】

　◆甕雫「玄」1個、計1800ml 　◆1983 J.CAVIAR VODKA (750ml)×1本 ◆IITCHAGA-いいっちゃが-(紅芋)25度/720ml 　◆松の露◆飫肥杉◆スーパーライトかんろ

【発送】入金確認後、3週間以内で発送 　　※アルコール度数：40度 ◆さわやかレモンリキュール14度/500ml×2本 　◆八重桜◆だれやみ◆献上銀滴

【事業所】京屋酒造（有） 【発送】入金確認後、1か月以内で発送 ◆嫋なり(芋)25度/720ml (計4本) 　※アルコール度数：20度

【事業所】ジャパンキャビア(株) 【発送】入金確認後、1～2か月程度で発送 【発送】入金確認後、1～2週間程度で発送

【事業所】田中酒店 【事業所】(株)川俣泰一商店

ビッグサイズ !! 芋焼酎

「どでか芋」5000ml×2本

10,000円

《本格芋焼酎》

30,000円 常温 19,000円 常温

≪数量限定≫有機焼酎甕雫「玄」 限定★本格芋焼酎＆

30,000円 常温 常温

(芋・麦焼酎）750ml×2本

20年甕貯蔵原酒★無月「耀」 ≪本格芋焼酎≫「油津吟～ユズギン～」

25,000円 常温 18,000円

1800ml×1個（化粧箱入り） 日南産レモンリキュールセット 日南市だれやみAセット

23,000円 常温 常温21,000円 常温

47度（750ml×1本)

商品番号

BB35-20

≪地域限定≫人気の日南クラフトビール

　　　　　　6種飲み比べセット(330ml×6本)

12,000円寄附額 冷蔵便

飫肥杉(白・黒・赤)900ml×4本セット



商品番号 焼酎「献上銀滴」20度〈瓶〉 商品番号 商品番号 商品番号 マルマンのクロッキーブック

B99-191  900ml×4本セット CB26-191 B146-20 CD32-22

寄附額 寄附額 寄附額 寄附額

【内容】 【内容】 【内容】 【内容】

 　◆献上銀滴 (芋) 900ml×4本 　◆さしみ醤油3種 　◆白麹平蔵(芋)　1800ml×1本 ◆Sサイズ レッド　品番SS-01　5冊  （白クロッキー紙/100枚）

   　 ※アルコール度数 20度 　◆こんぶ酢 　◆黒麹平蔵(芋)　1800ml×1本 ◆Sサイズ ブルー　品番SS-02　5冊  （白クロッキー紙/100枚）

【発送】入金確認後、1か月以内で発送 　◆白だし　　　　　各500ml×2本 　　※アルコール度数：20度 ◆ポケットサイズ　品番S161　10冊  （ 白クロッキー紙/100枚）

【事業所】(株)南郷包装 【発送】入金確認後、2～3週間程度で発送 【発送】入金確認後、2～3週間程度で発送 【発送】入金確認後、1か月以内で発送

【事業所】竹井醸造 【事業所】櫻乃峰酒造(有) 【事業所】マルマン(株)

＼ 品質の高い国産画用紙 ／

＼ 幅広いシーンで活用できる ／

＼ 書き心地なめらか!! ／

スケッチブックといえば、

マルマンの「図案シリーズ」

2020年に創業100周年を迎えた

『マルマン』数千点の商品数を

誇る老舗メーカですが、実は

商品番号 その商品のほとんどが日南市で 商品番号

BB39-21 作られているんです♪ H43-22

寄附額 寄附額

商品番号

DA3-22

【内容】 寄附額 【内容】 【内容】スギもじパズルセット

　◆リードデイフューザー (1個) 　◆B4サイズ 品番：S120×10冊（画用紙 並口/枚数 24枚） 　◆大(横290mm×縦200mm×厚み27mm)

　・芳香液(ガラス瓶入) 50ml 　◆B5サイズ 品番：S140×10冊（画用紙 並口/枚数 24枚） 　◆小(横140mm×縦155mm×厚み27mm)

　・スティック 5本 　◆B6サイズ 品番：S160×10冊（画用紙 並口/枚数 24枚） 　　※素材：飫肥杉

【発送】入金確認後、3週間以内で発送 【発送】入金確認後、1か月以内で発送 【事業所】マルマン(株) 【発送】入金確認後、1か月以内で発送

【事業所】合同会社LC 【事業所】(有)ギフトハウスマエダ

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

FE2-20 CC2-191 CB29-191 FB1-191

寄附額 寄附額 寄附額 寄附額

【内容】 【内容】 【内容】 【内容】

　高さ約32cm×奥行約20cm 　黒打ちステンレス包丁 計２本 　◆桧のまな板 　◆包丁1本 (刃渡り約15cm)　　　　

　土台付き(横幅約20cm×奥行約18cm) 　◆果物包丁 4寸 (約12cm) 　　縦24cm×横45cm×厚2.5cm 　◆桧のまな板 (縦24cm×横45cm×厚2.5cm)

　LED電球付き 　◆野菜包丁 5.5寸 (約17cm) 【発送】入金確認後、1か月以内で発送 【発送】入金確認後、2週間程度で発送

【発送】入金確認後、1か月以内で発送 【発送】入金確認後、1か月以内で発送 【事業所】(有)谷材木店 【事業所】水元刃物製作所、谷材木店

【事業所】NITTAKE 【事業所】水元刃物製作所

10,000円 常温

≪受賞歴多数!!宮崎限定焼酎≫

平蔵（白・黒）人気の２本セット 盛りだくさん3種類セット(合計20冊)

19,000円10,000円 常温 17,000円 常温

12,000円

リードデイフューザー(1個)

マルマンのスケッチブック

アロマ「飫肥杉の香り」

32,000円

桧(ヒノキ)のまな板(45㎝)

21,000円

35,000円

「金魚」 黒打ちステンレス包丁2本セット

世界に一つだけの竹灯籠 ≪手造り≫

18,000円 17,000円

わが家は定食屋さん

特製はがね入り包丁と

　　　　　桧のまな板セット

知育玩具

スギもじパズルセット

50,000円
盛りだくさん3種セット(B4、B5、B6)合計30冊



もともと確定申告の必要がない給与所得者等で、年間寄附先が５団体以内の方は、確定申告なしで寄附金控除

申請ワンストップが可能です。（１つの自治体に複数回寄附しても１団体とカウント）

ご希望の方には、申請書と返信用封筒をお送りいたしますのでお申し付けください。

寄附金の入金確認後、２週間程度で「寄附金受領証明書」をお送りします。

確定申告

寄附金受領証明書の発行

寄附の申込み

①

②

③

ワンストップ特例申請

寄附の手続き方法

このパンフレットの末尾にある申込用紙に寄附金額や希望する特産品などの必要事項を記入し、
郵送、ファックス、メールのいずれかの方法で日南市役所 商工政策課へ申込む。

（申込用紙は日南市ＨＰからもダウンロードできます）

日南市ふるさと納税各サイトの「ふるさと納税申込フォーム」から直接申込む。
（クレジットカード、銀行振込、郵便振替での決済が可能です。）

申込み後、インターネットバンキング、銀行ＡＴＭ、銀行窓口等で下記の口座へ振り込む。
★ 宮崎銀行 油津支店（あぶらつ） 普通 ０１７６０６０

名義：日南市会計管理者（ﾆﾁﾅﾝｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ）振込手数料は、申込者の負担となります。

申込み後、日南市から郵送されてきた専用の郵便振替用紙にて、１ヶ月以内に最寄りの
ゆうちょ銀行又は郵便局にて振り込む。 ※振込手数料はかかりません。

②

1

①

寄附金のご入金

ポータルサイト経由で申込後、クレジットカード等で決済する。

3

4
「寄附金受領証明書」を添付し、最寄りの税務署で確定申告を行ってください。

5

ふるさとチョイス

日南市

楽天ふるさと納税

日南市

ＡＮＡふるさと納税

日南市

ＪＴＢふるぽ

日南市

さとふる

日南市

ふるなび

日南市

セゾンふるさと納税

日南市

ふるさと本舗

日南市

2 振込のみでは申込者の特定ができませんので、必ず先にお申込みを済ませてください。

～ 寄附金控除を受けるために



① 特産品は「寄附者へのお礼」として、寄附された本人様又はご指定の宛先にお送りいたします。

② 期間限定の特産品がありますので、特産品欄の提供期間を必ずご確認ください。

③ 特産品のお届けにつきましては、寄附金の入金確認後、できるだけ早くお送りするよう心がけますが、

在庫や季節による品薄等の理由により1～2ヶ月ほどお待たせすることもありますので、

あらかじめご了承ください。

④ 特産品は、地元事業者より直接配送されます。このため、一部の特産品については事業者より

配送時期等について確認の連絡を行う場合があります。

⑤ 複数の特産品申込みの場合、それぞれの取扱事業者毎に配送を行いますので、全ての特産品が

一括して届かないこともあります。

⑥ 特産品が品切れであったり、申込期限を過ぎた場合、特産品の変更などのお願いをすることがあります。

⑦ 寄附者の都合により返礼品をお受け取りいただけなかった場合、返礼品の再送はいたしかねます。

配送日時のご希望がある場合は、事前にお申し付けください。

⑧ 予告なく取扱商品や寄附金額が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

子ども支援事業 高齢者生活支援事業

まちづくり支援事業 環境支援事業 ふるさと活性化支援事業

日南市では、ふるさと納税を

５つの支援事業に活用させて

いただいております。

申込時にどの支援事業に活用

してほしいかお選びください。

指定のない場合は、市長が

事業の指定を行います。

特産品発送の注意点

商工政策課


