
商品番号 豚肩ローススライス 2kg ＆ 豚ミンチ 2kg

B95-191 (合計4kg)

寄附額

【内容】

◆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)

【発送】大変ご好評につき、ご注文月により異なります。

【事業所】黒潮ポーク

商品番号

DC4-21

寄附額

【内容】

◆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)

【発送】入金確認後、1～2か月程度で発送

【事業所】(株)ミヤチク

商品番号 ≪本格芋焼酎≫

B64-191 飫肥杉(白・赤・黒)4本セット

寄附額

【内容】

◆黒飫肥杉(900ml)×1本　◆赤飫肥杉(900ml)×1本

◆白飫肥杉(900ml)×2本

【事業所】井上酒造(株)

10,000円

【発送】入金確認後、1か月以内で発送

常温

10,000円 冷凍便

23,000円 冷凍便

　　　　   お問い合わせください。

宮崎県産黒毛和牛モモステーキ9枚＆

粗挽きウインナー180gセット（合計1kg以上）
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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

◆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】入金確認後、翌月から毎月下旬発送

【事業所】(株)ミヤチク

商品番号 ≪4か月定期便≫お楽しみ★ 寄附額

I17-21 　4等級以上「宮崎牛」焼肉用(総計2.4kg)

◆1か月目

宮崎牛肩ロース焼肉 300g

宮崎牛バラ焼肉 300g

◆2か月目

宮崎牛モモ焼肉 300g

宮崎牛イチボ焼肉 300g

◆3か月目

宮崎牛ウデ焼肉 300g

宮崎牛ミスジ焼肉 300g

◆4か月目

宮崎牛モモ焼肉 300g

【発送】入金確認後、翌月から毎月下旬発送 宮崎牛三角バラ焼肉 300g

【事業所】(株)ミヤチク

40,000円 冷凍便

60,000円 冷凍便

第
１
位
♪

2020

定期便

2020

定期便

第
２
位
♪



寄附額

＼内閣総理大臣賞受賞／

＼スタミナ満点！／

◆1か月目 ◆2か月目

宮崎牛モモすき焼き 300g 宮崎牛モモ(赤身)すき焼き 300g

宮崎牛バラすき焼き 300g 宮崎牛肩ロースすき焼き 300g

◆3か月目 ◆4か月目

宮崎牛肩バラすき焼き 300g 宮崎牛ロースすき焼き 300g

宮崎牛モモすき焼き 300g 宮崎牛ウデすき焼き 300g

【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】

◆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 ＼いろいろな料理に大活躍！！／

県産豚バラスライス 500ｇ×1

【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】

◆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)

【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

60,000円 冷凍便

50,000円 冷凍便

≪3か月定期便≫

　宮崎牛「特選」ステーキ

商品番号

I16-21

65,000円 冷凍便

≪4か月定期便≫お楽しみ★

　4等級以上「宮崎牛」すき焼き用(総計2.4kg)

商品番号

IE2-21

定期便《お楽しみ》

　宮崎牛＆県産豚★王道セット(総計3kg)

商品番号

H35-21

日南市ふるさと納税　定期便



寄附額

＼大満足の内容量!!／

＼6か月毎月6本お届け!!／

＼お買い物の手間も省ける♪／

【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

※アルコール度数　20度

※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。

【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

◆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

※お申込みいただいた月により、お届けするセットの順番が変わります。

　

【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

◆1か月目

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

宮崎牛ウデスライス 500g

宮崎牛ウデ焼肉 300g

◆3か月目

宮崎牛モモスライス 500g

宮崎牛モモ焼肉 300g

【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

≪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】

80,000円 常温

商品番号

K10-20

65,000円 冷凍便

35,000円 冷凍便

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)

商品番号

FE6-21

≪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)

商品番号

IE1-21

日南市ふるさと納税　定期便



商品番号 ≪3か月定期便≫お楽しみ

GE1-20 　豚肉4種類わくわくセット(合計7kg)

寄附額

◆1か月目 (計2.5kg)

ロースしゃぶしゃぶ用500g 、肩ロースしゃぶしゃぶ用500g 、

バラしゃぶしゃぶ用 500g 、モモしゃぶしゃぶ用 500g×2

◆2か月目 (計2kg)

ロース焼肉用 500g 、肩ロース焼肉用 500g 、

バラ焼肉用 500g 、ヒレ焼肉用 500g

◆3か月目 (計2.5kg)

【発送】入金確認後、翌月から毎月下旬発送 ロースしゃぶしゃぶ用 500g 、モモしゃぶしゃぶ用 500g×2 、

【事業所】(株)さつま屋産業 バラ焼肉用 500g 、ヒレ焼肉用 500g

商品番号 ≪3か月定期便≫お楽しみ★

HE1-21 　豚肉バラエティセット(総計8.4kg)

寄附額

◆1か月目 (計3kg)

国産豚ウデモモ小間切れ 500g×3 、宮崎県産豚バラ焼肉 500g 、

宮崎県産豚肉粗挽きウインナー 500g×2

◆2か月目 (計3kg)

国産豚ウデモモ小間切れ500g×3 、宮崎県産豚ロースしゃぶしゃぶ500g 、

国産豚肉薫彩ウインナー 500g×2

◆3か月目 (計2.4kg)

【発送】入金確認後、翌月から毎月下旬発送 国産豚ウデモモ小間切れ 500g×3 、宮崎県産豚肩ロース焼肉 500g 、

【事業所】(株)ミヤチク 宮崎県産(牛・豚)こだわりハンバーグ 計400g(100g×2)×2

←左図のように、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

　　期間が早まる、または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。

＜定期便について＞

　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

45,000円 冷凍便

55,000円 冷凍便



≪緊急支援≫数量限定！4等級以上

黒毛和牛ロースステーキ＆国産牛ハンバーグ

寄附額

【内容】 黒毛和牛ロースステーキ 計500g(250g×2枚)

国産牛ハンバーグ 計400g(100g×4個)

※ハンバーグは牛肉を100%使用

※賞味期限は冷凍で90日

【発送】 入金確認後、1か月程度で発送 【事業所】 (株)ミヤチク

≪緊急支援≫数量限定！4等級以上

黒毛和牛ヒレステーキ＆国産牛ハンバーグ

寄附額

【内容】 黒毛和牛ヒレステーキ 計500g(100g×5枚)

国産牛ハンバーグ 計400g(100g×4個)

※ハンバーグは牛肉を100%使用

※賞味期限は冷凍で90日

【発送】 入金確認後、1か月程度で発送 【事業所】 (株)ミヤチク

≪緊急支援≫数量限定！4等級以上

黒毛和牛肩ローススライス＆国産牛ハンバーグ

寄附額

【内容】 黒毛和牛肩ローススライス 500g

国産牛ハンバーグ 計400g(100g×4個)

※ハンバーグは牛肉を100%使用

※賞味期限は冷凍で90日

【発送】 入金確認後、1か月程度で発送 【事業所】 (株)ミヤチク

≪緊急支援≫お楽しみ定期便★4等級以上

黒毛和牛スライス＆国産牛ハンバーグ（定期便：合計3回お届け）

寄附額

1回目：黒毛和牛肩ローススライス400g、国産牛ハンバーグ100g×4個

2回目：黒毛和牛ウデスライス400g、国産牛ハンバーグ100g×4個

3回目：黒毛和牛モモスライス400g、国産牛ハンバーグ100g×4個

※ハンバーグは牛肉を100%使用 ※賞味期限は冷凍で90日

【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

BB40-21

12,000円 冷凍便

商品番号

F50-21

30,000円 冷凍便

30,000円 冷凍便

コロナ禍で行き場を失った食材たちを食べよう！

ぜひ、ふるさと納税で生産者・事業者等の支援と

フードロス削減にご協力ください♪

商品番号

D43-21

20,000円 冷凍便

商品番号

F49-21



＼内閣総理大臣賞受賞／

＼肉質等級4等級以上／

＼豪華なステーキ!!／

宮崎が誇る最高級ブランド牛

「宮崎牛」の希少部位『ヒレ』

のステーキを返礼品としてご用意

いたしました♪

「ヒレ」とは、

牛肉の中でも特に希少な部位で、

キメが細かく柔らかな肉質です。 商品番号 商品番号

しっとりとした舌触りで、 D26-191 D22-191

脂身が少なく上品な味わいです。 寄附額 寄附額

【内容】

寄附額 ◆宮崎牛ヒレステーキ 450g

　(150g×3) ◆宮崎県産黒毛和牛ローススライス 700g ◆宮崎牛5等級ロースステーキ　2枚

　(合計500g)

【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】(株)ミヤチク 【事業所】(株)ミヤチク 【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 C26-191 BC30-20

寄附額 寄附額 寄附額 寄附額

◆宮崎牛赤身モモ・ウデ焼肉用 ◆宮崎牛赤身モモ・ウデ切落し ◆宮崎県産黒毛和牛バラ切落し(スライス) ◆宮崎牛サイコロステーキ 200g×3袋

　400g×2パック 　400g×2パック 　400g×2パック 　(計600g)

【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、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】(株)ミヤチク 【事業所】(株)南郷包装

　＼2021年4～6月

　　　　お肉部門第１位！／

250gずつの小分けで保存も便利♪

使いたい分だけ解凍してご使用

ください。

　＼IQF冷凍でおいしさを

　　　　　　逃がさない！／

切身を個別に急速冷凍することで 商品番号 商品番号

食品の細胞破壊を抑え、鮮度や B77-191 B153-21

旨味を閉じ込めます。 寄附額 寄附額

寄附額 【内容】

【内容】 ◆みやざき地頭鶏(味付けカット) 　合計3.3kg

◆宮崎県産若鶏モモ肉 　500g×2袋 　※部位混合のため「訳あり」とさせて

　　　250g×10袋 (計2.5kg) 　　いただきます。

【発送】入金確認後、1か月以内で発送 【発送】入金確認後、1か月以内で発送

【事業所】(株)南郷包装 【事業所】(株)南郷包装 【事業所】(株)黒潮ポーク

10,000円

みやざき地頭鶏(味付き)計1kg
≪訳あり≫

冷凍便

【発送】入金確認後、翌月末までに発送

10,000円 冷凍便

鶏肉(モモ・ムネ混合)唐揚げ用

◆鶏モモ・ムネミックス(カット) 300g×11袋

【事業所】(株)黒潮ポーク 【事業所】(株)黒潮ポーク

冷凍便 13,000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 バラ切落し(スライス)計800g 宮崎牛サイコロステーキ(計600g)

20,000円 冷凍便 18,000円 冷凍便 15,000円

≪A4等級等級以上≫宮崎牛 ≪A4等級等級以上≫宮崎牛 宮崎県産黒毛和牛4等級以上 ≪肉質等級4等級以上≫

【発送】入金確認後、2～3か月程度で発送

30,000円 冷凍便

商品番号

F42-20

<肉質等級４等級以上>

超希少！宮崎牛ヒレステーキ

宮崎県産黒毛和牛ロースすき焼き用 「最高ランク5等級」

20,000円 冷凍便

(計700g) 宮崎牛ロースステーキ2枚(計500g)

20,000円 冷凍便

　250g×10袋 (計2.5kg)

商品番号

B135-20

≪小分けで便利≫若鶏モモ肉

10,000円 冷凍便



商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

B89-191 B68-191 B63-191 B90-191

寄附額 寄附額 寄附額 寄附額

◆ロースかつ用 500g ◆豚皿盛り 600g ◆豚骨付きスペアリブ詰合せ 2パック

◆ローススライス 500g ◆豚ウデ・モモ肉切落し：520g×6パック ◆豚切り落とし 1kg (250g×4パック) 　(計1.6kg)

◆ロースしゃぶしゃぶ用　500g ◆豚ミンチ 1kg (250g×4パック)

【発送】入金確認後、1か月程度で発送 【発送】入金確認後、翌月末までに発送 【発送】入金確認後、1か月以内で発送 【発送】入金確認後、1～2か月程度で発送

【事業所】(株)南郷包装 【事業所】(株)さつま屋産業

　＼焼肉のタレで有名な

　戸村本店特製♪／

　＼ビールとの相性抜群！／

商品番号 商品番号

B92-191 BA14-191 【内容】

寄附額 寄附額 ◆宮崎県産豚ホルモン塩味

商品番号 　　　190×4袋

B96-191 ◆宮崎県産豚ホルモン味噌味

寄附額 　　　230g×4袋

◆しゃぶしゃぶ用ローススライス ◆安楽畜産 宮崎牛ホルモン500g （合計1.6kg以上）

　80g×12パック

【発送】入金確認後、1か月以内で発送 【賞味期限】製造日から90日

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

【事業所】(株)さつま屋産業

　＼ブランド鶏「宮崎地頭鶏」

　　　　を使用！／

　＼お酒のおつまみに、

　お弁当にも！／

大きくて柔らかい、

コリコリ食感をお楽しみ下さい♪

タレと卵黄を絡めると、

　　さらに美味！！ 商品番号 商品番号

D32-191 B122-20

【内容】 寄附額 寄附額

　◆つくね 2個入り×5袋

商品番号 ≪宮崎名物≫  　(1個あたり約85g)

AA17-21 　地頭鶏の焼きつくね 　◆専用タレ 【計1.5kg】みやざき地頭鶏

寄附額 【賞味期限】冷凍で180日 ◆炭火焼き 150ｇ×6パック ◆チキンバー 500g×4袋 (計2kg、80本前後)

【発送】入金確認後、 ◆炭火焼き 300ｇ×2パック 　(8～12名分)

　3週間程度で発送

【事業所】(株)アークジャパン 【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】はなまる和農場 【事業所】(株)南郷包装

大人気★戸村の味付き若鶏

 (計1.5kg) チキンバー「チキンヒーロー」

20,000円 冷凍便 10,000円 冷凍便

10,000円 冷凍便 11,000円 冷凍便

『みやざき地頭鶏』炭火焼き

≪戸村本店特製≫

国産豚ホルモン★塩＆味噌セット

10,000円 冷凍便

【発送】入金確認後、1か月以内で発送

厳選宮崎牛ホルモン500g

安楽畜産日南産豚肉★

　しゃぶしゃぶ用ローススライス

10,000円 冷凍便

【事業所】(株)黒潮ポーク

10,000円 冷凍便 10,000円 冷凍便 10,000円 冷凍便

＼大好評の人気商品が復活！／

9,000円 冷凍便

【事業所】日南山形屋食選館

日南産豚肉★

バラエティーセット(合計1.5kg) (計3.12kg)  (スライス&切り落とし&ミンチ) 　骨付きスペアリブ詰合せ

県産豚ロース 豚ウデ・モモ肉切落しセット 万能豚肉バラエティーセット



寄附額 寄附額

寄附額 寄附額

寄附額 寄附額

寄附額 寄附額

【事業所】(株)ネイバーフッド【事業所】(有)大清

【内容】

　うなぎ蒲焼 2尾 (1尾150g以上)

　タレ 2個

　宮崎・鹿児島で養殖されたうなぎを、

　職人が丹念に焼き上げました！

　旨味をギュッと閉じ込めた真空パックで

　お届けします♪

【保存方法】常温

　　　　　　※直射日光を避けて保存【保存方法】冷蔵

【賞味期限】加工日より10日間 【賞味期限】製造日から1年

【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

【内容】

　まるごとみかんジュース 1L×3パック

　糖度12度以上、皮ごと絞った超濃厚みかん

　ジュースです♪

　帝国ホテル内の日本料理店「なだ万」にて、

　季節のウェルカムドリンクとして提供されて

　います！

【受付期間】2021年10月31日まで

 ※生育状況により内容が変更になる場合がございます。

商品番号：C10-191 商品番号：A29-191

　職人手焼きうなぎ蒲焼2尾

　　　　　　　　　　(計300g以上)

《糖度12度以上》超濃厚!!

　　　　　　まるごとみかんジュース

商品番号：C52-20 商品番号：C62-21

≪有洗米≫令和３年産 新米コシヒカリ

　　　　　計10kg(5kg×2袋)

≪無洗米≫令和３年産 新米コシヒカリ

　　　　　計10kg(5kg×2袋)

15,000円 常温 15,000円 常温

　＼万能食材！豚肉＆鶏肉／

　＼小分けで便利！／

　＼毎日のお料理に大活躍♪／

【発送】入金確認後、翌月末までに発送 【事業所】(同)日南スッポン

【事業所】(株)黒潮ポーク

【内容】

　約700g (3～4人分）

　出汁 1200cc

【賞味期限】冷凍で60日

　＼栄養満点、濃厚な旨味／

　＼コラーゲンたっぷりプルプル食感／

　＼日南市萩之嶺の山の清流で育てた新鮮なスッポンです♪／

≪数量限定≫

　豚切落し＆豚ミンチ＆鶏モモ肉セット

宮崎ひなたスッポン鍋セット

　　　　　　　　　(3～4人分)

【内容】

　豚切落し 400g×3袋 、

　豚ミンチ 500g×2袋 、

　鶏モモ肉(カット) 300g×5袋

【賞味期限】冷凍で60日 【発送】入金確認後、3週間程度で発送

12,000円 冷凍便 13,000円 冷凍便

【内容】

　鰻せいろのにぎりめし 110g×8個

　(計880g 、個包装)

【賞味期限】製造日より4か月

【賞味期限】冷凍で60日

【内容】合計3.1kg

 豚切落し 400g×4袋 、

 鶏モモ・ムネミックス 300g×5袋

商品番号：BB41-21 商品番号：BC34-21

　＼小分けで便利!!／

　＼アクが少なく、さっぱりとした豚肉／

　＼ほどよい脂肪分で、ジューシーな鶏肉／

　＼宮崎・鹿児島産うなぎを使用！／

　＼おやつ・夜食にもピッタリ♪／

　＼食べたい分だけレンジでチン！／

【発送】入金確認後、翌月末までに発送 【発送】入金確認後、1か月以内で発送

【事業所】(株)黒潮ポーク 【事業所】大清

商品番号：B154-21 商品番号：B155-21

≪小分けで便利≫

　豚＆鶏(モモ・ムネ)大満足セット

鰻せいろのにぎりめし

(110g×8個)

10,000円 冷凍便 10,000円 冷凍便

15,000円 冷蔵便 8,000円 常温

【事業者】JAはまゆう

　　　　　アグリショップあがた

【賞味期限】

　夏：常温で1か月

　秋～冬：常温で1～2か月

【内容】

　新米コシヒカリ(有洗米)

　5kg×2袋 (計10kg)

【事業者】JAはまゆう

　　　　　アグリショップあがた

【賞味期限】

　夏：常温で1か月

　秋～冬：常温で1～2か月

【内容】

　新米コシヒカリ(無洗米)

　5kg×2袋 (計10kg)

【受付期間】2021年10月31日まで

 ※生育状況により内容が変更になる場合がございます。

【発送】令和3年8月から順次発送 【発送】令和3年8月から順次発送



商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

D17-191 D9-191 BB24-191 B7-191

寄附額 寄附額 寄附額 寄附額

◆日南キャビア 4g×3個 ◆宮崎キャビア1983 バエリ：12g ◆焼肉のたれ(普通) 200g×6本 ◆厚焼きたまご1つ

　贈答用化粧箱　シェルスプーン付き ◆焼肉のたれ(特選) 200g×3本 　※賞味期限は１週間です。

※化粧箱の仕様は変更になることがあります。 ◆焼肉のたれ(ワイン入り)200g×3本

【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 【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】(株)中幸組 キャビア事業部 【事業所】ジャパンキャビア(株) 【事業所】(株)南郷包装 【事業所】厚焼たまごあらたけ

＼人気急上昇中!!／

＼小分けで便利！！／

宮崎県の焼肉のタレで有名な

戸村本店で大人気の「自家製餃子」

です！！

キャベツ、ニラをたっぷりと使用

した餡がぎっしり！

ニンニクをしっかり効かせた、食べ

応え抜群の餃子は、やみつきに 商品番号 商品番号

なること間違いなし！ B72-191 BD26-191

寄附額 寄附額

商品番号

AA5-20 【内容】

寄附額 自家製餃子 10個×12パック 

(計120個) ◆カップアイス(90g)×6個 ◆おきよせんべい 2枚×36袋

◆アイスモナカ(61g)×7個

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

【事業所】(株)南郷包装 【事業所】なかつや 【事業所】おきよせんべい松家

　＼日向夏と金柑を使用♪／

　砂糖・着色料・合成保存料

　不使用です。

　＼ビタミンたっぷり／

　日向夏のさわやかさと

　金柑のやさしい甘みを

　お楽しみください♪

商品番号 商品番号

BC31-20 B128-20

寄附額 寄附額

商品番号 ≪果汁20％≫

B55-191 　ひなたまドリンクジュース

◆日南レモンシロップ500ml×2本 ◆280ml×24本 寄附額

【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】日高屋 【事業所】JAはまゆうアグリショップあがた

14,000円 常温

おきよせんべい 2枚×36袋

9,000円 冷凍便

冷凍便
（10個×12パック）計120個

宮崎キャビア1983 バエリ(12g)
日南CAVIAR「キャビア」 宮崎No.1＜戸村本店＞

3種の焼肉のたれ12本セット

20,000円

計12g（4g×3個）

冷凍便 20,000円 冷凍便

【内容】

　ひなたまドリンク

　190ml缶×20本
13,000円 常温 10,000円 常温

10,000円 常温

【事業者】(同)日南食品

【発送】

　入金確認後2～3週間で発送

【賞味期限】製造日から1年

飫肥の厚焼きたまご

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％≫

10,000円常温 冷蔵便

(カップ6個＆モナカ×7個)

アイスCセット

【発送】入金確認後、1か月以内で発送

10,000円

12,000円

＜戸村本店特製味付＞自家製餃子



＼数量限定／

＼大満足の1kg／

＼小分けで便利／

業務用のため"訳あり"とさせて

いただいておりますが、天然の

マグロで作ったこだわりの

ネギとろです。

口の中でトロける至福のひととき

商品番号 商品番号 を、この機会にぜひご堪能くだ

B22-191 D19-191 さい。

寄附額 寄附額

商品番号

B104-20 【内容】

寄附額
◆ネギとろ：200g×5袋

◆1袋(2食入)×5袋 ◆本マグロ中トロ：計800g

　(魚うどんのおいしいレシピ付)

【発送】入金確認後、1か月以内で発送

【発送】入金確認後、1～2か月以内で発送 【事業所】(株)南郷包装 【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】(有)ホテル丸万

＼抗菌作用のある桧のまな板／

＼桧の香りが心地よい／

＼使いやすい大きさ／

香ばしく風味豊かに焼き上げた 宮崎県産の桧から削り出した、

天然のかつおを、マイナス50度の 無添加・無塗装の特別な

超低温で冷凍・保存!! 「まな板」です。

お好みの厚さにカットできるので 桧には抗菌性物質が含まれている

贅沢に厚切りして玉ねぎや大葉と ため、衛生的にも安心です。

一緒にお楽しみ下さい♪

※30㎝・60㎝・70㎝の商品も

　あります。

商品番号 商品番号

B141-20 CB29-191

寄附額

【内容】かつおのタタキ 【内容】

　　　　(訳あり 合計1.5kg) 縦24cm×横45cm×厚2.5cm

　※大きさが規格外のため

　　「訳あり」となります。

【事業所】(株)南郷包装 【賞味期限】冷凍で30日 【事業所】(有)谷材木店

「みかん蜜」 ＼ 品質の高い国産画用紙 ／

日南市特産の日向夏やデコポン、 ＼ 幅広いシーンで活用できる ／

ミカン等の花から採れた ＼ 書き心地なめらか!! ／

サッパリ系のはちみつです。

スケッチブックといえば、

「山蜜」 マルマンの「図案シリーズ」

日南市山中のさまざまな花から

採れた、本来の蜂蜜らしい 2020年に創業100周年を迎えた

味わいです。 『マルマン』数千点の商品数を

誇る老舗メーカですが、実は

その商品のほとんどが日南市で

作られているんです♪

商品番号 商品番号

B29-191 D11-192

寄附額 寄附額

【内容】 　◆B4サイズ 品番：S120×10冊（画用紙 並口/枚数 24枚）

◆みかん蜜 250g×1 　◆B5サイズ 品番：S140×10冊（画用紙 並口/枚数 24枚）

◆山蜜 250g×1 　◆B6サイズ 品番：S160×10冊（画用紙 並口/枚数 24枚）

【事業所】谷口養蜂場 【発送】入金確認後、1か月以内で発送 【事業所】マルマン(株)

20,000円

【発送】入金確認後、1か月以内で発送

マルマンのスケッチブック

3種類盛りだくさんセット

日南市産はちみつ2種セット

(みかん蜜＆山蜜)

10,000円 常温

10,000円 冷凍便

【発送】入金確認後、1か月程度で発送

　新鮮かつおのタタキ

≪訳あり≫規格外!!
桧(ヒノキ)のまな板(45㎝)

寄附額 17,000円

【発送】入金確認後、1か月以内で発送

祝★日本農業遺産認定

　　『日南かつお一本釣り』

数量限定!

〈訳あり〉ネギとろ(計1kg)

10,000円 冷凍便

10,000円 冷蔵便 20,000円 冷凍便

本マグロ中トロ(計800g)

鮮度抜群!!
丸万の魚うどん詰合せ



＼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】櫻乃峰酒造有限会社

＼二十年にわたり貯蔵熟成／

厳選された芋焼酎・麦焼酎の

原酒を、二十年にわたり貯蔵熟成

させました。

超長期貯蔵熟成酒ならではの

えもいわれぬおだやかな香りと

奥深い味わいをお楽しみ下さい。

商品番号 商品番号

B64-191 CD23-191

寄附額 寄附額

商品番号 【内容】

F29-191 20年甕貯蔵原酒 無月「耀」

【内容】白飫肥杉(20度、900ml)×2本 寄附額 (750ml)×2本(芋・麦)

　　　　黒飫肥杉(20度、900ml)×1本 【内容】47度・750ml　１本（和製ジン）

　　　　赤飫肥杉(20度、900ml)×1本

【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】井上酒造(株) 【事業所】(株)モリナガ　モリナガ酒店 【事業所】櫻の郷酒造(株)

＼特別限定品／

＼プレミアムな逸品／

黒麹仕込みの原酒を主に、

三種類の原酒をブレンドした焼酎

を、伝承の甕壷仕込みで仕上げ

ました。

豊潤さと軽快さを兼ね備えた

絶妙で奥深い味わい、ほのかな

紫芋の香りと柔らかい甘み、 商品番号 商品番号

なめらかなのど越しとさっぱりと E29-20 C18-191

した余韻をお楽しみ下さい。 寄附額 寄附額

商品番号

DC2-20

寄附額 【内容】 【内容】

【内容】 IITCHAGA-いいっちゃが-(紅芋)25度/720ml 松の露黒麹、黒飫肥杉、赤飫肥杉、

甕雫「玄」1個、計1800ml さわやかレモンリキュール14度/500ml×2本 かね京かんろ、平蔵黒麹、油津チョロ船

嫋なり(芋)25度/720ml (計4本) 各20度、900ml×1本（計6本）

【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】京屋酒造（有） 【事業所】田中酒店 【事業所】(株)川俣泰一商店

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

常温

【発送】入金確認後、3週間以内で発送

25,000円 常温 15,000円

日南産レモンリキュールセット 　日南だれやみBセット

23,000円 常温

常温
1800ml×1個（化粧箱入り）

≪数量限定≫有機焼酎甕雫「玄」

油津吟～ユズジン～

《本格芋焼酎》

白・黒・赤 4本セット

≪本格芋焼酎≫飫肥杉

10,000円 常温 19,000円 常温
(芋・麦焼酎）750ml×2本

20年甕貯蔵原酒★無月「耀」

限定★本格芋焼酎＆

【発送】入金確認後、1か月以内で発送

30,000円



＼別名「青い桜」／ ＼神秘的な美しさ！／

＼花言葉「栄光・名誉」／ ＼日本一の群生地より／

・一般的なジャカランダより 日南市南郷町は、日本一の

　青い花が咲きます。 ジャカランダ群生地です。

・開花期に次々と花が咲き続け ・鉢植えでも地植えでもお楽しみ

　ます。 　いただけます。

・花房が立つように固まって咲く

※落葉性で日光を好みます。 　のが特長です。

・やや濃い紫色の花を咲かせる

　品種です。

【内容】

商品番号 ジャカランダ「日南のめぐみ」 商品番号 【内容】

D6-191 鉢込70～80cm（苗木1本） BB34-20 華紫サファイアブルー 30cm程度

寄附額 ※育て方の説明書付 寄附額 （苗木1本）

※花付苗は4月中旬～5月中旬 ※ジャカランダは落葉樹ですので

　のみの発送 　寒い時期は葉が落ちます。

【発送】入金確認後、1か月以内で発送 【事業所】酒井園芸 【事業所】岡本華紫ファーム/岡本農園

＼ 仕事を創造的にする ／

＼ ニーモシネ15冊セット ／

＼ 書き心地なめらか!! ／

B5・A6サイズは

ページを3分割する太い罫線と

上下のメモリで情報を整理しや

すく、ファイリングに便利な切り

取りミシン目入り。

商品番号 B6サイズは 商品番号

CC14-20 複数のタスクをまとめて俯瞰 C2-192

寄附額 できる特殊罫。 寄附額

商品番号

C12-192

◆レッド 品番SS-01×5冊(白クロッキー紙/100枚) 寄附額 Ｗ200×Ｄ140×Ｈ32（mm）

◆ブルー 品番SS-02×5冊(白クロッキー紙/100枚) 【内容】 ※木製品のため、色・模様が異なります

◆ﾎﾟｹｯﾄｻｲｽﾞ 品番S161×10冊(白クロッキー紙/100枚) ・B5(品番N194A×5冊) 特殊目盛り入7mm罫/30行/80枚

【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 ・A6(品番N197A×5) 特殊罫/18行/80枚 【発送】入金確認後、1か月以内で発送

【事業所】マルマン（株） 【事業所】マルマン(株) ・B6(品番N196A×5冊) 特殊目盛り入7mm罫/21行/50枚 【事業所】(有)ギフトハウスマエダ

＼天然100％の香り♪／

　有名な飫肥杉の精油を専用の

ガラス瓶に入れてお届けします。

・飫肥杉材木から抽出した

　100%の天然精油！

・開栓から2～3か月香りが持続

商品番号 商品番号 ・穏やかな香りで、リラックス

FE2-20 G20-191 　効果も期待できます。

寄附額 寄附額

商品番号

BB39-21

【内容】 野菜包丁(鉄4寸、約12cm) 寄附額 【内容】

　高さ約32cm×奥行約20cm 出刃包丁(鉄5寸、約15cm) リードデイフューザー (1個)

　土台付き(横幅約20cm×奥行約18cm) さしみ包丁(たこ引、鉄7寸、約21cm) ・芳香液(ガラス瓶入) 50ml

　LED電球付き ・スティック 5本

【発送】入金確認後、1か月以内で発送 【発送】入金確認後、1～2か月以内で発送

【事業所】NITTAKE 【事業所】水元刃物製作所 【事業所】合同会社LC

【発送】入金確認後、3週間以内で発送

40,000円

12,000円

15,000円

35,000円

「金魚」

世界に一つだけの竹灯籠 包丁3本セット

アロマ「飫肥杉の香り」

リードデイフューザー(1個)

18,000円

木の温もりある脳トレ玩具

盛りだくさん3種類セット(合計20冊) 「数字パズル」

マルマンのビジネスノートブランド
15,000円

「ニーモシネ」3種類セット

ジャカランダの苗木1本

「日南のめぐみ」鉢込70～80cm

12,000円

【発送】2021年5月上旬から8月末まで

マルマンのクロッキーブック

20,000円

ジャカランダ苗木

「サファイアブルー」



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



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


