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静岡県 清水町

蒲焼割烹うな繁特選国産うなぎ
蒲焼真空パック２人前

23,000円

厳選した国産うなぎを使用。蒲
焼割烹うな繁の味をご家庭でお
楽しみください！

蒲焼割烹うな繁特選国産うなぎ
蒲焼真空パック３人前

34,000円

厳選した国産うなぎを使用。蒲
焼割烹うな繁の味をご家庭でお
楽しみください！

蒲焼割烹うな繁特選国産うなぎ
蒲焼真空パック４人前

45,000円

厳選した国産うなぎを使用。蒲
焼割烹うな繁の味をご家庭でお
楽しみください！

自家焙煎珈琲「柿田川湧水」特
選セット【粉】

10,000円

自家焙煎にこだわった煎りたて
新鮮な珈琲。香りの違いを愉し
める３点セットです。

ラーメンろたすラーメン３食セ
ット（煮干ラーメン・正油クラ
シック・豚そば）

10,000円

ろたすファンの方はもちろん、
全国のラーメン好きの皆さん、
ぜひ一度お試しください！

柿田川富士山百年水500ml×24本

10,000円

「名水百選」柿田川の天然水の
雑味のないまろやかな喉越しを
お楽しみください。

柿田川名水ところてん６食木製
突き棒付きセット

10,000円

伊豆産の最高級天草、柿田川名
水で作る本場のところてんです
！

【JAなんすん】するがの極５kg
【新米】

10,000円

令和３年度産のお米もするがの
極の基準を満たしました！清水
町の自信の逸品です！

ところてんで作ったあんみつカ
ップ入り６個セット

10,000円

食感が違う！柿田川名水「とこ
ろてん」で作る、餡・蜜にもこ
だわったあんみつです。

柿田川野菜3種のレタス詰合せ

10,000円

柿田川野菜は環境に優しく、安
心・安全・栄養満点な「新時代
の野菜」です！

カカオ入り角切りところてんチ
ョコろてん12個アソートセット
【冬季限定】

20,000円

ありきたりじゃなくて【印象的
】、スパイスのきいたギフトに
お選びください！

カカオ入り角切りところてんチ
ョコろてん24個アソートセット
【冬季限定】

33,000円

ありきたりじゃなくて【印象的
】、スパイスのきいたギフトに
お選びください！
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静岡県　清水町

フラットクリーニング10点スピ
ードパック利用券

29,000円

「着て」「送る」だけ。富士山
の伏流水で洗う、ネット宅配ク
リーニング。

自家焙煎珈琲煎りたてドリップ
バッグギフト18袋入

10,000円

煎りたての珈琲をその場でパッ
ク詰めした、味と香りを愉しむ
ドリップバッグです！

わたなべ農園清水町産きぬむす
め・にこまる各５ｋｇ緑米900ｇ
食べ比べセット

17,000円

わたなべ農園自慢の清水町産「
きぬむすめ・にこまる・緑米」
の食べ比べセットです！

色が選べる！！ゆうすいくん×
シトラスリボン刺繍両面キーホ
ルダー

10,000円

刺繍職人による総刺繍のゆうす
いくんキーホルダーが出来上が
りました！

ファイルボックスSECTOR＜地球
＞

10,000円

あなた次第でカタチを変える、
収納の新スタイル。新感覚のフ
ァイルボックスです。

糀専門店の甘酒の素詰め合わせ

10,000円

柿田川湧水と国産ブランド米を
使用。自家製無添加のやさしい
味わいの甘酒の素です。

オリジナルフォトブックが作れ
る記念撮影

120,000円

プロカメラマンによる写真撮影
とオリジナルフォトブックの作
成を行います！

自家焙煎の水出しアイスコーヒ
ーとドリップバッグのセット

10,000円

自家焙煎珈琲の煎りたての味、
香りの違いを楽しめるセットで
す！

三須茶園静岡煎茶・深蒸し茶詰
合せ

15,000円

上質な静岡県内産茶葉をご自宅
で。和貼缶でお届けするのでご
贈答用にもぴったりです。

逸品創房卓上スマホスタンド・
カップホルダー

55,000円

町工場職人が作るアルミ削り出
し「卓上スマホスタンド＆カッ
プホルダー」です！

柿田川湧水生パスタと自家製ト
マトソースのセット

10,000円

柿田川湧水で製麺したこだわり
の生パスタと自家製トマトソー
スのセット！

誕生記念名入れオリジナルフォ
トフレーム

15,000円

誕生日や記念日のお祝いに。世
界にひとつだけのオリジナルフ
ォトフレームです！
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静岡県　清水町

三須茶園静岡茶ドリップ式ティ
ーバッグ24袋セット

10,000円

本物のお茶を手軽に楽しめる静
岡県内産茶葉のドリップ式ティ
ーバッグ

ファイルボックスSECTOR＜オレ
ンジ＞

10,000円

あなた次第でカタチを変える、
収納の新スタイル。新感覚のフ
ァイルボックスです。

【リピーター様向け】柿田川名
水ところてん12人前セットおす
すめのタレ付き

10,000円

こだわりのところてん！リピー
ター様におすすめのセットです
！

清水町柿田川こだわりの逸品詰
合せ

20,000円

柿田川こだわりの逸品の詰合せ
です。さまざまなこだわりをお
楽しみください！

蒲焼割烹うな繁うなぎ蒲焼真空
パック２人前

18,000円

職人が丹精込めて丁寧に焼き上
げました。うな繁の味をご家庭
でお楽しみください。

蒲焼割烹うな繁うなぎ蒲焼真空
パック３人前

25,000円

職人が丹精込めて丁寧に焼き上
げました。うな繁の味をご家庭
でお楽しみください。

蒲焼割烹うな繁うなぎ蒲焼真空
パック４人前

32,000円

職人が丹精込めて丁寧に焼き上
げました。うな繁の味をご家庭
でお楽しみください。

糀専門店厳選３種の味噌と甘酒
の素詰合せ

10,000円

国内産原料にこだわり、手づく
りで丁寧にじっくり仕上げた商
品です。

ゆうすいくんぷっくりガラスカ
ボションキーホルダーとトート
バッグ

10,000円

ゆうすいくんのオリジナルグッ
ズが新登場！バッグと一緒にお
使いください。

緑米焼酎「柿田川の恵み大湧水
」水割りセット

10,000円

おいしいお酒には水が肝心！柿
田川湧水と清水町特産緑米のフ
ルーティーな焼酎です。

静岡県内産特上煎茶（初緑）・
抹茶入り玄米茶詰合せセット

10,000円

100%静岡県内産の茶葉を無添加
で製茶した、三須茶園こだわり
の銘茶です！

わたなべ農園直送３種のお米セ
ット

10,000円

幻の米「緑米」を含む、柿田川
湧水で育てた３種のお米セット
です！
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静岡県　清水町

清水町産きぬむすめ７㎏

10,000円

清水町内で獲れたお米をお届け
いたします。

蒲焼割烹うな繁うなぎ各２人前
食べ比べセット

40,000円

蒲焼割烹うな繁の特選国産うな
ぎ蒲焼と旬の産地のうなぎ蒲焼
の食べ比べセットです！

わたなべ農園直送のお米と季節
の野菜セット

10,000円

旬の新鮮野菜と出荷直前に精米
した自慢のお米のセット。緑米
は清水町の特産品です！

誕生記念名入れオリジナル卓上
万年カレンダー

10,000円

世界にひとつだけのオリジナル
万年カレンダーです！

蒲焼割烹うな繁うなぎ蒲焼真空
パック１人前

10,000円

職人が丹精込めて丁寧に焼き上
げました。うな繁の味をご家庭
でお楽しみください。

ファイルボックスSECTOR＜月＞

10,000円

あなた次第でカタチを変える、
収納の新スタイル。新感覚のフ
ァイルボックスです。

蒲焼割烹うな繁特選国産うなぎ
蒲焼真空パック１人前

12,000円

蒲焼割烹うな繁の味をご家庭で
お楽しみください！

自家焙煎珈琲「柿田川湧水」特
選セット【豆】

10,000円

自家焙煎にこだわった煎りたて
新鮮な珈琲。香りの違いを愉し
める３点セットです。

清水町産あいちの香り７㎏

10,000円

清水町内で獲れたお米をお届け
いたします。

オリジナル卓上万年カレンダー

10,000円

あなただけの木製オリジナルカ
レンダー、お作りいたします。

ファイルボックスSECTOR＜スイ
カ＞

10,000円

あなた次第でカタチを変える、
収納の新スタイル。新感覚のフ
ァイルボックスです。

【返礼品なし】新型コロナウイ
ルス対策応援寄附（１万円）

10,000円

こちらは返礼品なしとなってお
ります。※新型コロナウイルス
感染症対策※
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静岡県　清水町

清水町産きぬむすめ＆あいちの
香り食べ比べセット（各５㎏）

15,000円

清水町内で獲れたお米の食べ比
べセットです。

ファイルボックスSECTOR＜月・
地球＞

18,000円

あなた次第でカタチを変える、
収納の新スタイル。新感覚のフ
ァイルボックスです。

ファイルボックスSECTOR＜スイ
カ・オレンジ＞

18,000円

あなた次第でカタチを変える、
収納の新スタイル。新感覚のフ
ァイルボックスです。

三須茶園静岡茶飲み比べセット

10,000円

静岡県内産茶葉の飲み比べセッ
トです。お気に入りの味を見つ
けてください。

オリジナルフォトフレーム

15,000円

お気に入りの写真を少し凝った
オーダーフォトフレームに飾り
ませんか。

柿田川富士山百年水500ml×24本
【２箱】

20,000円

★柿田川こだわりの逸品認定商
品★
富士山から百年の歳月をかけて
、清水町柿田川に湧水として姿
を現した恵みの水です。

フラットクリーニング15点スピ
ードパック利用券

42,000円

「着て」「送る」だけ。富士山
の伏流水で洗う、ネット宅配ク
リーニング。

フラットクリーニング20点保管
パック利用券

61,000円

「着て」「送る」だけ。富士山
の伏流水で洗う、ネット宅配ク
リーニング。

柿田川湧水生パスタ10食セット

10,000円

柿田川湧水で製麺したデュラム
セモリナ粉100％使用のこだわ
り生パスタのセット！

柿田川富士山百年水500ml×24本
【定期便】全６回コース

60,000円

富士山から百年の歳月をかけて
、清水町柿田川に湧水として姿
を現した恵みの水です。

柿田川富士山百年水500ml×24本
【定期便】全12回コース

120,000円

富士山から百年の歳月をかけて
、清水町柿田川に湧水として姿
を現した恵みの水です。

清水町産きぬむすめ15㎏

20,000円

清水町内で獲れたお米をお届け
いたします。
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静岡県　清水町

清水町産あいちの香り15㎏

20,000円

【令和３年度新米】ふるさと納
税返礼品限定のお米をお届けし
ます。
かわせみが鳴き、水中花ミシマ
バイカモが咲き誇り、鮎が産卵

【定期便】わたなべ農園直送の
「きぬむすめ」５キロ全３回コ
ース

25,000円

【定期便】３か月間、発送直前
に精米した「きぬむすめ」をお
届けできます！

【定期便】わたなべ農園直送の
「にこまる」５キロ全３回コー
ス

25,000円

【定期便】３か月間、発送直前
に精米した「にこまる」をお届
けいたします！

わたなべ農園清水町産きぬむす
め・にこまる各３ｋｇ緑米900ｇ
食べ比べセット

12,000円

わたなべ農園自慢の清水町産「
きぬむすめ・にこまる・緑米」
の食べ比べセットです！

柿田川富士山百年水500ml×24本
【定期便】全３回コース

30,000円

★柿田川こだわりの逸品認定商
品★
富士山から百年の歳月をかけて
、清水町柿田川に湧水として姿
を現した恵みの水です。

自家焙煎の水出しアイスコーヒ
ー11パック

10,000円

自家焙煎にこだわった煎りたて
新鮮な珈琲を、水出しでお楽し
みください。

卓上スマホスタンド・スピーカ
ー

90,000円

町工場職人が作るアルミ削り出
し卓上スマホスタンド。カラー
は9色から選べます！

逸品創房卓上タブレット＆スマ
ホスタンド

55,000円

町工場職人が作るアルミ削り出
し「卓上タブレット＆スマホス
タンド」です！

清水町産きぬむすめ＆あいちの
香り食べ比べセット（各10㎏）

30,000円

清水町内で獲れたお米の食べ比
べセットです。

清水町産きぬむすめ30㎏

40,000円

清水町内で獲れたお米をお届け
いたします。

清水町産あいちの香り30㎏

40,000円

【令和３年度新米】ふるさと納
税返礼品限定のお米をお届けし
ます。
かわせみが鳴き、水中花ミシマ
バイカモが咲き誇り、鮎が産卵

清水町産きぬむすめ＆あいちの
香り食べ比べセット（各20㎏）

55,000円

清水町内で獲れたお米の食べ比
べセットです。
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静岡県　清水町

清水町人気の６品定期便

70,000円

清水町ふるさと納税で人気の６
品を定期便で毎月お届けいたし
ます！

清水町イメージキャラクター「
ゆうすいくんグッズ」

10,000円

清水町イメージキャラクター「
ゆうすいくん」のグッズセット
です！

みまもりでんわサービス【固定
電話】（３ヵ月）

15,000円

利用期間３ヵ月間

【必ずお読みください】
※みまもりを受ける方が、清水
町に居住していることが必要で

みまもりでんわサービス【携帯
電話】（３ヵ月）

15,000円

利用期間３ヵ月間

【必ずお読みください】
※みまもりを受ける方が、清水
町に居住していることが必要で

みまもりでんわサービス【固定
電話】（６ヵ月）

30,000円

利用期間６ヵ月間

【必ずお読みください】
※みまもりを受ける方が、清水
町に居住していることが必要で

みまもりでんわサービス【携帯
電話】（６ヵ月）

30,000円

利用期間６ヵ月間

【必ずお読みください】
※みまもりを受ける方が、清水
町に居住していることが必要で

みまもりでんわサービス【固定
電話】（12ヵ月）

60,000円

利用期間12ヵ月間

【必ずお読みください】
※みまもりを受ける方が、清水
町に居住していることが必要で

みまもりでんわサービス【携帯
電話】（12ヵ月）

60,000円

利用期間12ヵ月間

【必ずお読みください】
※みまもりを受ける方が、清水
町に居住していることが必要で
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