


日南市は宮崎県の南部に位置し、青い海と緑の山々に囲まれた自然豊かで

歴史と文化の魅力溢れるまちです。温暖な気候を生かし、マンゴー、

スイートピー、完熟金柑等の農産物、380年以上の歴史を持つ飫肥杉の生産

や近海カツオや遠洋マグロの水揚げが盛んな海の幸、山の幸の宝庫です。

皆様がふるさと日南市にご寄附くださることによって、美しい街並みや

豊かな自然を保存し、次世代の子ども達の育成を図るとともに、高齢者が

心和むまち、若者たちが活き活きと輝く夢のあるまちに育てていきたいと

思います。皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。

日南市への寄附について

飫肥城大手門 泰平踊 森林セラピー基地 北郷猪八重渓谷

油津堀川運河 道の駅なんごう

青い海と緑の山々、自然豊かで歴史と文化の魅力あふれるまち



「ふるさと納税」の仕組み

寄附金の使い道

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。

※引用元 総務省ＨＰ ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税のし



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、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。

特産品発送の注意点

日南市南郷町 道の駅なんごうにある「ジャカラン

ダの森」は、日本最大のジャカランダの群生林です。

ジャカランダは「世界三大花木」のひとつで、青紫色

の花を咲かせ高貴な雰囲気を漂わせます。

毎年、５月下旬から６月中旬頃まで、ジャカランダ

まつりが開催されます。県内外からたくさんのお客様

が「青い桜」と呼ばれるジャカランダを観にいらっ

しゃいます。ぜひ一度、ご覧になられてはいかがで

しょうか。



所定の条件を満たすと、確定申告なしで寄附金控除申請を行えるようになります。ふるさと

納税で寄附する自治体数が「5団体」までという場合に限ります。(１つの自治体に複数回寄

附しても対象となります)この制度を利用すると、控除される税金が、今までは【所得税から

の還付、住民税からの控除】だったのが、すべて【住民税からの控除】となり、翌年度に住

民税から控除されます。

ご希望の方にワンストップ申請書と、返信用封筒をお送りしております。

※日南市では、ご寄附をいただいた皆様の負担軽減のため、ワンストップ特例申請に

必要な添付書類を、スマートフォンからオンライン申請できるようになりました。

寄附金の入金確認後に日南市から「寄附金受領証明書」をお送りします。

※確定申告で必要となりますので大切に保管してください。

確定申告

寄附金受領証明書の発行

寄附の申し込み

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総務・危機管理課へ申し込む。
（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」から直接申し込む。
（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。）

申し込み後、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 （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）
※１ 振込手数料は、申込者の負担となります。
※２ 振込のみでは申込者の特定ができませんので、必ず先にお申し込みを済ませてください。

申し込み後、日南市から郵送されてきた専用の郵便振替用紙にて、一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

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」から申し込んだ後、クレジット決済によ
り入金する。

3

4
寄附金控除を受けるために「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。※所得税の一部が還付されます。

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



寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆株式会社ミヤチク

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆株式会社ミヤチク

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆株式会社ミヤチク

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆株式会社ミヤチク

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆株式会社ミヤチク

商品番号
「最高ランク5等級」宮崎牛ロースステーキ2枚(計500g)

D22-191

宮崎牛スライス(ウデ・モモ)合計600g＆粗挽きウインナー180gセット＜合計780g＞
BC8-192

写真

＜宮崎牛5等級ロースステーキ＞　2枚                          【合計500g】

写真

宮崎牛ミスジステーキ       計900g(150g×6枚)

写真

商品番号
宮崎県産黒毛和牛ロースすき焼き用(計700g)

D26-191

30,000円 冷凍便

宮崎県産黒毛和牛ローススライス：700g

20,000円 冷凍便

宮崎牛肩(ウデ)スライス：300g

宮崎牛モモスライス　　：300g

粗挽きウインナー　　　：180g(90g×2袋)　                       【合計780g】

写真 20,000円 冷凍便

写真

D23-192

宮崎県産黒毛和牛4等級以上モモステーキ9枚(計900g)＆

粗挽きウインナー180gセット＜合計1kg以上＞

黒毛和牛4等級以上モモステーキ　9枚(計900g・3枚×3パック)

粗挽きウインナー　180g(90g×2袋)　　                  【合計1kg以上】

商品番号

20,000円 冷凍便

商品番号
宮崎牛ミスジステーキ6枚(計900g)

F26-191

13,000円 冷凍便

商品番号

牛 肉



寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月程度で発送

事業所◆株式会社ミヤチク

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆株式会社ミヤチク

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内に発送

事業所◆株式会社ミヤチク

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、翌月末までに発送

事業所◆株式会社黒潮ポーク

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、翌月末までに発送

事業所◆株式会社黒潮ポーク

宮崎牛角切り肉（煮込み用）　400g×2パック　　　 【合計800g】

商品番号
宮崎県産黒毛和牛4等級以上バラ切落し(スライス)計800g

C26-191

写真 15,000円 冷凍便

商品番号
≪4等級以上≫宮崎牛角切り肉(計800g)

B126-20

写真 10,000円 冷凍便

宮崎県産黒毛和牛4等級以上バラ切落し(スライス)

400g×2パック                                                              【合計800g】

商品番号
≪肉質等級4等級以上≫宮崎牛「3種食べ比べ」ステーキセット(合計1.2kg以上)

H29-20

写真 50,000円 冷凍便

宮崎牛サイコロステーキ　200g×3袋　　　　　　　　【計600g】

ミスジステーキ　計400g（200g×2枚）ロースステーキ　計500g（250g×2枚

ヒレステーキ　　計360g（120g×3枚）　　　　　　　【合計1.2kg以上】

商品番号
≪肉質等級4等級以上≫宮崎牛サイコロステーキ(計600g)

BC30-20

写真 13,000円 冷凍便

宮崎牛ロースステーキ　200g×2枚　　　　　　　　　【合計400g】

商品番号
≪4等級以上≫宮崎牛ロースステーキ(計400g)

C46-20

写真 15,000円 冷凍便



寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、3か月以内に発送（ご注文月により変更になる場合があります）

事業所◆黒潮ポーク

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、翌月末までに発送

事業所◆黒潮ポーク

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内に発送

事業所◆ミヤチク

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、翌月末までに発送

事業所◆黒潮ポーク

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、翌月末までに発送

事業所◆黒潮ポーク

月200セット限定

豚モモ又はウデ500g×6

月100セット限定

豚肩ロース切り落とし 400g×1

豚モモ・ウデ切り落とし 500g×2      　　　　　　　　　　 【計2.2kg】

商品番号

切り落とし3kg 【国産豚】豚モモ又はウデ、計3kg
BD7-191

写真 14,000円 冷凍便

豚ヒレブロック6本     　　　　　　　　　　　 　  【合計2.4kg以上】

商品番号 国産豚切り落としセット

【国産豚】ロース/バラ/カタロース/モモ・ウデ切り落とし計2.2kg！B32-191

写真 10,000円 冷凍便

豚ウデ・モモ肉切落し：520g×6パック  　　　　  【合計3.12kg】

商品番号

宮崎県産豚ヒレブロック6本(計2.4kg以上)
C30-191

写真 15,000円 冷凍便

豚肩ローススライス 　計2kg(500g×4パック)

豚ミンチ　　　　　　 計2kg(500g×4パック)         【合計4kg】

商品番号

豚ウデ・モモ肉切落しセット(計3.12kg)
B68-191

写真 10,000円 冷凍便

商品番号

豚肩ローススライス2kg＆豚ミンチ2kg（合計4kg)
B95-191

写真 10,000円 冷凍便

豚 肉



寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆株式会社南郷包装

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月程度で発送

事業所◆株式会社さつま屋産業

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、翌月末までに発送

事業所◆株式会社黒潮ポーク

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月程度で発送

事業所◆株式会社さつま屋産業

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆株式会社南郷包装

商品番号

万能豚肉バラエティーセット(スライス&切り落とし&ミンチ)合計2.6kg
B63-191

写真 10,000円 冷凍便

豚皿盛り　　　600g　　　　　　　　　豚切り落とし　1kg(250g×4パック)

豚ミンチ　　　1kg(250g×4パック)　　                 【合計2.6kg】

商品番号

≪小分けで便利≫県産豚バラスライス(計1.5kg)
B117-20

写真 10,000円 冷凍便

商品番号

日南産豚肉★骨付きスペアリブ詰合せ(計1.6kg)
B90-191

写真 10,000円 冷凍便

豚骨付きスペアリブ詰合せ：2パック　　　　　　　【合計1.6kg】

豚バラスライス(2.0mm)　300g×5パック　　　　　 【計1.5kg】

塩ホルモン　　計800g(200g×4袋)

味噌ホルモン　計960g(240g×4袋)　　　　　　　　【合計1.7kg以上】

豚切落し：500g×8パック　　　　　　　　　　　【合計4kg】

商品番号

＜戸村本店特製＞豚ホルモン★塩＆味噌セット(合計1.7kg以上)
B96-191

写真 10,000円 冷凍便

商品番号

日南産豚肉★切落し(計4kg)
C38-191

写真 15,000円 冷凍便



寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、翌月末までに発送

事業所◆黒潮ポーク

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内に発送

事業所◆黒潮ポーク

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内に発送

事業所◆株式会社南郷包装

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、2週間程度で発送

事業所◆株式会社南郷包装

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内に発送

事業所◆地頭鶏　恵

みやざき地頭鶏 モモ肉×2           胸肉×2、ささみ×2　　　手羽×2

鶏モモ 500g×1　　　鶏ムネ 500g×1　　　　鶏ササミ 500g×1

鶏手羽元 500g×1　　鶏手羽先 500g×1　　【合計2.5kg】

商品番号 宮崎県産鶏バラエティー2.5kgセット

 国産鶏モモ、ムネ、ササミ、手羽元、手羽先を計2.5kg！A13-191

写真 8,000円 冷凍便

商品番号
自社養鶏場 宮崎県認定ブランド！ みやざき地頭鶏お肉丸ごと一羽堪能セット

BD5-191

写真 14,000円 冷凍便

商品番号 宮崎県産鶏ムネ・手羽元セット

 鶏ムネ 1000g×2 、鶏手羽元 1000g×2 、計4kg!!A14-191

写真 8,000円 冷凍便

【国産鶏】月200セット限定

鶏ムネ 1000g×2　鶏手羽元 1000g×2　　　【合計4kg】

商品番号

大人気★味付き若鶏のチキンバー「チキンヒーロー」(計2kg・80本前後)
B122-20

写真 10,000円 冷凍便

日南どりもも肉　2kg×1袋　日南どりむね肉　2kg×1袋

日南どり手羽元　2kg×1袋　　　　　　　　【合計6kg】

チキンバー　500g×4袋【 計2kg(80本前後)】

※8～12名分

商品番号

日南どり3種類(モモ肉 ・ムネ肉・手羽元) 合計6kg
CA6-191

写真 16,000円 冷凍便

鶏 肉



寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内に発送

事業所◆株式会社南郷包装

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内に発送

事業所◆株式会社南郷包装

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月程度で発送

事業所◆株式会社南郷包装

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内に発送

事業所◆株式会社南郷包装

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内に発送

事業所◆株式会社南郷包装

商品番号

大人気!!＜戸村本店特製味付け＞若鶏モモ肉★唐揚げ用(計2.5kg)
B97-191

写真 10,000円 冷凍便

宮崎県産若鶏モモ肉 500g×5袋       【合計2.5kg】

商品番号

宮崎No.1戸村のたれ＋日南鶏ムネ肉2kg・手羽元2kg(計4kg)
BB21-191

写真 12,000円 冷凍便

日南鶏ムネ肉　　1kg×2袋            日南鶏手羽元　　1kg×2袋

戸村本店のたれ(ワイン入り)　200g×2本         　　    【合計4kg】

商品番号

若鶏4種の満腹セット(合計3.5kg)
B108-20

写真 10,000円 冷凍便

日南鶏モモ肉　1kg×1袋         日南鶏ムネ肉　1kg×3袋

戸村本店のたれ(ワイン入り)　200g×2本　　　　　　【合計4kg】

若鶏モモ肉　　　1kg×1袋      若鶏モモ切身　　500g×1袋

若鶏ムネ切身　　500g×2袋    若鶏手羽元開き　500g×2袋     ※すべて宮崎県産です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                          【合計3.5kg】

商品番号

宮崎No.1戸村のたれ＋日南鶏モモ肉1kg・ムネ肉3kg(計4kg)
BB22-191

写真 12,000円 冷凍便

みやざき地頭鶏(味付けカット)       500g×2袋           【合計1kg】

商品番号

みやざき地頭鶏(味付き)計1kg
B77-191

写真 10,000円 冷凍便



寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、翌月末までに発送

事業所◆黒潮ポーク

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、翌月末までに発送

事業所◆黒潮ポーク

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月程度で発送

事業所◆株式会社ミヤチク

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月程度で発送

事業所◆株式会社ミヤチク

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内に発送

事業所◆株式会社ミヤチク

商品番号

豚肉(3種)＆鶏肉(1種)セット(合計3.54kg)
BB15-191

写真 12,000円 冷凍便

豚ロース又は肩ローススライス：500g　  豚バラスライス：500g

豚ウデ・モモ肉切落し：520g×2パック　鶏モモカット　：300g×5袋   【合計3.54kg】

商品番号

豚肉(5種)＆鶏肉(1種)セット(合計5kg)
CD1-191

写真 19,000円 冷凍便

豚ロースしゃぶ ：500g　豚バラしゃぶ：500g      豚ロースとんかつ(80g×5)：400g

豚バラ焼肉：400g   豚切落し:  500g×4パック  鶏モモカット：300g×4袋    【合計5g】

商品番号 4等級以上!!県産黒毛和牛(300g)と県産豚(500g)のスライスお楽しみセット

＜合計800g＞B86-191

写真 10,000円 冷凍便

宮崎県産黒毛和牛モモ肉：300g

宮崎県産豚ロース肉　　：500g                                 【合計800g】

商品番号

「豚小間切れ3kg」と「牛豚合挽ミンチ500g」　合計3.5kg(宮崎県産)
B87-191

写真 10,000円 冷凍便

宮崎県産黒毛和牛モモ肉：300g

宮崎県産豚ロース肉　　：500g　　　　                    【合計800g】

宮崎県産豚肉小間切れ　　：3kg(500g×6袋)

宮崎県産牛豚合挽ミンチ　：500g×1袋

商品番号

4等級以上!!県産黒毛和牛(300g)と県産豚(500g)のお楽しみ焼肉セット＜合計800g＞
B85-191

写真 10,000円 冷凍便

お肉組み合わせ



寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆はなまる和農場

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、翌月末までに発送

事業所◆株式会社黒潮ポーク

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月程度で発送

事業所◆地頭鶏ランド日南

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆株式会社 地頭鶏 恵

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月程度で発送

事業所◆株式会社南郷包装

G16-191

写真 40,000円 冷凍便

商品番号

みやざき地頭鶏 炭火焼&ウィンナーのセット(M)
B12-191

商品番号

『みやざき地頭鶏』炭火焼き(計1.5kg)
D32-191

写真 20,000円 冷凍便

【計120個】

自家製餃子　10個×12パック

炭火焼き　150ｇ×6パック

炭火焼き　300ｇ×2パック       　　　　　　　　　   【合計1.5kg】

商品番号

＜戸村本店特製味付＞自家製餃子計120個（10個×12パック）
AA5-20

写真 9,000円 冷凍便

商品番号

＜王道＞県産豚メンチカツセット(合計60枚)
B98-191

写真 10,000円

みやざき地頭鶏カット肉500g×2        みやざき地頭鶏手羽カット肉300g×2

みやざき地頭鶏ウインナー130g×2     みやざき地頭鶏生ハム70g×2

商品番号

みやざき地頭鶏 自社養鶏場 特選ギフトセット

冷凍便

地頭鶏炭火焼（調理済）160 g×2

地頭鶏ウィンナー4本×4

宮崎県産豚　プレーンメンチカツ 10枚入りx3

宮崎県産豚　チーズ入メンチカツ 10枚入りx3(合計3.6kg)

【合計60枚】※1枚あたり約60g

写真 10,000円 冷凍便

加 工 品



寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆株式会社南郷包装

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆株式会社南郷包装

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆ジャパンキャビア

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆ジャパンキャビア

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、2～3週間程度で発送

事業所◆株式会社中幸組

日南キャビア　20g×1個

宮崎キャビア1983 バエリ：12g　　　　贈答用化粧箱　シェルスプーン付き

※化粧箱の仕様は変更になることがあります。

商品番号

日南CAVIAR「キャビア」(20g)
F10-191

写真 30,000円 冷凍便

商品番号

宮崎キャビア1983 ベステル(10g)
B114-20

写真 10,000円 冷凍便

宮崎キャビア1983 ベステル：10g　　　贈答用化粧箱　シェルスプーン付き

※化粧箱の仕様は変更になることがあります。

ネギとろ：200g×5袋　　　　　　　　　　　　　　　【合計1kg】

商品番号

宮崎キャビア1983 バエリ(12g)
D9-191

写真 20,000円 冷凍便

本マグロ中トロ：計800g

商品番号

数量限定!〈訳あり〉ネギとろ(計1kg)
B104-20

写真 10,000円 冷凍便

商品番号

鮮度抜群!!本マグロ中トロ(計800g)
D19-191

写真 20,000円 冷凍便

魚介・水産加工品



寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆株式会社中幸組　キャビア事業部

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆株式会社中幸組　キャビア事業部

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆株式会社南郷包装

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆元祖おび天本舗

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆元祖おび天本舗

商品番号

日南キャビア(5g)＆キャビアフィッシュ★黄金セット
B103-20

写真 10,000円 冷凍便

日南キャビア　5g×1個

キャビアフィッシュフライ用　150g(約5カット)

キャビアフィッシュ串焼き用　5本(1本30g)

商品番号

キャビアフィッシュスモーク(50g)＆日南キャビア（4g)★黄金セット
B93-191

写真 10,000円 冷凍便

キャビアフィッシュスモーク(スライス)　50g

日南キャビア　 4g

商品番号

古澤水産　炙りマグロ1kg
D18-191

写真 20,000円 冷凍便

炙りマグロ1kgセット(10人前)

ガーリック＆ペッパーハーブ&オリーブ

商品番号

≪元祖≫3種類の煮物セット(合計300g)
AA3-191

写真 9,000円 冷蔵便

おび天：5枚　　きくらげ：1枚　　紅しょうが：2枚　　唐辛子：2枚　　しそ：3枚

高菜：1枚　　　ごぼう：2枚　　ヨーロ（玉子入り）：3個

【全8種　合計19枚】

本まぐろ煮 　　100g　　　キハダまぐろ煮 100g

魚卵煮　　　　 100g　　　　　　　　　　　　　　　【合計300g】

商品番号

≪元祖≫おび天8種類セット(合計19枚)
BC12-191

写真 13,000円 冷蔵便



寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆元祖おび天本舗

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆有限会社ホテル丸万

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆有限会社大清

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆ほんのえき田中屋

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆宮崎県漁業協同組合連合会

マグロステーキ：70g×8枚　　　　マグロカツ　　：70g×8枚

マグロ竜田揚げ：30g×10枚

旬の魚の無添加ひもの（塩干し、甘辛醤油のみりん干し）3～5品

マグロ柵　1つ

商品番号

マグロ三昧セット
B23-191

写真 10,000円 冷凍便

	うなぎ蒲焼　1尾(150g以上)　タレ　　　　1個

※うなぎ蒲焼2尾(計300ｇ以上)・3尾(450ｇ以上)の商品も取り扱っております。

商品番号

石井与八の干物とマグロ柵お楽しみセット(3～5品)
B45-191

写真 10,000円 冷凍便

1袋(2食入)×5袋

(魚うどんのおいしいレシピ付)

商品番号

職人手焼きうなぎ蒲焼1尾(150g以上)
A5-191

写真 8,000円 冷蔵便

おび天：5枚　唐辛子：1枚　ごぼう：2枚　高菜：1枚　紅しょうが：1枚　きくらげ：1枚

しそ：2枚　ヨーロ（玉子入り）：2個　　蔵の厚焼きたまご（1個）　【全8種類、計15枚】

商品番号

丸万の魚うどん詰合せ
B22-191

写真 10,000円 冷凍便

商品番号

≪元祖≫おび天8種類(計15枚)＆蔵の厚焼きたまごセット
BC13-191

写真 13,000円 冷蔵便



寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆宮崎県漁業協同組合連合会

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆河野海産物

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆株式会社南郷包装

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆河野海産物

寄附額

【内容】

【発送】

《予約販売》2020年12月中旬頃から順次発送

事業所◆株式会社ネイバーフッド

【計3L】

まるごとみかんジュース：1L×3パック

商品番号

《糖度12度以上》超濃厚!!まるごとみかんジュース(計3L)
A29-191

写真 8,000円 常温

まぐろステーキ(しょうゆ味)　まぐろステーキ(みそ味) 　味付かつお腹身　かつおみそ

日南天ぷら(真空・6枚入)　うるめ丸干し（小粒）　ちりめんじゃこ　手造り佃煮セット

おやついりこ(100g)　昆布ちりめん(120g)　　　　　　　　　　　　　　　【合計10種】

商品番号

海の幸まるごとセット(合計10種類)
EA1-191

写真 26,000円 冷蔵便

鰹のタタキ1.6kg

(16人前)

昆布ちりめん　　：120g　梅ちりめん　：120g　　　　　しそひじきちりめん：120g

野沢菜ちりめん　：120g　しそ実わかめちりめん：120g　いか昆布ちりめん　：120g

ちりめんじゃこ　：100g　おやついりこ　　　：100g　　　　【合計：920g】

商品番号

古澤水産　鰹のタタキ1.6kg(16人前)
C21-191

写真 15,000円 冷凍便

ボイル伊勢海老半身：150g　　　　　　　　　ニベ切身：40g×8枚

カネナポン酢　　　：100ml×1本

商品番号

「ちりめんじゃこふりかけ」オリジナル8点詰合せ(合計920g)
D27-191

写真 20,000円 冷蔵便

商品番号

伊勢海老(半身150g)と大ニベ(切身40g×8枚)の海鮮鍋セット
B24-191

写真 10,000円 冷凍便

ジュース



寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆株式会社戸村フーズ

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆竹井醸造合名会社

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、2週間程度で発送

事業所◆株式会社 井ヶ田製茶北郷茶園

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆谷口養蜂場

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆日高屋

日南レモンシロップ500ml×2本

有機栽培さつきほうじ茶：100g×1　有機煎茶(黒山)　 ：100g×1

井ヶ田の有機煎茶(金)　 ：100g×1有機栽培茶 茶葉をそのまま粉にし茶った：40g×1

さしみ醤油3種　　こんぶ酢　　　白だし　　　　　　各500ml×2本

商品番号

宮崎発！4種のオーガニック茶セット(合計340g)
B67-191

写真 10,000円 常温

みかん蜜 250g×1

山蜜　　 250g×1

商品番号

日南市産はちみつ2種セット(みかん蜜＆山蜜)
B29-191

写真 10,000円 常温

商品番号

日南レモンシロップ２本セット(500ml×2)
BC31-20

写真 13,000円 常温

焼肉のたれ（400ml）        辛口ドレッシング（400ml）　甘口ドレッシング（400ml）

しゃぶしゃぶタレ（400ml）チキン南蛮のたれ（400ml） すきやき万能たれ（400ml）

商品番号

わが家は定食屋さん
CB26-191

写真 17,000円 常温

商品番号

戸村本店のたれギフトセット6本
B9-191

写真 10,000円 常温

調味料・お茶・加工品



寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆厚焼たまごあらたけ

寄附額

【内容】

【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

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆北郷町大戸野即売所

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、2週間程度で発送

事業所◆有限会社ティーネットプロ

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1～2週間程度で発送

事業所◆なかつや

カップアイス(90g)　：6個

アイスモナカ(61g)　：7個　　　　　　　　　　　　【合計13個】

4個入り　2箱

7個入り　2箱　　　　※1個あたり10g　　　　　　　【合計22個】

商品番号

アイスCセット(カップ90g×6個＆モナカ61g×7個)
B72-191

写真 10,000円 冷凍便

きんかん餡6袋セット

商品番号

鵜戸名物！一口もなか「運つつみ」(計22個)
BB26-20

写真 12,000円 常温

2枚×36袋

商品番号

きんかん飴 6袋セット
B8-191

写真 10,000円 常温

厚焼きたまご1つ。

※賞味期限は冷蔵で1週間です。

商品番号

おきよせんべい 2枚×36袋
BD26-191

写真 14,000円 常温

商品番号

飫肥の厚焼きたまご
B7-191

写真 10,000円 冷蔵便



寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆井上酒造 株式会社

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆株式会社モリナガ モリナガ酒店

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆櫻乃峰酒造有限会社

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆櫻乃峰酒造有限会社

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆株式会社川俣泰一商店

本格焼酎だれやみ(芋)20度・900ml×4本

パネユズエール        330ml アルコール5%

ベルジャンホワイト 330ml アルコール5.5%

坂元棚田エール        330ml アルコール5.5%　各2本、計6本セット

商品番号

本格芋焼酎「だれやみ」4本セット(900ml宮崎県オリジナル20度)
B65-191

写真 10,000円 常温

甕雫 900ml 1個

商品番号

日南麦酒クラフトビール6本セット
BB8-191

写真 12,000円 常温

白飫肥杉(900ml)×2本　　黒飫肥杉(900ml)×1本　　赤飫肥杉(900ml)×1本

商品番号

甕雫900ml 芋焼酎
BA1-192

写真 11,000円 常温

商品番号

≪本格芋焼酎≫飫肥杉(白・赤・黒)900ml×4本セット
B64-191

写真 10,000円 常温

松の露　　　飫肥杉　　　スーパーライトかんろ　　八重桜

だれやみ　　献上銀滴　　※アルコール度数：20度　　【合計900ml×6本】

商品番号

《本格芋焼酎》日南だれやみAセット(20度)900ml×6本
C17-191

写真 15,000円 常温

お 酒



寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆櫻乃峰酒造有限会社

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆井上酒造 株式会社

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆株式会社川俣泰一商店

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1～2週間程度で発送

事業所◆櫻乃峰酒造有限会社

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆櫻の郷酒造株式会社

平蔵(芋・麦)  20度　3本セット

飫肥杉 　　20度・ 1800mlパック     黒飫肥杉 　20度・ 1800mlパック

赤飫肥杉 　20度・ 1800パック　　　　各1本

商品番号

平蔵(芋・麦)3本セット 芋焼酎 麦焼酎 セット
BC2-191

写真 13,000円 常温

飫肥杉25度・1.8L　黒飫肥杉25度・1.8L　赤飫肥杉25度・1.8L

赤魔性25度・1.8L　櫻泉25度・1.8L　　各1本

商品番号

日南焼酎晩酌セットB
BC29-191

写真 13,000円 常温

本格焼酎常圧平蔵(芋)25度・720ml×2本

商品番号

井上酒造 芋焼酎5升セット
F11-191

写真 30,000円 常温

商品番号

『4年貯蔵』「芋焼酎★常圧平蔵25度」計720ml×2本
B66-191

写真 10,000円 常温

無月 白 （芋）25度 ・ 900ml　　　　無月 黒 （芋）25度 ・ 900ml

無月 赤 （芋）25度 ・ 900ml     　　  各1本

商品番号

無月900ml（白・黒・赤）セット
BD17-191

写真 14,000円 常温



寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆株式会社モリナガ モリナガ酒店

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1～2か月程度で発送

事業所◆田中酒店

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1～2か月程度で発送

事業所◆田中酒店

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆株式会社川俣泰一商店

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆京屋酒造有限会社

本格芋焼酎 「かね京かんろ」 アルコール度数25度・ 1.8L

本格芋焼酎「スーパーライトかんろ」 アルコール度数25度・ 1.8L

飫肥城原酒36度・720ml                     　　 海幸山幸20度・720ml

油津チョロ船20度・900ml                 　　 ジャカランダ25度・720ml

日南発 カープボトル25度・720ml      　　ライオンズボトル20度・720ml

商品番号

京屋酒造 本格芋焼酎 一升瓶2本セット
CA5-191

写真 16,000円 常温

嫋なり古酒（芋）28度・500ml（専用箱入り）　黒麹平蔵（芋）25度・720ml

嫋なりミニボトル（芋）25度・100ml

京屋 雫-SHIZUKU-（紅芋）20度・720ml（化粧箱入り）【合計4本】

商品番号

焼酎で巡る日南
F19-191

写真 30,000円 常温

IITCHAGA-いいっちゃが-(紅芋)25度・720ml（化粧箱入）

嫋なり(芋)25度・720ml

さわやかレモンリキュール…14度・500ml×2本（専用箱入）【合計4本】

商品番号

3蔵元の飲み比べ★本格芋焼酎セット（合計4本）
D35-20

写真 20,000円 常温

47度・750ml　１本　　　和製ジン

商品番号 限定★本格芋焼酎＆日南産レモンリキュールよりどりセット

(合計4本)E29-20

写真 25,000円 常温

商品番号

油津吟～ユズジン～
CD23-191

写真 19,000円 常温



寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆櫻の郷酒造株式会社

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆松の露酒造株式会社

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆山元酒店

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆株式会社モリナガ モリナガ酒店

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆株式会社南郷包装

晩酌焼酎12本セット
FF1-191

写真 36,000円 常温

商品番号

櫻の郷こだわり2本セット
CC4-191

写真 18,000円 常温

赤無月 25度 ・1800ml

やき芋浪漫 25度・ 1800ml

商品番号

幻月パック1800mlセット 焼酎
BC21-191

写真 13,000円 常温

嫋なり（芋）25度・720ｍｌ×2本

嫋なり古酒（芋）28度・500ｍｌ×1本

松の露 20度・900ml×4本　　　　　　黒麹仕込み 松の露 20度・900ml×4本

松の露 別選 20度・900ml×4本

商品番号

女性提案のオリジナル焼酎Aセット
CB5-191

写真 17,000円 常温

商品番号

献上銀滴20度・900ml(瓶)×6

幻月 25度 ・1800ml

商品番号

酒蔵王手門　献上銀滴900ml(瓶)×6本セット
D16-191

写真 20,000円 常温



寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆酒井園芸

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆酒井園芸

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆酒井園芸

商品番号

ジャカランダの苗木・日南ブルー(L)二季咲性品種
D4-191

写真 20,000円

鉢込みで70～80cm。苗木1本。育て方の説明書付。

※4月～5月のみ花付苗を発送いたします。　　　　※寒い時期は落葉します。

商品番号

ジャカランダ苗木・日南ピンク(M)
D5-191

写真 20,000円

❀ジャカランダについて

鉢込みで70～80cm。苗木1本。育て方の説明書付。

※4月～5月のみ花付苗を発送いたします。　　　　※寒い時期は落葉します。

鉢込みで30～40cm。苗木1本。育て方の説明書付。

※4月～5月のみ花付苗を発送いたします。　　　　※寒い時期は落葉します。

商品番号

ジャカランダの苗木・日南のめぐみ
D6-191

写真 20,000円

ホワイトジャカランダ　…

鉢植えでも開花します。土植えしても、樹高は普通の3分の1くらいになりま
す。
花色はやや濃い色です。種苗登録申請中。

ジャカランダの花色は通常は青紫色ですが、日南ピンクは種苗登録種で、四季
咲性があります。開花性が良く、落花後の剪定と少量の施肥で再度開花しま
す。

「日南ブルー」からの変異種で連続開花性があります。鉢植、地植ともにコンパ
クトに育ち、成木3～4年で2～3回の開花も楽しめます。種苗登録申請中。

ジャガランダの中でも花の紫色が最も濃く、光沢がある系統です。樹高は、通
常種の3分の1ほどです。鉢植え栽培でも魅力的です。
（期間限定販売　通常5月～7月に販売）

他のジャカランダと同じ形ですが、白色はとても珍しく、可憐でかわいらしい
花を咲かせます。
（期間限定販売　通常5月～7月に販売）

日南ブルー
二季咲性品種　…

日南ピンク　…

日南のめぐみ　…

バイオレッドブルー　…

ジャカランダ



寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆有限会社谷材木店 

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆有限会社谷材木店

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆有限会社 谷材木店・ 水元刃物製作所

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆有限会社谷材木店

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆有限会社ギフトハウスマエダ

ネームぱっちん　4個

1枚…直径4cm、厚み7mm、紐付

（木製品の為、色・模様が異なります。）

長さ38cm×幅30cm×高さ38cm　　板厚み30mm
※おび杉収納ボックス70㎝　長さ70cm×幅30cm×高さ38cm

　おび杉収納ボックス90㎝　長さ90cm×幅30cm×高さ38cmの商品も取り扱っております。　寄附額はそれぞれ異なります。

商品番号

ネームプレート「ネームぱっちん」計4個
B84-191

写真 10,000円
※ご注文の際は、絵柄、文字、書体のご希望を備考欄にご記入ください。

(例　1.ふくろう2個、ちょうちょ2個、2.名前　日南太郎　3.書体　丸ゴシック)

包丁1本【刃渡り約15cm】

桧のまな板【45cm】　　縦24cm×横45cm×厚2.5cm

商品番号

おび杉収納ボックス(38cm)
H5-191

写真 50,000円

座面90cm×30cm×高さ40cm

商品番号

特製はがね入り包丁と桧のまな板セット
FB1-191

写真 32,000円

縦24cm×横45cm×厚2.5cm

※30㎝・45㎝・70㎝の商品も取り扱っております。それぞれ寄附額は異なります。

商品番号

おび杉のベンチ
L2-192

写真 90,000円

商品番号

桧のマナ板(45cm)
CB29-191

写真 17,000円

飫肥杉製品・雑貨



寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆有限会社ギフトハウスマエダ

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆有限会社ギフトハウスマエダ

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆有限会社ギフトハウスマエダ

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆株式会社南郷包装

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆有限会社谷材木店

商品番号

木の温もりある知育玩具(おもちゃ)「おび杉トントン」
C3-191

写真 15,000円

ボード：W200xD140xH40mm(おび杉)

丸　棒：φ10x40mm(ブナ)　　　　※木製品のため、色・模様が異なります

商品番号

ぴったんこパズル
BA8-192

写真 11,000円

サイズ W51xD41xT4mm（1枚）

素材 おび杉　　　　　　　　　　　※木製品のため、色・模様が異なります

商品番号

木の温もりある脳トレ玩具(おもちゃ)「数字パズル」
C2-192

写真 15,000円

Ｗ200×Ｄ140×Ｈ32（mm）

※木製品のため、色・模様が異なります

商品番号

赤ちゃん専用フィトン枕(おび杉チップ使用)
A25-191

写真 8,000円

26cm×45cm

※おび杉のお盆(大) 48cm×30cm　も取り扱っております。

　寄附額は異なります。

赤ちゃん専用フィトン枕

1個(19cmx30cm)

商品番号

おび杉のお盆 26cm×45cm
G8-192

写真 40,000円



寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆南那珂森林組合

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆有限会社ギフトハウスマエダ

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆有限会社谷材木店

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆有限会社谷材木店

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆NITTAKE

高さ約32cm×奥行約20cm

土台付き(横幅約20cm×奥行約18cm)、LED電球付き

商品番号

飫肥杉子供椅子 （350×300×280mm）
FH1-191

写真 38,000円

商品番号

竹灯籠「金魚」
FE2-20

写真 35,000円

350×300×280mm

商品番号

命名置き型
DB3-191

写真 22,000円
※ご注文の際は、印字するお名前、生年月日、干支を備考欄にご記入いただきますよう

お願いいたします。

(例　1.名前　日南太郎、2.生年月日　令和2年1月1日　3.干支　ねずみ年)

サイズ ボード：W265xD40xH135mm

素材：おび杉 （木製品の為、色・模様が異なります。）

商品番号

おび杉のサラダボウル
H15-191

写真 50,000円

ダックス形板【315mm×110mm×10mm】　板1【240mm×115mm×10mm】

板2【240mm×70mm×10mm】　　　　    　板3【115mm×50mm×30mm】×3本

ペーパー・釘・ボンド・ボンド棒

直径25cm×厚み4cm　重さ400g

※おび杉のサラダボウル（大）直径30cm×厚み4cm　重さ600gも取り扱っております。

寄附額は異なります。

商品番号

親子でDIY!!おび杉小物入れ
AA4-20

写真 9,000円



寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆NITTAKE

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆NITTAKE

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆マルマン株式会社

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆マルマン株式会社

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆合同会社 LC

商品番号

スケッチブック盛りだくさんセット
D11-192

写真 20,000円

大人のためのノート！ニーモシネセレクトセット
C12-192

写真 15,000円

日向夏精油1ml     ゆず精油1ml    グレープフルーツ精油1ml

日向夏美容オイル20ml(ヘアオイルやハンドクリームとしてもご使用できます。光毒性フ

リー)

商品番号

竹灯籠「天の川」
JB1-191

写真 72,000円

・B5サイズノート　品番：N194A　5冊　　　　（特殊目盛り入7mm罫/30行/80枚）

・B6サイズノート　品番：N196A　5冊　　　　（特殊目盛り入7mm罫/21行/50枚）

・A6サイズノート　品番：N197A　5冊　　　　（特殊罫/18行/80枚）

※ツインワイヤ製本　切り取りミシン目入り　※簡易梱包で発送します。※日南市北郷工場で製造しております。

商品番号

宮崎のアロマセットA-1
BD22-191

写真 14,000円

【B4サイズ図案シリーズスケッチブック】　  品番：S120　10冊（リング製本、本文24枚）

【B5Eサイズ図案シリーズスケッチブック】　品番：S140　10冊（リング製本、本文24枚）

【B6Eサイズ図案シリーズスケッチブック】　品番：S160　10冊（リング製本、本文24枚）

商品番号

高さ約61cm×奥行約23cm×横幅約25～35cm　　(土台付き、LED電球付き)

※土台は一点物の為、出荷者側で土台と竹灯籠を組み合わせて発送いたします。

※幅は土台によって変わります。

高さ約34cm×奥行約23cm×横幅約25～35cm　(土台付き、LED電球付き)

※土台は一点物の為、出荷者側で土台と竹灯籠を組み合わせて発送いたします。

※幅は土台によって変わります。

商品番号

竹灯籠「陽炎」
ME1-191

写真 105,000円



寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆日南海岸 南郷プリンスホテル　TEL：0987-64-2111

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆日南海岸 南郷プリンスホテル　TEL：0987-64-2111

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆日南北郷リゾート株式会社　TEL：0987-55-3333

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆日南北郷リゾート株式会社　TEL：0987-55-3333

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、2週間以内で発送

事業所◆株式会社Nazuna obi  TEL：0987-27-3171

商品番号

宿泊補助券『日南海岸南郷プリンスホテル』3,000円分
B100-20

写真 10,000円

写真

※営業時期につきましては、ホテルホームページをご確認いただきま

すようお願いいたします。

※営業時期につきましては、ホテルホームページをご確認いただきま

すようお願いいたします。

商品番号

ペア宿泊券　(平日1泊素泊まり)※宿泊日によっては、ご予約できない日がございますことをご了承ください。

宿泊券は平日のみご利用可能です。Nazuna 飫肥『小鹿倉邸』『合屋別邸』『勝目別邸』でご利用いただけま

す。詳しくは、ホームページをご覧ください。

ライオンズツインルーム1泊2食付き(1室2名様)の宿泊券

・夕食はライオンズディナーとなります。

・朝食は利用期間中の通常メニューとなります。

商品番号

伝統と歴史を感じる「武家屋敷」ペア宿泊券（平日1泊素泊まり）
M12-20

写真

150,000円

宿泊補助券3,000円分　有効期限：宿泊券発行から約半年

※複数枚での利用は可能です。

商品番号

ペア宿泊券〈南郷プリンスホテル限定〉ライオンズツインルーム（1泊2食付）
R2-191

宿泊・ゴルフ補助券3,000円分　1枚

※利用料金は現地でのお支払いになります

≪宿泊・ゴルフ補助券≫日南北郷リゾート3,000円分
B101-20

写真 10,000円

≪ゴルフプレイ・宿泊券≫日南北郷カントリークラブ2名プレイ＆

日南北郷リゾートペア宿泊パック(平日)Ｎ2-191

写真 110,000円

100,000円

【ゴルフ】　平日プレー・2名様　※セルフプレイ、諸経費込(カート付)

昼食付(お一人1,000円分　飲料含まず)

【宿泊】日南北郷リゾートペア宿泊(1部屋・1泊2食付)

商品番号

体験チケット



寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆有限会社　大清　TEL：0987-22-3478

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆株式会社南郷包装　TEL：0987-64-3303

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、1か月以内で発送

事業所◆株式会社南郷包装　TEL：0987-64-3303

・宿泊券・宿泊補助券につきましては、他にもプランをご用意しております。

・予約方法・ご利用に際しては事前に直接お電話でご予約ください。

・ご予約の状況により、ご希望に添えない場合がございます。

・宿泊券・補助券・お食事券は当日必ずお持ちください。

・宿泊券・補助券・お食事券には有効期間がありますので、

    ご注意ください。（大清お食事券除く）

食事券：1,000円券×3枚　　利用期限：有効期限なし。

※ご利用の際にはおつりが出ませんのでご注意ください。

【利用可能店舗】うなぎ料理　大清・武家屋敷　伊東邸・大清観光旅行センター・饅頭本舗　大清

商品番号

特典付き！「道の駅」なんごうお食事券3000円分
B39-191

写真 10,000円

食事券 (1名様)

伊勢海老のお造り、アワビのお造り、鮮魚のお造り、サザエのつぼ焼き、

小鉢2種、ご飯、伊勢海老の味噌汁

利用額が3000円を超える場合は追加料金を頂戴いたします。利用額が3000円未満の場合、お釣りは出ません。

お食事券利用の特典として、道の駅なんごう人気のソフトクリームをプレゼントいたします

（最大2名様まで）。※有効期限は発送日より1年間。

※お食事券6000円分も取り扱っております。寄附額は異なります。

商品番号

伊勢海老料理　大海　　伊勢海老「寿会席」　食事券（１名様）
E21-191

写真 25,000円

商品番号

大清グループ食事券(3,000円分)
B82-191

写真 10,000円

お 食 事 券



寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、翌月より毎月下旬発送

事業所◆株式会社 ミヤチク

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、翌月より毎月下旬発送

事業所◆株式会社 ミヤチク

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、翌月より毎月下旬発送

事業所◆株式会社 ミヤチク

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、翌月より毎月下旬発送

事業所◆株式会社 ミヤチク

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、翌月より毎月下旬発送

事業所◆株式会社 ミヤチク

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

＜4か月定期便＞宮崎牛焼肉用(合計4kg)

≪1か月目　合計800g≫　宮崎牛モモステーキ　　500g(250g×2枚)　宮崎牛ネックサイコロ　300g※煮込み用

≪2か月目　合計800g≫　宮崎牛ウデスライス　　500g　宮崎牛ウデ焼肉　　　　300g

≪3か月目　合計800g≫　宮崎牛モモスライス　　500g　宮崎牛モモ焼肉　　　　300g　　　【総計2.4kg】

商品番号
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)

F27-191

写真 30,000円 冷凍便

1か月目　宮崎牛肩ロース焼肉：500g　宮崎牛バラ焼肉　　：500g

2か月目　宮崎牛ウデ焼肉　　：500g　宮崎牛バラ焼肉　　：500g

3か月目　宮崎牛モモ焼肉　　：500g　宮崎牛ウデ焼肉　　：500g

4か月目　宮崎牛ロース焼肉　：500g　宮崎牛モモ焼肉　　：500g　　　【合計4kg】

商品番号

≪3か月定期便≫お楽しみ★4等級以上「宮崎牛」赤身セット(総計2.4kg)
H25-20

写真 50,000円 冷凍便

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

2か月目　宮崎牛ウデすき焼き　　：500g　　宮崎牛バラすき焼き　　：500g

3か月目　宮崎牛モモすき焼き　　：500g　　宮崎牛ウデすき焼き　　：500g

4か月目　宮崎牛ロースすき焼き　：500g　　宮崎牛モモすき焼き　　：500g　　【合計4kg】

商品番号

Ｍ6-191

写真 100,000円 冷凍便

1か月目＜宮崎牛ロースステーキ＞　　2枚(計500g)

2か月目＜宮崎牛モモステーキ＞　　8枚(計1kg・4枚×2パック)

3か月目＜宮崎牛ミスジステーキ＞　　5枚(計700g)

商品番号

＜4か月定期便＞宮崎牛すき焼き用(合計4kg)
M7-191

写真 100,000円 冷凍便

商品番号

＜3か月定期便＞宮崎牛「特選」ステーキ定期便
J8-191

写真 70,000円 冷凍便

定 期 便



寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、翌月下旬から発送

事業所◆ほんのえき田中屋

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、翌月より毎月下旬発送

事業所◆株式会社 ミヤチク

寄附額

【内容】

【発送】

入金確認後、翌月より毎月下旬発送

事業所◆井上酒造 株式会社

商品番号

《3回定期便》お楽しみ★石井与八の干物とマグロ柵セット（毎月3～5品）
F21-191

写真 30,000円 冷凍便

1か月目～3か月目

旬の魚の無添加ひもの（塩干し、甘辛醤油のみりん干し） 3品～5品・ マグロ柵　1つ

【全3回】　　　　　　　　　　　　※《6回定期便》の商品も取り扱っております。

商品番号 ≪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【各月6本×6回】K10-20

写真 80,000円 常温

【定期便について】

例えば、G44-20定期便 宮崎牛＆県産豚★セット(総計3kg)をご注文された場合、3か月定期便になりますの

で、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。

果物・野菜などの季節物の定期便については、気温や天候の影響で収穫の状況が変わり、お届け出来る期間

が遅れる場合もございます。予めご理解いただけますようお願い申し上げます。

1か月目　宮崎牛ウデスライス　　　500ｇ×1　県産豚ローススライス　　500ｇ×1

2か月目　宮崎牛肩ローススライス　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　【総計3kg】

1か月目～6か月目

白飫肥杉 (900ml×2本) 黒飫肥杉 (900ml×2本) 赤飫肥杉 (900ml×2本)

※アルコール度数　20度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【合計36本】

商品番号

定期便《お楽しみ》宮崎牛＆県産豚★王道セット(総計3kg)
G44-20

写真 40,000円 冷凍便

定期便は、一度のご寄附で数回に分けて返礼品が届きますので便利でとても人気があります。



様式第1号（第3条関係）

（宛先）日南市長

〒 -

都 道 市 区

府 県 町 村

フリガナ

様

電話番号 ＠

寄附金額 金 　 円

ゆうちょ銀行の払込取扱票を送付しますので、お早めの送金をお願い致します。

（※送金手数料は無料です。）

（※振込手数料は寄附者様のご負担となります。また振込用紙は、お送りしていません。）

特産品の送付は希望しません。（特産品を希望しない場合は〇を付けてください。）

-

-

-

-

-

〒 - 〒 　　-

フリガナ

様 　　様

電話番号

　　男　　・　　⼥

明治・大正・昭和・平成

年　　　　月　　　　日

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 市長におまかせ

〒887-8585 宮崎県日南市中央通1丁目1-1　　日南市役所　総務・危機管理課

日南市ふるさと納税サポート室　　電話：０９５５-５８-８９０５　　FAX：０５０－３６０６－３３５２

（電話は 9:00～18:00まで。土日・祝日・年末年始を除きます。）

E-mail: furusato@city.nichinan.lg.jp 受付NO.

宮崎銀行 油津支店 普通 0176060　口座名義：日南市会計管理者（ﾆﾁﾅﾝｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼｬ）

希望する
支払方法

（いずれかに〇を
付けてください）

郵便振替

銀行振込

日南市ふるさと応援寄附金（ふるさと納税）申込書

（申込日　令和　　　年　　　　月　　　　日）

ご住所

お名前

E-mail

希望する特産品

商品番号 特産品名 個数

お名前

ご住所 ご住所

フリガナ

お名前

返礼品の送り先（上記住所以外を指定される場合にご記入ください。）※送り先が複数ある時はコピーしてお使いください。

電話番号

希望する寄附金の
使途に〇印を付け
てください（任意）

お問合せ

お知らせいただいた個人情報は、この寄附の目的以外には使用いたしません。なお、お礼の品(特産品)を選ばれた場合は、その送付先としてご住所･お名前･電話番
号を地元事業者に提供しますので、ご了承下さい。

ワンストップ申請
の希望の有無

（希望される場合
は、○印を付けて
ください）→

寄附⾦税額控除に係る申告特例（ワンストップ特例）の
申請書の送付を希望します。

（※〇印がない場合は、受領証明書のみ送付いたします。）

ワンストップ特例申請をご要望の方のみご
記入ください。↓↓↓↓↓↓↓↓↓

性　　別

⽣年⽉⽇


