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青森県りんご品評会 入賞の常連

平川市産
りんご
肥沃な土壌と昼夜の寒暖差が織りなす
気候条件によって育まれた、色づきの
良く果肉が締まった甘味の深いりんご
をご賞味ください。

津軽みらい農業協同組合
平川市は津軽でもりんご作りに恵まれた環境条件で、毎年のように農林水産大臣賞を獲得して
おります。収穫したりんごは、熟練のスタッフにより外観の傷などをチェックした後、蜜入り状態
や糖度を自動計測する光センサー選果機で選果されます。そして、収穫直後の鮮度を保つため
に「ＣＡ貯蔵」という方法で、特殊な冷蔵庫で貯蔵し、皆様においしいりんごをお届けしています。

【サンふじ】甘さと酸味のバランスが良く、果汁が豊富でシャキシャキと食感も絶妙。
【王林】酸味が少なく甘さが強い。独特の甘い芳香が特徴。

広船アップルクラブ
青森県平川市の広船地区は地元でも評判の有数のりんご産地です。広船アップルクラブでは、本当
においしいりんごを召し上がっていただくため、できるだけ葉を取らず、自然のままでたっぷりと
お日さまの光を葉に受けさせて育てます。また、葉を取らないだけではなく、日光が良く当たるよう
に剪定をしたり、有機質を中心にした土壌づくりをし、健康食として安全性を重視しております。

最高級「特選クラス」糖度保証

サンふじ 約５㎏
年内お届け 商品番号 5731-1597
年明けお届け 商品番号 5731-1602

事業者 津軽みらい農業協同組合（平賀青果センター）
内容量 最高等級規格「特選」青森県平川市産（糖度13度以上）

サンふじ約５㎏×１（サイズ16〜23玉程度）
受付締切 【年内お届け】2022年11月30日迄

【年明けお届け】2023年１月31日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月25日

【年明けお届け】2023年１月８日〜２月28日

寄附金額
2万円〜

贈答規格 広船のサンふじ
約５㎏ 「特Ａ」16～20玉
年内お届け 商品番号 5731-1482
年明けお届け 商品番号 5731-1483

事業者 広船アップルクラブ
内容量 贈答規格 広船のサンふじ 約５㎏「特Ａ」16〜20玉
受付締切 【年内お届け】2022年11月30日迄

【年明けお届け】2023年２月15日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月26日

【年明けお届け】2023年１月６日〜２月28日

寄附金額
1万5千円〜

贈答規格 広船のサンふじ・王林
約５㎏ 詰合せ「特Ａ」16～20玉
年内お届け 商品番号 5731-1593
年明けお届け 商品番号 5731-1594

事業者 広船アップルクラブ
内容量 贈答規格 広船のサンふじ・王林 約５㎏ 詰合せ「特Ａ」16〜20玉
受付締切 【年内お届け】2022年11月30日迄

【年明けお届け】2023年２月15日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月26日

【年明けお届け】2023年１月６日〜２月28日

寄附金額
1万5千円〜

最高級「特選クラス」糖度保証

サンふじ 約10㎏
年内お届け 商品番号 5731-1466
年明けお届け 商品番号 5731-1467

事業者 津軽みらい農業協同組合（平賀青果センター）
内容量 最高等級規格「特選」青森県平川市産（糖度13度以上）

サンふじ約10㎏×１（サイズ32〜46玉程度）
受付締切 【年内お届け】2022年11月30日迄

【年明けお届け】2023年１月31日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月25日

【年明けお届け】2023年１月８日〜２月28日

寄附金額
3万4千円〜

贈答規格 広船の大玉金星
約３㎏ 「特Ａ」８～10玉
年内お届け 商品番号 5731-1486
年明けお届け 商品番号 5731-1487

事業者 広船アップルクラブ
内容量 贈答規格 広船の大玉金星 約３㎏「特Ａ」８〜10玉
受付締切 【年内お届け】2022年11月30日迄

【年明けお届け】2023年２月15日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月26日

【年明けお届け】2023年１月６日〜２月28日

寄附金額
1万4千円〜
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贈答規格 広船のサンふじ・王林・金星
約５㎏ 詰合せ「特Ａ」14～16玉
年内お届け 商品番号 5731-1484
年明けお届け 商品番号 5731-1485

事業者 広船アップルクラブ
内容量 贈答規格 広船のサンふじ・王林・金星 約５㎏ 詰合せ「特Ａ」14〜16玉
受付締切 【年内お届け】2022年11月30日迄

【年明けお届け】2023年２月15日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月26日

【年明けお届け】2023年１月６日〜２月28日

寄附金額
1万8千円〜

贈答用 贈答用
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気候条件によって育まれた、色づきの
良く果肉が締まった甘味の深いりんご
をご賞味ください。

津軽みらい農業協同組合
平川市は津軽でもりんご作りに恵まれた環境条件で、毎年のように農林水産大臣賞を獲得して
おります。収穫したりんごは、熟練のスタッフにより外観の傷などをチェックした後、蜜入り状態
や糖度を自動計測する光センサー選果機で選果されます。そして、収穫直後の鮮度を保つため
に「ＣＡ貯蔵」という方法で、特殊な冷蔵庫で貯蔵し、皆様においしいりんごをお届けしています。
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に剪定をしたり、有機質を中心にした土壌づくりをし、健康食として安全性を重視しております。
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内容量 最高等級規格「特選」青森県平川市産（糖度13度以上）
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【年明けお届け】2023年２月15日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月26日

【年明けお届け】2023年１月６日〜２月28日

寄附金額
1万5千円〜

贈答規格 広船のサンふじ・王林
約５㎏ 詰合せ「特Ａ」16～20玉
年内お届け 商品番号 5731-1593
年明けお届け 商品番号 5731-1594

事業者 広船アップルクラブ
内容量 贈答規格 広船のサンふじ・王林 約５㎏ 詰合せ「特Ａ」16〜20玉
受付締切 【年内お届け】2022年11月30日迄
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出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月26日
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1万5千円〜
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りんご
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※玉数はご指定できません。※季節品のため配送日時指定やお届け日についてのお問合せは承っておりません。ご注文順に順次出荷いたします。（配送日は前後する場合もございますのでご了承ください。）※天候や収穫状況により、
お届けや規格が変更になる場合がございます。※配送時の揺れや傾きにより若干の傷が生じる場合がございます。※シーズンに入りましたら別途ご案内メールをいたしますので必ずご確認ください。※商品受取後、すぐに商品の
状態をご確認ください。不良の場合現品と交換させていただきます。お問合せセンターまでご連絡ください。お時間が過ぎてからの交換は致しかねます。※ご不在等により商品を受け取れなかった場合の再出荷は致しかねます。

釈迦のりんご園
釈迦のりんご園のりんごは最高級フルーツ店
銀座千疋屋の看板商品として全品種扱われて
おります。青森県りんご品評会では親子三代に
わたって全県第一席の最高位に上り詰めており、
確かな品質と味を保証いたします。

親子三代最高位の
サンふじ・王林 約10㎏  
年内お届け 商品番号 5731-1506
年明けお届け 商品番号 5731-1507

事業者 株式会社 釈迦のりんご園
内容量 「サンふじ・王林ミックス」贈答用 約10kg・32玉程度
受付締切 【年内お届け】2022年12月7日迄

【年明けお届け】2023年3月15日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月10日〜12月30日

【年明けお届け】2023年１月10日〜3月31日

寄附金額
5万3千円〜

年 内 お 届け 商品番号 5731-1458
年明けお届け 商品番号 5731-1459

事業者 津軽みらい農業協同組合（平賀青果センター）
内容量 蜜入り 糖度保証（13度以上） サンふじ 約２㎏×１（サイズ6〜9玉程度）
受付締切 【年内お届け】2022年11月30日迄

【年明けお届け】2022年12月31日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月25日

【年明けお届け】2023年１月８日〜１月20日

年内お届け 商品番号 5731-1454
年明けお届け 商品番号 5731-1455

事業者 津軽みらい農業協同組合（平賀青果センター）
内容量 サンふじ×王林 約５㎏×１（サイズ16〜23玉程度）
受付締切 【年内お届け】2022年11月30日迄

【年明けお届け】2023年１月31日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月25日

【年明けお届け】2023年１月８日〜２月28日

寄附金額
1万5千円〜

青森県平川市産 サンふじ×王林 約５㎏

年内お届け 商品番号 5731-1460
年明けお届け 商品番号 5731-1461

事業者 津軽みらい農業協同組合（平賀青果センター）
内容量 蜜入り 糖度保証（13度以上） サンふじ 約５㎏×１（サイズ16〜23玉程度）
受付締切 【年内お届け】2022年11月30日迄

【年明けお届け】2022年12月31日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月25日

【年明けお届け】2023年１月８日〜１月20日

青森県平川市産　蜜入り 糖度保証
サンふじ 約５㎏

寄附金額
1万5千円〜

年 内 お 届け 商品番号 5731-1456
年明けお届け 商品番号 5731-1457

事業者 津軽みらい農業協同組合（平賀青果センター）
内容量 蜜入り 糖度保証（13度以上） サンふじ 約３㎏×１（サイズ9〜13玉程度）
受付締切 【年内お届け】2022年11月30日迄

【年明けお届け】2022年12月31日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月25日

【年明けお届け】2023年１月８日〜１月20日

青森県平川市産　蜜入り 糖度保証
サンふじ 約3㎏

寄附金額
1万1千円〜

年 内 お 届け 商品番号 5731-1458
年明けお届け 商品番号 5731-1459

青森県平川市産　蜜入り 糖度保証
サンふじ 約２㎏

寄附金額
1万円〜

年 内 お 届け 商品番号 5731-1493
年明けお届け 商品番号 5731-1494

事業者 株式会社 釈迦のりんご園
内容量 親子三代最高位のサンふじ 約３㎏
受付締切 【年内お届け】2022年12月７日迄

【年明けお届け】2023年３月15日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月10日〜12月30日

【年明けお届け】2023年１月10日〜３月31日

親子三代最高位の
サンふじ 約３㎏

寄附金額
1万2千円〜

年 内 お 届け 商品番号 5731-1491
年明けお届け 商品番号 5731-1492

事業者 株式会社 釈迦のりんご園
内容量 親子三代最高位の王林 約３㎏
受付締切 【年内お届け】2022年12月７日迄

【年明けお届け】2023年３月15日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年11月10日〜12月30日

【年明けお届け】2023年１月10日〜３月31日

親子三代最高位の
王林 約３㎏

寄附金額
1万2千円〜

年 内 お 届け 商品番号 5731-1495
年明けお届け 商品番号 5731-1496

事業者 株式会社 釈迦のりんご園
内容量 親子三代最高位のシナノゴールド 約３㎏
受付締切 【年内お届け】2022年12月７日迄

【年明けお届け】2023年４月５日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月15日〜12月30日

【年明けお届け】2023年１月10日〜４月20日

親子三代最高位の
シナノゴールド 約３㎏

寄附金額
1万2千円〜

年 内 お 届け 商品番号 5731-1502
年明けお届け 商品番号 5731-1503

事業者 株式会社 釈迦のりんご園
内容量 親子三代最高位のサンふじ 約５㎏・16〜20玉程度（家庭用）
受付締切 【年内お届け】2022年12月７日迄

【年明けお届け】2023年３月15日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月10日〜12月30日

【年明けお届け】2023年１月10日〜３月31日

親子三代最高位の
サンふじ 約５㎏

寄附金額
1万4千円〜

年 内 お 届け 商品番号 5731-1500
年明けお届け 商品番号 5731-1501

事業者 株式会社 釈迦のりんご園
内容量 親子三代最高位の王林 約５㎏・16〜20玉程度（家庭用）
受付締切 【年内お届け】2022年12月７日迄

【年明けお届け】2023年３月15日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年11月10日〜12月30日

【年明けお届け】2023年１月10日〜３月31日

親子三代最高位の
王林 約５㎏

寄附金額
1万4千円〜

年 内 お 届け 商品番号 5731-1504
年明けお届け 商品番号 5731-1505

事業者 株式会社 釈迦のりんご園
内容量 親子三代最高位のシナノゴールド 約５㎏・16〜20玉程度（家庭用）
受付締切 【年内お届け】2022年12月７日迄

【年明けお届け】2023年４月５日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月15日〜12月30日

【年明けお届け】2023年１月10日〜４月20日

親子三代最高位の
シナノゴールド 約５㎏

寄附金額
1万4千円〜

年 内 お 届け 商品番号 5731-1595
年明けお届け 商品番号 5731-1598

事業者 津軽みらい農業協同組合（平賀青果センター）
内容量 蜜入り 糖度保証（13度以上） サンふじ 約10㎏×１（サイズ32〜46玉程度）
受付締切 【年内お届け】2022年11月30日迄

【年明けお届け】2022年12月31日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月25日

【年明けお届け】2023年１月８日〜１月20日

青森県平川市産　蜜入り 糖度保証
サンふじ 約10㎏

寄附金額
2万5千円〜

※蜜は時間と共に果肉に吸収され、消滅する場合がございます。

家 庭 用

家 庭 用

家 庭 用

ジューシーでシャキシャキ、甘さと酸味のバランスが絶妙
な「サンふじ」です。その中でも、選果機で糖度13度以上
のものを厳選しました。

贈答用

サンふじ 王林 シナノゴールド
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森山商店
創業50年の歴史を持つ、青森のりんご業者「森
山商店」。りんごの名産地、平川市ならではの旬
の美味しい糖度の乗ったりんごをお届けします。

那由多のりんご園

岩渕農園
葉とらず栽培を始めて約20年、青森県りんご品
評会「葉とらずふじ」部門で令和３年度は８度
目の優賞をいただいております。色むらは美味
しさの証。りんごの美味しさは葉っぱが光合成
を行い、二酸化炭素と水から作り出す糖分です。
色づきを良くするための葉つみをあえて行わず、
葉っぱの役割を収穫まで利用しているので、甘く、
ジューシーなりんごに仕上がります。

良質な「サンふじ」の秘密は、栽培期間中社長自ら園地まわりを欠かすことなく行い、愛情込めて育てていることです。
平川市の良質なりんごを、センサーにて糖度13度以上のものを選別しました。※贈答にも使える特A規格（青森県の
りんご規格で２〜３番手のランク）をお届けします。

平川市産 糖度13度以上「特Ａ」

サンふじ 約３㎏（8～10玉）
11 月お届け 商品番号 5731-1577

受付締切 2022年11月10日迄 出荷時期 2022年11月20日〜30日

12 月お届け 商品番号 5731-1468
受付締切 2022年12月12日迄 出荷時期 2022年12月１日〜26日

１月お届け 商品番号 5731-1469
受付締切 2023年１月15日迄 出荷時期 2023年１月10日〜31日

２月お届け 商品番号 5731-1470
受付締切 2023年２月11日迄 出荷時期 2023年２月１日〜28日

事業者 有限会社 森山商店
内容量 平川市産 特Aサンふじ約3kg（8〜10玉程度）
※沖縄・離島への配送はできません。

平川市産 糖度13度以上「特Ａ」

サンふじ 約５㎏（14～20玉）
11 月お届け 商品番号 5731-1578

受付締切 2022年11月10日迄 出荷時期 2022年11月20日〜30日

12 月お届け 商品番号 5731-1473
受付締切 2022年12月12日迄 出荷時期 2022年12月１日〜26日

１月お届け 商品番号 5731-1474
受付締切 2023年１月15日迄 出荷時期 2023年１月10日〜31日

２月お届け 商品番号 5731-1475
受付締切 2023年２月11日迄 出荷時期 2023年２月１日〜28日

事業者 有限会社 森山商店
内容量 平川市産 特Aサンふじ約5kg（14〜20玉程度）
※沖縄・離島への配送はできません。

寄附金額
1万円〜

寄附金額
1万3千円〜

葉とらず サンふじ
約５㎏・特Ａ（14～23玉）
年明けお届け 商品番号 5731-1560

事業者 岩渕農園
内容量 葉とらずサンふじ 約５㎏・特Ａ（14〜23玉程度）
受付締切 2023年３月15日迄
出荷時期 2023年１月５日〜３月15日

寄附金額
１万円〜

※５番手中、３番手程度のりんごをお届けいたします。（葉取らずりんごのため、特性上色むらが出ますのでご了承を
お願いいたします。）※到着後冷蔵庫で保管しお早めにお召しあがりください。（食べきれない場合は新聞紙かラップで
包み、冷蔵庫で保管すると日持ちしやすくなります。）※蜜入りは保証してませんのでご了承お願いします。

おいしいは、見える時代へ…。　有機肥料を使用し、土づくり匠認定を受けた、
味と美しさにこだわった那由多のりんご園。品質・味ともに抜群のりんごを自信を持ってお届けします。

最高級「特選クラス」サンふじ・ぐんま名月
詰合せ 約５㎏ （糖度証明書付）
年内お届け 商品番号 5731-1538

事業者 株式会社 那由多のりんご園
内容量 最高級「特選クラス」サンふじ・ぐんま名月 詰合せ

約５㎏（糖度証明書付き）大玉14〜16玉程度
受付締切 【年内お届け】2022年12月15日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月28日

寄附金額
2万9千円〜

年 内 お 届け 商品番号 5731-1536
年明けお届け 商品番号 5731-1537

事業者 株式会社 那由多のりんご園
内容量 訳ありサンふじ 約５㎏（糖度証明書付き）
受付締切 【年内お届け】2022年11月30日迄

【年明けお届け】2023年２月５日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月28日

【年明けお届け】2023年１月10日〜２月28日

年内お届け 商品番号 5731-1534
年明けお届け 商品番号 5731-1535

事業者 株式会社 那由多のりんご園
内容量 訳ありぐんま名月 約５㎏（糖度証明書付き）
受付締切 【年内お届け】2022年11月30日迄

【年明けお届け】2023年２月５日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月28日

【年明けお届け】2023年１月10日〜２月28日

年内お届け 商品番号 5731-1532
年明けお届け 商品番号 5731-1533

事業者 株式会社 那由多のりんご園
内容量 贈答用サンふじ 約３㎏（糖度証明書付き）
受付締切 【年内お届け】2022年12月５日迄

【年明けお届け】2023年２月５日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月28日

【年明けお届け】2023年１月10日〜２月28日

年内お届け 商品番号 5731-1524
年明けお届け 商品番号 5731-1525

事業者 株式会社 那由多のりんご園
内容量 厳選大玉premiumサンふじ５個入（約２㎏・特選品・化粧箱入）
受付締切 【年内お届け】2022年11月30日迄

【年明けお届け】2023年１月５日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月26日

【年明けお届け】2023年１月10日〜１月31日

年内お届け 商品番号 5731-1530
年明けお届け 商品番号 5731-1531

事業者 株式会社 那由多のりんご園
内容量 贈答用ぐんま名月 約３㎏（糖度証明書付き）
受付締切 【年内お届け】2022年11月30日迄

【年明けお届け】2023年２月５日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月28日

【年明けお届け】2023年１月10日〜２月28日

寄附金額
1万4千円〜

寄附金額
1万4千円〜

寄附金額
1万4千円〜

寄附金額
1万4千円〜 寄附金額

1万4千円〜

　　サンふじ 約５㎏（糖度証明書付） 　　ぐんま名月 約５㎏（糖度証明書付）

　　サンふじ 約３㎏（糖度証明書付）

厳選大玉
premium
サンふじ
５個（約２㎏）

　　ぐんま名月 約３㎏（糖度証明書付）

【シナノゴールド】果肉は堅めで、酸味が強く果汁の多い品種。
【ぐんま名月】一部が赤色に染まり、とても甘くジューシーな黄色いりんご。

【糖度証明書付き】※糖度13度以上※蜜入りを保証するものでは無いので、ご了承ください。　【訳あり】※色むら、変形、すれ、サビ、小キズ、つる割れ等を含みます。

贈答用

贈答用

贈答用 訳あり

贈答用

訳あり



3

森山商店
創業50年の歴史を持つ、青森のりんご業者「森
山商店」。りんごの名産地、平川市ならではの旬
の美味しい糖度の乗ったりんごをお届けします。

那由多のりんご園

岩渕農園
葉とらず栽培を始めて約20年、青森県りんご品
評会「葉とらずふじ」部門で令和３年度は８度
目の優賞をいただいております。色むらは美味
しさの証。りんごの美味しさは葉っぱが光合成
を行い、二酸化炭素と水から作り出す糖分です。
色づきを良くするための葉つみをあえて行わず、
葉っぱの役割を収穫まで利用しているので、甘く、
ジューシーなりんごに仕上がります。

良質な「サンふじ」の秘密は、栽培期間中社長自ら園地まわりを欠かすことなく行い、愛情込めて育てていることです。
平川市の良質なりんごを、センサーにて糖度13度以上のものを選別しました。※贈答にも使える特A規格（青森県の
りんご規格で２〜３番手のランク）をお届けします。

平川市産 糖度13度以上「特Ａ」

サンふじ 約３㎏（8～10玉）
11 月お届け 商品番号 5731-1577

受付締切 2022年11月10日迄 出荷時期 2022年11月20日〜30日

12 月お届け 商品番号 5731-1468
受付締切 2022年12月12日迄 出荷時期 2022年12月１日〜26日

１月お届け 商品番号 5731-1469
受付締切 2023年１月15日迄 出荷時期 2023年１月10日〜31日

２月お届け 商品番号 5731-1470
受付締切 2023年２月11日迄 出荷時期 2023年２月１日〜28日

事業者 有限会社 森山商店
内容量 平川市産 特Aサンふじ約3kg（8〜10玉程度）
※沖縄・離島への配送はできません。

平川市産 糖度13度以上「特Ａ」

サンふじ 約５㎏（14～20玉）
11 月お届け 商品番号 5731-1578

受付締切 2022年11月10日迄 出荷時期 2022年11月20日〜30日

12 月お届け 商品番号 5731-1473
受付締切 2022年12月12日迄 出荷時期 2022年12月１日〜26日

１月お届け 商品番号 5731-1474
受付締切 2023年１月15日迄 出荷時期 2023年１月10日〜31日

２月お届け 商品番号 5731-1475
受付締切 2023年２月11日迄 出荷時期 2023年２月１日〜28日

事業者 有限会社 森山商店
内容量 平川市産 特Aサンふじ約5kg（14〜20玉程度）
※沖縄・離島への配送はできません。

寄附金額
1万円〜

寄附金額
1万3千円〜

葉とらず サンふじ
約５㎏・特Ａ（14～23玉）
年明けお届け 商品番号 5731-1560

事業者 岩渕農園
内容量 葉とらずサンふじ 約５㎏・特Ａ（14〜23玉程度）
受付締切 2023年３月15日迄
出荷時期 2023年１月５日〜３月15日

寄附金額
１万円〜

※５番手中、３番手程度のりんごをお届けいたします。（葉取らずりんごのため、特性上色むらが出ますのでご了承を
お願いいたします。）※到着後冷蔵庫で保管しお早めにお召しあがりください。（食べきれない場合は新聞紙かラップで
包み、冷蔵庫で保管すると日持ちしやすくなります。）※蜜入りは保証してませんのでご了承お願いします。

おいしいは、見える時代へ…。　有機肥料を使用し、土づくり匠認定を受けた、
味と美しさにこだわった那由多のりんご園。品質・味ともに抜群のりんごを自信を持ってお届けします。

最高級「特選クラス」サンふじ・ぐんま名月
詰合せ 約５㎏ （糖度証明書付）
年内お届け 商品番号 5731-1538

事業者 株式会社 那由多のりんご園
内容量 最高級「特選クラス」サンふじ・ぐんま名月 詰合せ

約５㎏（糖度証明書付き）大玉14〜16玉程度
受付締切 【年内お届け】2022年12月15日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月28日

寄附金額
2万9千円〜

年 内 お 届け 商品番号 5731-1536
年明けお届け 商品番号 5731-1537

事業者 株式会社 那由多のりんご園
内容量 訳ありサンふじ 約５㎏（糖度証明書付き）
受付締切 【年内お届け】2022年11月30日迄

【年明けお届け】2023年２月５日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月28日

【年明けお届け】2023年１月10日〜２月28日

年内お届け 商品番号 5731-1534
年明けお届け 商品番号 5731-1535

事業者 株式会社 那由多のりんご園
内容量 訳ありぐんま名月 約５㎏（糖度証明書付き）
受付締切 【年内お届け】2022年11月30日迄

【年明けお届け】2023年２月５日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月28日

【年明けお届け】2023年１月10日〜２月28日

年内お届け 商品番号 5731-1532
年明けお届け 商品番号 5731-1533

事業者 株式会社 那由多のりんご園
内容量 贈答用サンふじ 約３㎏（糖度証明書付き）
受付締切 【年内お届け】2022年12月５日迄

【年明けお届け】2023年２月５日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月28日

【年明けお届け】2023年１月10日〜２月28日

年内お届け 商品番号 5731-1524
年明けお届け 商品番号 5731-1525

事業者 株式会社 那由多のりんご園
内容量 厳選大玉premiumサンふじ５個入（約２㎏・特選品・化粧箱入）
受付締切 【年内お届け】2022年11月30日迄

【年明けお届け】2023年１月５日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月26日

【年明けお届け】2023年１月10日〜１月31日

年内お届け 商品番号 5731-1530
年明けお届け 商品番号 5731-1531

事業者 株式会社 那由多のりんご園
内容量 贈答用ぐんま名月 約３㎏（糖度証明書付き）
受付締切 【年内お届け】2022年11月30日迄

【年明けお届け】2023年２月５日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月28日

【年明けお届け】2023年１月10日〜２月28日

寄附金額
1万4千円〜

寄附金額
1万4千円〜

寄附金額
1万4千円〜

寄附金額
1万4千円〜 寄附金額

1万4千円〜

　　サンふじ 約５㎏（糖度証明書付） 　　ぐんま名月 約５㎏（糖度証明書付）

　　サンふじ 約３㎏（糖度証明書付）

厳選大玉
premium
サンふじ
５個（約２㎏）

　　ぐんま名月 約３㎏（糖度証明書付）

【シナノゴールド】果肉は堅めで、酸味が強く果汁の多い品種。
【ぐんま名月】一部が赤色に染まり、とても甘くジューシーな黄色いりんご。

【糖度証明書付き】※糖度13度以上※蜜入りを保証するものでは無いので、ご了承ください。　【訳あり】※色むら、変形、すれ、サビ、小キズ、つる割れ等を含みます。

贈答用

贈答用

贈答用 訳あり

贈答用

訳あり

りんご
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吹田りんご園

夢ファクトリー

水木農園 おの果樹園

平川市広船地区は標高や作物の命である土壌に恵まれ、青森県内でもりんご作りに適した環境といわれています。小高い山で
作っていますので、水はけがよく、温度も平地よりも下がるため、糖度がより高い美味しい「山のりんご」となっております。

【キラ農法とは】化学肥料、ホルモン製剤、遺伝子操作を使わずに植物が持っている潜在能力を最大限に活かす農法です。十分に醗酵した完全堆肥
により植物自体を強くする農法で「人にやさしく！」「環境にやさしく！」「地球にもやさしく！」「安全安心！」な日本一のおいしいりんごを目指しています。

「青森」でも特に栽培に適した平川市。
平川市認定農業者連絡協議会会員がお届けします。

津軽、平川市産の最高級の大玉premiumサンふじの
特選クラスを農家直送でお届け!!

　　  キラ農法 特選クラス
完熟ぐんま名月 約３㎏
年内お届け 商品番号 5731-1550

事業者 夢ファクトリー
内容量 贈答用 キラ農法 特選クラス完熟ぐんま名月 約３㎏（８〜10玉程度）
受付締切 【年内お届け】2022年11月１日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年11月５日〜12月20日

寄附金額
1万5千円〜

　　  キラ農法 特選クラス
完熟ぐんま名月セット
年内お届け 商品番号 5731-1552

事業者 夢ファクトリー
内容量 贈答用 キラ農法 特選クラス完熟ぐんま名月（５〜７玉程

度）、ドライアップル30g×３袋、りんごジュース１L×３本
受付締切 【年内お届け】2022年11月１日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年11月５日〜12月20日

寄附金額
2万4千円〜

厳 選 大 玉 
premium サンふじ５個 （約２㎏）

年内お届け 商品番号 5731-1522
年明けお届け 商品番号 5731-1523

事業者 おの果樹園
内容量 厳選大玉 premium サンふじ５個入

（約２㎏・特選品・化粧箱入）
受付締切 【年内お届け】2022年11月30日迄

【年明けお届け】2023年１月５日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月26日

【年明けお届け】2023年１月10日〜１月31日

寄附金額
1万4千円〜

厳 選 大 玉 
premium サンふじ５個 （約２㎏）

年内お届け 商品番号 5731-1520
年明けお届け 商品番号 5731-1521

事業者 水木農園
内容量 厳選大玉 premium サンふじ５個入

（約２㎏・特選品・化粧箱入）
受付締切 【年内お届け】2022年11月30日迄

【年明けお届け】2023年１月５日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月26日

【年明けお届け】2023年１月10日〜１月31日

寄附金額
1万4千円〜

山の完熟 サンふじ
約３㎏ 津軽広船産
年内お届け 商品番号 5731-1514
年明けお届け 商品番号 5731-1515

事業者 吹田りんご園
内容量 山の完熟 サンふじ 約３㎏ 津軽広船産
受付締切 【年内お届け】2022年11月30日迄

【年明けお届け】2023年２月28日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月26日

【年明けお届け】2023年１月12日〜３月20日

寄附金額
1万円〜 山の完熟 サンふじ・王林

約３㎏ 津軽広船産
年内お届け 商品番号 5731-1516
年明けお届け 商品番号 5731-1517

事業者 吹田りんご園
内容量 山の完熟 サンふじ・王林 約３㎏ 津軽広船産
受付締切 【年内お届け】2022年11月30日迄

【年明けお届け】2023年２月28日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月26日

【年明けお届け】2023年１月12日〜３月20日

寄附金額
1万円〜

　　  キラ農法 特選クラス
完熟サンふじ 約３㎏
年内お届け 商品番号 5731-1553
年明けお届け 商品番号 5731-1556

事業者 夢ファクトリー
内容量 贈答用 キラ農法 特選クラス 完熟サンふじ 約３㎏（８〜10玉程度）
受付締切 【年内お届け】2022年12月15日迄

【年明けお届け】2023年２月28日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年11月20日〜12月26日

【年明けお届け】2023年１月５日〜３月31日

寄附金額
1万5千円〜

山の完熟 サンふじ・シナノゴールド
約３㎏ 津軽広船産
年内お届け 商品番号 5731-1518
年明けお届け 商品番号 5731-1519

事業者 吹田りんご園
内容量 山の完熟 サンふじ・シナノゴールド 約３㎏ 津軽広船産
受付締切 【年内お届け】2022年11月30日迄

【年明けお届け】2023年２月28日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月26日

【年明けお届け】2023年１月12日〜３月20日

寄附金額
1万円〜

山の完熟 サンふじ
約５㎏ 津軽広船産
年内お届け 商品番号 5731-1508
年明けお届け 商品番号 5731-1509

事業者 吹田りんご園
内容量 山の完熟 サンふじ 約５㎏ 津軽広船産
受付締切 【年内お届け】2022年11月30日迄

【年明けお届け】2023年２月28日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月26日

【年明けお届け】2023年１月12日〜３月20日

山の完熟 サンふじ・王林
約５㎏ 津軽広船産
年内お届け 商品番号 5731-1510
年明けお届け 商品番号 5731-1511

事業者 吹田りんご園
内容量 山の完熟 サンふじ・王林 約５㎏ 津軽広船産
受付締切 【年内お届け】2022年11月30日迄

【年明けお届け】2023年２月28日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月26日

【年明けお届け】2023年１月12日〜３月20日

山の完熟 サンふじ・シナノゴールド
約５㎏ 津軽広船産
年内お届け 商品番号 5731-1512
年明けお届け 商品番号 5731-1513

事業者 吹田りんご園
内容量 山の完熟 サンふじ・シナノゴールド 約５㎏ 津軽広船産
受付締切 【年内お届け】2022年11月30日迄

【年明けお届け】2023年２月28日迄
出荷時期 【年内お届け】2022年12月１日〜12月26日

【年明けお届け】2023年１月12日〜３月20日

寄附金額
1万4千円〜

寄附金額
1万4千円〜

寄附金額
1万4千円〜

※玉数はご指定できません。※季節品のため配送日時指定やお届け日についてのお問合せは承っておりません。ご注文順に順次出荷いたします。（配送日は前後する場合もございますのでご了承ください。）※天候や収穫状況により、
お届けや規格が変更になる場合がございます。※配送時の揺れや傾きにより若干の傷が生じる場合がございます。※シーズンに入りましたら別途ご案内メールをいたしますので必ずご確認ください。※商品受取後、すぐに商品の
状態をご確認ください。不良の場合現品と交換させていただきます。お問合せセンターまでご連絡ください。お時間が過ぎてからの交換は致しかねます。※ご不在等により商品を受け取れなかった場合の再出荷は致しかねます。

贈答用

贈答用 贈答用

贈答用

贈答用
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八甲田山麓の清涼な気候と清らかな水で
育てられた黒毛和牛「ひらかわ牛（津軽谷
川牛）」は、ジューシーで軟らかな赤身と
甘みのある脂身が特徴。牛たちが毎日食
べる飼料には、地元津軽の代表的なお米

「つがるロマン」の稲わらを与え、地元に
根ざした和牛の生産を目指しております。

ひらかわ牛（津軽谷川牛）

焼肉用 特上カルビ700g 
商品番号 5731-1220 冷凍

事業者 肉の豚金 葛西精肉店
内容量 ひらかわ牛（津軽谷川牛）焼肉用 特上カルビ700g

ひらかわ牛（津軽谷川牛）

焼肉用 味付カルビ 
800g 商品番号 5731-1221
事業者 肉の豚金 葛西精肉店
内容量 ひらかわ牛（津軽谷川牛）

焼肉用 味付カルビ800g 冷凍

２㎏ 商品番号 5731-1432
事業者 肉の豚金 葛西精肉店
内容量 ひらかわ牛（津軽谷川牛）

焼肉用 味付カルビ２㎏  冷凍

ひらかわ牛使用の手作りハンバーグ 冷凍

５個 商品番号 5731-1430
事業者 肉の豚金 葛西精肉店
内容量 ハンバーグ約130g×５／計 約650g

10個 商品番号 5731-1118
事業者 肉の豚金 葛西精肉店
内容量 ハンバーグ約130g×10／計 約1.3㎏

20個 商品番号 5731-1119
事業者 肉の豚金 葛西精肉店
内容量 ハンバーグ約130g×20／計 約2.6㎏

ひらかわ牛使用の手作りメンチカツ 冷凍

５個 商品番号 5731-1431
事業者 肉の豚金 葛西精肉店
内容量 メンチカツ約130g×５／計 約650g

10個 商品番号 5731-1117
事業者 肉の豚金 葛西精肉店
内容量 メンチカツ約130g×10／計 約1.3㎏

ひらかわ牛（津軽谷川牛）

サーロイン800g 
商品番号 5731-1056 冷凍

事業者 肉の豚金 葛西精肉店
内容量 ひらかわ牛（津軽谷川牛）サーロイン200g×４枚

寄附金額
2万4千円〜

寄附金額
1万5千円〜

寄附金額
1万5千円〜

寄附金額
3万円〜

寄附金額
2万4千円〜

寄附金額
1万円〜

寄附金額
1万円〜

寄附金額
1万5千円〜

寄附金額
1万5千円〜

寄附金額
2万5千円〜

寄附金額
3万4千円〜

ひらかわ牛（津軽谷川牛）

サイコロステーキ 
約600g 商品番号 5731-1122
事業者 肉の豚金 葛西精肉店　　 冷凍
内容量 ひらかわ牛（津軽谷川牛）

サイコロステーキ 約300g×２／約600g

約1.2㎏ 商品番号 5731-1123
事業者 肉の豚金 葛西精肉店　　 冷凍
内容量 ひらかわ牛（津軽谷川牛）

サイコロステーキ 約300g×４／約1.2㎏  

※牛肉の部位の指定は
　出来ません。
※牛肉の形状は
　一定ではありません

※沖縄本島以外の離島への配送はできません。� 冷凍�冷凍便にてお届けします
※解凍後はお早めにお召し上がりください。※加工品は加熱調理済みですが、食べる際は湯煎やレンジ等で再加熱してください。

ひらかわ牛（津軽谷川牛）

牛もも、牛肩スライス 600g 
商品番号 5731-1055 冷凍

事業者 肉の豚金 葛西精肉店
内容量 牛ももスライス300g、牛肩スライス300g

ひらかわ牛（津軽谷川牛）

６カ月お届けセット 
商品番号 5731-1120 冷凍

事業者 肉の豚金 葛西精肉店
内容量 【６ヵ月連続お届け】

［１ヵ月目］ひらかわ牛すき焼きセット（モモ、肩ロース）約900g［２ヵ月目］
ハンバーグ約130g×５、メンチカツ約130g×５、牛肉コロッケ約80g×５

［３ヵ月目］牛ロースステーキ約600g［４ヵ月目］BBQセット（ひらかわ牛
カルビ、サイコロステーキ、豚ホルモン味付）約1.5kg［５ヵ月目］ひらかわ
牛、ガーリックポークしゃぶしゃぶセット（モモ・肩ロース）約1.2kg［６ヵ
月目］ひらかわ牛すき焼きセット（モモ、肩ロース）約900g

事業者 肉の豚金 葛西精肉店
内容量 【３ヵ月連続お届け】

［１ヵ月目］ ひらかわ牛すき焼きセット（モモ、肩ロース）約600g
［２ヵ月目］ ハンバーグとメンチカツセット約1.2kg
［３ヵ月目］ サイコロステーキ約600g 

ひらかわ牛（津軽谷川牛）

３カ月お届けセット 
商品番号 5731-1121 冷凍

寄附金額
1万5千円〜

寄附金額
12万5千円〜

寄附金額
4万4千円〜

ひらかわ牛使用のハンバーグ&メンチカツ・
シャモロック唐揚げ 計約 1.3㎏
商品番号 5731-1116 � 冷凍

事業者 肉の豚金 葛西精肉店
内容量 ハンバーグ約130g×４、メンチカツ約130g×４、青森

地鶏シャモロック唐揚げ 約300g／計３種 約1.3㎏

寄附金額
1万5千円〜

3か月連続お届け

6か月連続お届け

※牛肉の入荷状況により、部位やお品など変更させていただく場合もございます。



ひらかわ牛

5

ひ
ら
か
わ
牛

八甲田山麓の清涼な気候と清らかな水で
育てられた黒毛和牛「ひらかわ牛（津軽谷
川牛）」は、ジューシーで軟らかな赤身と
甘みのある脂身が特徴。牛たちが毎日食
べる飼料には、地元津軽の代表的なお米

「つがるロマン」の稲わらを与え、地元に
根ざした和牛の生産を目指しております。

ひらかわ牛（津軽谷川牛）

焼肉用 特上カルビ700g 
商品番号 5731-1220 冷凍

事業者 肉の豚金 葛西精肉店
内容量 ひらかわ牛（津軽谷川牛）焼肉用 特上カルビ700g

ひらかわ牛（津軽谷川牛）

焼肉用 味付カルビ 
800g 商品番号 5731-1221
事業者 肉の豚金 葛西精肉店
内容量 ひらかわ牛（津軽谷川牛）

焼肉用 味付カルビ800g 冷凍

２㎏ 商品番号 5731-1432
事業者 肉の豚金 葛西精肉店
内容量 ひらかわ牛（津軽谷川牛）

焼肉用 味付カルビ２㎏  冷凍

ひらかわ牛使用の手作りハンバーグ 冷凍

５個 商品番号 5731-1430
事業者 肉の豚金 葛西精肉店
内容量 ハンバーグ約130g×５／計 約650g

10個 商品番号 5731-1118
事業者 肉の豚金 葛西精肉店
内容量 ハンバーグ約130g×10／計 約1.3㎏

20個 商品番号 5731-1119
事業者 肉の豚金 葛西精肉店
内容量 ハンバーグ約130g×20／計 約2.6㎏

ひらかわ牛使用の手作りメンチカツ 冷凍

５個 商品番号 5731-1431
事業者 肉の豚金 葛西精肉店
内容量 メンチカツ約130g×５／計 約650g

10個 商品番号 5731-1117
事業者 肉の豚金 葛西精肉店
内容量 メンチカツ約130g×10／計 約1.3㎏

ひらかわ牛（津軽谷川牛）

サーロイン800g 
商品番号 5731-1056 冷凍

事業者 肉の豚金 葛西精肉店
内容量 ひらかわ牛（津軽谷川牛）サーロイン200g×４枚

寄附金額
2万4千円〜

寄附金額
1万5千円〜

寄附金額
1万5千円〜

寄附金額
3万円〜

寄附金額
2万4千円〜

寄附金額
1万円〜

寄附金額
1万円〜

寄附金額
1万5千円〜

寄附金額
1万5千円〜

寄附金額
2万5千円〜

寄附金額
3万4千円〜

ひらかわ牛（津軽谷川牛）

サイコロステーキ 
約600g 商品番号 5731-1122
事業者 肉の豚金 葛西精肉店　　 冷凍
内容量 ひらかわ牛（津軽谷川牛）

サイコロステーキ 約300g×２／約600g

約1.2㎏ 商品番号 5731-1123
事業者 肉の豚金 葛西精肉店　　 冷凍
内容量 ひらかわ牛（津軽谷川牛）

サイコロステーキ 約300g×４／約1.2㎏  

※牛肉の部位の指定は
　出来ません。
※牛肉の形状は
　一定ではありません

※沖縄本島以外の離島への配送はできません。� 冷凍�冷凍便にてお届けします
※解凍後はお早めにお召し上がりください。※加工品は加熱調理済みですが、食べる際は湯煎やレンジ等で再加熱してください。

ひらかわ牛（津軽谷川牛）

牛もも、牛肩スライス 600g 
商品番号 5731-1055 冷凍

事業者 肉の豚金 葛西精肉店
内容量 牛ももスライス300g、牛肩スライス300g

ひらかわ牛（津軽谷川牛）

６カ月お届けセット 
商品番号 5731-1120 冷凍

事業者 肉の豚金 葛西精肉店
内容量 【６ヵ月連続お届け】

［１ヵ月目］ひらかわ牛すき焼きセット（モモ、肩ロース）約900g［２ヵ月目］
ハンバーグ約130g×５、メンチカツ約130g×５、牛肉コロッケ約80g×５

［３ヵ月目］牛ロースステーキ約600g［４ヵ月目］BBQセット（ひらかわ牛
カルビ、サイコロステーキ、豚ホルモン味付）約1.5kg［５ヵ月目］ひらかわ
牛、ガーリックポークしゃぶしゃぶセット（モモ・肩ロース）約1.2kg［６ヵ
月目］ひらかわ牛すき焼きセット（モモ、肩ロース）約900g

事業者 肉の豚金 葛西精肉店
内容量 【３ヵ月連続お届け】

［１ヵ月目］ ひらかわ牛すき焼きセット（モモ、肩ロース）約600g
［２ヵ月目］ ハンバーグとメンチカツセット約1.2kg
［３ヵ月目］ サイコロステーキ約600g 

ひらかわ牛（津軽谷川牛）

３カ月お届けセット 
商品番号 5731-1121 冷凍

寄附金額
1万5千円〜

寄附金額
12万5千円〜

寄附金額
4万4千円〜

ひらかわ牛使用のハンバーグ&メンチカツ・
シャモロック唐揚げ 計約 1.3㎏
商品番号 5731-1116 � 冷凍

事業者 肉の豚金 葛西精肉店
内容量 ハンバーグ約130g×４、メンチカツ約130g×４、青森

地鶏シャモロック唐揚げ 約300g／計３種 約1.3㎏

寄附金額
1万5千円〜

3か月連続お届け

6か月連続お届け

※牛肉の入荷状況により、部位やお品など変更させていただく場合もございます。

飲みもの
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再生エネルギー生まれ

高糖度ミニトマトジュース500㎖
２本 商品番号 5731-1412
事業者 株式会社 津軽エネベジ
内容量 「アイコ」ミニトマトジュース500㎖×２本

３本 商品番号 5731-1413
事業者 株式会社 津軽エネベジ
内容量 「アイコ」ミニトマトジュース500㎖×３本

ひろふね林檎果汁100％
（ブレンド品 １ℓ×６本入り）
商品番号 5731-1539
事業者 広船アップルクラブ
内容量 ひろふね林檎果汁100％ブレンド品 １ℓ×６本

親子三代最高位の
「りんごジュース百年の想い１ℓ」×３本
商品番号 5731-1070
事業者 株式会社 釈迦のりんご園
内容量 「りんごジュース百年の想い１ℓ」×３本

王林ブレンド 津軽甘（かん）ジュース
１ℓ×６本
商品番号 5731-1250
事業者 吹田りんご園
内容量 王林ブレンド 津軽甘（かん）ジュース１ℓ×６本

完熟りんごジュース
「キラのしずく」1ℓ×６本
商品番号 5731-1243
事業者 夢ファクトリー
内容量 完熟りんごジュース「キラのしずく」1ℓ×６本

※りんごジュースの品種等はお任せになります。

無添加
プレミアム
トマトジュース 
720㎖×１本
商品番号 5731-1583
事業者 株式会社 小山内機器
内容量 無添加プレミアム

トマトジュース720㎖×１本

津軽のももとりんごの完熟ジュース
１ℓ×６本
商品番号 5731-1190
事業者 津軽みらい農業協同組合（平賀青果センター）
内容量 津軽のももとりんごの完熟ジュース１ℓ×６本

親子三代最高位の
「りんごジュース峰ブレンド720㎖」×３本
商品番号 5731-1071
事業者 株式会社 釈迦のりんご園
内容量 「りんごジュース峰ブレンド720㎖」×３本

那由多のりんご園 tageme 1ℓ×３本
（りんごジュース3品種飲み比べセット）
商品番号 5731-1278
事業者 株式会社 那由多のりんご園
内容量 tageme（りんごジュース３品種飲み比べセット）１ℓ×３本
早生ふじ、トキ、シナノスイート、もりのかがやき、ぐんま名月、
ふじの中から３品（セット内容はお任せになります。りんご品
種の指定はできません。）

あじわい林檎ジュース 
（１ℓ×６本入り）
商品番号 5731-1589
事業者 片山りんご株式会社 加工場
内容量 あじわい林檎ジュース １ℓ×６本

※りんごジュースの品種等はお任せになります。

寄附金額
2万円〜

寄附金額
1万5千円〜

寄附金額
1万4千円〜

寄附金額
1万4千円〜

寄附金額
1万5千円〜

寄附金額
1万7千円〜

寄附金額
1万5千円〜

寄附金額
2万4千円〜

寄附金額
1万4千円〜

寄附金額
1万4千円〜

※開封後は冷蔵庫等で保管し、２〜３日でお飲みください。

県のふるさと認証食品の認定商品。着色料・保存料は
一切使用していません。

最高級フルーツ店銀座千疋屋の看板商品。完熟りんごを
絞った甘いジュースです。

王林をメインとした完熟100%ジュース。
甘さの中にすっきりとした味わいをお楽しみ頂けます。

おいしさを極めた、こだわりの完熟りんごジュース
「キラのしずく」是非ともご賞味ください。

食塩も水も一切加えない無添加、
無香料のプレミアムトマトジュースです。

ももとりんごの完熟ジュースは、青森県産もも果汁30%、
りんご果汁70%を使用した果汁100%のジュース。
ももとりんごの両方の風味を味わえます。

最高級フルーツ店銀座千疋屋の看板商品です。５品種の
りんごを皮ごと絞った深みのあるジュースです。

こだわりの果汁100%りんごジュース。酸味や甘味の
バランスや味わいの異なる６品種の中から３品種を箱詰め
してお届けします。

成分調整を一切していない素材の味にこだわった
ストレートジュースです。

寄附金額
1万4千円〜

トマトジュース
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碇ヶ関産 お米５㎏
（精米・つがるロマン、まっしぐら）
商品番号 5731-1386
事業者 道の駅いかりがせき「津軽関の庄」
内容量 碇ヶ関産お米５㎏（精米・つがるロマン、まっしぐら）
※品種はお任せになります。※11/10頃より新米切り替えを予
定しております。（ご指定できません。）

ねまがりたけのこの瓶詰めセット
商品番号 5731-1029
事業者 道の駅いかりがせき「津軽関の庄」
内容量 瓶詰め大 約500g、瓶詰め小 約250g

女心とスチューベン250㎖×６本
商品番号 5731-1590
事業者 fruits farm 豊かな恵
内容量 スチューベンジュース 250㎖×６本 化粧箱入り
※冬場は容器の底にぶどうの成分が結晶化したものが出来やす
くなります。天然成分ではありますが、口当たりが悪いためビン
はふらずに静かに注いでお飲みください。

中畑手焼きせんべい本舗
津軽のせんべい３種入りセット
商品番号 5731-1580
事業者 中畑手焼きせんべい本舗
内容量 大粒ピーナッツ煎餅（６枚入）×１、

皮付ピーナッツ煎餅（６枚入）×１、
胡麻煎餅（８枚入）×１　化粧箱入り

りんごしょうゆ１ℓ×１本
商品番号 5731-1405
事業者 カネショウ 株式会社
内容量 りんごしょうゆ１ℓ×１本

津軽のお米5kgと旬の野菜果物セット
（３～７品程度）
商品番号 5731-1101 � 冷蔵

事業者 道の駅いかりがせき「津軽関の庄」
内容量 お米５㎏（つがるロマン、まっしぐら等）×１、

野菜・果物セット（３〜７品程度）×１
※新米切り替えは11/1からを予定しております。（ご指定できま
せん。）※セット内容はお任せになります。※メールにてお届け前
にご案内させていただきます。※天候や収穫状況によりお届けの
変更や、加工品が入る場合があります。※賞味期限：冷蔵４日

寄附金額
1万円〜

寄附金額
1万4千円〜

寄附金額
1万4千円〜

寄附金額
1万円〜

寄附金額
6千円〜

寄附金額
1万6千円〜

近隣の山々から流れる豊富な清流の水源と、
きれいな空気に恵まれた碇ヶ関産の美味しいお米です。

碇ヶ関地域の特産品
「ねまがりたけのこ」を
瓶詰めにしました。

樹上で完熟を待ち、糖度を高めたスチューベンを丸ごと絞った
完全無添加ジュースです。

昔ながらの手焼き技法を頑なに守り続け
素朴な風味を大切に焼き上げています。

本醸造のおしょうゆに、りんご酢、りんご果汁、
ハチミツを入れ、さらに熟成させた
塩分11.5%のやさしい味わいのお醤油です。

関所といで湯の里として知られる碇ヶ関から、津軽の旬
の野菜や果物、山菜とお米５㎏をセットでお届け。春夏
秋冬で異なる食材をお楽しみください。

ひらかわ
特産品

再生可能エネルギー生まれの
「高糖度ミニトマト（アイコ）」１㎏
商品番号 5731-1159
事業者 株式会社 津軽エネベジ
内容量 「高糖度ミニトマト（アイコ）」１㎏ 化粧箱入り
受付締切 2022年12月15日迄
出荷時期 2022年７月１日〜12月27日
※天候や収穫状況により、お届けや規格が変更になる場合が
ございます。※沖縄・離島への出荷は不可とさせていただき
ます。※シーズンに入りましたら別途ご案内メールをいたしま
すので必ずご確認ください。※賞味期限：常温７日

自然薯餃子２パック
（20g×15個×２パック）
商品番号 5731-1392 � 冷凍

事業者 道の駅いかりがせき「津軽関の庄」
内容量 自然薯餃子２パック（20g×15個×２パック）

※沖縄本島以外の離島へのお届けはできません。

寄附金額
1万4千円〜

寄附金額
9千円〜

甘くて果肉が厚く通常のミニトマトよりも
約２倍！のリコピンを含む『アイコ』をぜひ。

津軽いかりがせき名物の自然薯を皮に練りこみました。焼き
上がりは外はパリッと、中はもちっと特に食感が美味しい餃子
になっています。おかずに、おつまみに、いかりがせきの
自然薯餃子をお楽しみください。
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碇ヶ関産 お米５㎏
（精米・つがるロマン、まっしぐら）
商品番号 5731-1386
事業者 道の駅いかりがせき「津軽関の庄」
内容量 碇ヶ関産お米５㎏（精米・つがるロマン、まっしぐら）
※品種はお任せになります。※11/10頃より新米切り替えを予
定しております。（ご指定できません。）

ねまがりたけのこの瓶詰めセット
商品番号 5731-1029
事業者 道の駅いかりがせき「津軽関の庄」
内容量 瓶詰め大 約500g、瓶詰め小 約250g

女心とスチューベン250㎖×６本
商品番号 5731-1590
事業者 fruits farm 豊かな恵
内容量 スチューベンジュース 250㎖×６本 化粧箱入り
※冬場は容器の底にぶどうの成分が結晶化したものが出来やす
くなります。天然成分ではありますが、口当たりが悪いためビン
はふらずに静かに注いでお飲みください。

中畑手焼きせんべい本舗
津軽のせんべい３種入りセット
商品番号 5731-1580
事業者 中畑手焼きせんべい本舗
内容量 大粒ピーナッツ煎餅（６枚入）×１、

皮付ピーナッツ煎餅（６枚入）×１、
胡麻煎餅（８枚入）×１　化粧箱入り

りんごしょうゆ１ℓ×１本
商品番号 5731-1405
事業者 カネショウ 株式会社
内容量 りんごしょうゆ１ℓ×１本

津軽のお米5kgと旬の野菜果物セット
（３～７品程度）
商品番号 5731-1101 � 冷蔵

事業者 道の駅いかりがせき「津軽関の庄」
内容量 お米５㎏（つがるロマン、まっしぐら等）×１、

野菜・果物セット（３〜７品程度）×１
※新米切り替えは11/1からを予定しております。（ご指定できま
せん。）※セット内容はお任せになります。※メールにてお届け前
にご案内させていただきます。※天候や収穫状況によりお届けの
変更や、加工品が入る場合があります。※賞味期限：冷蔵４日

寄附金額
1万円〜

寄附金額
1万4千円〜

寄附金額
1万4千円〜

寄附金額
1万円〜

寄附金額
6千円〜

寄附金額
1万6千円〜

近隣の山々から流れる豊富な清流の水源と、
きれいな空気に恵まれた碇ヶ関産の美味しいお米です。

碇ヶ関地域の特産品
「ねまがりたけのこ」を
瓶詰めにしました。

樹上で完熟を待ち、糖度を高めたスチューベンを丸ごと絞った
完全無添加ジュースです。

昔ながらの手焼き技法を頑なに守り続け
素朴な風味を大切に焼き上げています。

本醸造のおしょうゆに、りんご酢、りんご果汁、
ハチミツを入れ、さらに熟成させた
塩分11.5%のやさしい味わいのお醤油です。

関所といで湯の里として知られる碇ヶ関から、津軽の旬
の野菜や果物、山菜とお米５㎏をセットでお届け。春夏
秋冬で異なる食材をお楽しみください。

ひらかわ
特産品

再生可能エネルギー生まれの
「高糖度ミニトマト（アイコ）」１㎏
商品番号 5731-1159
事業者 株式会社 津軽エネベジ
内容量 「高糖度ミニトマト（アイコ）」１㎏ 化粧箱入り
受付締切 2022年12月15日迄
出荷時期 2022年７月１日〜12月27日
※天候や収穫状況により、お届けや規格が変更になる場合が
ございます。※沖縄・離島への出荷は不可とさせていただき
ます。※シーズンに入りましたら別途ご案内メールをいたしま
すので必ずご確認ください。※賞味期限：常温７日

自然薯餃子２パック
（20g×15個×２パック）
商品番号 5731-1392 � 冷凍

事業者 道の駅いかりがせき「津軽関の庄」
内容量 自然薯餃子２パック（20g×15個×２パック）

※沖縄本島以外の離島へのお届けはできません。

寄附金額
1万4千円〜

寄附金額
9千円〜

甘くて果肉が厚く通常のミニトマトよりも
約２倍！のリコピンを含む『アイコ』をぜひ。

津軽いかりがせき名物の自然薯を皮に練りこみました。焼き
上がりは外はパリッと、中はもちっと特に食感が美味しい餃子
になっています。おかずに、おつまみに、いかりがせきの
自然薯餃子をお楽しみください。

お米・麺・加工品など

8

青森ご当地ラーメン８食入
商品番号 5731-1002
事業者 高砂食品 株式会社
内容量 青森しじみラーメン（２食）、青森焼干しラー

メン（２食）、青森にんにくラーメン（２食）、
青森味噌カレーラーメン（２食）

青森県産小麦100%
青森なべ焼うどん 10 食
商品番号 5731-1415
事業者 高砂食品 株式会社
内容量 青森県産小麦100% 青森なべ焼うどん10食

［麺200g、液体スープ、粉末スープ、えび天ぷら、麩］×10食

青森県産リンゴファイバー入り
カレーうどん 10 食
商品番号 5731-1416
事業者 高砂食品 株式会社
内容量 青森県産りんごファイバー入り カレーうどん10食

［麺200g、粉末スープ］×10食

青森ネバリゴシ麺
焼うどん 10 食
商品番号 5731-1417
事業者 高砂食品 株式会社
内容量 青森ネバリゴシ麺 焼うどん10食

［（麺 200g×２、醤油たれ×２、だし粉×２）×５袋］

たかさごの ナポリタン 10食
商品番号 5731-1418
事業者 高砂食品 株式会社
内容量 たかさごのナポリタン 10食

［（麺150g ×２、ソース×２）×５袋］

碇ヶ関 津軽自然薯そば ６人前
（半生・つゆ付）
商品番号 5731-1388
事業者 道の駅いかりがせき「津軽関の庄」
内容量 津軽自然薯そば（半生・つゆ付）６人前

生中華そばセット ６食
商品番号 5731-1004 � 冷蔵

事業者 めん処 香園
内容量 生中華そば麺（６食）、スープ、チャーシュー、メンマ、ネギ
※賞味期限：冷蔵４日（注）無化調、無添加のため日持ちはしま
せん。同じ製麺機でそばを作っております。そばアレルギーの方
はご注意ください。

青森十三湖しじみ入り
青森しじみラーメン ５食
商品番号 5731-1419
事業者 高砂食品 株式会社
内容量 青森しじみラーメン５食

［麺110g、スープ、しじみ貝レトルト、乾燥わかめ］×５食

青森ご当地！！
青森味噌カレーラーメン ４食
商品番号 5731-1420
事業者 高砂食品 株式会社
内容量 青森味噌カレーラーメン４食

［麺110g、スープ、味付メンマ、乾燥わかめ］×４食

寄附金額
1万5千円〜

寄附金額
1万2千円〜

寄附金額
1万1千円〜

寄附金額
1万円〜

寄附金額
1万円〜

寄附金額
1万円〜

寄附金額
1万5千円〜

寄附金額
1万1千円〜

寄附金額
9千円〜

十三湖のしじみ、外ヶ浜町平舘の焼干し、田子町のにんにく
を使用したラーメンと味噌カレーラーメン、青森を代表する
ご当地ラーメンが大集合。ギフトに最適な８食入りの大ボ
リュームでお届け。青森の自慢の味をお楽しみください。

青森県産小麦「ネバリゴシ」
を100%使用したこだわりの
うどん。トッピングには、エビ
入り天ぷらや、汁にひたして
おいしい特製の焼麩付き。

青森県産りんごファイバー入り
のカレースープは、爽やかな
旨みとコクが絶品。つるつると
したのどごしのうどんとマッチ
します。

甘辛しょうゆと国産昆布・国
産かつおのダシ粉の重ねダレ
で生み出される上品な風味の
焼うどん。常温で100日の
長期保存が可能。

昔懐かしいナポリタンの味を
再現しました。パスタ用デュ
ラム小麦を100%使用した麺
はコシがあり、レンジやフラ
イパンで簡単に調理できます。

御関所といで湯の里「碇ヶ関」の名物、山菜の王者自然薯
（山芋）。健康食として先人の評価も高く、自然食、生薬の代表
的山菜の自然薯を使用した自然薯そば、自然の恵みから誕生
した美味健康おそばです。

煮干しと豚骨ベースのスープ、
手もみの自家製ちぢれ麺と
いう津軽地方の昔ながらの
味をご家庭でも！

「十三湖」で育った大和しじみ。
その甘みと旨味をギュッと凝縮
したエキスを使用。すっきりと
した旨みが特徴の塩ラーメンに
レトルトしじみ貝を乗せて味わっ
てください。

青森で数十年愛されている
ご当地ラーメン。コシのあ
る中太麺に、味噌のコク、
カレーの刺激、牛乳のまろ
やかさが調和した濃厚スー
プがよく絡みます。

冷凍�冷凍便にてお届け　　 冷蔵�冷蔵便にてお届け
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9 ●未成年者（20歳未満）の飲酒は法律で禁止されています。●未成年者（20歳未満）への酒類の販売はいたしておりません。� 冷凍�冷凍便にてお届けします

りんごの果実酒 CRAZY CIDER
（ドライ）330㎖×６本
商品番号 5731-1584 �

寄附金額
1万7千円〜

事業者 タグボート 株式会社
内容量 りんごの果実酒 CRAZY CIDER（ドライ）330㎖×６本

りんごの果実酒 CRAZY CIDER
（ドライ）330㎖×３本
商品番号 5731-1585 �

寄附金額
1万円〜

事業者 タグボート 株式会社
内容量 りんごの果実酒 CRAZY CIDER（ドライ）330㎖×３本

非加熱「ドラフトハードサイダー」ならではの酵母の
生きた風味です。キレがあるのにフルーティー。味の
基本はドライでありながら、ほんのり甘みと酸味の
バランスを感じられるりんごの果実酒、シードルです。

※アルコール分７％�※20歳未満の方は申込みできません。

キラ農法 ドライアップル 30g×７袋
商品番号 5731-1558
事業者 夢ファクトリー
内容量 キラ農法 ドライアップル 30g×７袋

親子三代最高位の
「干しりんご 八つ切りタイプ」
商品番号 5731-1073
事業者 株式会社 釈迦のりんご園
内容量 干しりんご 八つ切りタイプ 30g×８パック／計240g

「ふるさと津軽の美容と健康セット」
Aセット 商品番号 5731-1001
事業者 カネショウ 株式会社
内容量 ハチミツ入りんご酢500㎖、樽熟りんご酢500㎖、

もも酢275㎖　各１本 計３本 化粧箱入り

［女神の林檎］
りんご酢 500㎖×１
商品番号 5731-1153
事業者 カネショウ 株式会社
内容量 ［女神の林檎］りんご酢 500㎖×１本

りんご農家の手作り
アップルパイ 120g×７本
商品番号 5731-1540 � 冷凍

事業者 そとかわ農園
内容量 完熟葉とらずふじ アップルパイ（120g）×7本 化粧箱入り
受付締切 2022年12月31日迄
出荷時期 2023年２月１日〜３月31日
※お届けは７本入りとなります。※沖縄への配送はできません。
※シーズンに入りましたら別途ご案内メールをいたしますので
必ずご確認ください。

500㎖×１本
商品番号 5731-1396 �

寄附金額
8千円〜

事業者 カネショウ 株式会社
内容量 ハチミツ入りリンゴ酢 500㎖×１本

津軽の完熟りんご 100%使用！ ハチミツ入りリンゴ酢 

500㎖×２本
商品番号 5731-1216 �

寄附金額
1万3千円〜

事業者 カネショウ 株式会社
内容量 ハチミツ入りリンゴ酢 500㎖×２本

寄附金額
1万5千円〜

寄附金額
1万4千円〜

寄附金額
1万4千円〜

寄附金額
1万4千円〜

サンふじ、シナノスイート、千雪、つがる、ほのか、トキ、
ぐんま名月、王林等から７袋。（品種のご指定はできません。
お任せになります。）
「キラ農法」で大切に育てた完熟りんごのドライアップルです。
収穫時期が違うりんごをセットにした産地ならではのそれぞれ
の個性ある味わいをお楽しみください。

最高級フルーツ店銀座千疋屋の看板商品として扱われている
りんごを使った干しりんご。青森県りんご品評会では親子三代
にわたって全県第一席の最高位に上り詰め、確かな品質と味
を保証いたします。無加糖・無着色で完熟りんごそのままの
味がお楽しみいただけます。

津軽産の新鮮なりんごを使用し、オーク木樽でゆっくり熟成
させた「樽熟りんご酢」をはじめ、美容と健康にこだわった
お酢のセットをお届け。

津軽の完熟りんごを原料とし、丁寧
に琥珀色に濃縮させた果汁を独自の
技術で発酵。じっくりとオーク木樽
で熟成させた「黒りんご酢」です。
青森県で生まれた新・美容成分、
プロテオグリカンも配合。夢のエイ
ジングケア成分として注目されて
います。（本製品１本あたりプロテオ
グリカン300mg配合。）

冬季間限定でりんご農家が作る、原料に
こだわった贅沢な手作りアップルパイです。

りんごのふるさと津軽の完熟りんごをあますところなく、丸ごとすりおろし発酵、オーク
木樽に入れて長期熟成させまろやかな味に仕上げます。
津軽の冷涼な気候のなか、じっくりと時間をかけて醸造したりんご酢をご賞味ください。

500㎖×２本
商品番号 5731-1217

�

寄附金額
3万8千円〜

事業者 カネショウ 株式会社
内容量 ハチミツ入りリンゴ酢

500㎖×２本×３回

3か月連続お届け 500㎖×２本
商品番号 5731-1218

�

寄附金額
6万3千円〜

事業者 カネショウ 株式会社
内容量 ハチミツ入りリンゴ酢

500㎖×２本×５回

5か月連続お届け

寄附金額
1万6千円〜
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りんごの果実酒 CRAZY CIDER
（ドライ）330㎖×６本
商品番号 5731-1584 �

寄附金額
1万7千円〜

事業者 タグボート 株式会社
内容量 りんごの果実酒 CRAZY CIDER（ドライ）330㎖×６本

りんごの果実酒 CRAZY CIDER
（ドライ）330㎖×３本
商品番号 5731-1585 �

寄附金額
1万円〜

事業者 タグボート 株式会社
内容量 りんごの果実酒 CRAZY CIDER（ドライ）330㎖×３本

非加熱「ドラフトハードサイダー」ならではの酵母の
生きた風味です。キレがあるのにフルーティー。味の
基本はドライでありながら、ほんのり甘みと酸味の
バランスを感じられるりんごの果実酒、シードルです。

※アルコール分７％�※20歳未満の方は申込みできません。

キラ農法 ドライアップル 30g×７袋
商品番号 5731-1558
事業者 夢ファクトリー
内容量 キラ農法 ドライアップル 30g×７袋

親子三代最高位の
「干しりんご 八つ切りタイプ」
商品番号 5731-1073
事業者 株式会社 釈迦のりんご園
内容量 干しりんご 八つ切りタイプ 30g×８パック／計240g

「ふるさと津軽の美容と健康セット」
Aセット 商品番号 5731-1001
事業者 カネショウ 株式会社
内容量 ハチミツ入りんご酢500㎖、樽熟りんご酢500㎖、

もも酢275㎖　各１本 計３本 化粧箱入り

［女神の林檎］
りんご酢 500㎖×１
商品番号 5731-1153
事業者 カネショウ 株式会社
内容量 ［女神の林檎］りんご酢 500㎖×１本

りんご農家の手作り
アップルパイ 120g×７本
商品番号 5731-1540 � 冷凍

事業者 そとかわ農園
内容量 完熟葉とらずふじ アップルパイ（120g）×7本 化粧箱入り
受付締切 2022年12月31日迄
出荷時期 2023年２月１日〜３月31日
※お届けは７本入りとなります。※沖縄への配送はできません。
※シーズンに入りましたら別途ご案内メールをいたしますので
必ずご確認ください。

500㎖×１本
商品番号 5731-1396 �

寄附金額
8千円〜

事業者 カネショウ 株式会社
内容量 ハチミツ入りリンゴ酢 500㎖×１本

津軽の完熟りんご 100%使用！ ハチミツ入りリンゴ酢 

500㎖×２本
商品番号 5731-1216 �

寄附金額
1万3千円〜

事業者 カネショウ 株式会社
内容量 ハチミツ入りリンゴ酢 500㎖×２本

寄附金額
1万5千円〜

寄附金額
1万4千円〜

寄附金額
1万4千円〜

寄附金額
1万4千円〜

サンふじ、シナノスイート、千雪、つがる、ほのか、トキ、
ぐんま名月、王林等から７袋。（品種のご指定はできません。
お任せになります。）
「キラ農法」で大切に育てた完熟りんごのドライアップルです。
収穫時期が違うりんごをセットにした産地ならではのそれぞれ
の個性ある味わいをお楽しみください。

最高級フルーツ店銀座千疋屋の看板商品として扱われている
りんごを使った干しりんご。青森県りんご品評会では親子三代
にわたって全県第一席の最高位に上り詰め、確かな品質と味
を保証いたします。無加糖・無着色で完熟りんごそのままの
味がお楽しみいただけます。

津軽産の新鮮なりんごを使用し、オーク木樽でゆっくり熟成
させた「樽熟りんご酢」をはじめ、美容と健康にこだわった
お酢のセットをお届け。

津軽の完熟りんごを原料とし、丁寧
に琥珀色に濃縮させた果汁を独自の
技術で発酵。じっくりとオーク木樽
で熟成させた「黒りんご酢」です。
青森県で生まれた新・美容成分、
プロテオグリカンも配合。夢のエイ
ジングケア成分として注目されて
います。（本製品１本あたりプロテオ
グリカン300mg配合。）

冬季間限定でりんご農家が作る、原料に
こだわった贅沢な手作りアップルパイです。

りんごのふるさと津軽の完熟りんごをあますところなく、丸ごとすりおろし発酵、オーク
木樽に入れて長期熟成させまろやかな味に仕上げます。
津軽の冷涼な気候のなか、じっくりと時間をかけて醸造したりんご酢をご賞味ください。

500㎖×２本
商品番号 5731-1217

�

寄附金額
3万8千円〜

事業者 カネショウ 株式会社
内容量 ハチミツ入りリンゴ酢

500㎖×２本×３回

3か月連続お届け 500㎖×２本
商品番号 5731-1218

�

寄附金額
6万3千円〜

事業者 カネショウ 株式会社
内容量 ハチミツ入りリンゴ酢

500㎖×２本×５回

5か月連続お届け

寄附金額
1万6千円〜
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旅行・体験・雑貨など

APPLE GOODS

APPLE LIGHT

10

フラットな地形と自然を生かしたレイアウトの林間コース。アーノルド・パーマー
設計の18ホール。彼の「ゴルフ哲学」がコースの隅々に生かされています。全車
リモコンタイプの乗用カートで快適ゴルフ！

十和田八幡平国立公園に隣接し、自然の地形を活かした谷越えのホールのある
林間コースです。GPSナビ付き乗用カートはフェアウェイに乗入れもでき、女性
もシニアの方も楽にラウンドができます。

津軽高原ゴルフ場 平日セルフプレー券 
商品番号 5731-1041 � 寄附金額

3万円〜事業者 株式会社 津軽高原ゴルフ場
内　容 平日１名様１Rセルフプレー券（昼食は別途）

津軽高原ゴルフ場 土休日セルフプレー券（昼食付）
商品番号 5731-1042 � 寄附金額

5万円〜事業者 株式会社 津軽高原ゴルフ場
内　容 土休日１名様１Rセルフプレー券（昼食付）

津軽高原ゴルフ場 利用券 3,000円分 
商品番号 5731-1586 � 寄附金額

1万1千円〜事業者 株式会社 津軽高原ゴルフ場
内　容 ゴルフプレー代でご利用いただけるクーポン券（1,000円×３枚）

全日 ホテルアップルランド ペア１泊２食 
商品番号 5731-1223 � 寄附金額

10万円〜事業者 株式会社 アップルランド南田温泉
内　容 【全日プラン】南田温泉ホテルアップルランド ペア宿泊券１泊２食

平日 ホテルアップルランド ペア１泊２食 
商品番号 5731-1224 � 寄附金額

8万円〜事業者 株式会社 アップルランド南田温泉
内　容 【平日プラン】南田温泉ホテルアップルランド ペア宿泊券１泊２食

びわの平ゴルフ倶楽部 平日セルフプレー券 
商品番号 5731-1043 � 寄附金額

3万円〜事業者 株式会社 びわの平ゴルフ倶楽部
内　容 平日１名様１Rセルフプレー券（昼食は別途）

びわの平ゴルフ倶楽部 土休日セルフプレー券（昼食付）
商品番号 5731-1044 � 寄附金額

5万円〜事業者 株式会社 びわの平ゴルフ倶楽部
内　容 土休日１名様１Rセルフプレー券（昼食付）

びわの平ゴルフ倶楽部 利用券 3,000円分 
商品番号 5731-1587 � 寄附金額

1万1千円〜事業者 株式会社 びわの平ゴルフ倶楽部
内　容 ゴルフプレー代でご利用いただけるクーポン券（1,000円×３枚）
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名物『りんご露天風呂』を擁する温泉は、東北随一の弱アルカリ性美容泉・源泉かけ流し、美人美肌
の湯でおもてなしいたします。

お食事は最高の津軽郷土料理の数々をご提供します。一期一会の精神
とおもてなしでお待ちしております。
※ご朝食はバイキングになりますが、お休みする場合もございます。

※お申し込み、ご入金後「宿泊券」を送付しますので、ご予約等、宿
まで直接ご連絡いただきますようお願いします。※【全日プラン】は、
土日祝祭日含めた全日のご利用となります。※日程除外日：ねぷた祭
り期間（８/２〜８/７）、年末年始（12/31〜１/２）の期間は除かせて
いただきます。（詳しくは宿まで直接お問合せください。）※有効期間は
お届けから１年間とさせていただきます。※ご寄附への返礼品のため、
キャンセルによる払い戻しはできません。※宿泊人数の追加等は別途
料金で承ります。詳しくは『津軽の宿南田温泉ホテルアップルランド』
お問合せ窓口（0172-44-3711）かHP：http://www.apple-land.co.jp/
まで直接ご連絡をお願いします。

『ふるさとの風』
りんご雑貨４種セット
商品番号 5731-1575
事業者 久光社
りんごのあづましタオル赤１枚、
りんごのあづましタオル紺１枚、
りんごのリズムエコバッグ赤１枚、
りんごのポストカード１枚

アップルライト（赤・黄）
２個セット【LEDランタン】
商品番号 5731-1439
事業者 株式会社 光城精工
アップルライト（赤・黄）各１個

『津軽の風』
りんご雑貨７種セット
商品番号 5731-1576
事業者 久光社
りんごのあづましタオル赤１枚、
りんごのあづましタオル紺１枚、
ハートなりんごタオル赤１枚、
ハートなりんごタオル紺１枚、
りんごのリズムエコバッグ赤１枚、
りんごの二重奏（手ぬぐい）１枚、
りんごのポストカード１枚

アップルライト（赤・黄・緑）
３個セット【LEDランタン】
商品番号 5731-1444
事業者 株式会社 光城精工
アップルライト（赤・黄・緑）各１個

寄附金額
1万6千円〜

寄附金額
2万3千円〜

寄附金額
2万5千円〜

寄附金額
3万4千円〜

ふるさと平川名産の「りんご」の柄のタオルと、環境に優しいエコバッグのセットを
お届けします。昔ながらの「豆しぼり」のようにぎっしり並んだりんご柄は、日用品の
アクセントになると非常に好評です。タオルは綿100%の日本製で優しい肌触りの製品
です。どなたにも普段使いのできる、明るいりんご柄商品のセットをお楽しみください。

「備え」と「いやし」が一緒になった新しい形の防災ライト。
HIROSAKI�APPLE�DESIGN�AWARD�2017で準グランプリと審査員特別賞を
受賞したデザインを製品化。

材質：シリコン、サイズ：99.9×112mm／230g、単三電池４本使用（付属）
※防水仕様ではありませんのでお風呂やプールなどでの使用はできません。
　長時間使用しないときは電池を抜き、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。



青森県
平川市

ふるさと納税のご案内
ふるさと納税の流れ

注意事項

利用するふるさと納税ポータルサイトを決める　控除上限額を各ふるさと納税ポータルサイトでシミュレーションできます。

欲しい「お礼の品」を探し、入金方法を選ぶ　お申し込み時にふるさと納税の使いみちも選択してください。

税額控除を受ける　寄附額のうち2,000 円を超える分について所得税と住民税から控除されます（一定の上限があります）。

ふるさとチョイス 楽天ふるさと納税 ふるなび Qoo10ふるさと納税 auPAYふるさと納税 ANAのふるさと納税 セゾンのふるさと納税 JRE MALLふるさと納税

入金方法

ふるさと納税の使いみち　お申し込み時に寄附金の使途を選択してください。

クレジットカード 各ふるさと納税ポータルサイトからお申込み後、クレジットカード決済画面からご決済をお願いします。 手数料無料

払込取扱票
払込取扱票（郵便局専用）は、申込日から起算して10日程度でお届けします。
最寄りの郵便局からお振込みください。
※お申込みされた方のお名前でお振り込みをお願いします。

手数料無料

銀 行 振 込 青森銀行 平川支店（普通）　　口座番号 228886　　口座名 平
ヒラカワシフリコミグチ

川市振込口
※お申込みされた方のお名前でお振り込みをお願いします。

手数料は
ご負担ください

現 金 書 留 〈送り先〉〒036-0104 青森県平川市柏木町藤山25番地６
平川市役所 総務部 政策推進課 ふるさと納税担当 宛

手数料は
ご負担ください

自治 体窓口 〒036-0104 青森県平川市柏木町藤山25番地６
平川市役所 総務部 政策推進課 窓口にてお支払いください。 ―

納 付 書
納付書は、申込日から起算して10日程度でお届けします。

〈お取扱いできる金融機関（全国の本・支店）は次の通りです〉青森銀行、みちのく銀行、東奥信用金庫、
青い森信用金庫、津軽みらい農業協同組合、つがる弘前農業協同組合

―

確定申告をする方
※所得税と
　住民税の控除が受けられます

各自治体が発行する「寄附金受領証明書」を添付して、寄付をした年分の確定申告を行なってください。
※「寄附金受領証明書」はお礼の品とは別に概ね１ヵ月程で業務委託事業者より郵送します。

ワンストップ特例制度を
利用する方
※住民税の控除が受けられます

お申し込み時、「ワンストップ特例申請書の送付を希望する」と回答いただいた方には、「寄附金受領証明書」
とともに、申請用紙をお送りします。必要事項を記入し、市の指定する場所へ郵送してください。
※制度を利用できる方は、確定申告の不要な給与所得者で、ふるさと納税先の自治体数が５団体以内の方です。

●お届けの日時指定は承っておりません。ご入金確認後２週間〜１ヶ月でのお届けを予定しております。（季節品を除く）●のし・包装・名入れのご希望は承っておりません。●お申込み後の「お礼の品」
の変更は出来ませんので、ご了承ください。●お礼の品到着後の返品・交換は受けかねますのでご了承ください。ただし、破損・不良品の場合は速やかに対応させていただきます。●冷蔵品は発送
前にご連絡いたします。●ご注文の状況によっては、一時的に品切れが発生する場合があります。その際は代替品をお送りするか、出荷可能時期までお待ちいただく場合がありますのでご了承ください。
●メーカーの都合により仕様・デザイン・色・柄・サイズなどが変更になる場合があります。●カタログ掲載品は印刷再現上、色調が実物と異なる場合があります。●写真はすべてイメージです。
小物類はお礼の品に含まれません。●お礼の品は十分にご用意しておりますが、天候不良、社会状況、規格の変更、メーカーや施設の都合など、やむを得ない事情により内容変更や取扱いを中止
する場合がございます。●お礼の品のお届けは日本国内に限らせていただきます。●カタログの掲載内容について最新の情報でない場合もあるため、詳しくは各ふるさと納税ポータルサイトをご覧くだ
さい。●お礼の品受取後、すぐにお品の状態をご確認ください。不良の場合、現品と交換させていただきますのでお問合せセンターまでご連絡ください。お時間が過ぎてからの交換はいたしかねます。

寄附の申込み、
使途に関するお問合せ

平川市役所 総務部 政策推進課
ふるさと納税担当

〒036-0104 青森県平川市柏木町藤山25番地６
TEL.0172-44-1111（受付時間 平日 ８：15〜17：00）　FAX.0172-44-8619
メールアドレス furusato@city.hirakawa.lg.jp

お礼の品に関するお問合せ ふるさと納税商品 お問合せセンター TEL.0120-977-050（営業時間／９：30〜17：30　休み／土・日・祝・12/29〜１/３）

A�来て見て触れて！
　 ひらかわ観光応援コース

B�元気いっぱい！
　 ひらかわっ子応援コース

C�味で勝負！
　 ひらかわ農業応援コース

D�みどり豊かなまち、
　 ふるさとひらかわ応援コース

E�とにかく
　 ひらかわ応援コース


