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記念品カタログからお選びください 

心ばかりではありますが「ふるさとにほんまつ」の特産品を 

記念品としてお届けします 

どの特産品も「ふるさとにほんまつ」が誇る、自慢の逸品をご用意 

次のコースからお選びください（季節によって用意できない商品があります） 

記念品の贈呈は寄附ごとに行います。 

コース名 納税(ご寄附)額 内容 

さくら １万円以上 さくらコース１～23 の中からお選びください 

かえで ３万円以上 かえでコース１～12 の中からお選びください 

うぐいす ５万円以上 うぐいすコース１～9 の中からお選びください 

あぶくま 10 万円以上 あぶくまコース１～9 の中からお選びください 

あだたら 20 万円以上 あだたらコース１～４の中からお選びください 

※季節の商品のためご用意できない場合があります。一部内容を変更させていただくか、商品の発送 
までにお時間をいただくことで対応させていただきますので、ご了承ください。 

※いろいろなコースを組み合わせて注文することも可能です。 
（例）５万円を寄附する場合 
①さくら コース（1 万）×5  ②うぐいすコース（5 万）×１ 
③かえで コース（３万）×１＋さくら コース（１万）×２ 

ご注文方法 

記念品カタログの最終ページにある「にほんまつふるさと納税記念品」ご注文書に

記入の上、下記の送付先までＦＡＸ、Ｅメールまたは郵送でご注文ください。 

 

送付先（お問い合わせ） 

〒964-8601 

福島県二本松市金色 403 番地 1 

福島県二本松市役所 総務部秘書政策課 

総合政策係 

Fax: 0243-22-7023 

Tel: 0243-55-5090 
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ITEMS 

さくらコース 
１万円以上 
 

05 はちみつセット A 

渡辺養蜂場 

ミニはちみつセット/プロポリス飴 

02 和紙雑貨セット 

二本松市和紙伝承館 

押絵/名刺入れ/ブックカバー 

03 玉ようかんセット 

玉嶋屋/玉羊羹(5 個入）・桃羊羹 

（5 個入） 

玉家玉振堂/黒糖玉羊羹(5 個入) 

井上商店/抹茶玉羊羹(6 個入) 

01 上川崎和紙セット 

二本松市和紙伝承館 

はがき(５枚)/ふるさと便り/ペン皿/

お便りセット/ふるさと一筆箋 

06 あだたら高原プリン６本入 

チーズケーキ工房 風花 

カスタードプリン 100g×3本 

チーズプリン   100g×3本 

07 桑茶飲み比べセット 

ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会 

桑の葉茶(100g)/桑の葉パウダー

(50g)/野草桑茶(4g×15 包) 

※血糖値の上昇を抑制する効果あり 

08 晩酌セットＡ 

安斎食品/味付け玉こんにゃく（1袋） 

大七酒造/生酛(720ml) 

奥の松酒造/特別純米(720ml) 

 

 SAKURA COURSE 

さくらコース 
納税(ご寄附)額 
１万円以上 

 

 

 

 

04 二本松のおすすめ和菓子セット 

玉家玉振堂/ミックス玉羊羹(5個入) 

日夏/黒糖饅頭(20 個入) 

玉嶋屋/本練羊羹(１棹） 

豊田屋/うさぎ玉(6 個入) 



- 3 - 

 

                                

                                

                                

                                

                                

14 大七酒造  生酛梅酒

720ml 
大七酒造/生酛梅酒720ml×１本 

11 バスクチーズケーキ 

チーズケーキ工房 風花 
バスクチーズケーキ４号（12㎝） 
なめらかで甘いくちどけが特徴
の、濃厚なチーズケーキです。 

12二本松市産黒毛和牛もつ鍋用ホルモン 1.5kg 

黒毛和牛もつ鍋用ホルモン

1.5kg(500g×3 袋) 

※二本松市産黒毛和牛もつ（小腸）

を使用しています。500g ずつパッ

クして冷凍しております。 

 

13二本松市産黒毛和牛ローストビーフ 450g  

黒毛和牛ローストビーフ450g(2本

合計) 

※ローストビーフソース、レフォー

ル、わさび塩付きです。製造後急速

冷凍しております。 

10 羽山りんごジュース 

こだわりの完熟りんごを使用した果

汁100％ジュース6本セットです！ 

斎藤りんご園/りんごジュース 

1000ml×6 本 

09 晩酌セット B 

安斎食品/田楽串おでん(1 袋) 

人気酒造/青人気吟醸(720ml) 

檜物屋酒造店 / 千功成純米酒

(720ml) 

NEW 

15 大七純米吟醸皆伝 

大七酒造/「純米吟醸」皆伝 720ml

×１本 

16 二本松市産黒毛和牛サーロインステーキ300g 

黒毛和牛サーロインステーキ（150g

×2 枚）※厳選した二本松市産黒毛

和牛のサーロインをステーキ用にカ

ット。ご家庭でご堪能ください。 

17二本松市産黒毛和牛うすぎり 1kg 

黒毛和牛うすぎり 1kg(500g×2パ

ック)※厳選した二本松市産黒毛和

牛のモモ、バラをうすぎりにカット

しました。すき焼き、焼肉とさまざ

まな用途でお使い頂けます。 

 

 SAKURA COURSE 

さくらコース 
納税(ご寄附)額 
１万円以上 

  

 

 

 

 

 

 
 

受付期限外  
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18 マルナカファームの美味しい苺 

マルナカファームの美味しい苺１箱

(12粒～15 粒) 

※気温の寒暖差がもたらす豊かな甘

みと果汁がいっぱい詰まったイチ

ゴ。発送は１～３月ころ予定。 

19 奥の松あだたら吟醸 

 奥の松酒造/あだたら吟醸 720ml×2 本 

 

 

 SAKURA COURSE 

さくらコース 
納税(ご寄附)額 
１万円以上 

二本松の 

菊人形 

 

「IWC2018」の日本酒部門において、最

高賞の“チャンピオン サケ”に選ばれま

した。 

 

 

 

20 コシヒカリあだちのめぐみ 5kg  

特別栽培米コシヒカリ  

あだちのめぐみ    精米 5kg×1 

 阿武隈川の肥沃な大地で育まれた良

食味米をお楽しみください。 

 

  
 

21 大七 辛口生もと 1800ml1 本 

 
伝統的にコクのある辛口。なめらかで、

きめの細かい口当たり、密度の濃い端

正な味わいをお楽しみください。 

 

22 奥の松酒造  

遊佐吟醸 1800ml×1 本 

爽やかな香りと飲み飽きしない旨味ある味

わいは、様々な料理との相性も良く、食中

酒におすすめです。 

 

23 檜物屋酒造  

千功成純米酒 1800ml×1 本 

純米ならではのふくよかで濃厚な味わ

いが特徴です。やや辛口でやわらかい

口当たりと旨みをお楽しみください。 

24 岳温泉×日本酒フェイスパック  

肌とうじ 2 箱セット 

肌とうじ 4 種セット×2 箱 

各蔵元の特徴ある香りと岳温泉の「天然湧泉」で

至福のリラックスタイムをお楽しみください。 
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 KAEDE COURSE 

かえでコース 
納税(ご寄附)額 
３万円以上 

ITEMS 

かえでコース 
３万円以上 
 

02 大七生酛三昧 

大七酒造/「純米生酛」(720ml）・   

「箕輪門」 (720ml) ・「皆伝」

(720ml）各１本 

03  えごまシリーズ 

ＧＮＳ/えごま油(93g)×3 本・えご

まパウダー(180g)×1 袋・焙煎えご

ま(140g)×1 袋 

01 二本松吟醸セット 

大七酒造/生酛純米吟醸酒皆伝(720ml) 奥の

松酒造/遊佐 純米吟醸(720ml) 人気酒造/黒

人気純米吟醸(720ml) 檜物屋酒造店/純米吟醸

(720ml)各１本 安斎食品/合コン１箱 

04 福醤セット 

味むらさき１リットル×６本 

味菜１リットル×6 本   

05 大七地酒大 show 殿堂入りセット 

大七酒造 

「純米生酛」(720ml)×1 本   

「箕輪門」(720ml）×1 本 

「生酛梅酒」(720ml)×1 本 

霞ヶ城公園 

小高い山に築かれた、国指定の城

跡。頂上部の天守台からは、箕輪門

付近とは異なる城下町の景色を堪

能できます。桜、紅葉の名所として

知られています。毎年 10 月中旬か

らは二本松市が誇る菊の祭典「二本

松の菊人形」も開催されます。 

 
 

 

 

 

 

 
 

受付期限外  

 

 
 

取扱終了  
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 KAEDE COURSE 

かえでコース 
納税(ご寄附)額 
３万円以上 

09 ふくしま農家の夢ワイン飲み比べセット 08 大七飲み比べセットＢ 

大七酒造 720ml 各 1 本 

生酛純米大吟醸 箕輪門 

生酛吟醸 極上生もと 

純米生酛 山田錦 

 

ふくしま農家の夢ワイン 

赤ワインいまっと （720ml）１本  赤ワイン一仁 （720ml）１本 

赤ワイン一慶 （720ml）１本  シードル （500ml）１本 

グリーンシードル（500ml）１本 

07  お墓掃除 代行サービス 

遠方にお住まいの方や、多忙でなかなか二本松市へ帰れず

にお墓の状態が気になっている方のために、墓地の清掃代

行サービスを実施します。（１口につき 1 回） 

【サービス内容】 

１ 墓地内の清掃（ゴミ拾い、枯花の処分、除草など） 

※二本松市内にあるお墓１区画（２坪まで）の除草・清掃 

２ 供花  

３ 作業報告書（写真付き）郵送 

４ その他 

・お墓の区画が明確になっている場合に限ります。 

・作業日の日時指定はできません。 

・害獣類の関係で菓子類のお供えはできません。 

・火災予防からお線香のお供えはできません。 

・墓石みがきは実施しません。 

06 大七梅酒飲み比べセット 

大七酒造 

生酛梅酒 極上品（720ml）×1本 

生酛梅酒          （300ml）×1本 

生酛梅酒シルキースパークリング（300ml）×1本 

10 清涼飲料水セット A 

国際漢方研究所  

黄金人参(50ml×15 本) 

Berry の瞳(50ml×12 本) 

 

 

 

 11 大七飲み比べセットＡ 
大七酒造 720ml 各 1 本 

生もと純米大吟醸 箕輪門 

純米吟醸 皆伝、からくち生酛 

 

※「生酛造り」にこだわっており、醸造

している全製品が生酛造りです。この機

会に是非、大七酒造のお酒を飲み比べく

ださい。 

 

 

12 人気酒造セット 

ゴールド人気純米大吟醸 720ml×3 本 

人気一黒人気純米吟醸  720ml×3 本 

 

※ゴールドは、香り高くしっかりとした

味わいの純米大吟醸です。 

※黒人気は穏やかな吟醸香、純米ならで

はの幅のある味わいです。 

  

 

 

安達太良山 
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 UGUISU COURSE 

うぐいすコース 
納税(ご寄附)額 
５万円以上 

ITEMS 

うぐいすコース 
５万円以上 
 

02 人気酒造晩酌セット 

 

 

03 二本松のお米ざんまい 

二本松市産こしひかり 

(精米 5kg×２袋) 

二本松市産こしひかり 

(玄米 30kg×１袋) 

04 二本松大吟醸セット 

大七酒造/箕輪門(720ml）奥の松酒造/純米大吟醸

(720ml) 人気酒造/ゴールド人気純米大吟醸(720ml)檜

物屋酒造/大吟醸袋吊り(720ml) 各１本 井上商店/豆菓

子詰合せ（50g×6袋） 各酒造桧枡４個 

01 奥の松酒造三昧 

奥の松酒造 

 「大吟醸雫酒」（720ml）１本 

 「純米大吟醸プレミアムスパークリング（720ml）１本 

「純米大吟醸」（720ml）１本 

NEW 
05 二本松堪能セット・Ｂ 

大七酒造/純米生酛(1.8L) 奥の松酒造/純米吟醸    

（1.8L） 人気酒造/ゴールド人気純米大吟醸（1.8L） 

檜物屋酒造/千功成純米酒（1.8L）各1本 井上商店/ あ

だたら豆塩味(100g)1 袋 安斎食品 /ごぼうこんにゃく

(200ｇ) 

１袋・味付け玉こんにゃく(250g)１袋 

 

二本松の 
提灯祭り 

日本三大提灯祭りのひとつとされる

「二本松の提灯祭り」。７台の太鼓

台が賑やかなお囃子とともに市内を

練り歩きます。提灯祭りで一番の見

どころとなるのは、初日の宵祭り。

７台の太鼓台が二本松の夜空を紅

提灯の明かりで照らしだします。 

 

１０月～2月発送 

 

 

 

 

 

 

受付期限外 
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08 毎日続ける雑穀生活 

ＧＮＳ 

エゴマ油(93ｇ/国産)×5 煎りえごま(140ｇ/

国内産）もち黒米(200ｇ/国産)×2 もち赤米

(200ｇ/国産)×2 えごまパウダー(180ｇ/国産) 

07 桑茶デラックス飲み比べセット 

ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会 

桑の葉茶（100g）/桑の葉パウダー（50g）/桑ほうじ茶

（80g）/野草桑茶(4g×15包）/桑の恵み(1.3g×30包)2

箱/桑フレーバーティー6種類/桑うーめん２束 

06  JAふくしま未来 あだちのめぐみ B セット 

あだちのめぐみ/コシヒカリ(精米５㎏) リンゴ農家/リンゴジ

ュース(1,000ml) 渡辺養蜂場/はちみつ(250ｇ) 結城食品/

五目ご飯の素(3合分150ｇ)・きゃらぶきの佃煮(150ｇ) 智

恵子の里農産加工組合/みそ(1㎏)・豆みそ（140ｇ） 

 

 

09 二本松市産黒毛和牛サーロインステーキ厚切りセット 1.6kg 

黒毛和牛サーロインステーキ(1600g ) 

※厳選した二本松市産黒毛和牛のサーロインステーキです。 

1600g とボリューム満点です。 

※お届けは 12 月以降となります。 

※写真の容量はイメージです。 

 

 UGUISU COURSE 

うぐいすコース 
納税(ご寄附)額 
５万円以上 

 

 

 

 

取扱終了 
 

 

 
 

受付期限外  
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 ABUKUMA COURSE 

あぶくまコース 

納税(ご寄附)額 
10 万円以上 

ITEMS 

あぶくまコース 
10 万円以上 
 

02 大七セット B 

 
大七酒造 

宝暦大七(720ml)１本・生酛梅酒極

上品(720ml）1 本・頌歌(720ml)

２本・皆伝(720ml)1 本 

03 えごま油と蜂蜜セット 

渡辺養蜂場／ 

「蜂蜜アカシア」1kg×1 

「蜂蜜仲秋の百花蜜」1kg×1  

GNS／国産えごま油（93ｇｘ8）                                          

4 二本松受賞酒セット 

奥の松酒造/大吟醸雫酒十八代伊兵衛金

賞受賞酒(1.8L)1 本 人気酒造/全国新

酒鑑評会金賞受賞酒（1.8L）1 本 大七

酒造/生酛純米吟醸酒 皆伝（1.8L）1本 

 

01 奥の松セット 

奥の松酒造/純米大吟醸（720ml）×3本 

・大吟醸雫酒十八代伊兵衛（720ml）×

3本 井上商店/豆ごのみ250g(青豆、黒

豆)各1袋 

05 清涼飲料水１ヶ月セット 

国際漢方研究所  

黄金人参(50ml×6 本)×5 

Berry の瞳(50ml×6 本)×5 

ホッとＭａｃａ(20ml×10 本)×3 

06  JAふくしま未来 あだちのめぐみ C セット 

あだちのめぐみ/コシヒカリ(精米10㎏) 井上商店/凍み餅（5枚） 

渡辺養蜂場/はちみつ(500ｇ) 二本松有機農業研究会/まるごとジ

ュース(人参／1ℓ) ゆいまある/とまとジュース(1ℓ) 結城食品/

五目ご飯の素(3合分150ｇ)・黒豆煮(150ｇ)・きゃらぶきの佃煮

（150ｇ）智恵子の里農産加工組合/みそ（1㎏） 

07 二本松市産黒毛和牛サーロインステーキ 

                  厚切りセット 2.7kg 

黒毛和牛サーロインステーキ（300g×9 枚） 

                                

※厳選した二本松市産黒毛和牛のサーロインを

ステーキ用にカットしました。 

１枚 300g とボリューム満点！ 

※お届けは 12 月以降となります。 

※写真の容量はイメージです。 

 

 

 

 

 

取扱終了 
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 ABUKUMA COURSE 

あぶくまコース 
 納税(ご寄附)額 
10 万円以上 20 万円未満 

 納税(ご寄附)額 
10 万円以上 20 万円未満 

    

 

08 岳温泉ペア宿泊券～ながめの館 光雲閣 平日プラン                

岳温泉は、安達太良山麓に広がる爽やかな高原の温泉郷です。自然環境に恵まれ、空気と水が美

味しい岳温泉は、日本温泉協会のアンケートで『自然環境日本一』に選ばれました。豊富な天然温

泉を源泉より引き湯して四季を通じて熱く豊かなお湯を楽しめます。 

場所  二本松市岳温泉１－８５ 

℡    0243-24-2101 

ながめの館 光雲閣は、二本松市岳温泉の

最も高台に佇む、まさに『ながめの館』。 

阿武隈山系を一望する絶景の客室、温泉は源

泉掛け流し 100％の酸性泉です。 

季節の食に興じる雲上の幸福をご堪能いた

だけるお料理、高台の静かな一軒宿で寛ぎの

ひとときをお過ごしください。 

 

～注意事項  

◆ご利用時は直接、事前に旅館へお電話にて当宿泊券を利用する旨お伝えしご予約ください 

（宿泊券の番号をお伝え下さい）。 

◆１泊２食付き（２名様）でご利用できます。飲食や追加料理等は別途料金をお支払いください。 

◆当宿泊は平日用となります。恐れ入りますが土・休前日のご利用の際は追加料金をお支払いください。 

料金及び詳細は予約時にご確認ください（宿ごとの設定となります）。 

◆GW,お盆、年末年始、連休等はご利用になれません。 

◆使用期限は発行から１年です。 

 

 

こちらは ご寄付金額 110,000円となります。 
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 納税(ご寄附)額 
20 万円以上 

 

ADATARA COURSE 

あだたらコース 

02 家族の美味しいセット 

二本松市産コシヒカリ(精米30kg,玄米30kg)各1袋 

二本松市産ひとめぼれ(精米30kg,玄米30kg)各1袋 

渡辺養蜂場/はちみつ「国産アカシア」「仲秋の百花蜜」 

1,000g各1本・人参ジュース200ml×20本 

03 二本松堪能セット・Ｃ 

大七酒造/宝暦大七(1.8L)1本・大七頌歌

(1.8L)１本 奥の松酒造/純米大吟醸雫

酒金之丞(1.8L)1 本・大吟醸雫酒十八代

伊兵衛(1.8L)1本 

二本松市産はちみつ(460g)×4 本 

ほんとうのつゆ(1.8L)×6 本       

味むらさき(1.8L)×6 本 

結城屋あじご飯の素(120g)×10個 

結城屋ひじきご飯の素(120g)×6個 

えごま油(93g)×12 本 

01 大七セットＡ 

大七酒造 

宝暦大七(720ml)3 本 

生酛梅酒極上品(720ml)2 本 

頌歌(720ml)3 本 

皆伝(720ml)1 本 

 

※大七酒造選りすぐりの高級品のお

酒を厳選してお届けします 

04 二本松逸品セット 
 

「ふるさとにほんまつ」への

応援ありがとうございました 

 

ご寄附いただいた皆さま

のお気持ちにお応えでき

るよう、 

お寄せいただいた寄附金

は「二本松市地域振興整

備基金」に積立て、 

市政の振興、地域活性化、

大震災からの復興等に向

けた各種施策の推進等に

活用させていただきます 

心ばかりではありますが

「ふるさとにほんまつ」

の特産品を記念品として

お届けします 

季節限定（11 月～2 月） 

ITEMS 

あだたらコース 
20 万円以上 

 

 

 

取扱終了 
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「にほんまつふるさと納税記念品」ご注文書 
福島県二本松市役所総務部秘書政策課 行き 

ファックス： 0243-22-7023 （E-mail：sougouseisaku@city.nihonmatsu.lg.jp） 

１ 申込者（ご寄附いただいた方） 

ふりがな 

お名前 
 
 

ご住所 
〒 

ご連絡先 
（日中連絡がとれる番号） 

電話     （     ） 
携帯     （     ） 

 

２ 申込記念品（希望される記念品名と数量を記入してください） 

 

コース名 番号 記念品名 数量 

さくら・かえで 

うぐいす・あぶくま 

あだたら 

   

さくら・かえで 

うぐいす・あぶくま 

あだたら 

   

さくら・かえで 

うぐいす・あぶくま 

あだたら 

   

さくら・かえで 

うぐいす・あぶくま 

あだたら 

   

さくら・かえで 

うぐいす・あぶくま 

あだたら 

   

 

３ お届け先 ※申込者の住所とは違う宛先の場合のみ記入ください 

ふりがな 

お名前 
 
 

ご住所 
〒 

ご連絡先 
（日中連絡がとれる番号） 

電話     （     ） 
携帯     （     ） 

 

４ その他（配達日時指定、要望など） 

                                         

 

※○をつけてください 


