ふるさと寄附金のご案内
＼ふるさと「平内町」の応援にご協力お願いいたします！／
寄附金の使い道を指定

平内町の特産品を贈呈

１．平内町の保健・医療・福祉の増進に関する事業

寄附をされた方に感謝の気持ちとして、特産
品を贈呈いたします。
特産品をお申し込みできるのは、平内町以外
にお住まいで、寄附金額５千円以上の方のみ
です。（寄附の回数制限はございません）

２．平内町の産業振興及び観光振興に関する事業
３．平内町の教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業
４．その他平内町全体の発展に寄与する事業

ホタテ
1

【アラコウ水産】
活ほたて 3kg
商品番号

2

F21J-017

【アラコウ水産】
活ほたて 5kg
商品番号

F21J-018

受付中止

受付中止

陸奥湾から採れたてを産地直送！
陸奥湾で育ったホタテは、甘味や旨味が
突出してリピーター続出！

陸奥湾から採れたてを産地直送！
陸奥湾で育ったホタテは、甘味や旨味が
突出してリピーター続出！

【内容】 貝の大きさ12cm前後、18枚前後（時
期によりホタテの重さが変わるため、枚数は多
少変わることがあります。）
※海の状況により、発送が遅れる場合がありま
す。

【内容】 貝の大きさ12cm前後、30枚前後（時
期によりホタテの重さが変わるため、枚数は多
少変わることがあります。）
※海の状況により、発送が遅れる場合がありま
す。

10,000円

4

【平内町漁業協同組合】
活ほたて3kg入 2箱
商品番号

F21J-024

3

【平内町漁業協同組合】
活ほたて 3kg入 1箱
商品番号

陸奥湾から採れたてを産地直送！
栄養たっぷりの陸奥湾で育ったホタテ
は、甘味や旨味が突出してリピーター続
出！
【内容】 青森県陸奥湾産活ほたて3kg、15枚
前後
（時期によりホタテの重さが変わるため、枚数
は多少変わることがあります。）
※ホタテ剥き用のへら1本付。

14,000円

5

【平内町漁業協同組合】
活ほたて5kg入 1箱
商品番号

F21J-058

F21J-023

10,000円

6

【平内町漁業協同組合】
活ほたて10kg入 1箱
商品番号

F21J-059

陸奥湾から採れたてを産地直送！
栄養たっぷりの陸奥湾で育ったホタテ
は、甘味や旨味が突出してリピーター続
出！

陸奥湾から採れたてを産地直送！
栄養たっぷりの陸奥湾で育ったホタテ
は、甘味や旨味が突出してリピーター続
出！

陸奥湾から採れたてを産地直送！
栄養たっぷりの陸奥湾で育ったホタテ
は、甘味や旨味が突出してリピーター続
出！

【内容】 青森県陸奥湾産活ほたて3kg、15枚
前後、2箱（時期によりホタテの重さが変わるた
め、枚数は多少変わることがあります。）
※ホタテ剥き用のへら1本付。

【内容】 青森県陸奥湾産活ほたて5kg、25枚
前後
（時期によりホタテの重さが変わるため、枚数
は多少変わることがあります。）
※ホタテ剥き用のへら1本付。

【内容】 青森県陸奥湾産活ほたて10kg、50枚
前後
（時期によりホタテの重さが変わるため、枚数
は多少変わることがあります。）
※ホタテ剥き用のへら1本付。

18,000円

14,000円

26,000円

7

【アラコウ水産】
ボイルベビーほたて 1kg
商品番号

8

F21J-012

【アラコウ水産】
ボイルベビーほたて 12kg
商品番号

F21J-013

陸奥湾産の品質の良いホタテです。
約6.5cm～8cmのホタテを使用していま
す。旨味が逃げないよう、蒸気で蒸し、瞬
間冷凍することでホタテ本来の味をその
まま閉じ込めました。

陸奥湾産の品質の良いホタテです。
約6.5cm～8cmのホタテを使用していま
す。旨味が逃げないよう、蒸気で蒸し、瞬
間冷凍することでホタテ本来の味をその
まま閉じ込めました。

【内容】 ボイルベビーほたてLサイズ1kg1ケー
ス（約80～100個入り）

【内容】 ボイルベビーほたてLサイズ12kg1
ケース（約960～1200個入り）

7,000円

10

【塩越商店】
青森県産ボイルホタテ 1kg
商品番号

9

蒸しベビーホタテ
500g×2袋
商品番号

陸奥湾で育ったミネラル豊富なホタテを
水揚げした後、直ちに蒸しあげ、急速冷
凍しました。小さくとも旨みがギュッと詰
まったベビーホタテは柔らかさと甘みが
自慢で、丸ごと料理に使えることで大好
評です。
【内容】 蒸しベビーホタテ（冷凍）500g×2袋

50,000円

11

F21J-068

【塩越商店】
青森県産ボイルホタテ 2kg
商品番号

F21J-033

10,000円

12

F21J-069

【塩越商店】
青森県産ボイルホタテ 3kg
商品番号

F21J-070

陸奥湾で年中無休の徹底管理の元丁寧
に育てられたホタテです。
旬の4月～8月に水揚げしたホタテを当
日のうちに蒸し、殺菌塩水で冷やし、瞬間
凍結させることでホタテ本来の美味しさ
を閉じ込めています。

陸奥湾で年中無休の徹底管理の元丁寧
に育てられたホタテです。
旬の4月～8月に水揚げしたホタテを当
日のうちに蒸し、殺菌塩水で冷やし、瞬間
凍結させることでホタテ本来の美味しさ
を閉じ込めています。

陸奥湾で年中無休の徹底管理の元丁寧
に育てられたホタテです。
旬の4月～8月に水揚げしたホタテを当
日のうちに蒸し、殺菌塩水で冷やし、瞬間
凍結させることでホタテ本来の美味しさ
を閉じ込めています。

【内容】 ボイルホタテ1kg1袋

【内容】 ボイルホタテ1kg×2袋

【内容】 ボイルホタテ1kg×3袋

10,000円

13

【塩越商店】
青森県産ボイルホタテ 5kg
商品番号

F21J-071

20,000円

14

【塩越商店】
青森県産ボイルホタテ 10kg

商品番号

F21J-072

陸奥湾で年中無休の徹底管理の元丁寧
に育てられたホタテです。
旬の4月～8月に水揚げしたホタテを当
日のうちに蒸し、殺菌塩水で冷やし、瞬間
凍結させることでホタテ本来の美味しさ
を閉じ込めています。

陸奥湾で年中無休の徹底管理の元丁寧
に育てられたホタテです。
旬の4月～8月に水揚げしたホタテを当
日のうちに蒸し、殺菌塩水で冷やし、瞬間
凍結させることでホタテ本来の美味しさ
を閉じ込めています。

【内容】 ボイルホタテ1kg×5袋

【内容】 ボイルホタテ1kg×10袋

50,000円

85,000円

30,000円

15

【アラコウ水産】
カリポリ貝ひも3種セット
商品番号

F21J-009

陸奥湾産ホタテの貝ひもを香ばしく揚げ
ました。絶妙な味付けで、一度食べるとは
まってしまうと大好評。
【内容】 ガーリック味、津軽海峡のしお味、醤
油バター味（18g×3個）

5,000円

16

【アラコウ水産】
カリポリ貝ひもバラエティー
商品番号

17

F21J-010

陸奥湾産ホタテの貝ひもを香ばしく揚げ
ました。どれもこれもおいしく、日替わり
で楽しんでもいいかも!?
【内容】 チキンミックス味、ガーリック味、とう
がらし味、チーズ味、うめ酢味、津軽海峡のしお
味、醤油バター味（40g×8個）

【アラコウ水産】
大人のカリポリッチ３種セット

商品番号

19

【アラコウ水産】
ほたてづくし2種セット
商品番号

F21J-019

陸奥湾産ホタテの貝ひもを香ばしく揚げ
ました。高級な海の幸、ウニ・カニ味にホ
タテ干貝柱、黒カレー味にホタテ貝柱と
カシューナッツ入りと大人向けのおつま
みです。
【内容】 ウニ味、カニ味（50g）、黒カレー味
（60g）

17,000円

20

F21J-014

【アラコウ水産】
ほたてづくし3種セット
商品番号

【内容】 ほたてスープ（250g×1 1～2人
前）、ほたて丼（280g×1 1～2人前）

【内容】 ホタテのやわらか煮（150g×1）、ほ
たて甘露煮（250g×1）、ホタテのクリーム煮
（280g×1）

8,000円

商品番号

F21J-062

23

むつ湾ほたて満足セット
商品番号

F21J-060

ホタテの旨味を逃さない方法で加工し
た、こだわりのほたて加工品5種のセット
です。

【内容】 ほたて炊き込みご飯の素(野菜入
り)190g(2合用)×5、ほたての味噌焼き120g
×5

【内容】 ほたて炊き込みご飯の素215g(3合
用)×1、ほたての味噌焼き120g×2、ほたて貝
柱ステーキ160g(40g×4枚)×1、ほたてグラ
タン(貝柱)180g×1、浜焼きほたて70g×1

11,000円

F21J-011

濃厚なホタテの出汁が効いている本格
味噌汁の「ほたて汁」、ホタテの旨みが凝
縮されたピリ辛の「ほたて具醤」、ホタテ
の美味しさを十二分に活かした「ホタテ
味噌」の3点を詰め合わせた文字通りご
はんのお供にぴったりなセット。
【内容】 ほたて汁76g×2、ほたて具醤（グー
ジャン）100g×2、ホタテ味噌80g×1

12,000円

21

【アラコウ水産】
ほたてづくし5種セット
商品番号

F21J-016

濃厚なホタテの出汁と旨みが凝縮され
た「食卓の逸品」が5種も入ったお得な
セットです。
【内容】 ほたてスープ（250g×1）、ほたて丼
（280g×1）、ほたてのやわらか煮（150g×
1）、ほたて甘露煮（250g×1）、ホタテのクリー
ム煮（280g×1）

10,000円

ホタテの旨味を逃さない方法で加工し
た、こだわりのほたて加工品2種のセット
です。

19,000円

商品番号

F21F-015

〈ホタテのやわらか煮〉ホタテをほんのり
塩味に仕上げました。
〈ほたて甘露煮〉ホタテをゆっくり丁寧に
炊き上げました。
〈ホタテのクリーム煮〉ホタテをクリーム
で煮込みました。

むつ湾ほたて食卓セット

【アラコウ水産】
ごはんのお供セット

12,000円

〈ほたてスープ〉濃厚な甘みが特徴のプリ
プリっとした平内産のホタテを、トマト
ベースの洋風スープ。
〈ほたて丼〉出汁がきいた贅沢な餡に、ホ
タテが入ったボリュームたっぷりの和風
味。

22

18

16,000円

24

【アラコウ水産】
帆立貝柱 140g
商品番号

F21J-020

陸奥湾産のホタテから製造される干貝
柱は天然のミネラルが凝縮され、アラコ
ウ水産独自のコクと味わいが楽しめま
す。
【内容】 乾燥ホタテ貝柱（天日干し）70g×2袋

10,000円

25

ほたて干し貝柱 100g
商品番号

26

F21J-022

陸奥湾で育ったミネラル豊富なホタテ
を、天日干しでじっくりと乾燥させた干し
貝柱。乾燥させることで美味しさが凝縮
されています。
【内容】 乾燥ほたて干し貝柱100g

ほたてマヨネーズ（缶詰）
5個入り
商品番号

27

F21J-021

陸奥湾産の新鮮なホタテの貝柱を贅沢
にほぐし、特製のマヨネーズと和えている
ので開けてすぐにお召し上がりいただけ
ます。様々な方に美味しく食べていただけ
るように、やさしい味わいに仕上げまし
た。

むつ湾ほたて串
商品番号

F21J-061

ホタテの旨味を逃さない方法で加工し
た、こだわりのほたて加工品です。
【内容】 串ほたて照り焼き 4玉（40ｇ）×10
本

【内容】 1缶42g×5個※缶きりが必要です。

8,000円

10,000円

15,000円

多肉植物
28

多肉植物おまかせ6個入り
セット（エケベリア属のみ）
商品番号

29

F21J-034

多肉植物おまかせ6個入り
セット（異なる6属）
商品番号

F21J-035

可愛くてオシャレな多肉植物の中でも人
気の高いエケベリア属の中からさまざま
な種類を組み合わせたものをお届けしま
す。

可愛くてオシャレな多肉植物の中でも、人
気の高いエケベリア属などをはじめとし
た、たくさんの種類から異なる6属を選び
お届けします。

【内容】 エケベリア属6個（6cm～7.5cmサイズ
のポット）
※写真は一例です。種類はお選び頂けませんの
でご了承下さい。

【内容】 多肉植物6個（6cm～7.5cmサイズの
ポット）
※写真は一例です。種類はお選び頂けませんの
でご了承下さい。

10,000円

10,000円

スキー
30

雪原を歩こう!スノーハイク
（climbing skin sole歩きやすさ重視）

商品番号

F21J-036

31

雪原を歩こう!スノーハイク
（step sole下りを滑りたい）

商品番号

F21J-037

スキーとスノーシューの良いところだけ
を合わせて作られたのがスノーハイクで
す。ヒールフリーでハードブーツは必要な
く、どんなブーツにもフィット。滑走面が
加工されており、登りはもちろん斜面で
の滑走も可能です。

スキーとスノーシューの良いところだけ
を合わせて作られたのがスノーハイクで
す。ヒールフリーでハードブーツは必要な
く、どんなブーツにもフィット。滑走面が
加工されており、登りはもちろん斜面で
の滑走も可能です。

【内容】 SNOWHIKE1セット、Length（長
さ）:130cm、Sidecut（横幅）:125-99120mmビンディング付き、長さ調整可能ポー
ル付き
※申込期日:4月1日～11月30日、発送期
日:10月上旬～12月中旬

【内容】 SNOWHIKE1セット、Length（長
さ）:130cm、Sidecut（横幅）:125-99120mmビンディング付き、長さ調整可能ポー
ル付き
※申込期日:4月1日～11月30日、発送期
日:10月上旬～12月中旬

175,000円

175,000円

32

八甲田CLASSICブラック
（Length:164cm）
商品番号

F21J-039

日本製ならではの丁寧な作りとシンプル
なサンドイッチ構造で、軽快な滑りが楽し
めます。和テイストで毎年人気の八甲田。
クラシカルなデザインが人気です。
【内容】 Length(cm)/164、Radius(m)/17.0、
Sidecut(mm)/114-76-102、
Weight(kg)/3.12、チロリアビンディング
(ATTACK2 11 DEMO)付き
※申込期日:3月1日～11月30、発送期日:10
月上旬～12月中旬

370,000円

33

八甲田CLASSICブラック
（Length:170cm）
商品番号

34

F21J-040

八甲田CLASSICブラック
（Length:176cm）
商品番号

35

F21J-041

八甲田CLASSICホワイト
（Length:164cm）
商品番号

F21J-043

日本製ならではの丁寧な作りとシンプル
なサンドイッチ構造で、軽快な滑りが楽し
めます。和テイストで毎年人気の八甲田。
クラシカルなデザインが人気です。

日本製ならではの丁寧な作りとシンプル
なサンドイッチ構造で、軽快な滑りが楽し
めます。和テイストで毎年人気の八甲田。
クラシカルなデザインが人気です。

日本製ならではの丁寧な作りとシンプル
なサンドイッチ構造で、軽快な滑りが楽し
めます。和テイストで毎年人気の八甲田。
クラシカルなデザインが人気です。

【内容】 Length(cm)/170、Radius(m)/17.9、
Sidecut(mm)/116-78-104、
Weight(kg)/3.53、チロリアビンディング
(ATTACK2 11 DEMO)付き
※申込期日:3月1日～11月30日、発送期
日:10月上旬～12月中旬

【内容】 Length(cm)/176、Radius(m)/19.4、
Sidecut(mm)/118-80-106、
Weight(kg)/3.7、チロリアビンディング
(ATTACK2 11 DEMO)付き
※申込期日:3月1日～11月30日、発送期
日:10月上旬～12月中旬

【内容】 Length(cm)/164、Radius(m)/17.0、
Sidecut(mm)/114-76-102、
Weight(kg)/3.12、チロリアビンディング
(ATTACK2 11 DEMO)付き
※申込期日:3月1日～11月30日、発送期
日:10月上旬～12月中旬

370,000円

36

八甲田CLASSICホワイト
（Length:170cm）
商品番号

370,000円

37

F21J-044

370,000円

八甲田CLASSICブラック
（Length:176cm）
商品番号

F21J-045

日本製ならではの丁寧な作りとシンプル
なサンドイッチ構造で、軽快な滑りが楽し
めます。和テイストで毎年人気の八甲田。
クラシカルなデザインが人気です。

日本製ならではの丁寧な作りとシンプル
なサンドイッチ構造で、軽快な滑りが楽し
めます。和テイストで毎年人気の八甲田。
クラシカルなデザインが人気です。

【内容】 Length(cm)/170、Radius(m)/17.9、
Sidecut(mm)/116-78-104、
Weight(kg)/3.53、チロリアビンディング
(ATTACK2 11 DEMO)付き
※申込期日:3月1日～11月30日、発送期
日:10月上旬～12月中旬

【内容】 Length(cm)/176、Radius(m)/19.4、
Sidecut(mm)/118-80-106、
Weight(kg)/3.7、チロリアビンディング
(ATTACK2 11 DEMO)付き
申込期日:3月1日～11月30日、発送期日:10
月上旬～12月中旬

370,000円

370,000円

利用券
38

夏泊ゴルフリンクス海浜ロッジ
2名様宿泊券（1泊2食付き）

商品番号

F21J-047

開放感あふれる環境と最高の景観をお
楽しみ頂き、日常で疲れた体を癒やしな
がらご宿泊ください。
【内容】 2名様宿泊チケット（1泊2食付き、ス
タンダードタイプ1室2名様ご利用）
※注意事項をご覧下さい※

116,000円
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夏泊ゴルフリンクス利用券
3，000円分
商品番号

F21J-048

40

夏泊ゴルフリンクス利用券
10，000円分
商品番号

F21J-056

ゴルフのプレー、海浜ロッジの宿泊にご
利用頂けます。

ゴルフのプレー、海浜ロッジの宿泊にご
利用頂けます。

【内容】 クーポン券3，000円分（1，000円×3
枚）
※お一人様でのプレーはお受けできません
※土日祝2名様でのプレーの場合、別途2B割
増2,000円/1名が加算されます。
※注意事項をご覧下さい※

【内容】 クーポン券10，000円分（1，000円×
10枚）
※お一人様でのプレーはお受けできません
※土日祝2名様でのプレーの場合、別途2B割
増2,000円/1名が加算されます。
※注意事項をご覧下さい※

10,000円

34,000円
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夏泊ゴルフリンクス利用券
30，000円分
商品番号

42

F21J-049

ゴルフのプレー、海浜ロッジの宿泊にご
利用頂けます。
【内容】 クーポン券30，000円分（1，000円×
30枚）
※お一人様でのプレーはお受けできません
※土日祝2名様でのプレーの場合、別途2B割
増2,000円/1名が加算されます。
※注意事項をご覧下さい

セルフプレー券1名様
(昼食付き・土日祝日限定)
商品番号

セルフプレー付き宿泊券２名様
(１泊３食付き・土日祝日限定)

商品番号

【内容】 1Rセルフプレー2名様分、2名様宿泊
チケット（1泊3食付き、スタンダードタイプ1室
2名様ご利用）
※土日祝2名様でのプレーの場合、別途2B割
増2,000円/1名が加算されます。
※注意事項をご覧下さい

商品番号

F21J-051

平日限定利用チケットです。

【内容】 土日祝日限定1Rセルフプレー1名様
分（昼食付き）
※2名様以上でのご利用となりますが、19,300
円で
1名様追加ご利用頂けます。
※予約は3日前までとなります。
※注意事項をご覧下さい

【内容】 平日限定1Rセルフプレー1名様分（昼
食付き）
※2名様以上でのご利用となりますが、16,100
円で
1名様追加ご利用頂けます。
※予約は3日前までとなります。
※注意事項をご覧下さい

65,000円
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F21J-054

土日祝日限定利用チケットです。ゴルフ
場の1Rセルフプレーと宿泊券のセットで
す。

F21J-050

セルフプレー券1名様
(昼食付き・平日限定)

土日祝日限定利用チケットです。

100,000円
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55,000円

セルフプレー付き宿泊券２名様
(１泊３食付き・平日限定)

商品番号

平日限定利用チケットです。ゴルフ場の
1Rセルフプレーと宿泊券のセットです。
【内容】 1Rセルフプレー2名様分、2名様宿泊
チケット（1泊3食付き、スタンダードタイプ1室
2名様ご利用）
※注意事項をご覧下さい

242,000円

注意事項

F21J-055

※寄附完了された方へ専用チケットを配
送させていただきます。
※チケットを受け取ってからご予約をお
願いします。（クーポン券、宿泊券）
※営業予定日は4月下旬から10月です。
（詳しい日程はお問い合わせください）
※チケット有効期限は発行日より1年と
させて頂きます。
※クーポン券はおつりが出ません。また、
現金とのお引き換えはいたしません。
※盗難・紛失・滅失等の責任は負いませ
ん。
＊お問い合わせ＊
夏泊ゴルフリンクス
TEL 017-759-2211
http://www.natsudomari-gl.co.jp

222,000円

野菜
46

夜越山ほうれん草 3kg
商品番号

F21J-057

茎も葉っぱもしっかりとした野趣あふれ
るほうれん草です。栽培期間中、農薬・化
学肥料・除草剤等は使用しておりません。
平内町の夜越山の麓で育った朝採れほ
うれん草をたっぷりお届けします。
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【レッドファーマー】空飛ぶかぼ
ちゃとジャガイモのセット約3ｋｇ

商品番号

F21J-063

〈空飛ぶかぼちゃ〉ビニールハウスの骨組
みにつるをはわせて空中で育てているた
め、日光が均一に当たり甘みが増してい
ます。
〈じゃがいも〉それぞれ違った特徴の食感
や味です。

【内容】 夜越山ほうれん草 3kg（500g×6個)
【内容】 クリボウやボッチャンなど約10種類
の中から3種類以上（約2ｋｇ）、約10種類の
ジャガイモの中から5種類以上（約1ｋｇ）

10,000円

10,000円
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【レッドファーマー】エメラルドピー
マンとミニトマトの宝石箱約1.5ｋｇ

商品番号

F21J-064

〈エメラルドピーマン〉つやつやに輝いて
いて、大きくて肉厚な上に、水分が豊富な
ためとてもジューシーです。
〈ミニトマト〉甘みが強くフルーツのような
味わいのものが多いです。
【内容】 エメラルドピーマン（約300ｇ）、ミニト
マト10種（約1.2ｋｇ）

10,000円
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【レッドファーマー】旬の野菜詰
め合わせセット（10種）約2kg

商品番号

F21J-066
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【レッドファーマー】旬の野菜詰め
合わせセット（15種）約2.5kg

商品番号

F21J-067

平内町で愚直に取り組んで育てた自慢の
旬の野菜の詰め合わせです。

平内町で愚直に取り組んで育てた自慢の
旬の野菜の詰め合わせです。

【内容】 ・空飛ぶかぼちゃ（1～2個）
・エメラルドピーマン（3～5個）
・ミニトマト（約150g）
など旬の野菜10種

【内容】 ・空飛ぶかぼちゃ（1～2個）
・エメラルドピーマン（3～5個）
・ミニトマト（約150g）
など旬の野菜15種

10,000円

14,000円
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【レッドファーマー】
野菜収穫体験（大人2名）
商品番号

F21J-065

平内町で育てた旬の野菜の中から楽しく
収穫し、持ち帰ることができます。
【内容】 野菜収穫体験ペアチケット1枚
対象：大人（中学生以上）2名※小学生以下は2
名まで保護者同伴で無料
※開催期間 令和3年8月中旬～9月末まで
※寄附完了された方へ専用チケットを配送さ
せていただきます。
※チケットを受け取ってからご予約をお願いし
ます。
TEL 017-755-2624

20,000円

