H29.6.19

「ふるさと南伊勢町応援寄附金」特典一覧 最新版
寄附いただいた方に、感謝を込めて、南伊勢町からささやかなお礼の品をお贈りさせていただきます。
※お礼の品を受け取ることによる経済的利益については、一時所得に該当します。
※お礼の品の送付は、南伊勢町外にお住まいの方に限らせていただきます。

●5,000 円以上 1 万円未満の寄附をいただいた方は、下記より 1 点お選びください。
1

鶴のおかげ米（鶴路米） 3kg 入

2

地物 活きサザエ A コース 1.2kg
（10～15 ヶ）

3

アッパッパ貝 （3 個入り）3 袋

4

黒潮の恵みセット（A)

5

久屋のひもの「おつまみセット」

6

南伊勢町産 季節のひもの（A)

7

こだわりたまごスープセット

8

でこたんようかん 10 個化粧箱入

9

しぜん村の手づくりジュース

10

南伊勢町の酒 愛洲 720ml 1 本 化粧
箱入

11

あおさ焼酎 「この空この海このあ
おさ」 1 本 化粧箱入

43

名様分）
現在、お申し込みできません

49

現在、お申し込みできません
【期間限定：10 月～4 月】【数量限定：100 セット】

48

杵つき なまこ餅

現在、お申し込みできません
【期間限定：10 月～3 月】

丸魚食堂 ふるさと定食 お食事券（1

南伊勢町産貝類（サザエ・カキ）セット

さざえ、ヒオウギ貝セット A
50

62

現在、お申し込みできません
南伊勢ブランド「お炭付き鯛」（1kg
前後×1 尾）

51

鯛の生茶漬け 2 個入

63

南伊勢ブランド「お炭付き鯛」塩焼きサイ
ズ（600g 前後×2 尾）

おうちみかん（小箱）
74

【期間限定：12/20～1/20】
現在、お申し込みできません

おうちぽんかん

75

【数量限定（30 箱）】

87

現在、お申し込みできません
【期間限定：1/10～2 月末】
【数量限定：20 個】

国産はちみつ 百花 420g

●1 万円以上 3 万円未満の寄附をいただいた方は、下記より 1 点お選びください。
12

鶴のおかげ米（鶴路米） 6kg 入

13

地物 活き伊勢海老Ａコース 1 尾
（約 250～300g）
現在、お申し込みできません
【期間限定: 10 月初旬～5 月下旬】

14

地物 活きサザエ B コース 2.4kg
（20～30 ヶ）

15

黒潮の恵みセット（B)

16

久屋のひもの「まんぷくセット」

17

南伊勢町産 季節のひもの（Ｂ)

18

山藤の干物セット A セット

19

五ヶ所みかん 1 箱 3kg
20

■ご注意■
現在、お申し込みできません
・期間限定商品の為、11 月 30 日（水）までの
受付となります。
【数量限定: 30 箱】

内瀬みかん 5kg
■ご注意■

22

現在、お申し込みできません
【期間限定: 2 月下旬～3 月中旬】

25

【数量限定: 50 個】

26

28

五ヶ所みかん完熟こつぶストレート
ジュースセット 180ml×8 本入り
【期間限定: 2 月～8 月】【数量限定: 各 100 セ
ット】

南伊勢町の酒 愛洲 720ml 2 本 化
粧箱入

現在、お申し込みできません
・期間限定商品の為、11 月 30 日（水）までの受付
となります。
【数量限定: 100 個】

内瀬デコ（不知火）
23

骨なし串ひものセット

南伊勢みかんのストレートジュースセット
【期間限定: 7 月～11 月】【数量限定: 各 30 セット】

27

たいみー入 しぜん村の手作りジュース
セット

29

南伊勢町の酒 愛す 300ml 5 本 化粧箱
入

南伊勢セット A
30

現在、お申し込みできません

31

南伊勢ブランド認定品Ａセット

44

丸魚食堂 ふるさと定食 お食事券
（2 名様分）
現在、お申し込みできません

45

南伊勢特選ギフト「ぢぇ～んぶ南伊勢や
んな」（あじさい）

54

真珠貝貝柱
【数量限定（20 個）】

南伊勢町産魚介類（タイ・サザエ・カキ）
56

セット 【数量限定：150 セット】
現在、お申し込みできません

さざえ、ヒオウギ貝セット B
57

現在、お申し込みできません

58

鯛の西京漬け 片身漬け

59

鯛の生茶漬け 4 個入

64

南伊勢ブランド「お炭付き鯛」（1kg 前後
×2 尾）

65

南伊勢ブランド「お炭付き鯛」塩焼き
サイズ（600g 前後×4 尾）

73

ないぜしぜん村のこだわりみかん 6kg
【数量限定：（300 ケース）】
現在、お申し込みできません
【期間限定：10 月上旬～2 月下旬】

おうちみかん（大箱）
76

現在、お申し込みできません
【期間限定：12/20～1/20】

89

ちょっと珍しいおまかせ干魚詰め合わせ

【数量限定（30 箱）】

117

海草セット

●3 万円以上 5 万円未満の寄附をいただいた方は、下記より 1 点お選びください。
32

鶴のおかげ米（鶴路米） 20kg 入
（10kg×2 袋）

33

地物 活き伊勢海老Ｂコース 3～4 尾
（約 800～850g）
現在、お申し込みできません
【期間限定: 10 月初旬～5 月下旬】

34

からすみ 200g 相当
現在、お申し込みできません

35

山藤の干物セット B セット

36

南伊勢ブランド認定品Ｂセット

46

南伊勢特選ギフト「ぢぇ～んぶ南伊勢や
んな」（豊漁）

【期間限定: 12 月～3 月】 【数量限定: 15 個】

47

伊勢まぐろ（養殖本まぐろ） 【数量限
定】

60

海の幸 バーベキューセット

三重ブランド・アコヤ真珠 SV スルーペン
ダント 7.0 ミリ

61

寶鯛（たからだい）セット

66

90

ヘラクレスオオカブト ♂ 125～
135mm 前後

93

【数量限定（1/年）】

三重ブランド・アコヤ真珠 ブラピアス
4.0 ミリ 14WG

活伊勢海老＆活さざえ（A）
109

116

現在、お申し込みできません

南伊勢町ふるさと納税宿泊プラ
ン宿泊旅行券

110

活あわび＆活さざえ（A)

■【No.90】についてご注意■
・お支払いは『クレジットカード決済限定』となります。
※その他払込方法をご選択いただいても受付が出来ませんので
何卒ご了承下さい。

●5 万円以上 10 万円未満の寄附をいただいた方は、下記より 1 点お選びください。
地物 活き伊勢海老Ｃコース 5～6
37

現在、お申し込みできません
尾（約 1400～1500g）

38

活〆冷凍伊勢海老 4 尾～6 尾（約 1kg）

【期間限定: 10 月初旬～3 月下旬】

39

からすみ 350g 相当

現在、お申し込みできません
【期間限定: 12 月～3 月】 【数量限定: 15 個】

40

【伊勢えび一尾付きプラン】南伊勢町宿
泊旅行券＋特産品

現在、お申し込みできません
【利用期間: 平成 29 年 2 月 28 日まで（12 月 31
日～1 月 1 日除く）】 ※期間限定

68

88

三重ブランド・アコヤ真珠ピアス 7.0 ミ
リ 14WG

国産生ローヤルゼリー 100g

69

91

ヘラクレスオオカブト ♂ 140mm 前
92

現在、お申し込みできません
後

三重ブランド・アコヤ真珠 SV ステーショ
ンネックレス 7 個付き
ヘラクレスオオカブト（OF136 血統）

現在、お申し込みできません
【数量限定（1/年）】

94

三重ブランド・アコヤ真珠 ブローチ 2 個
付き

96

三重ブランド・アコヤ真珠 ブライヤリン
グ 7.0 ミリ 14WG

【数量限定（3/年）】

95

97

112

三重ブランド・アコヤ真珠 ブラピア
ス 7.0 ミリ 14WG
三重ブランド・アコヤ真珠 イヤリン
グ 7.5 ミリ 14WG

活あわび＆活さざえ（B)

活伊勢海老＆活さざえ（B）
111

現在、お申し込みできません

■【No.91】【No.92】についてご注意■
・お支払いは『クレジットカード決済限定』となります。
※その他払込方法をご選択いただいても受付が出来ませんので
何卒ご了承下さい。

●10 万円以上 30 万円未満の寄附をいただいた方は、下記より 1 点お選びください。
42

地物 活き伊勢海老大漁コース 10
～12 尾（約 2800～3000g）
現在、お申し込みできません

72

釣り堀＆バーベキュー付きチケット

98

三重ブランド・アコヤ真珠 ブラステー
ションネックレス 11 個付き 10WG

【期間限定: 10 月初旬～3 月下旬】

77

三重ブランド・アコヤ真珠スルーペン
ダント 6.5 ミリ～7.5 ミリ 3 個付 WG ミ
ラーボール付 WG6.0 ミリピアスセット

99

101

114

三重ブランド・アコヤ真珠 ブライヤ
リング 8.5 ミリ 14WG
ミカンの木オーナー権 ～Happy
Owners～
現在、お申し込みできません
【数量限定（10 件）】

100

三重ブランド・アコヤ真珠 イヤリング
8.5 ミリ 14WG
活伊勢海老＆活さざえ（C）

113

現在、お申し込みできません

活あわび＆活さざえ（C)

●30 万円以上 50 万円未満の寄附をいただいた方は、下記より 1 点お選びください。
81

定番 8-8.5 ミリ アコヤ真珠ネックレス

103

三重ブランド・アコヤ真珠 8.5～9.0 ミ
リ メレー付き PT リング

102

三重ブランド・アコヤ真珠 ネックレス
7.0 ミリ イヤリング又はピアスセット

●50 万円以上 100 万円未満の寄附をいただいた方は、下記より 1 点お選びください。
82

8-8.5 ミリ アコヤ真珠ロングネックレ
ス (約 83cm)

83

大粒 8.5-9 ミリ アコヤ真珠ネックレス
イヤリング（ピアス）セット

104

三重ブランド・アコヤ真珠 ロングネッ
クレス 7.0 ミリ～7.5 ミリ

105

三重ブランド・アコヤ真珠 ネックレス
8.0 ミリ～9.0 ミリ イヤリング又はピア
スセット

106

特選品 三重ブランド・アコヤ真珠 ネ
ックレス 7.5 ミリ イヤリング又はピア
スセット

●100 万円以上の寄附をいただいた方は、下記より 1 点お選びください。
84

大粒 8.5-9 ミリ アコヤ真珠ロングネッ
クレス（約 83cm）

85

8-8.5 ミリ アコヤ真珠ロングネックレス
（約 123cm）

86

希少な大粒 9-9.5 ミリ アコヤ真珠ネッ
クレス イヤリング（ピアス）セット

107

三重ブランド・アコヤ真珠 ロングネック
レス 8.0 ミリ～8.5 ミリ イヤリング又は
ピアスセット

108

特選品 三重ブランド・アコヤ真珠 ネ
ックレス 8.5 ミリ イヤリング又はピア
スセット

※お礼の品に関しては、自然災害等の影響により発送遅延や在庫切れとなる場合があります。
あらかじめご了承ください。
※限定数を超えた場合には、ご希望の商品をお届けできない場合があります。
※この特典は平成 29 年 6 月 19 日現在のものです。特典内容が変更になる場合があります。
特典の詳細は、http://www.citydo.com/furusato/official/mie/minamiise/ にてご確認ください。

