ふるさとチョイス

香川県 丸亀市
ふるさと納税お礼の品一覧

[№5341-0360]本場丸亀の讃岐う
どん半生麺4人前（ダシなし）

[№5341-0001]新型コロナウイル
ス対策の支援への寄付【返礼品
なし】

[№5341-0427]丸亀市猪熊弦一郎
現代美術館開催常設展入場券2枚
セット

[№5341-0421]ニッカリ青江スク
エアタンブラー

2,000円

2,000円

3,000円

4,000円

・丸亀で息づく70年の伝統×最
新の製法
製造する時期の温度や湿度に応
じて微調整を加え、いつでも美
味しいうどんを丸亀で製造して

丸亀市は、新型コロナウイルス
感染症の影響を受けている市民
や店舗・事業者に対し、国や県
に上乗せした給付や市単独の支
援を実施しています。

アクセスも抜群な現代アートの
美術館【容量】丸亀市猪熊弦一
郎現代美術館にて開催する常設
展の入場券2枚
常設展パンフレット、美術館ご

名刀ニッカリ青江がタンブラー
に！【容量】容量：500ml
サイズ：縦5.5cm横5.5cm高さ20
cm
耐熱温度：80℃

常温

常温

常温

常温

[№5341-0413]ピーチクーヘン～
上品に薫る桃の風味～

[№5341-0420]ニッカリ青江和三
盆糖

[№5341-0403]本場讃岐で愛され
る「〆」のうどん！五右衛門の
黒カレーうどん

[№5341-0414]丸亀の夏うどん6
人前

5,000円

5,000円

5,000円

5,000円

甘美に薫る桃の風味【容量】本
体サイズ：直径12cm高さ4.5cm

名刀ニッカリ青江が和菓子に！
【容量】内容量：1箱
和三盆糖（香川県製造）、澱粉
/着色料（赤3、赤102、赤106、
青1、黄4、黄5）

本場讃岐で愛される「〆」のう
どん！【容量】550g（麺：250g
×1ヶカレー：150g×2ヶ）

丸亀の夏うどん【容量】半生麺
200g×3袋（6人前）・つけダシ
25g×6袋

常温

常温

常温

常温

[№5341-0415]丸亀の夏うどんセ
ット6人前（ダシ：かけ3人前/つ
け3人前）

[№5341-0358]ピスモお肌うるお
いシート（10枚×20）ヒアルロ
ン酸＆アルコール成分配合

[№5341-0399]廃油吸収剤廃油ト
ーリ60個(3パック×20）

[№5341-0423]からだ用高密封バ
ケツウェットティッシュ600枚（
本体＋詰替用）

5,000円

5,000円

5,000円

5,000円

丸亀から【夏のうどん】と【王
道のかけうどん】をお届け【容
量】半生麺200g×3袋（6人前）
・かけダシ25g×3袋・つけダシ
25g×3袋

ヒアルロン酸とアルコール成分
を配合したウェットシートを合
計200枚分（10枚×20）お届け
！

飲食店関係者必見！天ぷらなど
の廃油処理に◎【容量】廃油ト
ーリ1セット3個×20個入

お肌にやさしくうるおいプラス
【容量】・水、プロピレングリ
コール、塩化ベンザルコニウム
、ベタイン
・300枚入＋詰替300枚（合計60

常温

このカタログに掲載されている情報は

常温

常温

常温

2022 年 12 月 09 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

丸亀市

ふるさと納税お礼の品一覧

[№5341-0424]ペット向け業務用
高密封バケツウェットティッシ
ュ600枚（本体＋詰替用）

[№5341-0005]丸亀市猪熊弦一郎
現代美術館カトラリー3本セット
（ギフトボックス入り）

[№5341-0439]省スペースに◎！
キューブ型ティッシュ20箱

[№5341-0467]フローリングクリ
ーナー10枚入×20個除菌・床掃
除・ウェット・重曹配合

5,000円

5,000円

5,000円

5,000円

ペットの気になるニオイを優し
くケア♪【容量】・水、プチレ
ングリコール、塩化ベンザルコ
ニウム、クエン酸Na、カキタン
ニン

柄の部分にさりげなくMIMOCAの
ロゴマークが入ったシンプルで
飽きのこないデザインが特徴の
カトラリーです。
MIMOCAのロゴマーク入りのギフ

車内やデスクの省スペースに◎
キューブ型ティッシュ【容量】
キューブBOX80W×20

重曹配合でフローリングをピカ
ピカに♪【容量】・水、エタノ
ール、除菌剤、界面活性剤、消
臭剤、重曹
・10枚入×20個セット

常温

常温

1箱あたりサイズ
常温

常温

[№5341-0468]虫が嫌がる成分配
合網戸クリーナー10枚入×20個
掃除・ウェットティッシュ・虫

[№5341-0002]ゴトプラ丸亀城

[№5341-0353]キッチンペーパー
（20枚入×30）エンボス加工

[№5341-0354]キッチンペーパー
（60W×12）エンボス加工再生紙
100％

5,000円

5,000円

5,000円

5,000円

虫の嫌がるユーカリ香料配合【
容量】・水、エタノール、除菌
剤、界面活性剤、消臭剤、香料
・10枚入×20個セット
・国産

石垣修復プロジェクト支援「ゴ
トプラ丸亀城」が登場しました
！！
「丸亀」の文字から立体の「丸
亀城」が完成します。

掃除や調理に役立つキッチンペ
ーパーを合計600枚（20枚×30
）お届け！

掃除や調理に役立つキッチンペ
ーパーを合計720回分（60組×1
2パック）お届け！

優しさあふれるキッチンペーパ

あなたと地球にやさしいキッチ

常温

常温

常温

常温

[№5341-0355]除菌キッチンクリ
ーナー（30枚×16）

[№5341-0356]除菌ウェットクリ
ーナー2種（トイレ用・キッチン
用各30枚×8）

[№5341-0357]除菌+消臭トイレ
クリーナー（30枚×16)

[№5341-0396]（株）ウチダボッ
クスティッシュ100W×20箱

5,000円

5,000円

5,000円

5,000円

キッチン周りの掃除に便利なキ
ッチンクリーナーを合計480枚
（30枚×16個）お届け！

【トイレクリーナー・キッチン
クリーナーの詰め合わせ各8個
】

汚れやにおいが気になるトイレ
周りに使えるクリーナーを480
枚（30枚×16）お届け！

【ヒトと地球にやさしいティッ
シュ】【容量】平型ボックステ
ィッシュ100W×20個入

・汚れ落とし成分を浸み込ませ

トイレクリーナー

・汚れ落とし成分が配合されて

ティッシュ1箱あたりのサイズ

常温

このカタログに掲載されている情報は

常温

常温

常温
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ふるさと納税お礼の品一覧

[№5341-0397]茶葉の薫りキッチ
ンペーパー20枚×30袋

[№5341-0400]重曹配合クリーナ
ー油汚れ楽取りくん35個

[№5341-0407]個包装×日本製サ
ージカルマスク36枚

[№5341-0452]保湿成分配合ティ
ッシュペーパー14箱キューブ型
ボックスローションティッシュ

5,000円

5,000円

5,000円

5,000円

あのおなじみのお茶がキッチン
ペーパーに！？【容量】茶サイ
クルキッチンペーパー20枚×30
袋

しつこい油汚れをでらくらく掃
除♪【容量】油汚れ楽取りくん
（重曹）×35個

ソフトな耳ヒモで、個包装×国
産のマスク【容量】サージカル
マスク36枚

柔らか触感のボックスティッシ
ュ【容量】キューブローション
BOX80W×14箱
1個当たり重量125g
サイズ:縦：約11cm×横：11cm

常温

常温

常温

常温

[№5341-0398]お茶の力で消臭抗
菌！ペーパーインソール22セッ
ト

[№5341-0436]焼くだけ簡単調理
♪約900g鶏檸檬（チキンレモン
）

[№5341-0008]【自然栽培】オリ
ーブ茶10g（2gティーバッグ5個
入×3パック）

[№5341-0419]四季のニッカリ青
江

5,000円

6,000円

6,000円

6,000円

お茶の力で消臭＆除菌インソー
ル【容量】茶サイクルペーパー
インソール22セット
フリーサイズ：21cm～28cm

【晩酌にも◎・運動後にも◎万
能鶏ムネ肉】【容量】鶏檸檬30
0g×3

ポリフェノールたっぷり【容量
】オリーブ茶2gティーバッグ5
個入×3パック

ニッカリ青江×四季の美【容量
】内容量：1箱10個入り
和三盆糖（香川県製造）、澱粉
/着色料（赤3、赤102、赤106、
青1、黄4、黄5）

常温

冷凍

常温

常温

[№5341-0009]オリーブ葉乃粉30
g入

[№5341-0004]数量限定！お肉の
ポン酢（希少糖使用）2本セット

[№5341-0003]ニッカリ青江脇指
DVD

[№5341-0010]藍染Kids手袋（オ
ーガニックコットン）

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

自然栽培のオリーブの葉100％
使用【容量】オリーブ葉乃粉30
g×1缶

4種類の果汁を絶妙にブレンド
し、今話題の香川発カロリーゼ
ロの希少糖を贅沢に合わせまし
た。
優しい酸味の味わい深いポン酢

京極家伝来のニッカリ青江脇指
の紹介と、丸亀城石垣の崩落現
場を中心としたドローン映像、
骨付じゅうじゅうからのお礼動
画を含む15分程度のDVDです…

今治タオルで使用される糸で作
られたオーガニックコットンの
Kids手袋です。本藍染の生地に
はアトピー性皮膚炎の緩和・予
防にも効果があると言われて…

常温

このカタログに掲載されている情報は

常温

常温

常温
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ふるさと納税お礼の品一覧

[№5341-0013]本藍染のバンダナ

[№5341-0425]防災向け業務用高
密封バケツウェットティッシュ6
00枚（本体＋詰替用）

[№5341-0466]結城友奈は勇者で
ある-大満開の章-コラボセット

[№5341-0012]丸亀市猪熊弦一郎
現代美術館ハンカチ馬ピンク

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

一枚一枚丁寧に染め上げた透け
感のある綿100％藍染のバンダ
ナです。天然の藍染ならではの
何ともいえない風合い。

5年保存対応！いざという時の
ウェットティッシュ【容量】・
水、エタノール、プロピレング
リコール、ベンザルコニウムク
ロリド、プチルカルバミン酸…

「結城友奈は勇者である-大満
開の章-」と丸亀市観光協会が
コラボしました！
アニメ場面のポストカードが入
った【半生うどん2人前】と乃

のんびりと過ごすかわいい馬た
ちが描かれたハンカチです。薄
手で手触りのよい綿100％の大
判ハンカチです。

常温

常温

常温

[№5341-0374]さぬきの夢＆濃厚
チョコチップスコーン6個セット

[№5341-0299]訳あり香緑キウイ
（サイズ混合約1.5kg）

[№5341-0389]あやうた製麵冷凍
生うどん4人前

[№5341-0369]カラダに優しいさ
ぬきうどん16人前（麺のみ・2種
×8人前）

7,000円

7,000円

7,000円

7,000円

「さぬきの夢スコーン」と「濃
厚チョコチップスコーン」のセ
ット。
どちらも香川県産小麦「さぬき
の夢」100％、無添加生地のス

今回は小玉で形が歪なものや扁
平なもの、表面にキズやシミの
あるものなどが含まれる無選別
品です。多少の傷みや味のバラ
ツキもございますが、美味し…

銘店の味をご自宅で【容量】冷
凍生うどん2人前300g×2個、冷
凍かけつゆ250ml×2個、冷凍ぶ
っかけつゆ150ml×2個

本場丸亀より健康志向のうどん
が登場！
特殊な小麦粉を吟味し、糖質40
％カットを実現。

常温

冷蔵

冷凍

常温

[№5341-0422]業務用高密封バケ
ツウェットティッシュ600枚（本
体＋詰替用）

[№5341-0426]5年保存対応防災
ウェットティッシュ計400枚（大
判サイズ20枚入×20個）

[№5341-0015]丸亀市猪熊弦一郎
現代美術館いのくまレターセッ
トA

[№5341-0016]丸亀市猪熊弦一郎
現代美術館いのくまレターセッ
トB

7,000円

7,000円

7,000円

7,000円

高密封の業務用アルコールウェ
ット【容量】・水、エタノール
、プロピレングリコール、塩化
ベンザルコニウム
・300枚入＋詰替300枚（合計60

5年保存対応！普段使いにも◎
【容量】・水、エタノール、プ
ロピレングリコール、ベンザル
コニウムクロリド、ブチルカル
バミン酸ヨウ化プロピニル、安

MIMOCAオリジナル【容量】「便
箋創造の広場」1冊
「封筒創造の広場濃色（洋長3
）」1組
「封筒馬薄色（長3）」1組

MIMOCAオリジナル【容量】「便
箋創造の広場」1冊
「封筒創造の広場薄色（洋長3
）」1組
「封筒馬濃色（長3）」1組

常温

このカタログに掲載されている情報は

常温

常温

常温
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[№5341-0380]行列のできる店！
おか泉さぬき半生うどん10人前
（麺のみ）

[№5341-0367]香川屋讃岐パスタ
18人前（麺のみ）

[№5341-0366]お手軽調理！焼き
そば16人前

[№5341-0025]丸亀市猪熊弦一郎
現代美術館画集猪熊弦一郎

8,000円

8,000円

8,000円

8,000円

もっちり！でもコシしっかり！
【容量】さぬき半生うどん麺24
0g5袋入り

さぬきうどんで培った麺づくり
のノウハウが輝る
もちもち食感のパスタ

さぬきうどんで培った麺づくり
のノウハウが輝る一品

70点の作品掲載の他にも、生前
の猪熊と交流のあった方々のエ
ピソードや当館学芸員による論
考を収載。
猪熊の生涯と画業をご紹介いた

・常温保存可能で冷蔵庫の省ス
常温

常温

・もちもち食感の麺と濃厚なソ
ースの味わいがクセになる！
常温

常温

[№5341-0336]丸亀の縁起菓子【
おいり】と伝統工芸士が手掛け
る【おいりうちわ】のセット

[№5341-7018]0336丸亀の縁起菓
子【おいり】と【おいりうちわ
】のセット桃色

[№5341-7019]0336丸亀の縁起菓
子【おいり】と【おいりうちわ
】のセット黄色

[№5341-7020]0336丸亀の縁起菓
子【おいり】と【おいりうちわ
】のセット水色

8,000円

8,000円

8,000円

8,000円

【おいり】とは香川県の主に西
讃地方で嫁入り道具と共に持た
せた伝統の餅菓子です。
今から400年以上も前に、丸亀
初代藩主生駒親正公の姫君のお

【おいり】とは香川県の主に西
讃地方で嫁入り道具と共に持た
せた伝統の餅菓子です。
今から400年以上も前に、丸亀
初代藩主生駒親正公の姫君のお

【おいり】とは香川県の主に西
讃地方で嫁入り道具と共に持た
せた伝統の餅菓子です。
今から400年以上も前に、丸亀
初代藩主生駒親正公の姫君のお

【おいり】とは香川県の主に西
讃地方で嫁入り道具と共に持た
せた伝統の餅菓子です。
今から400年以上も前に、丸亀
初代藩主生駒親正公の姫君のお

常温

常温

常温

常温

[№5341-7021]0336丸亀の縁起菓
子【おいり】と【おいりうちわ
】のセット橙色

[№5341-7022]0336丸亀の縁起菓
子【おいり】と【おいりうちわ
】のセット緑色

[№5341-0383]丸亀名物骨付鶏若
鶏2本セット

[№5341-0384]丸亀名物骨付鶏わ
かおやセット（各1本計2本）

8,000円

8,000円

9,000円

9,000円

【おいり】とは香川県の主に西
讃地方で嫁入り道具と共に持た
せた伝統の餅菓子です。
今から400年以上も前に、丸亀
初代藩主生駒親正公の姫君のお

【おいり】とは香川県の主に西
讃地方で嫁入り道具と共に持た
せた伝統の餅菓子です。
今から400年以上も前に、丸亀
初代藩主生駒親正公の姫君のお

やみつき注意！王道の若鶏をお
届け♪【容量】・内容量：骨付
鶏2本（240g×2）
・原産地：国内

やみつき注意のさぬきグルメ！
【容量】・内容量：骨付鶏わか
1本（240g）おや1本（220g）
・原産地：国内

常温

このカタログに掲載されている情報は

常温

冷蔵

冷蔵

2022 年 12 月 09 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

丸亀市

ふるさと納税お礼の品一覧

[№5341-0441]本場丸亀の骨付鳥
親5本

[№5341-0442]合計約1.6kg！揚
げるだけでプロの味♪若鶏の唐
揚げセット

[№5341-0375]プレミアムホワイ
トスノースコーン6個セット

[№5341-0460]とっておきのガレ
ットスペシャルセット【離島配
送不可】

9,000円

9,000円

9,000円

9,000円

★やみつき注意の丸亀グルメ★
【容量】味付き骨付鳥親足5本
1本あたり約180g

揚げるだけ♪万能からあげセッ
ト【容量】若鶏もも唐揚げ約30
0g入り×3
若鶏なんこつ唐揚げ約250g入り
×3

ホワイトチョコレートのスコー
ンです。食べた瞬間にホワイト
チョコの上品な甘みが口の中い
っぱいに広がります。
香川県産小麦「さぬきの夢」に

随所にこだわりが輝るilPonte
の逸品【容量】とっておきのガ
レット3個
クジュールラスク（特選パルミ
ジャーノレッジャーノ）1箱（2

冷凍

冷凍

常温

常温

[№5341-0463]とっておきのガレ
ットmixセットS【離島配送不可
】

[№5341-0033]丸亀手島産香川本
鷹一味＆七味セット

[№5341-0018]数量限定！お肉の
ポン酢・ゆずのポン酢3本セット

[№5341-0317]ステーキハウス千
萬特製ドレッシング3本入り

9,000円

9,000円

9,000円

9,000円

随所にこだわりが輝るilPonte
の逸品【容量】ガレット6種各1
個入り計6個
ギフトボックス入り

丸亀市手島産の香川本鷹を使用
し、老舗和風香辛料専門店やま
つ辻田がつくった一味・七味・
柚子七味が可愛い詰め替え用の
缶とセットに！

お肉のポン酢は、4種類の果汁
を絶妙にブレンドし、今話題の
香川発カロリーゼロの希少糖を
合わせた優しい酸味の味わい深
いポン酢です。

ステーキハウス千萬の特製ドレ
ッシングがご家庭で楽しめます
！【容量】手作り木苺ドレッシ
ングフランボワーズ風味270ml
×1本

常温

常温

常温

常温

[№5341-0035]丸亀名物骨付鳥3
本セット

[№5341-0032]丸亀産みかん約5k
g

[№5341-0298]訳あり香緑キウイ
（サイズ混合約2.5kg）

[№5341-0023]丸亀無添加アイス
6個セット

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

丸亀名物の骨付鳥を真空パック
にしました。

甘くてジューシーな丸亀産のみ
かん5kgをお届けします。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

今回は小玉で形が歪なものや扁
平なもの、表面にキズやシミの
あるものなどが含まれる無選別
品です。多少の傷みや味のバラ
ツキもございますが、美味し…

全て丸亀の素材を使い、化学的
なものを一切使っていないアイ
スシリーズ！【容量】丸亀無添
加アイス（香川本鷹・しょうゆ
豆・飯南桃）各種2個の合計6個

冷凍

このカタログに掲載されている情報は

冷蔵

冷蔵

冷凍

2022 年 12 月 09 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

丸亀市

ふるさと納税お礼の品一覧

[№5341-0377]【SetoSAFFRONSYR
UP】瀬戸サフランシロップ（130
g）

[№5341-0029]あやうた製麺ゆで
うどん6人前（だし付き）［冷凍
］

[№5341-0401]平日でも行列が出
来る超有名店！竹清の釜かけう
どん10人前

[№5341-0402]香川県民が並んで
も食べたい店！はりやのさぬき
うどん10人前

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

SetoSAFFRONで、ちいさな贅沢
を心ゆくまで。【容量】サフラ
ンシロップ130g×1本

お店の味をご自宅でも。【容量
】ゆでうどん200g（1人前）×6
袋
かけつゆ250ml×3袋
ぶっかけつゆ150ml×3袋

【平日でも行列ができる超有名
店】【容量】10人前
・麺:250g×5個
・つゆ:25ml×10個

香川県民が並んでも食べたい超
人気店！【容量】10人前
・麺:250g×5個
・つゆ:40ml×10個

常温

冷凍

常温

常温

[№5341-0432]丸亀の銘店なかむ
らうどん半生うどん（かけうど
ん）12食セット

[№5341-0368]香川屋讃岐パスタ
セット12人前（ソース付）

[№5341-0469]虫が嫌がる成分配
合網戸クリーナー10枚入×40個
掃除・ウェットティッシュ・虫

[№5341-0026]丸亀市猪熊弦一郎
現代美術館いのくまステーショ
ナリーセットA

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

行列2時間待ち！？繁盛店のう
どん【容量】半生うどん（300g
）×4袋かけつゆ12袋

さぬきうどんで培った麺づくり
のノウハウが輝る
もちもち食感のパスタ

虫の嫌がるユーカリ香料配合【
容量】・水、エタノール、除菌
剤、界面活性剤、消臭剤、香料
・10枚入×40個セット
・国産

MIMOCAオリジナル【容量】「ク
リアファイル創造の広場A4」1
枚
「クリアファイル頭上猫A4」1
枚

・常温保存可能で冷蔵庫の省ス
常温

常温

常温

常温

[№5341-0027]丸亀市猪熊弦一郎
現代美術館いのくまステーショ
ナリーセットB

[№5341-0448]歯磨き用ウェット
ティッシュ（10枚入×40個）ミ
ャオワンSpot

[№5341-0449]耳掃除用ウェット
ティッシュ（10枚入40個）ミャ
オワンSpot

[№5341-0450]肉球用ウェットテ
ィッシュ（10枚入×40個）ミャ
オワンSpot

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

MIMOCAオリジナル【容量】「ク
リアファイル鳥4A4」1枚
「クリアファイルロボットのよ
うな生き物A4」1枚
「クリアファイル頭上猫A5」1

愛犬の歯を清潔にケア♪【容量
】・成分：水、BG、安息香酸Na
、ベンザルコニウムクロリド、
ブチルカルバミン酸ヨウ化プロ
ピニル、グリセレス-26、安息

愛犬の耳を清潔にケア♪【容量
】・成分：水、BG、安息香酸Na
、ベンザルコニウムクロリド、
ブチルカルバミン酸ヨウ化プロ
ピニル、グリセレス-26、安息

愛犬が舐めても害のない成分で
肉球ケア♪【容量】・成分：水
、BG、安息香酸Na、ベンザルコ
ニウムクロリド、ブチルカルバ
ミン酸ヨウ化プロピニル、グ…

常温

このカタログに掲載されている情報は

常温

常温

常温

2022 年 12 月 09 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

丸亀市

ふるさと納税お礼の品一覧

[№5341-0451]涙やけ用ウェット
ティッシュ（10枚入40個）ミャ
オワンSpot

[№5341-0453]保湿成分配合ティ
ッシュペーパー28箱キューブ型
ボックスローションティッシュ

[№5341-0044]5senseのココロも
カラダも大満足セット

[№5341-0037]ふじむら骨付鶏わ
か2本手羽先1パック

10,000円

10,000円

10,000円

11,000円

たいせつな愛犬の涙やけをケア
♪【容量】・成分：水、BG、安
息香酸Na、ベンザルコニウムク
ロリド、ブチルカルバミン酸ヨ
ウ化プロピニル、グリセレス-

柔らか触感のボックスティッシ
ュ【容量】キューブローション
BOX80W×28箱
1個当たり重量約125g
サイズ:縦：約11cm×横：11cm

5senseの長く愛されている定番
の人気商品を詰め合わせました
。
讃岐うどんやお遍路さん柄の足
袋ソックス「へんろたび」、小

創業1969年親しみ続けられてい
る伝統の味【容量】ふじむら骨
付鶏わかどり240g×2本、手羽
先5本入230g×1袋

常温

常温

常温

冷蔵

[№5341-0038]ふじむら骨付鶏お
や2本手羽先1パック

[№5341-0437]本場丸亀の骨付鳥
若5本

[№5341-0057]ふじむら骨付鶏若
鶏1本＆親鳥1本＆手羽先1パック
セット

[№5341-0042]旅ベーグル（冷凍
便）12個セット

11,000円

11,000円

11,000円

11,000円

創業1969年親しみ続けられてい
る伝統の味【容量】ふじむら骨
付鶏おやどり220g×2本、手羽
先5本入り230g×1袋

★やみつき注意の丸亀グルメ★
【容量】味付き骨付鳥若足5本

創業1969年老舗の自慢の味付け
をお届け致します。【容量】ふ
じむら骨付鶏わかどり240g×1
本、おやどり220g×1本、手羽
先5本入り×1

もちもちふわふわのベーグル【
容量】旅ベーグル×12個（6種
類2個づつ）

冷蔵

冷凍

冷蔵

冷凍

[№5341-0316]家庭用デコポン（
約4.5kg）

[№5341-0040]オリーブ茶20g（2
gティーバッグ10個入×3パック
）

[№5341-0395]アームズメソッド
焙煎ペルー・コチャパンパ珈琲

[№5341-0041]SweettapasSelect
ion②（スイートタパスセレクシ
ョン②）

11,000円

11,000円

11,000円

11,000円

ご家庭用！見た目は気にならな
い！方【容量】約4.5kg（15～2
8玉）

ポリフェノールたっぷり【容量
】オリーブ茶2gティーバッグ10
個入×3パック

「みどりのえがお珈琲」は、ア
ームズメソッド焙煎で安心・安
全・クリアな珈琲です。

「お酒に合うスイーツ」【容量
】赤ワインのためのサブレやパ
イフロマージュ、ケークショコ
ラ等、スイーツ10個

珈琲豆が日本に届くまで
常温

このカタログに掲載されている情報は

常温

常温

冷蔵

2022 年 12 月 09 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

丸亀市

ふるさと納税お礼の品一覧

[№5341-0039]簡単！かけうどん
6人前（ゆでうどん）（冷凍）

[№5341-0052]丸亀市猪熊弦一郎
現代美術館風呂敷馬グリーン（
ギフトボックス入り）

[№5341-0053]丸亀市猪熊弦一郎
現代美術館風呂敷馬ブルー（ギ
フトボックス入り）

[№5341-0045]かがわ県産品コン
クール優秀賞受賞！オリーブ牛
の角煮「金ラベル」2袋セット

11,000円

11,000円

11,000円

12,000円

お鍋で加熱するだけでお店の味
が楽しめる。【容量】かけうど
ん（うどん200g、かけつゆ350m
l）×6袋

猪熊弦一郎が手掛けた丸亀市立
中央図書館の壁画をモチーフに
した風呂敷です。
横糸に太さの違う糸を織り込ん
だ手触りの良い逸品です。

猪熊弦一郎が手掛けた丸亀市立
中央図書館の壁画をモチーフに
した風呂敷です。
横糸に太さの違う糸を織り込ん
だ手触りの良い逸品です。

トロける柔らかさに思わず「う
まいっっ！！」と感動！
丸亀の有名店、でんでん太鼓で
大人気の牛肉の角煮です。
香川県産オリーブ牛の「金ラベ

冷凍

常温

常温

冷凍

[№5341-0434]本場丸亀の骨付鳥
若・親各3本

[№5341-0373]さぬきの夢スコー
ン12個セット

[№5341-0486]のどかな讃岐路で
育った温州みかん約5kg

[№5341-0077]瀬戸内産鯛の味噌
漬（木箱）5切入

12,000円

12,000円

12,000円

12,000円

★やみつき注意の丸亀グルメ★
【容量】味付き骨付鳥若足、親
足各3本

香川県産小麦「さぬきの夢」10
0％、無添加生地のスコーンで
す。
一口食べると昔ながらの小麦の
香りが口いっぱいに広がり、そ

知られざるうどん県のみかん【
容量】みかん約5Kg

瀬戸内海で水揚げされた身の引
き締まった鯛を使って味噌漬に
しました！

冷凍

常温

※画像はイメージです。
常温

冷蔵

[№5341-0064]よしむら農園オー
ガニックおまかせ野菜セット①

[№5341-0461]とっておきのガレ
ットスペシャルセット1【離島配
送不可】

[№5341-0464]とっておきのガレ
ットmixセットM【離島配送不可
】

[№5341-0325]寳月堂の季節の上
生菓子詰合せ

12,000円

12,000円

12,000円

12,000円

よしむら農園は有機農業を行い
、安全でおいしい旬の野菜を栽
培しています。オーガニック野
菜をセットにしました。

随所にこだわりが輝るilPonte
の逸品【容量】とっておきのガ
レット6個
クジュールラスク（特選パルミ
ジャーノレッジャーノ）1箱（2

随所にこだわりが輝るilPonte
の逸品【容量】ガレット9個
ギフトボックス入り

日本の心を大切に。お菓子を通
じて、ご家族や、お仲間との会
話が増えることを願いながら、
ひとつづつ、丁寧にお作りして
います。登録文化財の工場で…

常温

冷蔵

このカタログに掲載されている情報は

常温

常温

冷凍

2022 年 12 月 09 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

丸亀市

ふるさと納税お礼の品一覧

[№5341-0063]おうちdeうどん職
人900g×2枚12人前（冷蔵）

[№5341-0404]味も人気もレジェ
ンド級！讃岐銘店のうどん

[№5341-0477]丸亀からお届け！
元祖さぬきゆでうどん20人前

[№5341-0046]数量限定！お肉の
ポン酢（希少糖使用）4本セット

12,000円

12,000円

12,000円

12,000円

あやうた製麺【容量】うどん生
地（生）900g×2枚、かけつゆ2
0ml×4個、つけつゆ20ml×4個
、釜玉醤油100ml×1本

最強の讃岐うどん詰め合わせセ
ット【容量】箱入山下うどん（
2人前）×1（麺250g×1、つゆ5
0ml×2）
箱入田村うどん（2人前）×1（

丸亀のうどん【容量】茹で麺20
0g×20袋
粉末だし×20袋（個別包装）

4種類の果汁を絶妙にブレンド
し、今話題の香川発カロリーゼ
ロの希少糖を贅沢に合わせまし
た。
優しい酸味の味わい深いポン酢

冷蔵

常温

常温

常温

[№5341-0318]ステーキハウス千
萬特製ドレッシング5本入り

[№5341-0065]本藍染シュシュと
バンダナセット

[№5341-0085]りぶやセットG（
骨付鳥カラドリ、親カットセッ
ト）

[№5341-0091]りぶやセットＢ（
骨付鳥＆スペアリブのセット）

12,000円

12,000円

13,000円

13,000円

ステーキハウス千萬の特製ドレ
ッシングがご家庭で楽しめます
！【容量】手作り木苺ドレッシ
ングフランボワーズ風味270ml
×2本

ひとつひとつ丁寧に染め上げた
シュシュは、普段使いやお出か
け、どんなシチュエーションで
も楽しめます。藍をもっと身近
に感じて欲しい！そんな気持…

スパイシーに味付けし鳥油で焼
き上げた噛みごたえのある親鳥
2本分を食べやすくカットして
います。定番のワカとセットに
しました。

丸亀名物の定番の骨付鳥若、香
川県産品のオリーブ豚を香川本
鷹トウガラシで仕込んだ辛口ス
ペアリブ、国産豚の辛口スペア
リブの食べ比べを楽しめるセ…

常温

常温

冷蔵

冷蔵

[№5341-0092]りぶやセットＣ（
骨付鳥＆スペアリブのセット）

[№5341-0070]まるぎょうセット
（水餃子）

[№5341-0074]ふじむら骨付鶏親
鳥3本セット

[№5341-0075]ふじむら骨付鶏若
鶏3本セット

13,000円

13,000円

13,000円

13,000円

丸亀名物定番の骨付若鳥と香川
本鷹トウガラシ他オリジナルス
パイスで仕込んだ甘口スペアリ
ブのセットです。

モチモチじゅわりな水餃子。【
容量】丸亀餃子×8個
えびプリ餃子×8個
ニラBoo餃子×8個
もち米焼売たべまい×6個

創業1969年老舗の自慢の味付け
をお届け致します。【容量】香
川県産親鶏220g×3本
（真空パック・冷蔵商品）

創業1969年老舗の自慢の味付け
をお届け致します。【容量】香
川県産若鶏240g×3本
（真空パック・冷蔵商品）

冷蔵

このカタログに掲載されている情報は

冷凍

冷蔵

冷蔵

2022 年 12 月 09 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

丸亀市

ふるさと納税お礼の品一覧

[№5341-0088]りぶやセットＤ（
オリーブ豚スペアリブのセット
）

[№5341-0480]さぬきの夢＆濃厚
カカオスコーン12個セット

[№5341-0058]丸亀産紅みかん約
5kg

[№5341-0323]大西のしょうゆ豆
定番10袋＋ピリ辛味2袋

13,000円

13,000円

13,000円

13,000円

オリーブ豚を丸亀の特産品「香
川本鷹トウガラシ」とオリジナ
ル甘だれで仕込んだ甘口スペア
リブと、スパイシーに仕上げた
辛口スペアリブのセットです…

秘かに話題の絶品スコーン【容
量】内容量：12個(さぬきの夢
スコーン×6個、濃厚カカオス
コーン×6個)
原料

甘くて美味しい！【容量】紅み
かん約5kg

そら豆を焙煎し秘伝の調味液に
漬けこんだ讃岐の郷土料理しょ
うゆ豆。香川県出身の方には懐
かしく、初めてお召し上がりに
なる方には、煮豆とは異なる…

冷蔵

常温

常温

常温

[№5341-0324]大西のしょうゆ豆
よくばりセット

[№5341-0069]あやうた製麺ゆで
うどん8人前（だし付き）［冷凍
］

[№5341-0083]あやうた製麺生う
どん8人前＆半生うどん6人前（
冷蔵）

[№5341-0370]本場丸亀の讃岐う
どん詰合せ30人前（3種×10人前
）

13,000円

13,000円

13,000円

13,000円

そら豆を焙煎し秘伝の調味液に
漬けこんだ讃岐の郷土料理しょ
うゆ豆と、大豆のしょうゆ豆や
煮豆など大西食品の商品が勢ぞ
ろい。いずれも食べきりサイ…

お店の味をご自宅でも。【容量
】ゆでうどん200g（1人前）×8
袋
かけつゆ250ml×4袋
ぶっかけつゆ150ml×4袋

ご自宅で本格讃岐うどんが楽し
める【容量】生うどん300g×4
個、半生うどん220g×3個、か
けつゆ20ml×4個、つけつゆ20m
l×4個、釜玉醤油100ml×1本

本場丸亀から3種のうどんをお
届け！
地元でも愛されるさぬきうどん
をご自宅でたっぷりとお楽しみ
頂けます。

常温

冷凍

冷蔵

常温

[№5341-0072]丸亀うちわ作り体
験（お土産付き）

[№5341-0103]オリーブ牛切落し
500g

[№5341-0093]りぶやセットＥ（
骨付鳥4本セット）

[№5341-0094]りぶやセットＦ（
骨付鳥親4本セット）

13,000円

14,000円

14,000円

14,000円

丸亀城内になるうちわ工房「竹
」でうちわ作り体験ができます
。

手塩にかけて育てられた香川県
を代表する銘柄「オリーブ牛」
。風味豊かな肉質で、肉本来の
旨味をお楽しみいただけます。
たっぷり入った500gの切落し…

「丸亀名物骨付鳥」といえばこ
れ！ご家族で楽しめる4本セッ
トです。

塩コショウ等で味付けし鳥油で
焼き上げた噛みごたえのあるオ
ヤです。ご家族で楽しめる4本
セットです。

※画像はイメージです。
常温

このカタログに掲載されている情報は

冷凍

※画像はイメージです。
冷蔵

冷蔵

2022 年 12 月 09 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

丸亀市

ふるさと納税お礼の品一覧

[№5341-0101]ふじむら丸亀手羽
先セット

[№5341-0102]せんもん餃子寺岡
商店餃子セット

[№5341-0113]●さぬきセット①
（スペアリブとおか泉のうどん
セット）

[№5341-0114]●さぬきセット②
（スペアリブとおか泉のうどん
セット）

14,000円

14,000円

14,000円

14,000円

地元で愛され続ける「味」をお
楽しみ下さい！【容量】手羽先
5本入り230g×5袋
（真空パック・冷蔵商品）

大人気の餃子です！一口は百聞
に如かず【容量】冷凍餃子（に
んにく無）30個入り×3パック

特製の甘口スペアリブは、香ば
しく、ジューシーに焼きあがっ
ています。讃岐うどんの名店「
おか泉」のうどんとセットにし
ました。

特製の甘口スペアリブは、香ば
しく、ジューシーに焼きあがっ
ています。讃岐うどんの名店「
おか泉」のうどんとセットにし
ました。

冷蔵

冷凍

冷蔵

冷蔵

[№5341-0098]さぬきの米おいで
まい10kg

[№5341-0376]【SetoSAFFRONSYR
UP】瀬戸サフランシロップ（270
g）

[№5341-0105]縁起のええまち丸
亀セット

[№5341-0381]行列のできる店！
おか泉さぬき半生うどん20人前
（麺のみ）

14,000円

14,000円

14,000円

14,000円

粒ぞろいの色白美人で米本来の
触感が楽しめる香川県オリジナ
ルの新しいお米「おいでまい」
です。

SetoSAFFRONで、ちいさな贅沢
を心ゆくまで。【容量】サフラ
ンシロップ270g×1本

丸亀を堪能できる！【容量】丸
亀手島産香川本鷹極上七味唐辛
子×1
丸亀手島産香川本鷹柚子七味唐
辛子×1

もっちり！でもコシしっかり！
【容量】さぬき半生うどん麺24
0g10袋入り

常温

常温

常温

常温

[№5341-0390]あやうた製麵冷凍
生うどん8人前

[№5341-0119]オリーブ牛（金ラ
ベル）バラすき焼き用600g

[№5341-0089]オリーブオイルで
焼き上げた丸亀名物骨付鳥3本セ
ット

[№5341-0115]●さぬきセット③
（骨付鳥＆スペアリブとおか泉
のうどんセット）

14,000円

15,000円

15,000円

15,000円

銘店の味をご自宅で【容量】冷
凍生うどん2人前300g×4個、冷
凍かけつゆ250ml×4個、冷凍ぶ
っかけつゆ150ml×4個

香川県を代表する銘柄牛「オリ
ーブ牛」。【容量】牛肉バラ60
0g

美容や健康に効果があるといわ
れているオリーブオイルで焼き
上げた丸亀名物骨付鳥です。焼
き上げた後、オリーブの葉をふ
りかけて真空パックしており…

スパイシーに味付けし焼き上げ
た骨付鳥ワカとオヤ、香川本鷹
トウガラシで仕込んだジューシ
ーなスペアリブと讃岐の名店「
おか泉」のうどんをセットに…

冷凍

このカタログに掲載されている情報は

冷凍

冷凍

冷蔵

2022 年 12 月 09 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

丸亀市

ふるさと納税お礼の品一覧

[№5341-0479]さぬきの夢スコー
ン3種16個セット

[№5341-0078]丸亀産みかん約10
kg

[№5341-0297]香緑キウイ（小玉
約2.5kg）

[№5341-0048]今が旬！丸亀季節
の果物セット（3～5種類）

15,000円

15,000円

15,000円

15,000円

秘かに話題の絶品スコーン【容
量】内容量：16個(さぬきの夢
スコーン×6個、濃厚カカオス
コーン×5個、なると金時スコ
ーン×5個)

美味しいみかんを約10kg！【容
量】みかん約10kg

一般的な品種よりも糖度が高く
、鮮やかな濃い緑色の果肉が特
徴です。香緑の糖度は15～16度
もの数値を示しています。一般
的な品種は12～14度であり、…

丸亀で採れたての新鮮なくだも
のをセットにしてお届けします
。

常温

常温

常温

※画像はイメージです。
冷蔵

[№5341-0123]飯南の桃のジェラ
ート11個セット

[№5341-0116]●寶月堂丸亀の銘
菓詰め合わせ

[№5341-0148]日本みつばちの純
粋蜂蜜大小セット

[№5341-0104]しょうゆ豆お好み
セット①

15,000円

15,000円

15,000円

15,000円

丸亀市自慢の「飯南の桃」で桃
を贅沢に使用してジェラートを
作りました。

丸亀らしさをぎゅっと1箱に。
【容量】銘菓六万石×6、京極
さま×3、まるがめ×3、まるが
め大型×1、丸亀お城もなか×2
、丸亀うちわせんべい×4、栗

たれ蜜だけを瓶詰めしました！
【容量】蜂蜜瓶大150g1個、小1
00g1個

香川県の食卓を飾る1品！【容
量】・しょうゆ豆170g×7
・こんぶ豆180g×2
・ピリ辛しょうゆ豆90g×1
・金時豆160g×2

※画像はイメージです。
冷凍

常温

常温

常温

[№5341-0121]おうちdeうどん職
人900g×1枚＆半生うどん10人前
（冷蔵）

[№5341-0433]丸亀の銘店なかむ
らうどん半生うどん18食セット

[№5341-0106]丸亀城とニッカリ
青江脇指グッズセット

[№5341-0127]丸亀市猪熊弦一郎
現代美術館バッグ馬ブラック

15,000円

15,000円

15,000円

15,000円

あやうた製麺【容量】うどん生
地（生）900g×1枚、半生うど
ん220g×5個、かけつゆ20ml×6
個、つけつゆ20ml×6個、釜玉
醤油100ml×1本

行列2時間待ち！？繁盛店のう
どん【容量】半生うどん（300g
）×6袋かけつゆ12袋
特製醤油（200ml）1本

お城好き、刀好きな方、必見！
【容量】丸亀城アクリルパネル
スタンド×1、ニッカリ青江脇
指アクリルパネルスタンド×1
、丸亀城家紋付耳かき×1、丸

猪熊の描いた馬が両面にプリン
トされた黒色のトートバッグで
す。
表面にビニールコーティングを
施してあるため、汚れや水がふ

冷蔵

このカタログに掲載されている情報は

常温

常温

常温

2022 年 12 月 09 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

丸亀市

ふるさと納税お礼の品一覧

[№5341-0128]丸亀市猪熊弦一郎
現代美術館バッグ馬ホワイト

[№5341-0142]丸亀限定おいりセ
ット

[№5341-0474]（株）ウチダボッ
クスティッシュ20箱定期便（計3
回3か月に1回）

[№5341-0152]讃岐三畜焼肉食べ
比べセット（オリーブ牛豚鶏）

15,000円

15,000円

15,000円

16,000円

猪熊の描いた馬が両面にプリン
トされた白色のトートバッグで
す。
表面にビニールコーティングを
施してあるため、汚れや水がふ

古くより伝わる丸亀のお菓子「
おいり」をデザインしたオリジ
ナルグッズです。

ティッシュを3か月に1回定期的
にお届け！（計3回）【容量】
平型ボックスティッシュ100W×
20個入を計3回お届け
（合計60箱）

讃岐三畜を一度に楽しめる！【
容量】オリーブ牛ロース（200g
）/オリーブ豚ロース（200g）/
オリーブコーチンモモ（200g）

常温

※画像はイメージです。
常温

常温

定期

冷凍

[№5341-0153]オリーブ牛（金ラ
ベル）ロースステーキ1枚

[№5341-0146]●丸亀名物骨付鳥
5本セット

[№5341-0157]さぬきの米おいで
まい（無洗米）10kg

[№5341-0135]旅ベーグル（冷凍
便）20個セット

16,000円

16,000円

16,000円

16,000円

きめが細かく柔らかいオリーブ
牛をお楽しみ下さい。【容量】
牛肉ロースステーキ250g×1

丸亀名物の骨付鳥を真空パック
にしました。5本入り。

粒ぞろいの色白美人で米本来の
触感が楽しめる香川県オリジナ
ルの新しいお米「おいでまい」
です。

もちもちふわふわのベーグル【
容量】旅ベーグル×20個（10種
類×2個）

※画像はイメージです。
※入金確認後、随時発送いたし
冷凍

冷凍

常温

冷凍

[№5341-0134]JＡ丸亀産さぬき
ひめ苺8パック

[№5341-0485]のどかな讃岐路で
育った温州みかん約10kg

[№5341-0137]讃岐さーもん1尾
まるごと

[№5341-0136]讃岐でんぶく（香
川県産天然なしふぐ）1kg

16,000円

16,000円

16,000円

16,000円

赤色が鮮やかで、大きな果実が
特徴いちごです。まるまるっと
した形がかわいらしい「さぬき
ひめ」です。

知られざるうどん県のみかん【
容量】みかん約10Kg

香川の海で卵から出荷まで徹底
管理する、安心な生のサーモン
です。讃岐自慢の本物のサーモ
ンを味わってください。

お鍋、から揚げ、天ぷらなどで
お召し上がりいただけます。
トラフグにも劣らない味わいと
歯ごたえをぜひご堪能ください
。

冷蔵

このカタログに掲載されている情報は

常温

冷凍

冷凍

2022 年 12 月 09 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

丸亀市

ふるさと納税お礼の品一覧

[№5341-0465]とっておきのガレ
ットmixセットL【離島配送不可
】

[№5341-0109]丸亀無添加アイス
5種10個セット

[№5341-0145]瀬戸の宝箱まんで
がん丸亀①

[№5341-0143]丸亀名物骨付鳥「
とり奉行骨付じゅうじゅう」セ
ット

16,000円

16,000円

16,000円

16,000円

随所にこだわりが輝るilPonte
の逸品【容量】ガレット12個
ギフトボックス入り

化学的なものを一切使ってない
アイスシリーズ！【容量】丸亀
無添加アイスシリーズ（チャコ
リ・オリーブの葉・香川本鷹・
しょうゆ豆・飯南桃）各種2個

丸亀の名産品が集結！！【容量
】大西しょうゆ豆170g×2袋、
則包商店おいり1箱、おか泉半
生うどんだし付（4人前）×2袋
、竹うちわ×1本

「とり奉行骨付じゅうじゅう」
5点セット！【容量】じゅうじ
ゅうクッション、じゅうじゅう
顔ストラップ（小）、じゅうじ
ゅうボールペン、骨付鳥クリ…

常温

冷凍

常温

常温

[№5341-0144]丸亀城オリジナル
グッズセット

[№5341-0138]丸亀市猪熊弦一郎
現代美術館陶額インテリアアー
ト

[№5341-0141]本藍染腹巻き

[№5341-0150]オリーブ綿混着圧
ハイソックス3色セット

16,000円

16,000円

16,000円

16,000円

丸亀市のシンボル「丸亀城」の
オリジナルグッズセットです。

手ごろなサイズの陶額は、お部
屋の場所を選ばずに飾ることが
できます。
(掛け紐付き）

ほどよい柔らかさとフィット感
のある藍染の腹巻きです。藍染
職人Tonbiiさんのオススメのポ
イントは「つけごこちさいこ～
」

脚の疲れやむくみ予防に・・・
心地よい着圧ソックス【容量】
Ｍ～Lサイズブラック・ベージ
ュ・ネイビー各1足

※画像はイメージです。
※入金確認後、随時発送いたし
常温

常温

常温

常温

[№5341-0151]オリーブおやすみ
綿混着圧オーバーニー3色セット

[№5341-0163]オリーブ牛（金ラ
ベル）モモ・バラ焼肉用500g

[№5341-0160]ふじむら骨付鶏わ
か2本おや2本セット

[№5341-0315]デコポン（約2.8k
g）

16,000円

17,000円

17,000円

17,000円

リラックスタイムに心地よい履
き心地・・・着圧オーバーニー
【容量】Ｍ～Lサイズブラック
モカオリーブ各1足

讃岐育ちのオリーブ牛！で焼肉
をお楽しみ下さい。【容量】牛
肉モモ・バラ500g

地元で愛され続ける「味」をお
楽しみ下さい！【容量】ふじむ
ら骨付鶏わかどり240g×2本、
おやどり220g×2本
（真空パック・冷蔵商品）

瀬戸内の温暖な気候で育ちまし
た。【容量】約2.8kg化粧箱（7
～12玉）

常温

このカタログに掲載されている情報は

冷凍

冷蔵

常温

2022 年 12 月 09 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

丸亀市

ふるさと納税お礼の品一覧

[№5341-0391]国産さぬきドリー
ムバナナ〈香川産〉ギフトBOX5
本セット

[№5341-0162]オリーブはまち味
噌漬け8切れ

[№5341-0159]ミロクビール6本
セット

[№5341-0155]【丸亀市讃岐広島
産】低温圧搾えごま油2本セット
（栽培期間中農薬不使用）

17,000円

17,000円

17,000円

17,000円

かがわで育ったプレミアムバナ
ナ【容量】香川産バナナ品種グ
ロスミッシェル1本140g～160g
計5本化粧箱入り

新鮮！瀬戸内の味覚をお届け致
します。【容量】オリーブはま
ち味噌漬け約100g×8切れ

丸亀市初のビール醸造所です。
ヨーロッパの伝統的なスタイル
のビールから、瀬戸内レモンや
うどんを使ったビールなど、幅
広い種類のビールを醸造し…

農薬不使用、低温圧搾で丁寧に
絞ったえごま油です。【容量】
讃岐広島産低温圧搾えごま油2
本

常温

冷凍

冷蔵

常温

[№5341-0458]変幻自在な薄型テ
ーブルレッグ鉄の足plate1セッ
ト

[№5341-0147]かがわ県産品コン
クール優秀賞受賞！オリーブ牛
の角煮「金ラベル」3袋セット

[№5341-0165]さぬきの米「おい
でまい無菌パック」48パックお
届け！

[№5341-0158]貯蔵デコポン（約
2.7kg）

17,000円

18,000円

18,000円

18,000円

キャンプでも自宅でも大活躍の
テーブルレッグ【容量】素材ス
チール（塗装）
本体サイズ
約W316×H165D3.2（mm）

昭和63年創業みそしゃぶ専門店
でんでん太鼓で大人気の牛肉の
角煮です。
香川県産オリーブ牛の「金ラベ
ル」のみを使用し、話題の香川

「おいでまい」を新鮮で便利な
無菌パックでお届けします。
お昼のお弁当に、急なお夜食に
、便利にお召し上がりください
。また常備用としてもご利用…

初夏限定、超貴重な一品！【容
量】約2.7kg化粧箱入り（7～12
玉）

常温

冷凍

常温

常温

[№5341-0295]香緑キウイ（約1.
4kg）

[№5341-0296]香緑キウイ（約3k
g）

[№5341-0178]瀬戸内海産海の幸
串揚げ（湯葉衣）

[№5341-0179]瀬戸内海産海の幸
串揚げ（生パン粉・湯葉衣）

18,000円

18,000円

18,000円

18,000円

一般的な品種よりも糖度が高く
、鮮やかな濃い緑色の果肉が特
徴です。「香緑」という名は、
香川県の自然豊かな緑の美しさ
と、キウイフルーツの果肉の…

一般的な品種よりも糖度が高く
、鮮やかな濃い緑色の果肉が特
徴です。香緑の糖度は15～16度
もの数値を示しています。一般
的な品種は12～14度であり、…

瀬戸内海に育まれた魚介類を湯
葉衣にしたオリジナル商品です
。
湯葉は京都産、串ネタは瀬戸内
海産と、食材にこだわっていま

瀬戸内海に育まれた魚介類を、
湯葉とパン粉それぞれ2本ずつ
の衣にしたオリジナル商品です
。
湯葉は京都産、生パン粉は2mm

常温

このカタログに掲載されている情報は

常温

冷凍

冷凍

2022 年 12 月 09 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

丸亀市

ふるさと納税お礼の品一覧

[№5341-0462]とっておきのガレ
ットスペシャルセット2-8【離島
配送不可】

[№5341-0167]myscreamオリジナ
ルアイスクリームセット

[№5341-0177]日本みつばちの純
粋蜂蜜大2個セット

[№5341-0176]骨付鳥味さぬき焼
うどん（12袋セット）

18,000円

18,000円

18,000円

18,000円

随所にこだわりが輝るilPonte
の逸品【容量】とっておきのガ
レット8個
クジュールラスク（特選パルミ
ジャーノレッジャーノ、香ばし

東京から丸亀に移転した「旅ベ
ーグル」のオリジナルアイスク
リームセットです。
「myscream」のアイスクリーム
は、旅ベーグル謹製の自家製ジ

四季折々の花から蜜を集めて採
蜜するため、季節により蜂蜜の
色や香り・味なども異なり、違
った味わいを楽しめるのが日本
みつばちの蜂蜜の魅力です。…

骨付鳥の味を、鶏肉の肉汁と旨
味成分を抽出した油、コショウ
とにんにくでスパイシーに再現
。鶏肉と野菜を一緒に炒めるだ
けで簡単に調理できる焼うど…

常温

冷凍

常温

常温

[№5341-0405]讃岐うどんのオー
ルスター！讃岐名匠列伝

[№5341-0169]【革製品キーリン
グ】「KeyClip（キークリップ）
」～カカオ～

[№5341-0170]【革製品キーリン
グ】「KeyClip（キークリップ）
」～バニラ～

[№5341-0171]【革製品キーリン
グ】「KeyClip（キークリップ）
」～抹茶～

18,000円

18,000円

18,000円

18,000円

究極の讃岐うどん店詰め合わせ
セット【容量】竹清うどん-麺
：250g×1ヶつゆ：25ml×2ヶ
さか枝うどん麺：250g×1ヶつゆ：50g×2ケ

「もう鍵はなくさない」そんな
発想から生まれたキークリップ
。マグネットの磁力でバッグな
どにクリップでき、冷蔵庫やデ
スクなどのスチール部分にく…

「もう鍵はなくさない」そんな
発想から生まれたキークリップ
。マグネットの磁力でバッグな
どにクリップでき、冷蔵庫やデ
スクなどのスチール部分にく…

「もう鍵はなくさない」そんな
発想から生まれたキークリップ
。マグネットの磁力でバッグな
どにクリップでき、冷蔵庫やデ
スクなどのスチール部分にく…

常温

常温

常温

常温

[№5341-0172]【革製品キーリン
グ】「KeyClip（キークリップ）
」～フランボワーズ～

[№5341-0327]丸亀うちわ玉子型
風神雷神セット

[№5341-0326]丸亀うちわ無地箱

[№5341-0435]本場丸亀の骨付鳥
若・親各5本

18,000円

18,000円

18,000円

19,000円

「もう鍵はなくさない」そんな
発想から生まれたキークリップ
。マグネットの磁力でバッグな
どにクリップでき、冷蔵庫やデ
スクなどのスチール部分にく…

丸亀うちわマイスター「西条久
」作です。
一本の竹から作り出される「玉
子型塗り風神雷神」は、竹を山
から切り出すところから、竹骨

一番シンプルで人気の形の丸亀
うちわを集めた無地箱です。持
ち手が丸い丸柄うちわは、繊細
で優美な形状です。持ち手が平
たい形状の平柄うちわは、大…

★やみつき注意の丸亀グルメ★
【容量】味付き骨付鳥若足、親
足各5本

常温

このカタログに掲載されている情報は

常温

常温

冷凍

2022 年 12 月 09 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

丸亀市

ふるさと納税お礼の品一覧

[№5341-0443]骨付き鳥セット

[№5341-0129]［味感真寿美］丸
亀名物骨付鳥若鶏5本セット

[№5341-0181]きさらぎ季節のお
菓子セット

[№5341-0166]●SweettapasSele
ction①（スイートタパスセレク
ション①）

19,000円

19,000円

19,000円

19,000円

香川県丸亀市で昔から愛され続
けられている骨付き鳥。
今も昔も変わらない味付けで子
供から大人まで親しまれている
伝統料理です。

和食職人歴40年以上の経験から
の味付け！【容量】香川県産若
鶏×5本
（真空パック・冷蔵商品）

風光明媚な讃岐富士のおひざも
と、昭和48年の創業以来、自社
で製造し、自社で販売。
選び抜かれた素材を使ったお菓
子を季節によっておすすめする

お酒に合う大人のスイーツです
！【容量】「赤ワインのための
ショコラ」や「いちごチョコ」
を含むショコラ、ラスク、サブ
レ、焼菓子など13点

冷凍

冷蔵

常温

冷蔵

[№5341-0382]幸せのフルーツバ
ターセット（2種/各2個ずつ）

[№5341-0182]瀬戸の宝箱まんで
がん丸亀②

[№5341-0185]あやうた製麺半生
うどん＆丸亀うちわ（源右衛門
）セット

[№5341-0191]讃岐のねぎとうど
んセット

19,000円

19,000円

19,000円

19,000円

①真っ赤な完熟いちごを贅沢に
使用した自家製のいちごバター
。苺の果肉とバターの濃厚さの
ハーモニーが絶妙！！濃厚なの
にさっぱりした味わいです。

1箱の中に、丸亀の名産品を集
めました！！
丸亀をたっぷり感じることがで
きるセットです。

うどんの醍醐味をお楽しみ下さ
い！【容量】半生うどん2人前2
20g×2
つけつゆ20ml×2
かけつゆ20ml×2

厳選した国産小麦100％を使用
した讃岐うどんと、ねぎ作り一
筋20年のねぎ農家村山さんが丹
精込めて育てたシャキシャキの
ねぎを新鮮なままお届けいた…

冷蔵

常温

常温

冷蔵

[№5341-0187]丸亀市猪熊弦一郎
現代美術館オリジナル陶額フェ
イス1

[№53410386]ホーロー鉄Pan

[№53417040]0386ホーロー鉄Pan
マットブラック

[№53417041]0386ホーロー鉄Pan
サンドベージュ

19,000円

19,000円

19,000円

19,000円

手ごろなサイズで、お部屋の場
所を選ばずに飾ることができま
す。（掛け紐付き）
丸亀市猪熊弦一郎現代美術館で
も人気シリーズの陶額。

ホーロー仕上げのフライパン。
鉄フライパンは熱伝導率がよく
、高い温度で調理できます。
調理したあとはそのままお皿と
してテーブルへ。おしゃれと…

ホーロー仕上げのフライパン。
鉄フライパンは熱伝導率がよく
、高い温度で調理できます。
調理したあとはそのままお皿と
してテーブルへ。おしゃれと…

ホーロー仕上げのフライパン。
鉄フライパンは熱伝導率がよく
、高い温度で調理できます。
調理したあとはそのままお皿と
してテーブルへ。おしゃれと…

常温

このカタログに掲載されている情報は

常温

常温

常温

2022 年 12 月 09 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

丸亀市

ふるさと納税お礼の品一覧

[№5341-0472]丸亀うちわ涼猫（
ハチワレ）セット

[№5341-0183]あやうた製麺半生
うどん＆丸亀うちわ（丸竹大2枚
）セット

[№5341-0328]丸亀うちわ福箱

[№5341-0192]ふじむら骨付鶏若
鶏2本＆親鳥2本＆手羽先5本入り
セット

19,000円

19,000円

19,000円

20,000円

丸亀うちわ伝統工芸士「兵頭恵
子」作です。山から竹を切りだ
し、竹骨を作り和紙を貼るまで
一貫して政策しています。小ぶ
りなうちわ制作を得意として…

生地打ちに拘り、のど越しに美
味しさが伝わります！【容量】
半生うどん2人前220g×4
つけつゆ20ml×4
かけつゆ20ml×4

代表的な丸亀うちわの形を盛り
だくさん詰め込んだ福箱です。
〇金渋うちわは、火おこしで有
名な丸亀うちわです。柿渋を塗
り、網が入っているので破…

1969年創業地元で愛され続ける
「味」をお楽しみ下さい！【容
量】ふじむら骨付鶏わかどり24
0g×2本、おやどり220g×2本、
手羽先5本入り×1

常温

常温

常温

冷蔵

[№5341-0184]●丸亀名物まるっ
と骨付鳥THEPARTY

[№5341-0189]きさらぎ銘菓セッ
ト

[№5341-0378]【SetoSAFFRONSYR
UP】瀬戸サフランシロップ（2本
セット）

[№5341-0174]しょうゆ豆お好み
セット②

20,000円

20,000円

20,000円

20,000円

秘伝のスパイスに48時間漬け込
んだ究極の骨付鳥！
丸亀名物の骨付鳥をまるごと焼
き上げました。
どこを食べても丸亀骨付鳥。総

風光明媚な讃岐富士のおひざも
と、昭和48年の創業以来、自社
で製造し、自社で販売。
「きさらぎ」の代表銘菓「讃州
最中」と「高瀬茶」を使った羊

SetoSAFFRONで、ちいさな贅沢
を心ゆくまで。【容量】サフラ
ンシロップ130g×1本
サフランシロップ270g×1本

お豆を食べて元気一杯！【容量
】・しょうゆ豆170g×10
・こんぶ豆180g×2
・ピリ辛しょうゆ豆90g×2
・金時豆160g×2

冷蔵

常温

常温

常温

[№5341-0379]おか泉の半生麺・
生じょうゆ入りセットさぬきう
どん行列のできる店

[№5341-0195]【野田琺瑯コラボ
】いのくまさんの琺瑯3種セット

[№5341-0190]藍染めスタイとベ
ビー用レッグウォーマー

[№5341-0188]藍染うちわ（烏天
狗）

20,000円

20,000円

20,000円

20,000円

大型クルーズ船に招待シェフと
して航海に帯同し［讃岐うどん
］を振舞った経験をもつ店主。
国内産小麦をブレンドした、な
めらかなのど越しともっち…

丸亀市ゆかりの画家・猪熊弦一
郎氏の作品をモチーフとし、野
田琺瑯とコラボした「いのくま
さんの琺瑯」。
琺瑯はにおい移りもしにくく、

自然原料のみを使う肌に優しい
藍染めの麻の葉柄スタイとレッ
グウォーマーのセットです。
麻の葉は4ヵ月で4ｍになるほど
成長が早く、まっすぐにどん…

徳島伝統の藍染と丸亀うちわを
融合し、防虫剤を一切使用して
いない地球や人に優しいうちわ
です。
海外からもJapanBlueと称され

常温

このカタログに掲載されている情報は

常温

常温

常温

2022 年 12 月 09 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

丸亀市

ふるさと納税お礼の品一覧

[№5341-0193]天守団扇【究】

[№5341-0196]ふじむら骨付鶏わ
かどり5本セット

[№5341-0198]ふじむら骨付鶏お
やどり5本セット

[№5341-0199]旅ベーグルおたの
しみセット②

20,000円

21,000円

21,000円

21,000円

藍染めの竹骨にニッカリ青江の
銘が入ったうちわです。京極家
を護ったニッカリ青江と「打ち
払う」が語源の魔除けとしての
うちわの融合。手軽に持ち歩…

1969年創業地元で愛され続ける
「味」をお楽しみ下さい！【容
量】香川県産若鶏240g×5本
（真空パック・冷蔵商品）

1969年創業地元で愛され続ける
「味」をお楽しみ下さい！【容
量】香川県産親鶏220g×5本
（真空パック・冷蔵商品）

もちもちふわふわのベーグル【
容量】旅ベーグル×14（7種類2
個ずつ）、自家製ジャム×2、
自家製燻製塩（SetouchiSmoked
SeaSalt）×1、自家製ホットソ

常温

冷蔵

冷蔵

常温

[№5341-0197]いのくまさんのお
やつ缶3種セット

[№5341-0203]丸亀調味料セット
（8点セット）

[№5341-0471]丸亀うちわ網入り
渋うちわセット

[№5341-0330]丸亀うちわ富嶽箱

21,000円

21,000円

21,000円

21,000円

猪熊弦一郎氏の作品をモチーフ
に作られた「いのくまさんのお
やつ缶」は丸亀市と丸亀市近隣
の3つの菓子店がそれぞれの作
品にちなんだ焼き菓子をぎゅ…

丸亀の素材を使った個性的な調
味料のセット【容量】丸亀手島
産香川本鷹極上七味唐辛子、丸
亀手島産香川本鷹柚子七味唐辛
子、丸亀手島産香川本鷹ホー…

丸亀うちわ伝統工芸士「長谷川
秋義」作です。
一本の竹から作りだされる「網
入り渋うちわ」は、山から竹を
切り出すところから、竹骨を作

形状の違う丸亀うちわ3種セッ
トです。
大万月の扇面は、丸く大きいの
で風が良く起こり、お客様を扇
いでおもてなしするのによく使

常温

常温

常温

常温

[№5341-0394]アームズメソッド
焙煎ガラパゴスの宝石Coffee

[№5341-0205]【丸亀店限定】ス
テーキハウス千萬丸亀ランチコ
ース（2名様）

[№5341-0207]オリーブ牛切落し
1kg

[№5341-0206]]よしむら農園オ
ーガニックおまかせ野菜セット
②

22,000円

22,000円

23,000円

23,000円

「みどりのえがお珈琲」は、ア
ームズメソッド焙煎で安心・安
全・クリアな珈琲です。

大切なご家族、ご友人と極上の
時間を。【容量】（メニュー）
スープ・サラダ・ヒレステーキ
（80g）・焼き野菜・パン又は
ライス・デザート・コーヒー

香川県を代表する銘柄「オリー
ブ牛」。【容量】牛肉切落し1k
g

（有機JAS認証野菜）を2回お届
けします【容量】オーガニック
おまかせ野菜セット（有機JAS
認定野菜）×2

珈琲豆が日本に届くまで
常温

このカタログに掲載されている情報は

常温

冷凍

常温

冷蔵

定期

2022 年 12 月 09 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

丸亀市

ふるさと納税お礼の品一覧

[№5341-0208]丸亀うちわと藍染
手ぬぐいセット

[№5341-0457]タフなのに薄くて
軽いホーローミニテーブルA4サ
イズ

[№5341-0331]丸亀うちわインデ
ン3本セット

[№5341-0329]丸亀うちわ縁起箱

23,000円

23,000円

23,000円

23,000円

藍染職人Tonbiiiさんのオリジ
ナルうちわと手ぬぐいのセット
です。
藍染めされた生地は防虫、消臭
、保湿、肌を守る紫外線防止効

折りたためるキャンプテーブル
【容量】材質
天面：スチール（ホーロー加工
）、脚部：ステンレス

丸亀うちわインデン3種セット
です。
扇面の紙は、和紙に漆で模様を
つけた民芸紙インデンです。縁
起の良い和柄で、扇面の形状も

うちわは、難を扇ぎ払う縁起物
。縁起の良い鯛と招き猫の縁起
尽くしの箱です。
縁起箱の3本のうちわはすべて
、丸亀うちわ伝統工芸士兵頭恵

常温

常温

常温

常温

[№5341-0202]かがわ県産品コン
クール優秀賞受賞！オリーブ牛
の角煮「金ラベル」4袋セット

[№5341-0322]みそしゃぶセット
A5ランクオリーブ牛切落し＆讃
岐うどん（2～3人前）

[№5341-0456]タフなのに薄くて
軽いホーローミニテーブルA3サ
イズ

[№5341-0212]丸亀市猪熊弦一郎
現代美術館いのくまさんのとり
時計

24,000円

25,000円

26,000円

27,000円

昭和63年創業みそしゃぶ専門店
でんでん太鼓で大人気の牛肉の
角煮です。
香川県産オリーブ牛の「金ラベ
ル」のみを使用し、話題の香川

全国的にも珍しいしゃぶしゃぶ
です。国産原料にもこだわり、
安心安全をモットーにお作りし
ております。
口の中に広がる味噌だしと柔ら

折りたためるキャンプテーブル
【容量】材質
天面：スチール（ホーロー加工
）、脚部：ステンレス

猪熊弦一郎が晩年に好んで描い
たモチーフの時計です。
壁にかけることはもちろん、付
属のスタンドを使えば置いて飾
ることも可能です。

冷凍

冷凍

常温

常温

[№5341-0209]【冬の定期便3回
】丸亀自慢のフルーツ【離島エ
リア配送不可】

[№5341-0455]TAKIBEKETTLE

[№5341-0213]丸亀市猪熊弦一郎
現代美術館猪熊猪口（すわり猫
・頭上猫・魚たち）セット

[№5341-0214]本藍染ストール①

28,000円

29,000円

29,000円

29,000円

丸亀育ちの冬の果実をお楽しみ
下さい！【容量】1回目：さぬ
きひめ苺約250g×4パック
2回目：紅ほっぺ苺約250g×4パ
ック

デザイン性と機能性を兼ね備え
たケトル【容量】材質
ホーロー用鋼板（底厚0.8mm）

そば猪口としてはもちろん、湯
呑にも使えます。
贈り物にもおすすめです。

サイズ

※画像はイメージです。

天然の材料から生まれる空や海
、地球のような美しい青色に魅
せられ、藍染の魅力を伝えてい
くべく丸亀に工房を構えたTonb
iiiさんが丁寧に染め上げた…

冷蔵

定期

このカタログに掲載されている情報は

常温

常温

常温

2022 年 12 月 09 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

丸亀市

ふるさと納税お礼の品一覧

[№5341-0478]（株）ウチダボッ
クスティッシュ20箱定期便(計6
回/2か月に1回）

[№5341-0332]丸亀うちわ丸亀城
5本セット

[№5341-0217]フタオクロック（
マンホールデザイン木製彫刻掛
け時計）

[№5341-0333]丸亀うちわ漆竹丸
亀うちわ1本

30,000円

30,000円

31,000円

31,000円

ティッシュを計6回/2か月毎に
お届け！【容量】平型ボックス
ティッシュ100W×20個入を計6
回お届け
ティッシュ1箱あたりのサイズ

城下町丸亀のシンボルとして愛
され続ける丸亀城。日本一小さ
な天守は、全国に現存する木造
天守12城の一つで、国の重要文
化財です。市民に愛され続け…

マンホールカードでもお馴染み
の、全国ご当地マンホール蓋デ
ザインがカタチを変え、
かっこいい木製彫刻掛け時計と
して生まれました！

丸亀うちわの伝統的な形である
小判型元貼竹うちわです。曲線
が優美な持ち手は、竹をレーザ
ー彫刻し、「香川漆器」の職人
が丁寧に漆塗りで仕上げまし…

常温

常温

常温

常温

[№5341-0221]オリーブ牛（金ラ
ベル）ロースステーキ2枚

[№5341-0220]オリーブ綿混着圧
ハイソックス・オーバーニー各3
色セット

[№5341-0222]オリーブ牛（金ラ
ベル）モモ・バラ焼肉用1kg

[№5341-0226]【革製品キーケー
ス】「スライディングキーズclo
che」～ブラック～

32,000円

32,000円

33,000円

35,000円

きめが細かく柔らかいオリーブ
牛。【容量】牛肉ロースステー
キ250g×2

心地よい着圧・・・ハイソック
スとオーバーニーのセット【容
量】Ｍ～Lサイズハイソックス
（ブラック・ベージュ・ネイビ
ー各1足）

オリーブ牛「金ラベル」を堪能
。【容量】牛肉モモ・バラ1kg

OMOTENASHISelection（おもて
なしセレクション）2020受賞【
容量】キーケース（ブラック）
×1
サイズ：W71×H128×D15mm、重

冷凍

常温

冷凍

[№5341-0227]【革製品キーケー
ス】「スライディングキーズclo
che」～ブルー～

[№5341-0228]【革製品キーケー
ス】「スライディングキーズclo
che」～ライトブルー～

[№5341-0229]【革製品キーケー
ス】「スライディングキーズclo
che」～レッド～

[№5341-0230]【革製品キーケー
ス】「スライディングキーズclo
che」～オレンジ～

35,000円

35,000円

35,000円

35,000円

OMOTENASHISelection（おもて
なしセレクション）2020受賞【
容量】キーケース（ブルー）×
1
サイズ：W71×H128×D15mm、重

OMOTENASHISelection（おもて
なしセレクション）2020受賞【
容量】キーケース（ライトブル
ー）×1
サイズ：W71×H128×D15mm、重

OMOTENASHISelection（おもて
なしセレクション）2020受賞【
容量】キーケース（レッド）×
1
サイズ：W71×H128×D15mm、重

OMOTENASHISelection（おもて
なしセレクション）2020受賞【
容量】キーケース（オレンジ）
×1
サイズ：W71×H128×D15mm、重

このカタログに掲載されている情報は

2022 年 12 月 09 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

丸亀市

ふるさと納税お礼の品一覧

[№5341-0233]中津万象園入園・
丸亀美術館入館・懐風亭「京極
御膳」セット（ペアチケット）

[№5341-0215]みそしゃぶセット
Ａ5ランクオリーブ牛＆讃岐うど
ん（2～3人前）

[№5341-0372]GUARDIANセキュリ
ティキーリング

[№5341-7032]0372GUARDIANセキ
ュリティキーリングブラック

36,000円

37,000円

37,000円

37,000円

歴史とグルメで丸亀市を堪能！
！【容量】・「中津万象園・丸
亀美術館」の入園入館券2名様
分
・「味処懐風亭」の料理チケッ

味噌仕立てのお出汁に選りすぐ
りの牛肉をしゃぶしゃぶ。【容
量】A5ランクオリーブ牛（特選
ロース）360g、本生讃岐うどん
（国産小麦使用）150g×2、味

高性能なセキュリティタグが内
蔵された、キーリング。様々な
鍵がつけられる二重リング（小
）3個付き。動き・距離を感知
し、スマホとBluetoothで連携

高性能なセキュリティタグが内
蔵された、キーリング。様々な
鍵がつけられる二重リング（小
）3個付き。動き・距離を感知
し、スマホとBluetoothで連携

常温

冷凍

常温

常温

[№5341-7033]0372GUARDIANセキ
ュリティキーリングブルー

[№5341-7034]0372GUARDIANセキ
ュリティキーリングキャメル

[№5341-7035]0372GUARDIANセキ
ュリティキーリングレッド

[№5341-7036]0372GUARDIANセキ
ュリティキーリンググリーン

37,000円

37,000円

37,000円

37,000円

高性能なセキュリティタグが内
蔵された、キーリング。様々な
鍵がつけられる二重リング（小
）3個付き。動き・距離を感知
し、スマホとBluetoothで連携

高性能なセキュリティタグが内
蔵された、キーリング。様々な
鍵がつけられる二重リング（小
）3個付き。動き・距離を感知
し、スマホとBluetoothで連携

高性能なセキュリティタグが内
蔵された、キーリング。様々な
鍵がつけられる二重リング（小
）3個付き。動き・距離を感知
し、スマホとBluetoothで連携

高性能なセキュリティタグが内
蔵された、キーリング。様々な
鍵がつけられる二重リング（小
）3個付き。動き・距離を感知
し、スマホとBluetoothで連携

常温

常温

常温

常温

[№5341-0234]おうちでディナー
バスクチーズケーキ、オリーブ
牛ロースステーキ2枚

[№5341-0236]丸亀市猪熊弦一郎
現代美術館陶額顔20

[№5341-0237]丸亀市猪熊弦一郎
現代美術館スカーフ顔31

[№5341-0238]丸亀市猪熊弦一郎
現代美術館スカーフ黄色の星座
イエロー

38,000円

39,000円

39,000円

39,000円

ステーキとケーキのスペシャル
なセットです。【容量】バスク
チーズケーキ1個、牛肉ロース
ステーキ250g×2

人気の顔シリーズの陶額です。
手ごろなサイズで場所を選ばず
飾ることができます。

猪熊弦一郎の31の顔が描かれた
作品をそのままスカーフにしま
した。

黄色と黒のコントラストと艶や
かな絹の素材感が素敵なスカー
フです。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

冷凍

このカタログに掲載されている情報は

常温

常温

常温

2022 年 12 月 09 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

丸亀市

ふるさと納税お礼の品一覧

[№5341-0349]ilPonteとってお
きのガレットセットLL（ガレッ
トブルトンヌ、ラスク）【配達

[№5341-0459]オオクワガタオス
・メス1ペア（各1匹・香川県産
）

[№5341-0240]ふじむら骨付鶏若
鶏10本セット

[№5341-0241]ふじむら骨付鶏若
鶏5本＆親鶏5本セット

40,000円

41,000円

43,000円

43,000円

イルポンテでは安心して美味し
く召し上がっていただけること
を大切に、余計なものを入れず
生産者の方の顔が見える素材や
地元の素材を取り入れながら…

ルーツを辿れるオオクワガタの
飼育・繁殖をしてみませんか？

1969年創業地元で愛され続ける
「味」をお楽しみ下さい！【容
量】ふじむら骨付鶏わかどり24
0g×10本
（真空パック・冷蔵商品）

1969年創業地元で愛され続ける
「味」をお楽しみ下さい！【容
量】ふじむら骨付鶏わかどり24
0g×5本、親鳥220g×5本
（真空パック・冷蔵商品）

常温

・1992年より採集を続けており
、自己採集個体からの産地、系
常温

冷蔵

冷蔵

[№5341-0242]ふじむら骨付鶏親
鶏10本セット

[№5341-0428]木のおままごとキ
ッチン卓上（背面あり）

[№5341-7052]0428木のおままご
とキッチン卓上（背面あり）し
ろ色×そら色

[№5341-7053]0428木のおままご
とキッチン卓上（背面あり）し
ろ色×ちょこ色

43,000円

46,000円

46,000円

46,000円

1969年創業地元で愛され続ける
「味」をお楽しみ下さい！【容
量】ふじむら骨付鶏親鳥220g×
10本
（真空パック・冷蔵商品）

大切なこどもたちのために、ち
ょっと良いものを【容量】＜付
属品＞
・シンクのホーロー・まな板・
蛇口・鍋敷き2枚・包丁

大切なこどもたちのために、ち
ょっと良いものを【容量】＜付
属品＞
・シンクのホーロー・まな板・
蛇口・鍋敷き2枚・包丁

大切なこどもたちのために、ち
ょっと良いものを【容量】＜付
属品＞
・シンクのホーロー・まな板・
蛇口・鍋敷き2枚・包丁

冷蔵

常温

常温

常温

[№5341-7054]0428木のおままご
とキッチン卓上（背面あり）し
ろ色×ぴんく色

[№5341-0246]丸亀市猪熊弦一郎
現代美術館スカーフ都市発芽

[№5341-0247]丸亀市猪熊弦一郎
現代美術館スカーフランドスケ
ープQR

[№5341-0249]オリーブ牛（金ラ
ベル）ロースステーキ3枚

46,000円

46,000円

46,000円

48,000円

大切なこどもたちのために、ち
ょっと良いものを【容量】＜付
属品＞
・シンクのホーロー・まな板・
蛇口・鍋敷き2枚・包丁

透け感のあるふわりとした絹製
でとても軽い使い心地です。

鮮やかな赤・緑・黄色を基調と
した絹100％（日本製）の上質
なスカーフです。

きめ細かく柔らかいオリーブ牛
。【容量】牛肉ロースステーキ
250g×3

常温

このカタログに掲載されている情報は

※画像はイメージです。
※画像はイメージです。
常温

常温

冷凍

2022 年 12 月 09 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

丸亀市

ふるさと納税お礼の品一覧

[№5341-0300]【定期便6回】ふ
じむら骨付鶏わかどり2本毎月お
届け

[№5341-0243]プレミアムみそし
ゃぶセットＡ5オリーブ牛＆讃岐
うどんオリーブ牛角煮2個付

[№5341-0253]空き家管理サービ
ス①（3カ月）

[№5341-0252]【丸亀店限定】ス
テーキハウス千萬丸亀ディナー
コース（2名様）

48,000円

49,000円

50,000円

52,000円

1969年創業親しみ続けられてい
る伝統の味【容量】ふじむら骨
付鶏各月［わかどり240g×2本
］×6回

通常セットに金ラベルのオリー
ブ牛で作った角煮が付いたプレ
ミアムセット。【容量】A5ラン
クオリーブ牛（特選ロース）36
0g、本生うどん（国産小麦使…

遠方にお住まいで、丸亀市内に
ある空き家となった実家や自宅
の管理ができず、お困りの方へ
。
住宅管理の専門家が、あなたの

大切なご家族、ご友人と極上の
時間を。【容量】（メニュー）
スープ・サラダ・上選千萬ヒレ
ステーキ（150g）又は、サーロ
インステーキ（150g）・焼き…

冷蔵

定期

冷凍

常温

[№5341-0387]鉄の足S

[№5341-7042]0387鉄の足S瀬戸
内ブルー

[№5341-7043]0387鉄の足Sオリ
ーブ

[№5341-7044]0387鉄の足Sマッ
トブラック

52,000円

52,000円

52,000円

52,000円

アレンジが楽しめるアウトドア
アイテム【容量】鉄の足本体
約Ｗ60×Ｈ60×Ｄ460(mm)
収納時：約Ｗ470×Ｈ65×Ｄ130
(mm)

アレンジが楽しめるアウトドア
アイテム【容量】鉄の足本体（
瀬戸内ブルー）
約Ｗ60×Ｈ60×Ｄ460(mm)
収納時：約Ｗ470×Ｈ65×Ｄ130

アレンジが楽しめるアウトドア
アイテム【容量】鉄の足本体（
オリーブ）
約Ｗ60×Ｈ60×Ｄ460(mm)
収納時：約Ｗ470×Ｈ65×Ｄ130

アレンジが楽しめるアウトドア
アイテム【容量】鉄の足本体（
マットブラック）
約Ｗ60×Ｈ60×Ｄ460(mm)
収納時：約Ｗ470×Ｈ65×Ｄ130

常温

常温

常温

常温

[№5341-7045]0387鉄の足Sサン
ドベージュ

[№5341-0301]【定期便6回】ふ
じむら骨付鶏親鳥2本毎月お届け

[№5341-0454]薪割りを簡単に安
全に薪割り台EASYCHOPPER（ハン
マー付き）

[№5341-0256]【革製品二つ折り
財布】R-41AirWallettannedleat
herブラック

52,000円

53,000円

55,000円

58,000円

アレンジが楽しめるアウトドア
アイテム【容量】鉄の足本体（
サンドベージュ）
約Ｗ60×Ｈ60×Ｄ460(mm)
収納時：約Ｗ470×Ｈ65×Ｄ130

1969年創業親しみ続けられてい
る伝統の味【容量】ふじむら骨
付鶏各月［おやどり220g×2本
］×6回

薪割りを、簡単に安全に。【容
量】材質
本体/スチール（塗装）
ハンマー/頭部・本体：スチー
ル（塗装）ハンドル部：ゴムお

軽い・薄い・使いやすいエアー
ウォレット【容量】二つ折り財
布W92mm×H102mm×D13mm

常温

このカタログに掲載されている情報は

冷蔵

定期

常温

常温

2022 年 12 月 09 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

丸亀市

ふるさと納税お礼の品一覧

[№5341-0257]【革製品二つ折り
財布】R-42AirWallettannedleat
herネイビー

[№5341-0475]（株）ウチダボッ
クスティッシュ20箱定期便（計1
2回毎月お届け）

[№5341-0334]丸亀うちわ漆竹丸
亀うちわ2本セット

[№5341-0438]本場丸亀の骨付鳥
若30本

58,000円

60,000円

61,000円

62,000円

軽い・薄い・使いやすいエアー
ウォレット【容量】二つ折り財
布W92mm×H102mm×D13mm

ティッシュを計12回毎月お届け
！【容量】平型ボックスティッ
シュ100W×20個入を計12回お届
け
ティッシュ1箱あたりのサイズ

丸亀うちわの伝統的な形である
小判型元貼竹うちわです。曲線
が優美な持ち手は、竹をレーザ
ー彫刻し、「香川漆器」の職人
が丁寧に漆塗りで仕上げまし…

★やみつき注意の丸亀グルメ★
【容量】味付き骨付鳥若足30本

常温

常温

定期

常温

冷凍

[№5341-0260]オリーブ牛（金ラ
ベル）ロースステーキ4枚

[№5341-0388]鉄の足L

[№5341-7046]0388鉄の足L瀬戸
内ブルー

[№5341-7047]0388鉄の足Lオリ
ーブ

64,000円

66,000円

66,000円

66,000円

きめが細かく柔らかいオリーブ
牛。【容量】牛肉ロースステー
キ250g×4

アレンジが楽しめるアウトドア
アイテム【容量】鉄の足本体（
Lサイズ）
約Ｗ60×Ｈ60×Ｄ710(mm)
収納時：約Ｗ710×Ｈ65×Ｄ130

アレンジが楽しめるアウトドア
アイテム【容量】鉄の足本体（
Lサイズ）
約Ｗ60×Ｈ60×Ｄ710(mm)
収納時：約Ｗ710×Ｈ65×Ｄ130

アレンジが楽しめるアウトドア
アイテム【容量】鉄の足本体（
Lサイズ）
約Ｗ60×Ｈ60×Ｄ710(mm)
収納時：約Ｗ710×Ｈ65×Ｄ130

冷凍

常温

常温

常温

[№5341-7048]0388鉄の足Lマッ
トブラック

[№5341-7049]0388鉄の足Lサン
ドベージュ

[№5341-0262]おうちでディナー
バスクチーズケーキ、オリーブ
牛ロースステーキ4枚セット

[№5341-0266]【LEDテーブルラ
イト】ーLuceLucciola（蛍の灯
り）ーホワイト

66,000円

66,000円

72,000円

78,000円

アレンジが楽しめるアウトドア
アイテム【容量】鉄の足本体（
Lサイズ）
約Ｗ60×Ｈ60×Ｄ710(mm)
収納時：約Ｗ710×Ｈ65×Ｄ130

アレンジが楽しめるアウトドア
アイテム【容量】鉄の足本体（
Lサイズ）
約Ｗ60×Ｈ60×Ｄ710(mm)
収納時：約Ｗ710×Ｈ65×Ｄ130

ステーキとケーキのスペシャル
なセットです。【容量】バスク
チーズケーキ1個、牛肉ロース
ステーキ250g×4

世代を越えて永く愛されるLED
テーブルライト【容量】カラー
：ホワイト
材質：アルミ/カーボンファイ
バー

常温

このカタログに掲載されている情報は

常温

冷凍

常温

2022 年 12 月 09 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

丸亀市

ふるさと納税お礼の品一覧

[№5341-0267]【LEDテーブルラ
イト】ーLuceLucciola（蛍の灯
り）ーブラック

[№5341-0268]【LEDテーブルラ
イト】ーLuceLucciola（蛍の灯
り）ーネイキッド

[№5341-0263]丸亀市猪熊弦一郎
現代美術館シルクスクリーン馬
ホワイト

[№5341-0264]丸亀市猪熊弦一郎
現代美術館シルクスクリーン馬
ブラック

78,000円

78,000円

78,000円

78,000円

世代を越えて永く愛されるLED
テーブルライト【容量】カラー
：ブラック
材質：アルミ/カーボンファイ
バー

世代を越えて永く愛されるLED
テーブルライト【容量】カラー
：ネイキッド
材質：アルミ/カーボンファイ
バー

猪熊弦一郎が手掛けた壁画がご
自宅でもお楽しみいただけます
。

猪熊弦一郎が手掛けた壁画がご
自宅でもお楽しみいただけます
。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

常温

常温

常温

常温

[№5341-0265]丸亀市猪熊弦一郎
現代美術館陶額靴と鳥

[№5341-0269]オリーブ牛（金ラ
ベル）ロースステーキ5枚

[№5341-0270]ステーキハウス千
萬丸亀デラックスディナーコー
ス（2名様）

[№5341-0259]【定期便6回】丸
亀産季節のお野菜セット

78,000円

79,000円

86,000円

90,000円

カラフルな色を使いながらもす
っきりとしている陶額は、場所
を選ばずにどんなお部屋にもお
すすめです。

きめが細かく柔らかいオリーブ
牛。【容量】牛肉ロースステー
キ250g×5

大切なご家族、ご友人と極上の
時間を。【容量】（メニュー）
スープ・サラダ・特選千萬ヒレ
ステーキ（150g）又は、サーロ
インステーキ（150g）・焼き…

丸亀育ちの新鮮野菜をお届け！
【容量】旬の野菜を5～6種類

常温

冷凍

常温

定期

[№5341-0371]小さい縦づかい財
布

[№5341-7028]0371小さい縦づか
い財布ブラック

[№5341-7029]0371小さい縦づか
い財布チョコ

[№5341-7030]0371小さい縦づか
い財布グレイッシュブルー

94,000円

94,000円

94,000円

94,000円

スマホのように縦に持ち、使い
たいものにサッとアクセスでき
る、国内最小級の二つ折り財布
。クラウドファンディングサイ
トMakuakeで1800％を超える…

スマホのように縦に持ち、使い
たいものにサッとアクセスでき
る、国内最小級の二つ折り財布
。クラウドファンディングサイ
トMakuakeで1800％を超える…

スマホのように縦に持ち、使い
たいものにサッとアクセスでき
る、国内最小級の二つ折り財布
。クラウドファンディングサイ
トMakuakeで1800％を超える…

スマホのように縦に持ち、使い
たいものにサッとアクセスでき
る、国内最小級の二つ折り財布
。クラウドファンディングサイ
トMakuakeで1800％を超える…

常温

このカタログに掲載されている情報は

常温

常温

常温

2022 年 12 月 09 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

丸亀市

ふるさと納税お礼の品一覧

[№5341-7031]0371小さい縦づか
い財布ルージュ

[№5341-0305]【定期便12回】ふ
じむら骨付鶏若鶏セット（毎月2
本ずつお届け）

[№5341-0302]【定期便6回】ふ
じむら骨付鶏若鶏セット（毎月4
本ずつお届け）

[№5341-0279]空き家管理サービ
ス②（3カ月）

94,000円

95,000円

95,000円

100,000円

スマホのように縦に持ち、使い
たいものにサッとアクセスでき
る、国内最小級の二つ折り財布
。クラウドファンディングサイ
トMakuakeで1800％を超える…

1969年創業親しみ続けられてい
る伝統の味【容量】ふじむら骨
付鶏各月［わかどり240g×2本
］×12回

1969年創業親しみ続けられてい
る伝統の味【容量】ふじむら骨
付鶏各月［わかどり240g×4本
］×6回

遠方にお住まいで、丸亀市内に
ある空き家となった実家や自宅
の管理ができず、お困りの方へ
。
住宅管理の専門家が、あなたの

常温

冷蔵

定期

冷蔵

定期

[№5341-0303]【定期便6回】ふ
じむら骨付鶏わかどり・おやど
りセット（毎月各2本ずつお届…

[№5341-0319]9回定期便丸亀の
フルーツ旬のお届け［離島エリ
ア配送不可］

[№5341-0275]【革製品ハンドバ
ッグトートバッグ】R-45Handtot
ebagSSブラック

[№5341-0276]【革製品ハンドバ
ッグトートバッグ】R-46Handtot
ebagSSブラウン

102,000円

104,000円

105,000円

105,000円

1969年創業親しみ続けられてい
る伝統の味【容量】ふじむら骨
付鶏各月［わかどり240g×2本
、おやどり220g×2本］×6回

自然豊かな丸亀の果物を9回お
届け！【容量】1月中旬～2月上
旬[香緑]キウイフルーツ27～33
玉入り（約3.5kg）
2月中旬～3月中旬[さぬきひめ]

普段使いを上品に。【容量】ハ
ンドトートバッグ（SSサイズ）
W270mm×H190mm×D80mm持ち手
長さ70mm

普段使いを上品に。【容量】ハ
ンドトートバッグ（SSサイズ）
W270mm×H190mm×D80mm持ち手
長さ70mm

冷蔵

定期

常温

冷蔵

定期

常温

常温

[№5341-0277]【革製品ハンドバ
ッグトートバッグ】R-47Handtot
ebagSSトープ

[№5341-0278]【革製品ハンドバ
ッグトートバッグ】Ｒ-48Handto
tebagSSレッド

[№5341-0273]【革製品長財布】
R-43roundzipmoreslimブラック

[№5341-0274]【革製品長財布】
R-44roundzipmoreslimグレー

105,000円

105,000円

105,000円

105,000円

普段使いを上品に。【容量】ハ
ンドトートバッグ（SSサイズ）
W270mm×H190mm×D80mm持ち手
長さ70mm

普段使いを上品に。【容量】ハ
ンドトートバッグ（SSサイズ）
W270mm×H190mm×D80mm持ち手
長さ70mm

厚さ18mmの極薄ラウンドジップ
ウォレット【容量】ラウンドジ
ップ長財布H187×W87×D18mm

厚さ18mmの極薄ラウンドジップ
ウォレット【容量】ラウンドジ
ップ長財布H187×W87×D18mm

常温

このカタログに掲載されている情報は

常温

常温

常温

2022 年 12 月 09 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

丸亀市

ふるさと納税お礼の品一覧

[№5341-0304]【定期便6回】ふ
じむら骨付鶏おやどりセット（
毎月4本ずつお届け）

[№5341-0306]【定期便12回】ふ
じむら骨付鶏おやどりセット（
毎月2本ずつお届け）

[№5341-0431]SUMIBEBOXバーベ
キューグリル

[№5341-0482]圧倒的小ささ！小
さい長財布Loneoネイビーメンズ
レディースコンパクト

106,000円

106,000円

110,000円

115,000円

1969年創業親しみ続けられてい
る伝統の味【容量】ふじむら骨
付鶏各月［おやどり220g×4本
］×6回

1969年創業親しみ続けられてい
る伝統の味【容量】ふじむら骨
付鶏各月［おやどり220g×2本
］×12回

コンパクトで持ち運びしやすい
！（オールインワン設計）【容
量】・本体
・キャリングバッグ

【国内最小級の長財布】【容量
】商品名:ロネオ
色:Navy
サイズ:W165mm×H85mm×D20mm
spec：カード段×4(～6枚収納

冷蔵

定期

冷蔵

定期

常温

常温

[№5341-0483]圧倒的小ささ！小
さい長財布Loneoライトブラウン
メンズレディースコンパクト

[№5341-0484]圧倒的小ささ！小
さい長財布Loneoダークブラウン
メンズレディースコンパクト

[№5341-0481]圧倒的小ささ！小
さい長財布Loneoブラックメンズ
レディースコンパクト

[№5341-0280]木のおままごとキ
ッチンデスクと冷蔵庫のセット

115,000円

115,000円

115,000円

125,000円

【国内最小級の長財布】【容量
】商品名:ロネオ
色:Lightbrown
サイズ:W165mm×H85mm×D20mm
spec：カード段×4(～6枚収納

【国内最小級の長財布】【容量
】商品名:ロネオ
色:Darkbrown
サイズ:W165mm×H85mm×D20mm
spec：カード段×4(～6枚収納

【国内最小級の長財布】【容量
】商品名:ロネオ
色:Black
サイズ:W165mm×H85mm×D20mm
spec：カード段×4(～6枚収納

こどもたちにとびっきり喜んで
もらえるように・・・。【容量
】＜付属品＞
・シンクのホーロー・まな板・
蛇口・鍋敷き2枚・包丁

常温

常温

常温

[№5341-0473]12カ月フルーツ定
期便讃州丸亀旬の果実便り［離
島エリア配送不可］

[№5341-0281]【定期便12回】丸
亀産季節のお野菜セット

[№5341-0307]【定期便12回】ふ
じむら骨付鶏定期便若鶏セット
（毎月5本ずつお届け）

[№5341-0284]木のおままごとキ
ッチン屋台屋さんごっこ（移動
式販売）

134,000円

180,000円

213,000円

223,000円

他県民に内緒にしたい絶品フル
ーツの定期便【容量】1月さぬ
きひめ約1kg
2月香緑約3kg
3月龍の八朔約5kg

丸亀育ちの新鮮野菜をお届け！
【容量】旬の野菜を5～6種類

1969年創業親しみ続けられてい
る伝統の味【容量】ふじむら骨
付鶏各月［わかどり240g×5本
］×12回

こどもたちにとびっきり喜んで
もらえるように・・・。【容量
】＜付属品＞
・シンクのホーロー・まな板・
蛇口・鍋敷き2枚・包丁

冷蔵

定期

このカタログに掲載されている情報は

定期

冷蔵

定期

2022 年 12 月 09 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

丸亀市

ふるさと納税お礼の品一覧

[№5341-0308]【定期便12回】ふ
じむら骨付鶏定期便おやどりセ
ット（毎月5本ずつお届け）

[№5341-0285]TAKIBECAN

[№5341-7001]0285TAKIBECANマ
ットブラック

[№5341-7002]0285TAKIBECANオ
リーブグリーン

234,000円

294,000円

294,000円

294,000円

1969年創業親しみ続けられてい
る伝統の味【容量】ふじむら骨
付鶏各月［おやどり220g×5本
］×12回

「持ち運べる焚き火」という全
く新しい焚き火ギア。【容量】
TAKIBECAN本体1台（カラーは4
色：マットブラック・オリーブ
グリーン・サンドベージュ・…

「持ち運べる焚き火」という全
く新しい焚き火ギア。【容量】
TAKIBECAN本体1台
カラー：マットブラック
組立時サイズ：W270×H1470×D

「持ち運べる焚き火」という全
く新しい焚き火ギア。【容量】
TAKIBECAN本体1台
カラー：オリーブグリーン
組立時サイズ：W270×H1470×D

冷蔵

定期

常温

常温

常温

[№5341-7003]0285TAKIBECANサ
ンドベージュ

[№5341-7004]0285TAKIBECAN瀬
戸内ブルー

[№5341-0286]TAKIBECANオリジ
ナルキャリングバッグセット

[№5341-7005]0286TAKIBECANオ
リジナルキャリングバッグセッ
ト（マットブラック／カーキ）

294,000円

294,000円

355,000円

355,000円

「持ち運べる焚き火」という全
く新しい焚き火ギア。【容量】
TAKIBECAN本体1台
カラー：サンドベージュ
組立時サイズ：W270×H1470×D

「持ち運べる焚き火」という全
く新しい焚き火ギア。【容量】
TAKIBECAN本体1台
カラー：瀬戸内ブルー
組立時サイズ：W270×H1470×D

「持ち運べる焚き火」という全
く新しい焚き火ギア。【容量】
TAKIBECAN本体×1（カラーはマ
ットブラック・オリーブグリー
ン・サンドベージュ・瀬戸内…

「持ち運べる焚き火」という全
く新しい焚き火ギア。【容量】
TAKIBECAN本体カラー：マット
ブラック
オリジナルキャリングバッグカ

常温

常温

常温

常温

[№5341-7006]0286TAKIBECANオ
リジナルキャリングバッグセッ
ト（マットブラック／ネイビー

[№5341-7007]0286TAKIBECANオ
リジナルキャリングバッグセッ
ト（オリーブグリーン／カーキ

[№5341-7008]0286TAKIBECANオ
リジナルキャリングバッグセッ
ト（オリーブグリーン／ネイビ

[№5341-7009]0286TAKIBECANオ
リジナルキャリングバッグセッ
ト（サンドベージュ／カーキ）

355,000円

355,000円

355,000円

355,000円

「持ち運べる焚き火」という全
く新しい焚き火ギア。【容量】
TAKIBECAN本体カラー：マット
ブラック
オリジナルキャリングバッグカ

「持ち運べる焚き火」という全
く新しい焚き火ギア。【容量】
TAKIBECAN本体カラー：オリー
ブグリーン
オリジナルキャリングバッグカ

「持ち運べる焚き火」という全
く新しい焚き火ギア。【容量】
TAKIBECAN本体カラー：オリー
ブグリーン
オリジナルキャリングバッグカ

「持ち運べる焚き火」という全
く新しい焚き火ギア。【容量】
TAKIBECAN本体カラー：サンド
ベージュ
オリジナルキャリングバッグカ

常温

このカタログに掲載されている情報は

常温

常温

常温

2022 年 12 月 09 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

丸亀市

ふるさと納税お礼の品一覧

[№5341-7010]0286TAKIBECANオ
リジナルキャリングバッグセッ
ト（サンドベージュ／ネイビー

[№5341-7011]0286TAKIBECANオ
リジナルキャリングバッグセッ
ト（瀬戸内ブルー／カーキ）

[№5341-7012]0286TAKIBECANオ
リジナルキャリングバッグセッ
ト（瀬戸内ブルー／ネイビー）

355,000円

355,000円

355,000円

「持ち運べる焚き火」という全
く新しい焚き火ギア。【容量】
TAKIBECAN本体カラー：サンド
ベージュ
オリジナルキャリングバッグカ

「持ち運べる焚き火」という全
く新しい焚き火ギア。【容量】
TAKIBECAN本体カラー：瀬戸内
ブルー
オリジナルキャリングバッグカ

「持ち運べる焚き火」という全
く新しい焚き火ギア。【容量】
TAKIBECAN本体カラー：瀬戸内
ブルー
オリジナルキャリングバッグカ

常温

このカタログに掲載されている情報は
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常温

常温

2022 年 12 月 09 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

