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※開封後はお早目にお召し上がり
ください

円 円

円 円

円 円

■内　容：だし入り茶漬け
(熟成塩味･粕漬味･西京味噌味)　各70g×2
まぜごはんの素　70g×2
■原産地：むつ市

【豆のまま】スペシャルティ
コーヒー　深煎り(サンタロッ
サ　グァテマラ)

寄附金額 5,000 商品番号

194
商品番号

193

受付期間 通年 受付期間 通年

発送時期 順次発送

寄附金額 15,000

発送元 （株）北彩屋 発送元 （株）北彩屋

商品番号

191

海峡サーモン(常温)だし入り茶
漬け&まぜごはんの素 6個セッ
ト

寄附金額 11,000 商品番号

192

海峡サーモン(常温)だし入り茶
漬け3種&まぜごはんの素 8個
セット

発送時期 順次発送

　青森のご当地サーモン津軽海峡の荒波
が育てた「海峡サーモン」上質な脂の旨
みと引き締まった身が特徴。
・だし入り茶漬け:ふんわりと大きめの焼
き身は食べ応え十分!熱湯をかけ、よくほ
ぐせば出来上がり。(1カップ1人前)
・まぜごはんの素:かんたん、まぜるだけ
で海峡サーモンごはんが出来がります。
(1カップ2人前)
子供にも人気。お弁当やおにぎりにもオ
ススメです。

　青森のご当地サーモン津軽海峡の荒波
が育てた「海峡サーモン」上質な脂の旨
みと引き締まった身が特徴。
・だし入り茶漬け:ふんわりと大きめの焼
き身は食べ応え十分!熱湯をかけ、よくほ
ぐせば出来上がり。(1カップ1人前)
・まぜごはんの素:かんたん、まぜるだけ
で海峡サーモンごはんが出来上がりま
す。(1カップ2人前)
子供にも人気。お弁当やおにぎりにもオ
ススメです。

■内　容：だし入り茶漬け[70g×3]
　　　　　まぜごはんの素[70g×3]
■原産地：むつ市

【中挽き】スペシャルティ
コーヒー　深煎り(サンタロッ
サ　グァテマラ)

寄附金額 5,000

賞味期限 製造日から180日 配送方法 通常 賞味期限 製造日から180日

■内　容：コーヒー【豆のまま】深煎り
200g（焙煎から5日以内の製品を発送）
■原産地：グァテマラ　サンタロッサ
ハラパ
■加工地：むつ市

■内　容：コーヒー【中挽き】深煎り
200g（焙煎から5日以内の製品を発送）
■原産地：グァテマラ　サンタロッサ
ハラパ
■加工地：むつ市

受付期間 通年 受付期間 通年

発送元 艮珈琲店 発送元

配送方法 通常

製造日から1か月 配送方法 通常 賞味期限 製造日から1か月 配送方法 通常

発送時期 お申し込み後1～2週間程度で順次発送予定 発送時期 お申し込み後1～2週間程度で順次発送予定

賞味期限

【中挽き】
スペシャルティコーヒー

中煎り(サンライズ/ブラジル) 発送元

4,000寄附金額 寄附金額

艮珈琲店 艮珈琲店

艮珈琲店

世界中から厳選したコーヒーを青森県む
つ市にて焙煎し、新鮮な状態でお届けし
ています。
テカンブッロ火山をはじめとした山々に
囲まれたサンタロッサ。豊かな火山性土
壌と太平洋熱帯の温暖さと雨に恵まれて
おり、グァテマラの中でも高品質なコー
ヒーの産地として知られています。
ダークチョコの風味と豊かなボディのバ
ランスが秀逸で、心地よい苦味と甘みを
感じられる、品のある深煎りコーヒーで
す。

世界中から厳選したコーヒーを青森県む
つ市にて焙煎し、新鮮な状態でお届けし
ています。
テカンブッロ火山をはじめとした山々に
囲まれたサンタロッサ。豊かな火山性土
壌と太平洋熱帯の温暖さと雨に恵まれて
おり、グァテマラの中でも高品質なコー
ヒーの産地として知られています。
ダークチョコの風味と豊かなボディのバ
ランスが秀逸で、心地よい苦味と甘みを
感じられる、品のある深煎りコーヒーで
す。

商品番号

197

【豆のまま】
スペシャルティコーヒー

2点セット

寄附金額 9,000 商品番号

198

商品番号

195

【豆のまま】
スペシャルティコーヒー

中煎り(サンライズ/ブラジル) 発送元

4,000 商品番号

196

通常 製造日から1ヶ月 配送方法 通常

【中挽き】
スペシャルティコーヒー

2点セット

寄附金額 9,000

艮珈琲店 艮珈琲店

※開封後はお早目にお召し上がりください

世界中から厳選したコーヒーを青森県む
つ市にて焙煎し、新鮮な状態でお届けし
ています。

■内容：コーヒー【豆のまま】
・サンライズ/ブラジル(中煎り)[200g]
原産地:ブラジル　ミナスジェライス州
セラード・デ・ミナス

・サンタロッサ　グァテマラ
(深煎り)[200g]
原産地:グァテマラ　サンタロッサ　ハラ
パ

■加工地:青森県むつ市

世界中から厳選したコーヒーを青森県む
つ市にて焙煎し、新鮮な状態でお届けし
ています。

■内容：コーヒー【中挽き】
・サンライズ/ブラジル(中煎り)[200g]
原産地:ブラジル　ミナスジェライス州
セラード・デ・ミナス
　
・サンタロッサ　グァテマラ
(深煎り)[200g]
原産地:グァテマラ　サンタロッサ　ハラ
パ

■加工地:青森県むつ市

受付期間 通年 受付期間 通年

製造日から1ヶ月賞味期限 賞味期限

発送時期 お申し込みより1週間程度で順次発送予定 発送時期 お申し込みより1週間程度で順次発送予定

発送元発送元

配送方法

世界中から厳選したコーヒーを青森県む
つ市にて焙煎し、新鮮な状態でお届けし
ています。
マイルドかつクリアで飲みやすい、ハイ
コストパフォーマンスコーヒー

■内容:コーヒー【豆のまま】
・サンライズ/ブラジル(中煎り)[200g]

■原産地:ブラジル　ミナスジェライス州
セラード・デ・ミナス

■加工地:青森県むつ市

製造日から1ヶ月 配送方法 通常

お申し込みより1週間程度で順次発送予定発送時期 お申し込みより1週間程度で順次発送予定 発送時期

賞味期限 賞味期限

受付期間 通年 受付期間 通年

製造日から1ヶ月 配送方法 通常

世界中から厳選したコーヒーを青森県む
つ市にて焙煎し、新鮮な状態でお届けし
ています。
マイルドかつクリアで飲みやすい、ハイ
コストパフォーマンスコーヒー

■内容:コーヒー【中挽き】
・サンライズ/ブラジル(中煎り)[200g]

■原産地:ブラジル　ミナスジェライス州
セラード・デ・ミナス

■加工地:青森県むつ市

【豆のまま】 【中挽き】

【豆のまま】

※画像はイメージです。
※お礼品を選択する際は、受付期間や発送期間等の情報を今一度ご確認くださいますようお願いいたします。
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受付期間 通年 受付期間 通年

発送元 艮珈琲店 発送元 中西木工所

商品番号

199
オリジナルキャニスター

寄附金額 5,000 商品番号

200
青森ひば風呂いす(大)

寄附金額

発送時期 お申し込みより1週間程度で順次発送予定 発送時期 お申し込みより1ヶ月程度で順次発送予定

配送方法 配送方法

受付期間 通年 受付期間 ～12月31日

発送元 中西木工所 発送元
大魚株式会社

むつ総合卸売市場

商品番号

201
 青森ひばまな板(厚さ4cm)

寄附金額

通常 通常

50,000 商品番号

202

【期間限定】1月発送開始　旬
のタラ鍋セット
【3～4人前】

寄附金額 16,000

賞味期限 賞味期限 出荷日+冷蔵で3日 配送方法 冷蔵便

秋田すぎや木曽ひのきと並ぶ日本三
大美林である「青森ひば」が群生す
る下北半島むつ市。水に強く青森ひ
ばの特徴を活かした、まな板です。
カビが繁殖しにくく、さらに青森ひ
ばの香りもお楽しみいただけます。
天然木の肌触りのよさをぜひ手にし
て体感してほしいと思います。日々
の生活に青森ひばを取り入れて、下
北半島の森を感じてみませんか。
■お礼品の内容について
・青森ひばまな板(厚みのある)[1点
(横55cm×縦23cm×高さ4cm)]
■原産地:青森県/加工地:青森県むつ
市

通常

むつ市の漁港で水揚げされた新鮮なお魚
を届いてすぐ食べられる鍋セットにして
ご用意しました。

■お礼品の内容について
・タラ鍋セット[1kg]
■原産地・加工地:むつ市

※天候により、発送が遅れる場合がござ
います。遅れる場合には事前にご連絡い
たします。

長期不在等によりお礼の品をお受け取り
できなかった場合、再発送はできませ
ん。ご注意ください。

※画像はイメージです。野菜・スー
プは付属しません。

発送時期 お申し込みより1ヶ月程度で順次発送予定 発送時期 2023/01/16より順次発送予定

受付期間 受付期間

発送時期 発送時期

賞味期限 加工後から冷凍で60日 賞味期限

商品番号

203

【期間限定】2月発送開始　旬
のアンコウ鍋セット

【3～4人前】

寄附金額 20,000 商品番号

204

【期間限定】3月発送開始　旬
の魚介類寄せ鍋セット

【3～4人前】

発送時期 2023/02/20より順次発送予定 発送時期

発送元
大魚株式会社

むつ総合卸売市場

賞味期限 出荷日+冷蔵で3日 配送方法 冷蔵便 賞味期限 出荷日+冷蔵で3日

加工後から冷凍で60日

受付期間

赤身肉の旨味が際立つ、下北牛。
本州最北端 下北地域の大自然の中で放牧
されている為、脂身が少なくヘルシー
で、食べ応えのある肉質が特徴です。
ヒレ肉は1頭から2本しかとれない、言わ
ずとしれたとても希少な部位。
きめ細かな柔らかさを持ち、軽く爽やか
な脂と赤身の旨みを堪能できます。
下北牛の旨味をよりお楽しみいただくた
めに、大満足の300gカットでお届け致し
ます。
■お礼品の内容について
・下北牛　ヒレステーキ　[約300g]
　原産地:青森県むつ市/製造地:青森県大鰐町

寄附金額 20,000

発送元 津軽開発株式会社 発送元 津軽開発株式会社

寄附金額 29,000 商品番号

206
下北牛　サーロイン
ステーキ　約300g

通年 通年

お申し込み後1～2週間程度で順次発送 お申し込み後1～2週間程度で順次発送

配送方法 冷凍 配送方法 冷凍

本州最北端 下北地域の大自然の中で放牧
されている為、脂身が少なくヘルシー
で、食べ応えのある肉質が特徴です。
下北牛は乳酸菌を与え肥育し、赤身肉の
旨味が際立つブランド牛です。
ステーキ用サーロインは脂肪と赤身のバ
ランスがとても良く、短角牛のかめばか
むほど肉の旨みを堪能できます。
下北牛の旨味をよりお楽しみいただくた
めに、大満足の300gカットでお届け致し
ます。
■お礼品の内容について
・下北牛　サーロイン　ステーキ[約300g]
　原産地:青森県むつ市/製造地:青森県大鰐町

・到着後はすぐに冷凍庫にて保管をお願いいたします。
・調理の際は前日より冷蔵庫にて解凍してください。
・解凍後はお早目にお召し上がりください。

・到着後はすぐに冷凍庫にて保管をお願いいたします。
・調理の際は前日より冷蔵庫にて解凍してください。
・解凍後はお早目にお召し上がりください。

コーヒーが200～250g程度入る、艮
珈琲店オリジナルキャニスターで
す。
パッキンが付いているため防湿効果
があり、完全に遮光するためコー
ヒーの保存におすすめです。

■お礼品の内容について
・オリジナルキャニスター[1個]
　
■製造地:日本

秋田すぎや木曽ひのきと並ぶ日本三
大美林である「青森ひば」が群生す
る下北半島むつ市。水に強く青森ひ
ばの特徴を活かした、風呂場用品で
す。
カビが繁殖しにくく、さらに青森ひ
ばの香りもお楽しみいただけます。
天然木の肌触りのよさをぜひ手にし
て体感してほしいと思います。日々
の生活に青森ひばを取り入れて、下
北半島の森を感じてみませんか。
■お礼品の内容について
・青森ひば風呂いす(大)[1点(横30cm
×縦20cm×高さ35cm)]
■原産地:青森県/加工地:青森県むつ
市

60,000

※画像はイメージです。野菜・スー
プは付属しません。

～2月28日

2023/03/13より順次発送予定

配送方法 冷蔵便

商品番号

205
下北牛　ヒレステーキ

約300g

寄附金額 16,000

発送元
大魚株式会社

むつ総合卸売市場

受付期間 ～1月31日

むつ市の漁港で水揚げされた新鮮なお魚
を届いてすぐ食べられる鍋セットにして
ご用意しました。

■お礼品の内容について
・アンコウ鍋セット[1kg]
■原産地・加工地:むつ市

※天候により、発送が遅れる場合がござ
います。遅れる場合には事前にご連絡い
たします。

長期不在等によりお礼の品をお受け取り
できなかった場合、再発送はできませ
ん。ご注意ください。

むつ市の漁港で水揚げされた新鮮なお魚
を届いてすぐ食べられる鍋セットにして
ご用意しました。

■お礼品の内容について
・寄せ鍋セット[1kg]
■原産地・加工地:むつ市

※天候により、発送が遅れる場合がござ
います。遅れる場合には事前にご連絡い
たします。

長期不在等によりお礼の品をお受け取り
できなかった場合、再発送はできませ
ん。ご注意ください。

※画像はイメージです。野菜・スー
プは付属しません。

※画像はイメージです。
※お礼品を選択する際は、受付期間や発送期間等の情報を今一度ご確認くださいますようお願いいたします。
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賞味期限 加工後から冷凍で60日 配送方法 冷凍 賞味期限 加工後から冷凍で60日 配送方法 冷凍

【リブロース】サシが入りやすくきめが細かい。柔
らかく脂の濃厚な旨みを楽しめます。
【ザブトン】肩ロースの中でも特にサシがしっかり
入っている希少部位です。
【ミスジ】赤身と脂身のバランスがよく、あっさり
とした食感でいて濃厚な味わいです。
【三角バラ】美しいサシが入り、赤身のうまみが口
の中で踊ります。
【イチボ】肉らしい濃厚な旨味と、脂の甘みをしっ
かりと味わう事ができます。
【ホルモン(大腸・ミノ)】大腸(シマチョウ)は適度
な脂と歯ごたえが特徴です。小腸(マルチョウ)と比
べますと、脂は少なめで、厚みがあるため歯ごたえ
がしっかりしています。
ミノは独特のコリコリとした食感や、弾力があり、
噛みごたえ抜群です。味や匂いにクセがなく食べや
すいホルモンです。

【ザブトン】肩ロースの中でも特にサシが
しっかり入っている希少部位です。
【三角バラ】美しいサシが入り、赤身のうま
みが口の中で踊ります。
【ヒウチ】赤身と脂身のバランスが非常に良
くて濃厚な旨みを楽しめます。
【イチボ】肉らしい濃厚な旨味と、脂の甘み
をしっかりと味わう事ができます。

受付期間 受付期間

発送時期 発送時期

・到着後はすぐに冷凍庫にて保管をお願いいたします。
・調理の際は前日より冷蔵庫にて解凍してください。
・解凍後はお早目にお召し上がりください。
・画像はイメージです。実際の箱とは異なる場合もありますのでご了
承ください。

・到着後はすぐに冷凍庫にて保管をお願いいたします。
・調理の際は前日より冷蔵庫にて解凍してください。
・解凍後はお早目にお召し上がりください。
・画像はイメージです。実際の箱とは異なる場合もありますのでご了
承ください。

通年

お申し込み後2～3週間程度で順次発送

通年

お申し込み後2～3週間程度で順次発送

内容量

原産地/加工地

100g×4パック

青森県むつ市/青森県大鰐町

内容量

原産地/加工地

100g×6パック

青森県むつ市/青森県大鰐町

商品番号

207
下北牛　人気部位食べ比べ

4種セット　2～3人前

寄附金額 21,000 商品番号

208
下北牛　人気部位食べ比べ

6種セット　2～3人前

寄附金額 29,000

発送元 津軽開発株式会社 発送元 津軽開発株式会社

商品番号

209
下北牛ハンバーグと

ピリ辛ソーセージのセット

寄附金額 16,000

発送元 津軽開発株式会社

下北牛入りのホテルメイドの極上ハン
バーグと自社肥育の青森県産下北牛と青
森県産豚肉、青森県産ニンニクを使用し
たソーセージの大満足なセット製品で
す。
創業30年の青森ワイナリーホテル門外不
出のレシピを用いて手作りしました。

■お礼品の内容について
・ハンバーグ【160g×3個】
・ピリ辛ソーセージ【100g×3個】
原産地:青森県むつ市/製造地:青森県大鰐
町

※画像はイメージです。
・一つずつ冷凍し真空パックで用意しております。
・到着後はすぐに冷凍庫にて保管をお願いいたします。
・調理の際は前日より冷蔵庫にて解凍してください。
・解凍後はお早目にお召し上がりください。

受付期間 通年

発送時期

賞味期限 加工後から冷凍で90日 配送方法 冷凍

お申し込み後2～3週間程度で順次発送

※画像はイメージです。
※お礼品を選択する際は、受付期間や発送期間等の情報を今一度ご確認くださいますようお願いいたします。


