栃木県 那須烏山市
～ふるさと応援寄附金 お礼の品～
【ご注意ください】
一部のお品はお申し込みから発送までお時間をいただく場合があります。
在庫状況や発送時期など、最新の情報はふるさとチョイスよりご確認ください。

５－１
龍鱗（りゅうりん）

５－２
地酒せんべい

5,000 円

２箱

５－３
花よめうどん化粧箱

5,000 円

５－４
花よめうどん手さげ箱

5,000 円

5,000 円

地元銘酒の低温熟成した吟醸酒酒粕
で作った濃厚で口当たりなめらかな
チーズケーキです。

地元銘酒の酒粕を使用した煎餅で
す。伝統的な醤油味に酒粕のコクが
プラスされています。

花よめうどん」6 袋を化粧箱にギュ
ッと詰めました。

看板商品「花よめうどん」5 袋と
「スティックめんつゆ」5 袋をセッ
トにしました。

【容量】
1 ホール（5 号） 1 個

【容量】
1 箱（15 枚） 2 箱

【容量】
島田うどん花よめ（250ｇ） 6 袋

【容量】
島田うどん花よめ（250ｇ） 5 袋
めんつゆ（濃縮 40ｇ） 5 袋

５－５
玉ちゃん餃子８人前

１０－１

１０－２

島田ひやむぎ・そうめん詰合せ

島田うどん花よめ・きしめん詰合せ

5,000 円

10,000 円

10,000 円

当店自慢の看板うどん「花よめ」
那須烏山市にある「宇都宮餃子共同 ひやむぎとそうめんをたっぷり詰合
せにしました。
と、「きしめん」詰合せにしました。
組合」に加盟の玉ちゃん餃子です。
那須産豚肉をはじめ、原材料は全て
国産の無添加餃子です。
【容量】
【容量】
島田ひやむぎ花よめ 240ｇ×7 袋
島田うどん花よめ 250ｇ×7 袋
島田そうめん花よめ 240ｇ×7 袋
島田きしめん花よめ 240ｇ×7 袋
【容量】
花よめうどんはあとこ 250ｇ×1 袋 花よめうどんはあとこ 250ｇ×1 袋
肉（プレーン）餃子 24 個 2 袋
タレ付き

１０－３
江川の里＆食べ比べセット

10,000 円
月次地区で栽培されたお米を食べ比
べセットにしました。
【容量】
江川の里 5 ㎏
コシヒカリ 450ｇ
ミルキークイーン 450ｇ
ゆうだい 21 450g

１０－４
ふるさと美味セットＡ

１０－５
からすやまスイーツギフト

10,000 円
地元栽培のミルキィクイーンは、も
っちりとねばりが出るのが特徴で
す。冷めても柔らかく美味しいお米
です。
【容量】
ミルキィクイーン 5 ㎏
手作り味味噌 1 ㎏

１０－８
烏山和紙灯かり製作キット

10,000 円

島田うどんの会が日清製粉と共同開
発したうどん『下野の国』や清流那
珂川にちなんだ鮎最中、瓦せんべい
などの市の特産品を詰め合せたもの
となります。

【容量】
和三盆羊羹、和焼き菓子
洋焼き菓子

【容量】島田うどん「下野の国」
、
八溝そば、鮎最中、瓦せんべい

１０－９
とちぎ和牛切り落とし 400g

１０－１０
純米飲み比べ

10,000 円
「和牛のオリンピック」と称される
全国大会や肉牛枝肉の品評会で優秀
な成績を収める「とちぎ和牛」で
す。

【容量】製作キット１セット
【容量】
とちぎ和牛切り落とし 400ｇ

１０－１３
烏山山あげ牛切り落とし

10,000 円

１０－１４
烏山山あげ牛サーロインステーキ

市内生産者が一頭一頭丁寧に育てた
牛で肉質はとてもやわらかくほどよ
い食感で甘みのある４等級以上の上
質な霜降り牛です。

【容量】
切り落とし 600g

【容量】
サーロインステーキ 200g

10,000 円
那須烏山市の特産物和紙を使い、色
鮮やかで丈夫な烏山和紙の小物をお
送りいたします。
【容量】しおり、人形しおり、ブッ
クカバー（文庫版）
、ブックカバー
（新書版）、名刺入れ、メモ帳カバー

１０－１１
リキュールセット

10,000 円

10,000 円

穏やかな果実香となめらかな旨みの
ある純米吟醸と、米の旨みを残しつ
つスッキリとした味わいの特別純米
を、飲み比べてください。

爽やかな香りと芳醇でまろやかな味
の純米酒仕込みの「プレミアムゆず
酒」と、芳醇な香りと口当たりなめ
らかな日本酒仕込みの「梅酒」のセ
ットです。

【容量】
純米吟醸 東力士
特別純米 東力士

720ml
720ml

１０－１５
山あげ米５kg（精米）

10,000 円

市内生産者が一頭一頭丁寧に育てた
牛で、肉質はとてもやわらかく、ほ
どよい食感で甘みのある４等級以上
の上質な霜降り牛です。

１０－７
烏山和紙セット

10,000 円

和三盆を使い上品な甘さに仕上げた
栗羊羹や、烏山の特産品「中山かぼ
ちゃ」のあんを挟んだふわふわのど
ら焼きなど、心を込めて作った自慢
のお菓子です。

10,000 円
那須烏山市の伝統工芸品である烏山
和紙を手軽に楽しめる製作キットで
小学生から大人まで楽しめます。

１０－６
那須烏山市特産品セット

10,000 円
風味や旨みを逃さない最良の方法の
天日干しにより作られたお米です。
【容量】山あげ米

５㎏

【容量】
プレミアムゆず酒
梅酒

500ml
500ml

１０－１６
玉ちゃん餃子３種詰め合わせ

10,000 円
那須産豚肉をはじめ、原材料は全て
国産の無添加餃子です。
【容量】
肉（プレーン）餃子
ねぎ餃子
行者にんにく餃子
各３０個入り

１７－１
烏山山あげ牛サーロインステーキ

１７－２
烏山山あげ牛リブステーキ

17,000 円

17,000 円

市内生産者が一頭一頭丁寧に育てた
牛で肉質はとてもやわらかくほどよ
い食感で甘みのある４等級以上の上
質な霜降り牛です。

市内生産者が一頭一頭丁寧に育てた
牛で肉質はとてもやわらかくほどよ
い食感で甘みのある４等級以上の上
質な霜降り牛です

【容量】
烏山山あげ牛
サーロインステーキ 330g×1 枚

【容量】
烏山山あげ牛
リブステーキ 500g×1 枚

１７－６
粉引湯呑

１７－７
粉引マグカップ

17,000 円

１７－４
はつもの味だより

17,000 円
ＪＡ那須南の四季折々の旬な味をお
届けする農産物詰め合わせです。
※5 月、7 月、10 月、12 月のいずれ
か 1 回発送
【容量】
農産物詰め合わせ

粉引とは今から５００年前に韓国で
作られた焼物の種類です。昔、日本
の茶人がちょうど白い粉が引いた様
なので粉引と名付けました。

【容量】粉引湯呑（桐箱入）

【容量】粉引マグカップ（桐箱入）

那須烏山市の清流那珂川で獲れた鮎
を甘露煮、塩焼きにしてお送りいた
します。清流那珂川の味をご賞味下
さい。

１セット

パラグライダータンデムフライト

粉引とは今から５００年前に韓国で
作られた焼物の種類です。昔、日本
の茶人がちょうど白い粉が引いた様
なので粉引と名付けました。

17,000 円

【容量】鮎の甘露煮
１０匹程度鮎の塩焼き １０匹程度

１７－８

17,000 円

１７－５
鮎の甘露煮・鮎の塩焼き

17,000 円

１７－１０
大吟醸東力士

17,000 円

那須烏山市興野地区山頂よりインス 清流那珂川の伏流水を仕込み水と
トラクターと共に２人乗りでフライ
し、厳冬の時期に低温発酵にて醸し
ト体験をお楽しみください。
だした大吟醸です。優雅な果実香、
【容量】パラグライダータンデムフ まろやかですっきり透明感のある上
ライト １本（エリア代・保険料 品な味わいをお楽しみください。
込）（コーヒー/スナック付）
【容量】大吟醸東力士 720ml

１７－１１
リキュール・果実酒セット

17,000 円
爽やかな香りと芳醇でまろやかな味
の日本酒仕込みの「ゆずドレス」
烏山産青梅の芳醇な香りと口当たり
なめらかな日本酒仕込みの「梅酒」、
栃木県産”とちおとめ”で造りあげ
たフレッシュな香りと爽やかな酸
味、ほんのりとしたやさしい甘さの
「いちごワイン」のセットです

２０－１
とちぎ和牛焼肉用 400g

20,000 円

２０－２
とちぎ和牛すき焼き用 400g

20,000 円

「和牛のオリンピック」と称される
全国大会や肉牛枝肉の品評会で優秀
な成績を収める「とちぎ和牛」で
す。

「和牛のオリンピック」と称される
全国大会や肉牛枝肉の品評会で優秀
な成績を収める「とちぎ和牛」で
す。

【容量】
とちぎ和牛焼肉用 400g

【容量】
とちぎ和牛すき焼き用 400g

２０－３
とちぎ和牛ステーキ 300g

20,000 円
「和牛のオリンピック」と称される
全国大会や肉牛枝肉の品評会で優秀
な成績を収める「とちぎ和牛」で
す。
【容量】
とちぎ和牛ステーキ 300ｇ 1 枚

２０－４
とちぎ和牛ハンバーグ 8 個

２０－５
烏山山あげ牛切り落とし

20,000 円

２０－６
烏山山あげ牛サーロインステーキ

20,000 円

２０－７
山あげ米１０㎏（精米）

20,000 円

20,000 円

「和牛のオリンピック」と称される
全国大会や肉牛枝肉の品評会で優秀
な成績を収める「とちぎ和牛」で
す。
【容量】
とちぎ和牛ハンバーグ 200g 8 個

市内生産者が一頭一頭丁寧に育てた
牛で肉質はとてもやわらかくほどよ
い食感で甘みのある４等級以上の上
質な霜降り牛です。

市内生産者が一頭一頭丁寧に育てた 風味や旨みを逃さない最良の方法の
牛で肉質はとてもやわらかくほどよ
天日干しにより作られたお米です。
い食感で甘みのある４等級以上の上
質な霜降り牛です。

【容量】
烏山山あげ牛切り落とし 1 ㎏

【容量】
烏山山あげ牛
サーロインステーキ 200g 2 枚

【容量】山あげ米 10 ㎏

３０－１
ふるさと美味セットＢ

３５－１

３５－２

３５－３

烏山山あげ牛サーロインステーキ

烏山山あげ牛リブロースステーキ

烏山山あげ牛あっさりすきしゃぶ

30,000 円

35,000 円

35,000 円

35,000 円

地元栽培のミルキィクイーンや白
餅、豆、味噌、旬の野菜や果物の詰
め合わせとなります。

市内生産者が一頭一頭丁寧に育てた
牛で、肉質はとてもやわらかく、ほ
どよい食感で甘みのある４等級以上
の上質な霜降り牛です。

市内生産者が一頭一頭丁寧に育てた
牛で、肉質はとてもやわらかく、ほ
どよい食感で甘みのある４等級以上
の上質な霜降り牛です。

市内生産者が一頭一頭丁寧に育てた
牛で、肉質はとてもやわらかく、ほ
どよい食感で甘みのある４等級以上
の上質な霜降り牛です。

【容量】
ミルキィクイーン 5 ㎏ 3 袋
手作り味噌 2 ㎏
旬の野菜 2 点

【容量】
烏山山あげ牛
サーロインステーキ 220g 3 枚

【容量】
烏山山あげ牛
リブロースステーキ 400g 2 枚

【容量】
烏山山あげ牛
あっさりすきしゃぶ 1.2 ㎏

３５－４

３５－５

３５－６

烏山山あげ牛肩ローススライス

烏山山あげ牛リブローススライス

35,000 円

35,000 円

島田ひやむぎ・そう ３５－７ 島田うどん・きしめ
めん・うどん・そば詰め合わせ ん・そば・こだわり詰め合わせ

35,000 円

35,000 円

市内生産者が一頭一頭丁寧に育てた
牛で、肉質はとてもやわらかく、ほ
どよい食感で甘みのある４等級以上
の上質な霜降り牛です。

市内生産者が一頭一頭丁寧に育てた
牛で、肉質はとてもやわらかく、ほ
どよい食感で甘みのある４等級以上
の上質な霜降り牛です。

清涼感あふれる麺をたっぷり 10 ㎏
詰合せにしました。「御膳そば」は
山いも入りで、そのなめらかさから
リピーターの多い商品です。

当店一番人気の「花よめうどん」を
中心に、きしめん・そば・栃木県産
地粉 100%うどん「はあとこ」を詰合
せにしました。

【容量】
烏山山あげ牛
肩ローススライス 1 ㎏

【容量】
烏山山あげ牛
リブローススライス 700g

【容量】
島田ひやむぎ花よめ 240g×15 袋
島田そうめん花よめ 240g×15 袋
島田うどん花よめ 250g×5 袋
御膳そば 240g×10 袋

【容量】
島田うどん花よめ 250g×15 袋
島田きしめん花よめ 240g×10 袋
御膳そば 240g×10 袋
花よめうどんはあとこ 250g×10 袋

３５－９
粉引夫婦マグカップ

３５－１０
粉引夫婦湯呑

35,000 円

３５－１１
パラグライダータンデムフライト

35,000 円

４０－１
とちぎ和牛焼肉用 800g

35,000 円

40,000 円

粉引とは今から 500 年前に韓国で作
られた焼物の種類です。昔、日本の
茶人がちょうど白い粉が引いた様な
ので粉引と名付けました。

粉引とは今から 500 年前に韓国で作
られた焼物の種類です。昔、日本の
茶人がちょうど白い粉が引いた様な
ので粉引と名付けました。

那須烏山市興野地区山頂よりインス
トラクターと共に２人乗りでフライ
ト体験をお楽しみください。・２名様
×各１本ずつ、または１名様×２本

「和牛のオリンピック」と称される
全国大会や肉牛枝肉の品評会で優秀
な成績を収める「とちぎ和牛」で
す。

【容量】
粉引夫婦マグカップ（桐箱入）
１セット

【容量】
粉引夫婦湯呑（桐箱入）１セット

【容量】
パラグライダータンデムフライト
２本（エリア代・保険料込）

【容量】とちぎ和牛焼肉用 800g

４０－２
とちぎ和牛すき焼き用 800g

４０－３
地酒東力士

５０－１
那珂川カヌーツーリング

５０－２

40,000 円
「和牛のオリンピック」と称される
全国大会や肉牛枝肉の品評会で優秀
な成績を収める「とちぎ和牛」で
す。
【容量】
とちぎ和牛すき焼き用 800ｇ

６７－１
粉引丸鉢（桐箱入）

67,000 円
粉引とは、今から 500 年前に韓国で
作られた焼物の種類です。昔、日本
の茶人がちょうど白い粉が引いた様
なので粉引と名付けました。
【容量】粉引丸鉢（桐箱入）１個

大吟醸

雫

40,000 円
那須烏山市の清流那珂川の伏流水を
仕込み水とし、袋どりで仕上げた東
力士最高の大吟醸です。華やかな果
実香となめらかで上品な味わいをお
楽しみください。

50,000 円
那珂川の景観を思いっきり楽しむカ
ヌー初心者を対象とした川くだり体
験です。午前中は練習、昼食は鮎の
炭火焼き、午後は約７ｋｍの川くだ
り体験。

パラグライダー＆
パラモータータンデムフライト

50,000 円
那須烏山市興野地区山頂よりインス
トラクターと共に２人乗りでのパラ
グライダー体験と平地からのパラモ
ーター体験ができるスペシャルメニ
ューをお楽しみください。
【容量】パラグライダータンデムフ
ライト １本パラモータータンデム
フライト
１本（エリア代・保険料込）

【容量】
東力士大吟醸「雫」1.8ℓ×1 本

【容量】
那珂川カヌーツーリング体験チケッ
ト

６７－２
木版画

６７－３ パラグライダーラ １００－１
イセンス（Ａ級）コース
粉引花入（桐箱入）

67,000 円
画題「釣り人のいる風影」
【容量】
画面寸法 19 ㎝×15 ㎝ 額付
（額の色がその時によって異なる場
合があります）

67,000 円
（社）ＪＨＦが発行するＡ級ライセ
ンスが取得できます。（日本国内共
通）３ヶ月有効期間のパラＡ級コー
スに入校し、タンデム及びソロフラ
イトを行います。１８歳以上限定。
１日毎にエリア代＋保険料（2,500
円）別途必要。

100,000 円
粉引とは、今から 500 年前に韓国で
作られた焼物の種類です。昔、日本
の茶人がちょうど白い粉が引いた様
なので粉引と名付けました。
【容量】粉引花入（桐箱入）１個

１００－２
木版画

１００－３

パラグライダー １００－４
１００－５
＆パラモータータンデムフライ 烏山城カントリークラブゴルフ平日 インターナショナルワインチャ
ト 2 名様コース
レンジ受セット B
１セルフプレー券

100,000 円
画題

「那珂川夕映」

【容量】
画面寸法 30 ㎝×22 ㎝ 額付
（額の色がその時によって異なる場
合があります）

１００－６
インターナショナルワインチャレン
ジ受賞セット C

50,000 円
那須烏山市興野地区山頂よりインス
トラクターと共に２人乗りでのパラ
グライダー体験と平地からのパラモ
ーター体験ができるスペシャルメニ
ューをお楽しみください。

100,000 円

100,000 円

平成２８年９月２９日～１０月２日
開催の日本女子オープン選手権大会
の使用コースでラウンドできます。
ゴルフ場指定で利用できない日があ
りますので、予約の際はゴルフ場へ
確認をお願いします。

IWC インターナショナルワインチャ
レンジ 2018 で金賞、銀賞を受賞した
「熟露枯大吟醸熟成１０年」と「熟
露枯大吟醸熟成２０年」のセットで
す。どうくつ酒蔵で熟成し、落ち着
いた熟成香としっかりとした旨みが
お楽しみいただけます。

【容量】パラグライダータンデムフ
ライト １本パラモータータンデム 【有効期間】
フライト
発行より１年間 利用税は別途必要
【容量】
１本（エリア代・保険料込）
平日１ラウンドセルフプレー券

【容量】
大吟醸 熟露枯熟 10 年
大吟醸 熟露枯熟 20 年

１４０－１
パラグライダーライセンス
（Ａ/Ｂ級）コース

100,000 円

140,000 円

IWC インターナショナルワインチャ
レンジ 2018 で金賞、銀賞を受賞した
「熟露枯大吟醸熟成１０年」と「熟
露枯大吟醸熟成２０年」、「熟露枯山
廃純米」のセットです。どうくつ酒
蔵で熟成を続けたことで、落ち着い
た熟成香としっかりとした旨みがお
楽しみいただけます。

（社）ＪＨＦが発行するＢ級ライセ
ンスが取得できます。（日本国内共
通）６ヶ月有効のパラＡ/Ｂ級コース
に入校し、本格的に始める方のコー
スです。１８歳以上限定。取得まで
に週１日×３ヶ月程度。１日毎にエ
リア代+保険料（2,500 円）別途必
要。
【容量】パラグライダータンデムフ
ライト、斜面ソロフライト、山頂ソ
ロフライト
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【お申込み方法】
那須烏山市ホームページから申込書をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、
メールまたは FAX でお申込みください。
また、ふるさと納税ポータルサイト『ふるさとチョイス』からのお申し込みが便利です。

お問合せ：那須烏山市総合政策課財政グループ ☎0287-83-1112

720ml
720ml

