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寄附金額 10,000円010-008品番　

みかん農園直送！ 生産者厳選「小坂みかん」（約9kg）

【内容 】「 甘酸っぱいみか
ん」や「あまーいみかん」など
時期にあったみかん約9kg
※その時期に収穫できるみ
かんをお送りしますので、品
種は選択できません。

【申込】8/1～12/15  
【配送】11/1～12月下旬
【消費期限】お早目にお召し
上がりください

【提供】農事組合法人小坂
みかん共同農園

伊豆の国市小坂で丁寧に育てた極早生みかん、早生みかんです。甘みが
しっかりとし、味には自信があります。きっとみなさまの期待に応えられる
みかんだと確信しています。ぜひ一度味わってみてください。
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伊豆の国市は日本を代表する紅ほっぺの産地です。甘みと程よい酸味が調和
した「伊豆紅ほっぺ」の中から、ボリュームのある大粒いちごを厳選しました。
コクがあり、香りもよいいちごを、ぜひ一度ご賞味ください。

きらぴ香は静岡県で誕生した新しい品種のいちごです。「きらきらとした宝石
のような輝き」と「品の良い甘味と香り」から「きらぴ香」と名付けられました。
サイズが大きく、やや長めの円錐形で、光沢のある濃いツヤツヤした赤みが
特徴。断面もほんのり赤く、果肉はかためで香りが強いいちごです。ぜひ、
一度ご賞味ください。

寄附金額 10,000円010-009 品番　

新鮮大粒いちご！ 
伊豆紅ほっぺ厳選（400g×2パック）

【内容】400g×2パック
【申込】10/1～2/28  【配送】1月上旬～3月下旬
※いちごの生育状況により申込期日を変更させていただく
場合がございます。

【消費期限】お早目にお召し上がりください
【提供】伊豆の国農業協同組合 冷蔵

寄附金額 10,000円010-056 品番　

希少いちご！ 
名産地伊豆のきらぴ香（400g×2パック）

【内容】400g×2パック
【申込】10/1～2/28  【配送】2月中旬～3月下旬
※いちごの生育状況により申込期日を変更させていただく
場合がございます。

【消費期限】お早目にお召し上がりください
【提供】伊豆の国農業協同組合 冷蔵
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寄附金額 10,000円010-013品番　

秋の味覚！ 菊地元治農園の天野柿（約5kg）

【内容】約5kg
【申込】9/1～11/30  
【配送】11月上旬～12月中旬
※柿の生育状況により申込期日
を変更させていただく場合がござ
います。

【消費期限】お早目にお召し上
がりください

【提供】伊豆の国本舗

「天野柿」は色濃く甘味が強いのが特徴で、かつては皇室にも献上していた
柿です。固めの柿は千切りにしてサラダやちらし寿司に、熟した柿は冷製の
スープやパスタソースに、冷凍してスプーンで召し上がるのもおすすめです。

Image

寄附金額 20,000円020-007品番　

This 伊豆 マンゴー

【内容】７月上旬～８月下旬の場合：
アーウィンマンゴー 2玉（約700g）／
８月下旬～９月下旬の場合：キーツマ
ンゴー １玉（約800g）
※時期によりマンゴーの品種·数量が
変わります。

【申込】5/1～9/15  
【配送】7月上旬～9月下旬
※マンゴーの生育状況により申込期
日を変更させていただく場合がござい
ます。

【消費期限】お早目にお召し上がりく
ださい

【提供】大富農園

糖度を高めるための独自栽培「ストレス還元栽培」や、有機肥料を使用するな
ど栽培方法にこだわったマンゴーです。濃厚なコクと芳醇な香り、きめ細や
かな食感は、まさに極上品。ぜひ一度味わってみてください。
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数量限定

数量限定



寄附金額 10,000円010-038品番　

極上の逸品！伊豆温室メロン（1玉）

【内容】1玉
【申込】5/1～8/31
※メロンの生育状況により申込期日を
変更させていただく場合がございます。

【配送】7月中旬～9月上旬
【消費期限】食べ頃：包装箱に食べ頃
を表示しております

【提供】伊豆の国農業協同組合

伊豆の豊かな気候を活かし、1株から最良の1玉だけを厳選して育て上げ
た極上の味わいの逸品です。味はもちろん形やネットなどの形状に注意
して丁寧に栽培し、生産者の熟練の技と愛情、太陽を浴びたメロンです。

国内では珍しく、貴重な国産の生のライチです。栽培方法にこだわってつく
られた上品な甘味と香り、プリッとした食感と口に入れた時のジューシーさ
を味わっていただけます。

寄附金額 20,000円020-023品番　

ぷりっとジューシー！伊豆の国産ライチ（約500g）

【内容】500g
【申込】5/1～7/31
※ライチの生育状況により申込期日を
変更させていただく場合がございます。

【配送】7月中旬～8月中旬
【消費期限】お早めにお召し上がりください
【提供】大富農園
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農家さん直送
便

旬の味覚
を食卓に

お届けしま
す。
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エコファーマー栽培米！
「エコ米 にこまる」（2kg×4袋）

【内容量】エコ米「にこまる」 2kg入×4袋（計8kg）
※多田稲作栽培研究会の集合写真を貼った2kgの袋に入ってます。

【申込】通年 
【消費期限】開封後はお早目にお召し上がりください
【提供】多田稲作栽培研究会

平成15年に静岡県エコファーマーの認定を受け、
安心·安全·美味しいを合言葉にエコ米「にこまる」を
作っています。ぜひご賞味ください。多田稲作栽培研究
会では、米作り体験「米に恋して（米恋）」も行っています。

寄附金額 10,000円010-007品番　

Seasonal 
     Fruits

産地直送！

ふるさとの季節の香りを食卓
へお届け！季節ごとの野菜や
漬物を、その日の収穫に合わせ
て畑でチョイスします。家族団
らんの食卓で、野菜の彩りを
お楽しみください。

季節の香り 
収穫者にお任せセット
定期便（2回／年）

【内容】生産者厳選の季節の野菜や漬物
※収穫状況により容量·内容が異なります。

【申込】通年 【配送】年２回（秋・冬または冬・初夏）
※収穫状況により発送日が異なり、原則、日付指定はできま
せん。発送月は収穫状況によって決定いたします。

【消費期限】漬物：発送から7日間／野菜：お早目にお召し
上がりください

【提供】土屋建設

寄附金額 20,000円020-029品番　

定期便
年2回
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希少な国産アボカド　フェルテ

【内容】約350ｇ×2本（時期によっては約250ｇ～300ｇ×3本）
【申込】9月中旬～1月末
【配送】1月上旬～2月中旬
【消費期限】食べ頃：同封したご案内に食べ頃を表示しております
【提供】大富農園

寄附金額 15,000円015-009品番　

伊豆の国市に国産のアボカドが登場しました！大富農
園ではその中でもフェルテと呼ばれるアボカドを栽培
しています。油分が多く、果肉が柔らかい品種です。

田原野トウモロコシ（10本）

【内容】10本　【申込】5/1～8/15
※トウモロコシの生育状況により申込期日を変更させていただく場合がございます。

【配送】7月中旬～8月下旬
【消費期限】お早目にお召し上がりください
【提供】伊豆の国農業協同組合

寄附金額 10,000円010-036 品番　

伊豆の国市田原野で栽培されたトウモロコシです。山
間で栽培されており、昼と夜の温度差が大きいことか
ら、甘味が強いのが特徴です。朝収穫されたものをそ
の日に発送します。

冷蔵
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寄附金額 10,000円010-033品番　

田中山スイカ（1玉）

【内容】1玉
【申込】5/1～7/31 
【配送】7月下旬～8月上旬
※スイカの生育状況により申込期日を
変更させていただく場合がございます。

【消費期限】お早目にお召し上がりください
【提供】伊豆の国農業協同組合

伊豆の国市田中山の高地で栽培されたスイカです。周囲の環境的に、昼夜の
気温差が大きく、肥沃な土壌で栽培されるスイカは、甘味に優れています。
地元でも長年愛され続けているブランド品です。

数量限定
数量限定

数量限定

伊豆の国市は歴史の長いトマト産地で、冬から春の豊
富な日照による温暖な気候を活かし、古くからトマトの
ハウス栽培が行われています。栽培品種の「ハウス桃
太郎」は食味の良さが特徴で、伊豆産は特に人気です。

伊豆の国産！大玉トマト（4kg）

【内容】4kg（箱入り）　【申込】6/1～3/15
※トマトの生育状況により申込期日を変更させていただく場合がございます。

【配送】12月上旬～3月下旬
【消費期限】お早目にお召し上がりください
【提供】伊豆の国農業協同組合

寄附金額 10,000円010-034 品番　

冷蔵

数量限定

数量限定
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伊豆みそ漬

酒粕漬

伊豆の名水と豊かな土壌で作られる、品質と美味しさの集大成。
Image ImageImage

伊豆塩
ローストビーフ

伊豆の焼豚
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伊豆牛 サーロインステーキ（220g×3枚）

【内容】伊豆牛 サーロインステーキ 220g×3枚
【申込】通年 
※12/25～1/10は商品の発送をお休みさせていただきます。

【消費期限】発送から5日間（要冷蔵）
【提供】ひらい商店

寄附金額 30,000円030-004品番　

冷蔵

伊豆牛 肩ローススライス
（すき焼き·焼肉用 750g）

【内容】伊豆牛 肩ロース（すき焼き·焼肉用）750g
【申込】通年 
※12/25～1/10は商品の発送をお休みさせていただきます。

【消費期限】発送から5日間（要冷蔵）
【提供】ひらい商店

寄附金額 20,000円020-003品番　

冷蔵

伊豆牛 ヒレステーキ（140ｇ×6枚）

【内容】伊豆牛 ヒレステーキ 140ｇ×6枚
【申込】通年 
※12/25～1/10は商品の発送をお休みさせていただきます。

【消費期限】発送から5日間（要冷蔵）
【提供】ひらい商店

寄附金額 50,000円050-010品番　

冷蔵

伊豆牛 ステーキセット
（ヒレ210ｇ×3枚／サーロイン250g×2枚）

【内容】伊豆牛 ステーキセット（ヒレ210ｇ×3枚／サーロ
イン250g×2枚）

【申込】通年 
※12/25～1/10は商品の発送をお休みさせていただきます。

【消費期限】発送から5日間（要冷蔵）
【提供】ひらい商店

寄附金額 60,000円060-005品番　

冷蔵 伊豆の豚ロース源氏漬（100g×12枚）

【内容】伊豆みそ漬（豚ロース）100g×6枚／酒粕漬（豚ロー
ス）100g×6枚

【申込】通年
※11/1～12/15の期間は限定20セットとさせていただきます。
※12/16～1/10は商品の発送をお休みさせていただきます。

【賞味期限】製造日から180日間（要冷凍）
【提供】豪匠

源頼朝が伊豆韮山（現：伊豆の国市韮山）
において挙兵した際、戦国の連戦の合間に好
んで食したとされる酒粕漬けと伊豆みそ漬け
を再現しました。富士の巻狩り（狩猟）で家臣と
共に、酒を酌み交わし、食したとされています。

寄附金額 20,000円020-005品番　

冷凍

伊豆塩ローストビーフ（200g）と
伊豆の焼豚（200g）

【内容】伊豆塩ローストビーフ 200g／伊豆の焼豚 200g
【申込】通年 
※11/1～12/15の期間は限定30セットとさせていただきます。
※12/16～1/10は商品の発送をお休みさせていただきます。

【賞味期限】製造日から180日間（要冷凍）
【提供】豪匠

美味しいお肉と伊豆の食材をプロデュースする『豪匠』ならではの逸品です。肉への
こだわりはもちろんのこと調味料にもこだわり、地元伊豆のものを使用して製造しま
した。ぜひ一度ご賞味ください。

寄附金額 10,000円010-005品番　

冷凍
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韮山反射炉を建造した江川太郎左衛門英龍が作った田
舎酒「江川酒」を復活させました。その１つである「坦庵」
は地元の農家さんが生産した酒米「山田錦」を45%まで
精米して醸したフルーティで、スッキリとした辛口酒です。

幻の銘酒！
江川酒「坦庵」純米大吟醸（720ml）

【内容】720ml×1本
【申込】通年 
【消費期限】美味しくお飲みいただくために、1年以内を目途にお飲みください。
【提供】江川酒を造る会

寄附金額 10,000円010-017品番　

伊豆の国ビール
プレミアム４種セット（330ml×24本）

【内容】ピルスナー330ml（瓶）×6本/ヴァイツェン330ml（瓶）×6本/スタウト
330ml（瓶）×6本/クライム（スコティッシュエール）330ml（瓶）×6本

【申込】通年 　※到着後はすぐに冷蔵庫に入れて保管ください。
【賞味期限】発送日から60～70日間
【提供】時之栖IZU-VILLAGE

一番人気の「ピルスナー」、コクのある「スタウト」、芳醇
な香りの「ヴァイツェン」、すっきりした口当たりの「クライ
ム」。いずれもインターナショナルビアカップで受賞歴を
持つビールです。この4種のビールを詰め合わせました。

寄附金額 35,000円035-004品番　

冷蔵

味の種類が豊富なセットになっており、甘みと渋みのバラン
スのよい緑茶、香ばしく口当たりがすっきりしたほうじ茶、炒
り米の香ばしさと味わいのある玄米茶の３種類。緑茶に抹茶
を配合し、ティーバッグでも豊かな香りを実現しました。

伊豆の国市の湧き水を、その場でボトリングしています。
国際的な安全基準ISO22000を取り入れ、赤ちゃんでも
ペットでも安心して飲める超軟水をお届けします。ほん
のり甘みのある優しい味わいの天然水です。

プレミアム伊豆の天然水29（2L×18本）

【内容】2Lボトル×6本入×3箱（計18本）
【申込】通年 
【賞味期限】製造から2年間
【提供】エムアイファクトリー

寄附金額 9,000円009-001品番　

急須不要！ティーバッグと粉末茶の
お手軽セット（各2種類）

寄附金額 7,000円007-015品番　

【内容】緑茶ティーバッグ（５g×50袋）／ほうじ茶ティーバッグ（５g×25袋）／
粉末緑茶（約50g）／粉末玄米茶（約50g）

【申込】通年 
【賞味期限】発送日から１年間
【提供】西島茶園

「幻の牛」としても名高い、
知る人ぞ知る
伊豆のブランド牛

伊豆の大地で抗生物質の入っていない飼料を与え、

健康で安心安全に育った美味しい牛肉です。

うま味成分のオレイン酸を多く含むため、

肉色は濃い目で、脂肪交雑（さし）が少なくても、

味のある美味しいお肉です。

伊豆牛

しずおか農林水産物認証（2010年8月20日）
認証番号 第10210016号
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日本の気候と水に合ったサワー種を開発したドイツパンを焼く店“ベケライ・ダンケ”

厳選された食材で作られた、おせちに込めた「食彩あら川」のおもてなしを是非ご自宅でご堪能ください。

大正時代から昭和にかけて政治家であり陸軍大
将であった宇垣一成の別邸跡地で営む老舗料亭

「食彩あら川」より特製おせちをご用意いたしま
した。スタンダードな和風だけでなく中華を加え
ることで、子どもから大人まで幅広く楽しめるお
せちとなっております。地元伊豆の食材を使った
上品で華やかな料理を三段のお重に詰め込みま
した。お重を風呂敷で包んで配送いたします。

＜一の段＞
紅白蒲鉾/伊達巻/栗きんとん/柚子入いくら醤油漬/菜の花鰊/紅白な
ます/田作り/鮭昆布巻/帆立しぐれ煮/唐すみ/竹の子粕漬/松茸から煮
＜二の段＞
伊勢海老/金粉入黒豆/笹巻麩/牛肉八幡巻/葉付金柑/数の子/子持ち
昆布/中華くらげ/鮑大仙煮/蛸桜煮/鯛昆布〆/若桃甘露煮/若鶏の野
菜巻/合鴨ロース
＜三の段＞
赤魚西京焼/鰆柚庵焼/はじかみ/裏白椎茸/梅人参/豚人参/豚角煮/
海老のチリソース煮/竹の子土佐煮/蒟蒻/梅麩蕗/里芋蒸煮/蕗

「食彩あら川」の伊勢海老入り
豪華和中おせち三段重（4～5人前）

【内容】全36品 サイズ（外寸）200×200×176㎜ ※祝箸付き
【申込】10月中旬～12月上旬
【配送】12/30
【消費期限】1/1、23：59まで
【提供】食彩あら川

寄附金額 170,000円170-002品番　

ご出産祝いやお誕生日に人気のセットです。地元周辺で
理由があって切られた木を活かしています。赤ちゃんから
ご年配の方まで安心してお使いいただくため、安全なガ
ラス塗装で仕上げています。特製スタイはオーガニック
コットンの落ち綿で織られた生地と柄物のダブルガーゼ
で丁寧に作られたリバーシブルのものです。

木を活かす！名入れBabyスプーン
4本&スタイのセット

【内容】Babyスプーン×1本（1歳前後の赤ちゃんが自分で使う初めてのス
プーン）／ママスプーン×1本（大人が食べさせてあげるスプーン）／子どもス
プーン&フォーク×各1本（Babyスプーンを卒業した
お子様のためのお揃いのスプーンとフォーク）／
スタイ×1枚（よだれかけ）
※赤ちゃんの名前を焼き入れて
お届けします。樹種やスタイの
柄はおまかせください。
ラッピングしてお届けいたします。

【申込】通年
【配送】入金確認後、1ヵ月程度
【提供】工房Rokumoku

寄附金額 30,000円030-012品番　

ハンドピックと言う丁寧な手作業で、欠点豆を取り除いた
上質なコーヒー豆を使用しています。ブルーマウンテン
No.1・東チモールレテホホ・当店オリジナルブレンドの3
種類のセットです。豆か粉かお選びいただけます。東チ
モールの豆は現地買付品の良質なオーガニック品です。

自家焙煎珈琲屋ガリオンのブルーマウンテン
他2種類の特製コーヒーセット（110g×3種）

【内容】ブルーマウンテンNo.1 110g／東チモールレテホホ 110g／ガリオ
ンオリジナルブレンド 110g

【申込】通年
【配送】入金確認後、1ヵ月程度
※商品は豆か粉かお選びいた
だけます。ご選択のない場合は
粉をお送りさせていただきます。

【賞味期限】発送から14日間
【提供】コーヒースクエア ガリオン

寄附金額 10,000円010-039品番　

伊豆の恵まれた自然と風土をそのまま
に、新鮮な果実を使用したジャムです。
一回分のスティックタイプで、いつでも
フレッシュなおいしさをお楽しみいた
だけます。味はいちご、甘夏、ブルーベ
リーの3種、21本入りです。

伊豆のスティックジャム（21本×3箱）

【内容】バラエティージャム 21本入×3箱
【申込】通年　
【賞味期限】発送から約180日間
【提供】伊豆食品

寄附金額 10,000円010-022品番　

「ふじのくに新商品セレクション2019」にて金賞を受賞。
指定農園の希少なはちみつと伊豆の果物を合わせてジャ
ムにしました。おしゃれできらきらした見た目でちょっとし
た贈り物にもぴったりです。

ヒノキハイブリッドミストは、ハイブリッド
キレート配合の除菌99.99％以上、ウイ
ルス除去99.9％の効果があるスプレー
です。低アルコール処方・着色料不使用
のため、お子さまがいらっしゃるご家庭で
も安心です。テーブルやドアノブ、マスク
などの除菌の他、身の回りの空間に使用
でき、消臭効果も期待でき、ティーツリー
精油由来の爽やかな香りが広がります。

希少な蜂蜜から作る「伊豆のはちみつ
ジャムセット」（170g×3本）

【内容】伊豆の国のいちごはちみつジャム170g×1本／伊豆のブルー
ベリーはちみつジャム170g×1本／伊豆のレモンはちみつジャム170g×1本
※上記３種類のジャムの中から１本、伊豆の国の天野柿はちみつジャム
170g×1本と変更できます。

【申込】通年　
【賞味期限】いちごはちみつジャム・ブルーベリーはちみつジャム：製造日から
1年半／レモンはちみつジャム・天野柿はちみつジャム：製造日から1年

【提供】伊豆の国本舗

寄附金額 10,000円010-046品番　

シュっとひと吹きでウイルス・雑菌
除去！室内用ミストスプレー ヒノキ
ハイブリッドミスト（300mL×1本）

【内容】ヒノキハイブリッドミスト　300ｍL×1本
【申込】通年　【有効期限】なし
【提供】ヒノキ新薬アイディエフ株式会社

寄附金額 10,000円010-065品番　

伊豆韮山にて養蜂を営む富田養蜂園。所
有する120群の蜜蜂から採れるはちみつ
を直接お届けします。はちみつの風味は
蜜を採取する花の種類によって大きく変
わり、今回ご用意した桜のはちみつは濃
厚な味わいと最後に香る桜の香が口いっ
ぱいに広がります。

富田養蜂園  桜のはちみつ
（500ｇ×2本、200g×1本）

【内容】桜のはちみつ 500g×2本／桜のはちみつ 
200g×1本

【申込】通年　【消費期限】発送から730日間
【提供】富田養蜂園

寄附金額 20,000円020-030品番　

クリスマス限定！
ダンケの特製シュトレン（1本）

【内容】シュトレン×1本
【申込】10/15～12/12　【配送】11/12～12/24
【賞味期限】1ヵ月
【提供】ベケライ・ダンケ

寄附金額 10,000円010-044品番　

レーズンなどの風味が日ごとにパンに移るため、
「今日より明日、明日より明後日、クリスマスが
待ち遠しくなるお菓子」として親しまれていま
す。本場ドイツではクリスマス前に少しずつスラ
イスして食べます。大切な人へのプレゼントにも
オススメです。

ベケライ・ダンケはドイツに魅せられた主人が本格的なドイツパン
を作る、伊豆の国こだわりのパンの店です。ドイツのマイスターから
指導を受け、今でも研究を続け、日本の気候と水に合うように開発し
たサワー種と、芳醇な香りと奥深い風味を実現させる挽きたてのラ
イ麦が特徴です。ドイツパンは栄養価が高くミネラルや必須アミノ
酸の補給ができ、腸内の消化を助け、低カロリーな健康食品です。

自家製サワー種使用のこだわりドイツパンのよくばり5種セット

【内容】ミッシュブロート×1個／ゼーザムロージネンシュタンゲン×1個（カリフォルニアレーズ
ンをたっぷり使用し、周りにゴマをまぶしたパン）／くるみとぶどう×1個（サルタナレーズンとく
るみをふんだんに使用したパン）／メアコーンブロート×1個（ひまわり・オーツ・亜麻の実・ゴマな
どの多くの穀物が入った健康パン）／ロッゲンシュロート×1個（ライ麦100%のドイツパン）

【申込】通年　【賞味期限】製造から3～5日程度　【提供】ベケライ・ダンケ

寄附金額 10,000円010-040 品番　

数量限定

伊豆の伝統的なつるし飾り雛をコンパクト
にスタンド型にまとめました。日本の布に
こだわり、すべて正絹で仕上げてあります。
子ども、孫、自分にご褒美として、毎日見て
いても飽きない愛らしい作品です。

つるし飾り雛  スタンド型

【内容】つるし雛 １台（直径15cm×高さ72cm）
※材料の都合により色柄が写真とは異なります。

【申込】通年 
【提供】和布遊半

寄附金額 50,000円050-005品番　

伊豆天城山の大気中や葉などに生息す
る野生の天然酵母をフルーツに付着さ
せ、自然発酵させた植物エキス発酵飲料
で、1ml中に9,000万菌体前後を含有し
ています。20mlを水またはお湯で6～7
倍に希釈してお召し上がりください。

天然酵母飲料
「コーボンマーベル」（525ml×2本）

【内容】525ml×2本
【申込】通年　【賞味期限】製造から2年間
※直射日光の当たらない冷暗所に保管して下さい。

【提供】第一酵母

寄附金額 35,000円035-003品番　

日本で初めて作られたパンを再現した
“パン祖のパン”。それを棒状にし、ア
ルミ蒸着の袋に入れた、7年保存が可能
なスティックパンです。素材にもこだわ
り、国産小麦（全粒粉）、米麹、国産塩のみ
使用しています。

防災用非常食
「スティックパン」（100g×8袋）

【内容】100g（成人一食分）×8袋
※段ボール箱入りとなります。

【申込】通年　【賞味期限】製造から7年間
【提供】伊豆倶楽部

寄附金額 10,000円010-028品番　

冷蔵
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ふるさと納税お礼品限定のスイーツセットです。伊豆
の国市内にある店舗内の厨房で一つひとつ丁寧に心
を込めて手作りした濃厚なチーズタルトとサクサクの
マカロンの詰め合わせです。ぜひ、ご賞味ください。Sweets selection
ふるさと納税限定！「チーズタルト·マカロンセット」

【内容】チーズタルト4.5号（約14cm）×1個／マカロン×6種
【申込】通年 
【消費期限】発送から冷凍14日間
※解凍後は冷蔵で3日間。

【提供】パティスリーアミティエ　

寄附金額 10,000円010-016品番　

冷凍

世界文化遺産に登録された韮山反射炉の煉瓦を
イメージしたフロランタンサブレ「反射炉の煉瓦」と、
ナッツ·チョコレート·チーズ等を使用したバラエティー
豊かなホームメイドクッキーやサブレの詰め合わせです。

ショコラ・フランボワーズは甘さ控えめのショコラ生地の中に砕いたチョコレートと冷凍のフランボワーズを
入れ、クグロフ型で焼き上げたお菓子です。仕上げにチョコレートでコーティングしナッツなどを散りばめ、食
感にアクセントを加えております。自宅では作れない本格的なお菓子を、材料にこだわり全て安心安全の無
添加で作りました。自分へのご褒美にちょっと贅沢な
Anversのお菓子はいかかでしょうか。

「森のめぐみのクッキーズ」

【内容】フロランタンサブレ×8個／サブレ×8枚／プチクッキー×10袋
【申込】通年  
【賞味期限】発送から30日～50日間
【提供】佳月園

寄附金額 10,000円010-050品番　

ショコラ・フランボワーズ

【内容】クグロフ型 直径15㎝（5号サイズ）１個
【申込】通年 
※4月～9月頃は冷蔵での発送となります。

【賞味期限】発送日から7日間
【提供】Anvers（アンヴェール）

寄附金額 10,000円010-059品番　

伊豆長岡地区にある、大正5年創業の老舗が作る内閣総理大
臣賞を受賞した温泉まんじゅう。伊豆に行ったら「ながお菓まん
じゅう」。昔も今も「ながお菓まんじゅう」。素朴な味わいをぜひ
一度ご賞味ください。

世界文化遺産に登録された韮山反射炉の大砲をモチーフにし
たロールケーキと、メレンゲの不思議な食感と懐かしい味が人
気のムラングなどの詰め合わせです。ロールケーキのスポンジ
には南伊豆の竹炭を練り込んであります。

冷蔵

和菓子·洋菓子詰合せ
「伊豆の国ブランド認定スイーツ」Bセット

【内容】ロールケーキ×1本／どら焼×4個／
ムラング×1袋／苺のブッセ×4個

【申込】通年 
【賞味期限】発送から6日間
※ロールケーキは必ず冷蔵で保存してください。
夏季はムラング以外全て冷蔵で保存してください。

【提供】つず美湯元園

寄附金額 10,000円010-049品番　

内閣総理大臣賞受賞！
「ながお菓まんじゅう」（15個入×2箱）

【内容】温泉まんじゅう15個入×2箱
【申込】8/1～5/15 
【配送】10/1～5/31
【消費期限】発送から5日間
※生菓子ですのでなるべく
お早目にお召し上がりください。

【提供】柳月

寄附金額 7,000円007-013品番　

クッキーの上にアーモンド、クルミを載せ、
砂糖、バター、生クリーム、はちみつを混
ぜ合わせて、こんがり香ばしく焼き上げた
フロランタンサブレです。世界文化遺産
の韮山反射炉の煉瓦をイメージしました。

フロランタン「反射炉の煉瓦」

【内容】フロランタンサブレ16個入
【申込】通年  
【賞味期限】発送から30日～50日間
【提供】佳月園

寄附金額 7,000円007-006品番　

冷蔵

伊豆の国名物の大粒いちごを使ったいちご大福は、年間90万個、1日最高8,000個を売り上げる大ヒット商品です。
ソフトな口当たりの新食感の生サブレ「いちごのときめき」をセットにしてお届けします。

「いちご大福」（6個入）と
新食感の「いちごのときめき」（10枚入）

【内容】いちご大福×6個／いちごのときめき×10枚
【申込】10/1～5/15  【配送】12/1～5/31
※消費期限が短い商品のため、必ずご連絡のとれた方からお送りいたします。
連絡事業者:いちごプラザ大福や（TEL）055-947-0603

【賞味期限】いちご大福：発送から1～2日間／いちごのときめき：発送から約90日間
※受取日の当日または翌日が消費期限
となりますので、ご了承ください。

【提供】いちごプラザ大福や

寄附金額 10,000円010-070品番　

冷蔵


