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  1 六ヶ所村 商工観光課 

 

お礼の品一覧 

 

 
 

ふるさと納税（寄附）をいただいた方へ、ささやかではございますが、粗品をお送りいたします。 

寄付金額に応じてご希望の品をお選びいただけます。 

 

寄付金額 お礼の品 

10,000 円以上 Ａコースから１品 

20,000 円以上 Ｂコースから１品 

または Ａコースから２品 

50,000 円以上 Ｂコースから２品 

または Ａコースから４品 

または Ｂコースから１品 +Ａコースから２品 

100,000 円以上 【Ｂコースから２品 

または Ａコースから４品 

または Ｂコースから１品 +Ａコースから２品 】 

+ 六趣２本(種類については選べません) 

 

（注） 

1. 10,000 円以上のふるさと納税(寄附)をいただいた方が対象となります。 

2. 画像はイメージです実際とは異なる場合があります。  



  平成 28 年 12 月 2 日現在 

  2 六ヶ所村 商工観光課 

 

Ａコース 

品番号：Ａ－１ 

商品名：六景海宝 特コース 

販売元：ろっかしょ村おこし 和の工房 

配送方法：冷凍 

内容量：泊産うに８０ｇ×１、 

泊産うにあわび８０ｇ×１ 

紹介文：年に２～３回しか解禁されていないた

め幻のうにと言われています。入手困

難な品です。熟成された最高のうにで

す。 

品番号：Ａ－２ 

商品名：ろっかしょ いさり火セット 

販売元：ろっかしょ村おこし 和の工房 

配送方法：冷凍 

内容量：するめ１枚、一夜干し１枚、 

六景いかめし２個、 

六景１６穀米寿し２個 

しぼりしをから１００ｇ×１ 

紹介文：一夜干しは天然干しの身の厚いいかで

す。六景いかめしは六ヶ所産ごぼう、

人参が入っており風味豊かです。 

品番号：Ａ－３ 

商品名：長いも千枚漬セット 

販売元：ろっかしょ村おこし 和の工房 

配送方法：冷凍 

内容量：長いも千枚漬、 

長いも千枚漬（ブルーベリー味）、 

長いも千枚漬（カシス味） 

各１００ｇ×２ 

紹介文：長いも千枚漬は大変めずらしい品です。 

食べたい時に解凍してすぐに一品出来

上がるおつけものです。六ヶ所産ブル

ーベリー味、カシス味も味がさっぱり

して好まれる品です。 

品番号：Ａ－４ 

商品名：小川原湖牛 焼き肉用カルビ 

販売元：（農）岡山牧場 

配送方法：冷凍 

内容量：４５０ｇ 

紹介文：一番人気の焼き肉用カルビを食べ応え

のある厚切りにしました。 

相性の良い「特性たれ」とお召し上が

りいただけます。 
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品番号：Ａ－５ 

商品名：小川原湖牛 すき焼き用ロース 

販売元：（農）岡山牧場 

配送方法：冷凍 

内容量：３５０ｇ 

紹介文：すき焼きに最適なロース肉をご用意し

ました。 

上品な旨みが鍋いっぱいに広がり、他

の具材にもおいしさが染み渡ります。 

専用の「特性たれ」との相性も抜群で

す。 

 

品番号：Ａ－６ 

商品名：小川原湖牛 しゃぶしゃぶ用肩ロース 

販売元：（農）岡山牧場 

配送方法：冷凍 

内容量：４５０ｇ 

紹介文：お湯にくぐらせた瞬間に食欲をそそる

薄切り肩ロースです。 

肉の旨みを引き立てる「ごまだれ」で

おいしさをご堪能ください。 

 

 

 

品番号：Ａ－７ 

商品名：ブルーベリーバラエティセット 

販売元：松緑福祉会かけはし寮 工房プエンテ 

配送方法：常温 

内容量：ブルーベリージュース５００ｍｌ×１ 

ブルーベリージャム１６０ｇ×１ 

ブルーベリーソース１８０ｇ×１ 

紹介文：果実感いっぱいのジャム、ソースとブ

ルベリー１００％ストレートジュース

のヘルシーでおいしいギフトセットで

す。 

 

品番号：Ａ－８ 

商品名：ジャム＆ソースセット 

販売元：松緑福祉会かけはし寮 工房プエンテ 

配送方法：常温 

内容量：ブルーベリージャム１６０ｇ×２ 

いちごジャム１６０ｇ×１ 

ブルーベリーソース１８０ｇ×２ 

いちごソース１８０ｇ×１ 

紹介文：果実感いっぱいのブルーベリーといち

ごのジャム、ソースセットです。 

 

 

  



  平成 28 年 12 月 2 日現在 

  4 六ヶ所村 商工観光課 

 

品番号：Ａ－９ 

商品名：ブルーベリー冷凍生実 

販売元：松緑福祉会かけはし寮 工房プエンテ 

配送方法：冷凍 

内容量：３Ｋｇ 

紹介文：六ヶ所産ブルーベリーはやわらかな酸

味とほのかな甘みが特徴です。 

 

 

 

 

 

品番号：Ａ－１０ 

商品名：ブルーベリーチーズろーる 

販売元： （有）遠田秋月堂 

配送方法：冷凍 

内容量：１８ｃｍ×２ 

紹介文：竹炭とチーズ入りのスポンジでブルー

ベリーとチーズ入りカスタードクリー

ムを巻いたオリジナルロールケーキで

す。 

 

 

 

品番号：Ａ－１１ 

商品名：ながいもとうにのお菓子詰合せ  

販売元： （有）遠田秋月堂 

配送方法：冷凍 

内容量：ながいも万十×５、 

ミニうにようかん×２、うにの里×５、 

とろろ饅頭×５、甘ながいも×３ 

紹介文：六ヶ所産の新鮮なうにとこだわりのな

がいものオリジナルお菓子です。 

いろいろなバリエーションが楽しめる

詰合せです。 

 

品番号：Ａ－１２ 

商品名：ななくらにんじんジュース  

販売元：（有）マルヨシ 

配送方法：常温 

内容量：１，０００ｍｌ×４ 

紹介文：六ヶ所村七鞍平は、にんじん作りに最

適な土地です。 

完熟堆肥で育てられ、カロテン含有の

多い品種のにんじんを１，０００ｍｌ

あたり約２５本も使用して、美味しく

飲みやすいジュースに仕上げました。 
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品番号：Ａ－１３ 

商品名：六ヶ所ワイン 

販売元：六ヶ所商工事業協同組合 

配送方法：常温 

内容量：ロゼワイン（７２０ｍｌ）×１本 

白ワイン(（７２０ｍｌ）×１本 

紹介文：キャンベル種のブドウを使用したロゼ

ワインは、瓶熟成によって風味を楽し

めるやわらかな口当たりです。 

ナイアガラ種のブドウを使用した白ワ

インは、やや甘口でフルーティな口当

たりです。  
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Ｂコース 

品番号：Ｂ－１ 

商品名：北のたこしゃぶセット 

販売元：ろっかしょ村おこし 和の工房 

配送方法：冷凍 

内容量： たこ２５０ｇ×２ 

めっぽう旨いつゆ３００ｍｌ×１ 

紹介文：六ヶ所村沖で獲れる新鮮なたこを釜茹

でした身の柔らかい獲れたての一品で

す。 

めっぽう旨いつゆは、泊産の真昆布が

入ったオリジナルつゆです。 

品番号：Ｂ－２ 

商品名：六景海宝 特上コース 

販売元：ろっかしょ村おこし 和の工房 

配送方法：冷凍 

内容量：泊産うに８０ｇ×１、 

泊産うにあわび８０ｇ×１ 

お刺身ひらめ６０ｇ×２ 

紹介文：幻のうにと言われています。 

味は日本一。ひらめのお刺身と一緒に

お届けします。 

 

品番号：Ｂ－３ 

商品名：ろっかしょ村 ふるさと納税セット 

販売元：ろっかしょ村おこし 和の工房 

配送方法：常温 

内容量：ふりふり昆布３０ｇ×１、 

めっぽう旨いつゆ３００ｍｌ×１ 

和の香り黒豆コーヒー１００ｇ×２ 

紹介文：めっぽう旨いつゆは、うどん、そば、

茶碗蒸しやお刺身などで使える万能つ

ゆです。 

和の香り黒豆コーヒーは六ヶ所産黒豆

を丹念に焙煎し、高級コーヒーとブレ

ンドした薫り高いコーヒーです。 

品番号：Ｂ－４ 

商品名：天然活あわび 

販売元：泊漁業協同組合 

配送方法：冷蔵 

１１月以降の配送となります。 

内容量：８００ｇ（１個１５０ｇ前後） 

紹介文：六ヶ所村泊地区特産のあわびを５～６

個程度（合計８００ｇ）をお届けしま

す。漁獲期間に制限があるため、１１

月以降の配送予定となります。 

 

 

 

 

画像準備中 

画像準備中 

画像準備中 

漁獲期間終了のため今年の受付

は終了いたしましたので、 

ご了承ください。 

2017 年 6 月頃に取扱再開を 

予定しております。 


