栃木県那須烏山市
記念品番号

５－２

地酒せんべい

寄附金額 5,000円

記念品番号

５－５

記念品番号７－１

江戸前の旬のアユの
山椒炊き ３匹

玉ちゃん餃子8人前

寄附金額

返礼記念品

5,000円

寄附金額

7,000円

記念品番号７－３

花よめうどん化粧箱

寄附金額

7,000円

※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納税ポータルサイト「ふるさとチョ
イス」「ふるなび」「楽天ふるさと納税」をご確認ください。
記念品番号

７－４

花よめうどん手さげ箱

寄附金額

7,000円

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

宇都宮餃子協同組合に加盟の
「玉ちゃん餃子」です。原材料
は全て国産の無添加餃子です。

栃木県那須烏山市の那珂川荒川
水系の水で育ったアユをこだわ
りのつゆとたっぷりの実山椒で
じっくり炊き上げた新商品で
す。

1番人気の「花よめうどん」6袋
を化粧箱にギュっと詰めました。
地元の皆様には初盆の返礼品や内
祝いとしてご愛顧いただいており
ます。

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。すぐにおいし
くいただけると、地元の物産店で
人気の商品です。

●1箱（15枚）×2箱

●肉餃子（プレーン）24個×2袋
タレ付き

●アユの山椒炊き ３匹 (約２００ｇ）

●島田うどん花よめ(250g）×６袋

●島田うどん花よめ(250g）×５袋
●めんつゆ（濃縮40g）×5袋

記念品番号

１０－1

記念品番号

１０－2

記念品番号

１０－3

記念品番号

１０－５

島田ひやむぎ・そうめん詰合せ

島田うどん・きしめん詰合せ

江川の里＆食べ比べセット

からすやまスイーツギフト

寄附金額

寄附金額

寄附金額

寄附金額

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

記念品番号

１０－７

烏山和紙セット

寄附金額

10,000円

記念品番号

１０－８

烏山和紙灯かり製作キット

寄附金額

10,000円

記念品番号

１０－９

とちぎ和牛

切り落とし

寄附金額

10,000円

しっかりとしたこしのある、ひやむぎとそ
うめんをたっぷり３㎏以上詰合せにしまし
た。ひやむぎはにゅうめんにしても美味し
く、1年を通して人気商品です。栃木県産
地粉100％うどん「はあとこ」（とちぎの
Ｅマーク食品）1袋がおまけで入ります。

地元で大人気！当店自慢の看板うどん
「花よめ」と幅広でなめらかな食感の
「きしめん」をたっぷり詰合せにしまし
た。こだわり麺シリーズ、栃木県産小麦
100％うどん「はあとこ」（とちぎの
Ｅマーク食品）1袋がおまけで入りま
す。

那須烏山市月次地区で栽培されたコシヒ
カリ。農家自慢のお米です。食味成分検
査で83で良い米と判定されました。
地元で栽培したお米３種類を食べ比べ
セットにしました。
【数量限定】

栃木産の小麦粉や那須御養卵など、素材
にこだわったお菓子の詰合せです。和三
盆を使った栗羊羹や、烏山の特産品「中
山かぼちゃ」のあんを挟んだどら焼き、
紅あずのスイートポテト等、当店自慢の
お菓子をどうぞご堪能ください。

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
紙の小物をお送りします。

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。

「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」で肉質は霜降りで
キメが細かく豊かな旨みの秀でた味の芸
術品です。年４回発送【2月末、4月末、7

●島田ひやむぎ花よめ 240ｇ×7袋
●島田そうめん花よめ 240ｇ×7袋
●花よめうどんはあとこ 250ｇ×1袋

●島田うどん花よめ 250ｇ×7袋
●島田きしめん花よめ 240ｇ×7袋
●花よめうどんはあとこ 250ｇ×1袋

●江川の里 5㎏×1袋
●コシヒカリ、ミルキークイーン、
ゆうだい２１ 各1袋（450ｇ）3種

●和三盆栗羊羹、和焼き菓子、
洋焼き菓子

●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

●製作キット1セット

●とちぎ和牛 切り落とし400ｇ

記念品番号

１０－１３

烏山山あげ牛
切り落とし600g

寄附金額

10,000円

記念品番号

１０－１４

烏山山あげ牛
サーロインステーキ200ｇ

寄附金額

10,000円

記念品番号

１０－１５

山あげ米5㎏
寄附金額

10,000円

記念品番号

１０－１６

玉ちゃん餃子
3種詰め合わせ
寄附金額

10,000円

記念品番号１０－２０

記念品番号１０－２１

元祖鮎もなか１５ヶ詰

寄附金額

10,000円

ふわどら

寄附金額

10,000円

月末、11月末を締切とし、翌月発送】

記念品番号１０－２２

おいもギフト

寄附金額

10,000円

記念品番号

１０－１０

純米飲み比べ

寄附金額

10,000円

記念品番号

１０－１１

リキュールセット
寄附金額

10,000円

記念品番号

１０－１２

自然薯1本
寄附金額

10,000円

清流那珂川の伏流水を仕込み水とし、
米、こうじのみで丹精込めて醸しあげま
した。穏やかな果実香となめらかな旨み
の純米吟醸、米のうまみを残しつつすっ
きり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。

漢方では三薬と言われ、滋養・強壮
効果が高く、いにしえの世からとろ
ろ汁として食され、日本食を代表す
る伝統的食材であり人気が高まって
います。10月下旬～3月下旬のみ受
付・提供となります。【数量限定】

●純米吟醸
●特別純米

●プレミアムゆず酒
●梅酒

●自然薯１本（1.5ｋｇ～2.0ｋｇ）

東力士
東力士

720ml
720ml

記念品番号１０－２３

山あげギフト

寄附金額

10,000円

記念品番号

500ml
500ml

１０－２４

マカロンギフト
寄附金額

10,000円

記念品番号

１０－２５

しらつゆ
寄附金額

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。

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。

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。

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。

名前の通り「鮎」の形をした最
中には、頭からしっぽまでぎっ
しり餡がつまっており、最中皮
で挟み込むような独特な形をし
ています。

市特産の中山かぼちゃを白あんと合
わせ、那須御養卵を使用した生地で
はさんだ「中山かぼちゃ」と、黒糖
生地にわらびもちと粒あんをはさん
だ「黒糖わらびもち」の2種類。

大金ポテト（スイートポテト）、焼
きショコラ（一口チョコケーキ）、
おいもパイ（紅あずまと紫いもの２
種類）がお楽しみいただきます。

那須烏山市で400年以上続く山
あげ祭をモチーフにしたお祭り
銘菓つめ合わせです。

サクッとしてねっちり美味しい、ヒ
ラサワ自慢のマカロン８種類が２個
ずつ１６個入っています。
プレゼントにも、自分へのごほうび
にもぜひご利用ください。

ラムレーズンを練り込んだ餡を
丸めてホワイトチョコレートで
コーティングした一口サイズの
お菓子です。

●切り落とし600ｇ

●サーロインステーキ200ｇ

●山あげ米5㎏

●肉（プレーン）餃子
●ねぎ餃子
●行者にんにく餃子

●元祖鮎もなか

●ふわどら（黒糖わらびもち）7個
●ふわどら（中山かぼちゃ）７個

●おいもパイ（紅あずま）５個
●おいもパイ（紫いも）５個
●大金ポテト５個 ●焼きショコラ５個

●山あげ8個（しっとりとした洋風
の和焼菓子）
●山あげ屋台サブレー10枚

●マカロン１６個入り（スカイベリー、
ラズベリー、オレンジ、パッションフ
ルーツ、チョコミント、バニラ、コー
ヒー、チョコ）

●しらつゆ30個入り（15個ず
つ2パック）

記念品番号

１０－２６

ご地層ショコラ
寄附金額

10,000円

記念品番号

１０－２７

栃の実
寄附金額

10,000円

記念品番号１５－２

江戸前の旬のアユの
山椒炊き ７匹
寄附金額

１５ヶ入り

各３０個

15,000円

記念品番号１５－３

生うどんと昔ながらの
やきそばセット
寄附金額

15,000円

記念品番号

１７－３

自然薯2本
寄附金額

17,000円

記念品番号

１７－１０

大吟醸東力士
寄附金額

17,000円

記念品番号

１７－１１

リキュール・
果実酒セット
寄附金額

17,000円

那須烏山市の人気観光スポット「龍
門の滝」をイメージしたチョコケー
キ。ガトーショコラとテリーヌショ
コラで龍門の滝の地層をクルミとオ
レンジで、地層の中の岩石をホワイ
トチョコレートで滝に流れる水を表
現しました。

パイ生地で栗一粒と黄身餡を包んで
焼き上げたお菓子です。

栃木県那須烏山市の那珂川荒川
水系の水で育ったアユをこだわ
りのつゆとたっぷりの実山椒で
じっくり炊き上げた新商品で
す。

昔ながらのやきそばは、独自に配合
した粉で作り、蒸籠で丁寧に二度ふ
かしをしていることからコシのある
特徴的なやきそばになっています。
ソースやつゆが付いていますので、
お手軽に味わうことができます。

漢方では三薬と言われ、滋養・強壮
効果が高く、いにしえの世からとろ
ろ汁として食され、日本食を代表す
る伝統的食材であり人気が高まって
います。10月下旬～3月下旬のみ
受付・提供となります。【数量限
定】

清流那珂川の伏流水を仕込み水
とし、厳冬の時期に低温発酵に
て醸しだした大吟醸です。優雅
な果実香、まろやかですっきり
透明感のある上品な味わいをお
楽しみください。

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”のフ
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。

●ご地層ショコラ1個入り

●栃の実12個入り

●アユの山椒炊き

●やきそば（１８０ℊ）×８袋
●生うどん（４５０ℊ）×２袋

●自然薯2本（1.5ｋｇ～2.0ｋｇ）
●むかご50ｇ

●大吟醸東力士

●ゆず酒 500ml
●梅酒 500ml
●いちごワイン 500ml

７匹

(約４５０ｇ）

720ml

記念品番号

２０－1

とちぎ和牛焼肉用
寄附金額

20,000円

記念品番号

２０－2

とちぎ和牛すき焼き用
寄附金額

20,000円

記念品番号

２０－3

とちぎ和牛ステーキ
寄附金額

20,000円

記念品番号

２０－4

記念品番号

２０－５

とちぎ和牛ハンバーグ

烏山山あげ牛切り落とし

寄附金額

寄附金額

20,000円

20,000円

記念品番号

２０－６

烏山山あげ牛
サーロインステーキ
寄附金額

20,000円

記念品番号

２０－７

山あげ米10㎏
寄附金額

20,000円

記念品番号

３０－２

粉引湯呑（桐箱入）
寄附金額

30,000円

記念品番号

３０－３

粉引マグカップ（桐箱入）

寄附金額

30,000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」で肉
質は霜降りでキメが細かく豊かな旨
みの秀でた味の芸術品です。年４回
発送【2月末、4月末、7月末、11
月末を締切とし、翌月発送】

「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」で肉
質は霜降りでキメが細かく豊かな旨
みの秀でた味の芸術品です。年４回
発送【2月末、4月末、7月末、11
月末を締切とし、翌月発送】

「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」で肉
質は霜降りでキメが細かく豊かな旨
みの秀でた味の芸術品です。年４回
発送【2月末、4月末、7月末、11
月末を締切とし、翌月発送】

「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」で肉
質は霜降りでキメが細かく豊かな旨
みの秀でた味の芸術品です。年４回
発送【2月末、4月末、7月末、11
月末を締切とし、翌月発送】

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。

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。

粉引とは李氏朝鮮時代、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。【数量
限定】

粉引とは李氏朝鮮時代、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。【数量
限定】

●とちぎ和牛焼肉用400ｇ

●とちぎ和牛すき焼き用400ｇ

●とちぎ和牛ステーキ300ｇ×1枚

●とちぎ和牛ハンバーグ200ｇ×8個

●切り落とし1㎏

●サーロインステーキ200ｇ

●山あげ米10㎏

●粉引湯呑（桐箱入）1個

●粉引マグカップ（桐箱入）1個

記念品番号

３５－1

烏山山あげ牛
サーロインステーキ
寄附金額

35,000円

記念品番号

３５－３

烏山山あげ牛
あっさりすきしゃぶ
寄附金額

35,000円

記念品番号

３５－５

烏山山あげ牛
リブローススライス
寄附金額

35,000円

記念品番号

３５－６

島田ひやむぎ・そうめん・
うどん・そば詰合せ

寄附金額

35,000円

記念品番号

３５－７

島田うどん・きしめん・そば・
こだわり詰合せ

寄附金額

35,000円

記念品番号

３５－８

天日干し米30kg
寄附金額

35,000円

記念品番号

３５－１２

インターナショナルワイン
チャレンジ受賞セットA

寄附金額

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。

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10㎏詰合せにしま
した。島田づくり麺は真ん中が折れ曲
がった独特な形のため、一般的な麺より
長いのも特徴です。また、「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」（とちぎの
Ｅマーク食品）を詰合せにしました。い
ろいろ味わえて45袋入り。1袋はたっ
ぷり2人前です。

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。

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「熟露枯山廃純
米」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。

●サーロインステーキ220ｇ×3枚

●あっさりすきしゃぶ1．2ｋｇ

●リブローススライス700ｇ

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

●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

●天日干し米30ｋｇ

●山廃純米熟露枯720ml
●大吟醸熟露枯熟成10年720ml

記念品番号

４０－１

とちぎ和牛
寄附金額

焼肉用

40,000円

記念品番号

とちぎ和牛
寄附金額

４０－２

すき焼き用
40,000円

記念品番号

地酒

４０－３

東力士大吟醸

寄附金額

雫

40,000円

記念品番号

４０－５

那珂川カヤックーリング
寄附金額４0,000円

記念品番号

４０－６

記念品番号

チタン箸
寄附金額

５０－３

粉引夫婦マグカップ（桐箱入）

４0,000円

寄附金額

50,000円

記念品番号

６０－１

粉引夫婦湯呑（桐箱入）
寄附金額

60,000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」で肉質は霜降りで
キメが細かく豊かな旨みの秀でた味の芸
術品です。年４回発送【2月末、4月
末、7月末、11月末を締切とし、翌月
発送】

「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」で肉質は霜降りで
キメが細かく豊かな旨みの秀でた味の芸
術品です。年４回発送【2月末、4月
末、7月末、11月末を締切とし、翌月
発送】

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
上げた華やかな果実香となめら
かで上品な味わいの東力士最高
の大吟醸のお酒です。

栃木県、茨城県を貫流し、太平洋に注ぐ関東
屈指の清流那珂川。この那珂川の景観を思い
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の川くだりを体験。春
(５月頃)及び秋(11月頃)の体験です。

変形・変色しない箸、チタン箸。
食洗器対応、抗菌作用。食べ物を挟むのに大
切な食い先一寸が八角形で、面と角でしっか
り挟むことができます。
美しいチタンならではの色合い。塗装のよう
に剥がれることはありません。

粉引とは李氏朝鮮時代、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。【数量
限定】

粉引とは李氏朝鮮時代、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。【数量
限定】

●とちぎ和牛焼き肉用800ｇ

●とちぎ和牛すき焼き用800ｇ

●東力士 大吟醸 雫1.8ℓ×1本

●那珂川カヌーツーリング
体験チケット

●チタン箸 １膳

●粉引夫婦マグカップ（桐箱入）
1セット

●粉引夫婦湯呑（桐箱入）1セット

記念品番号

１００－４

烏山城カントリークラブ
ゴルフ平日1ラウンドセルフプレー券

寄附金額

100,000円

記念品番号

１００－５

インターナショナルワイン
チャレンジ受賞セットB

寄附金額

100,000円

記念品番号

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

寄附金額

100,000円

記念品番号

１００－７

粉引丸鉢（桐箱入）
寄附金額

100,000円

記念品番号

１４０－２

粉引花入（桐箱入）
寄附金額

140,000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。【有
効期間】発行より１年間 利用税は別途
必要

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。

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。

粉引とは李氏朝鮮時代、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。【数量限定】

粉引とは李氏朝鮮時代、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。【数量
限定】

●平日１ラウンドセルフプレー券
（土日･祝日除く）1組4名様招待
（昼食代、1ドリンク付）

●大吟醸熟露枯熟10年720ml
●大吟醸熟露枯熟20年720ml

●山廃純米熟露枯720ml
●大吟醸熟露枯熟成10年720ml
●大吟醸熟露枯熟成20年720ml

●粉引丸鉢（桐箱入）1個

●粉引花入（桐箱入）1個

