
Ａコース（１万円以上２万円未満）

注文番号Ａ－０２

鶴田町が生産量日本

一を誇るスチューベン

ぶどうは、ぶどうの中

でも群を抜いて甘く、

ポリフェノールもたっ

ぷり含んでいます。

（提供期間：10月～2
月）

スチューベンぶどう

〔有限会社津軽ぶどう村〕

スチューベン生果（2㎏）化粧箱入り1箱

注文番号Ａ－０１

創業４０年余り、作

り続けてきた当社自慢

の黒豚餃子に、生産量

日本一！鶴田町の特産

品スチューベンブドウ

１００％の果汁を皮に

練り込んだ、ポリフェ

ノールたっぷり栄養満

点の餃子です。

スチューベン餃子

〔有限会社幡龍〕

スチューベン餃子（40個入り）1箱

注文番号Ａ－０３

グローバルＧＡＰ、

ＪＧＡＰ認証を得た農

場で生産した、安心し

て丸かじりできる葉取

らずサンふじです。葉

から養分が蓄積されて

糖度が増したおいしい

リンゴです。

（提供期間：11月15日
～12月28日）

葉取らずリンゴ・サンふじ

〔鶴翔りんごＧＡＰ部会〕

葉取らずサンふじ（18玉入り 5㎏）1箱

注文番号Ａ－０４

かつて数多くの鶴や

コウノトリが飛来した

鶴田町。

県産酒造好適米「華

想い」から生まれたや

さしい味の純米吟醸酒。

鶴と国際交流の里 鶴

田町のオリジナル地酒

です。

（醸造元：八戸酒類株

純米吟醸酒 鶴の恩返し

〔株式会社鶴の里振興公社〕

鶴の恩返し（720ml入り）1本

注文番号Ａ－０５

鶴田産のスチューベ

ンぶどうを使用した道

の駅つるた「鶴の里あ

るじゃ」オリジナルの

お菓子です。

特産品詰め合わせＡ

〔株式会社鶴の里振興公社〕

スチューベン一口羊羹 （6個入り）2袋

スチューベンサブレ （6個入り）1箱

注文番号Ａ－０６

幻のりんごと言わ

れ、一部にしか出

回っていないリンゴ

です。糖度が高くさ

わやかな味がします。

グローバルＧＡＰ、

ＪＧＡＰ認証農場で

生産されたリンゴで

す。

（提供期間：11月15

葉取らずリンゴ・青林

〔鶴翔りんごＧＡＰ部会〕

葉取らず青林（18玉入り 5㎏）1箱
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注文番号Ａ－０７

適度な酸味と甘味、

ジューシーな味が楽

しめる葉取らずサン

ふじ、糖度が高く、

さわやかな香りの青

林、両方を味わえる

ミックスリンゴです。

グローバルＧＡＰ、

ＪＧＡＰ認証農場で

生産されたリンゴで

葉取らずリンゴ・サンふじ、青林ミックス

〔鶴翔りんごＧＡＰ部会〕

葉取らずサンふじ、青林（18玉入り 5㎏）1箱

注文番号Ａ－０８

平成２８年に当町の

ＰＲ隊長に就任した町

マスコットキャラク

ター「つるりん」の

キャラクターグッズの

詰め合わせです。

つるりんグッズ

〔鶴田町〕

ミニマスコットストラップ、ラバーキーホルダー、ノート

ブック、トートバッグ、鉛筆、消しゴム各1個

注文番号Ａ－０９

当町の農業後継者で

組織するグループ「み

どりの会」。りんごを

中心に、米、ぶどう、

野菜、花卉などの栽培

を手がけています。そ

の会員が丹精込めて育

てたりんごを原料に作

られた果汁１００％

ジュースです。

りんごジュース

〔鶴田町みどりの会〕

りんごジュース（1ℓ）6本入り1箱

注文番号Ａ－１０

おなかにやさしい飲

むこんにゃくゼリーで

す。鶴田町が生産量日

本一を誇るスチューベ

ンぶどうの果汁を加え

た、とても飲みやすい

こんにゃくゼリーです。

パウチ入りなので外出

先でも気軽に飲めます。

飲むこんにゃくゼリー（スチューベン）

〔株式会社鶴の里振興公社〕

飲むこんにゃくゼリーぶどう（スチューベン）

注文番号Ａ－１１

おなかにやさしい飲

むこんにゃくゼリーで

す。鶴田町でも生産が

盛んなりんごの果汁を

加えた、とても飲みや

すいこんにゃくゼリー

です。パウチ入りなの

で外出先でも気軽に飲

めます。

飲むこんにゃくゼリー（りんご）

〔株式会社鶴の里振興公社〕

飲むこんにゃくゼリーりんご

鶴田町ＰＲ隊長「つるりん」プロフィール
性 別：ひ・み・つ

年 齢：永遠の5歳？ヶ月
性 格：明るく元気だけどおっちょこちょい

趣味・特技：温泉巡り、ダンス

将来のゆめ：町長さん、アイドル

好きな食べもの：鶴田町の特産品は全部好き
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Ｂコース（２万円以上３万円未満）

注文番号Ｂ－０１

鶴田町産のスチュー

ベンぶどうを原料に美

味しく仕上げました。

このスチューベン原

液は、睡眠中に多く失

われるブドウ糖を多く

含んでいます。ブドウ

糖はすぐに吸収される

エネルギー源です。朝

一番、目覚めの一杯に

おすすめします！

スチューベンジュース

〔有限会社津軽ぶどう村〕

完熟スチューベン原液（720ml）3本

注文番号Ｂ－０２

ぶどうの中でも群を

抜いて甘く、ポリフェ

ノールもたっぷり含ん

だスチューベンぶどう

の生果と、スチューベ

ン果汁１００％で作っ

た、スチューベン

ジュースの詰め合わせ

です。

スチューベン詰め合わせ

〔有限会社津軽ぶどう村〕

スチューベンぶどう生果（2㎏）

完熟スチューベン原液または丹頂の微笑（ｼﾞｭｰｽ）

（720ml）3本
（指定がない場合は、生果と原液のセットになります。）

注文番号Ｂ－０３

当町のぶどう生産農

家が心をこめて育てた

スチューベンぶどうを

原料に醸造されたワイ

ンです、ほど良い酸味

が特長です。

（醸造元：下北ワイ

ン）

スチューベンワイン

〔株式会社鶴の里振興公社〕

丹頂のささやき（720ml）赤2本、ロゼ1本

注文番号Ｂ－０４

鶴田町が生産量日本

一を誇るスチューベン

ぶどうは、ぶどうの中

でも群を抜いて甘く、

ポリフェノールもたっ

ぷり含んでいます。

（提供期間：10月～2
月）

スチューベンぶどう

〔有限会社津軽ぶどう村〕

スチューベン生果（2㎏）化粧箱入り2箱

注文番号Ｂ－０５

グローバルＧＡＰ、

ＪＧＡＰ認証を得た農

場で生産した、安心し

て丸かじりできる葉取

らずサンふじです。葉

から養分が蓄積されて

糖度が増したおいしい

リンゴです。

（提供期間：11月15日
～12月28日）

葉取らずリンゴ・サンふじ

〔鶴翔りんごＧＡＰ部会〕

葉取らずサンふじ（36玉入り 10㎏）1箱

注文番号Ｂ－０６

幻のりんごと言われ、

一部にしか出回ってい

ないリンゴです。糖度

が高くさわやかな味が

します。グローバルＧ

ＡＰ、ＪＧＡＰ認証農

場で生産されたリンゴ

です。

（提供期間：11月15日
～12月28日）

葉取らずリンゴ・青林

〔鶴翔りんごＧＡＰ部会〕

葉取らず青林（36玉入り 10㎏）1箱
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注文番号Ｂ－０７

適度な酸味と甘味、

ジューシーな味が楽し

める葉取らずサンふじ、

糖度が高く、さわやか

な香りの青林、両方を

味わえるミックスリン

ゴです。グローバルＧ

ＡＰ、ＪＧＡＰ認証農

場で生産されたリンゴ

です。

（提供期間：11月15日

葉取らずリンゴ・サンふじ、青林ミックス

〔鶴翔りんごＧＡＰ部会〕

葉取らずサンふじ、青林（36玉入り 10㎏）1箱

注文番号Ｂ－０８

かつて数多くの鶴や

コウノトリが飛来した

鶴田町。

県産酒造好適米「華

想い」から生まれたや

さしい味の純米吟醸酒。

鶴と国際交流の里 鶴

田町のオリジナル地酒

です。

（醸造元：八戸酒類株

純米吟醸酒 鶴の恩返し

〔有限会社太田金物センター〕

純米吟醸酒 鶴の恩返し（1.8ℓ）1本

注文番号Ｂ－０９

当町のぶどう生産農

家が心をこめて育てた

スチューベンぶどうを

原料に醸造されたワイ

ンです。白ワインは、

女性向きの甘みのある

ワインです。スパーク

リングワインは、さっ

ぱりとした飲みやすい

ワインです。

スチューベンワイン（白）Ａ

〔株式会社鶴の里振興公社〕

丹頂のささやき（白）（720ml）1本、スパークリングワイ

ン（500ml）2本

注文番号Ｂ－１０

当町のぶどう生産農

家が心をこめて育てた

スチューベンぶどうを

原料に醸造されたワイ

ンです。白ワインは、

女性向きの甘みのある

ワインです。スパーク

リングワインは、さっ

ぱりとした飲みやすい

ワインです。

スチューベンワイン（白）Ｂ

〔株式会社鶴の里振興公社〕

注文番号Ｂ－９９

ＪＧＡＰの認証を受

けて栽培している、安

全・安心な丸かじりで

きるリンゴです。葉を

取らないことで色付き

にムラがありますが、

光合成でできた養分を

蓄えた糖度の高いおい

しいリンゴです。

（提供期間：11月15日
～12月28日）

葉取らずリンゴ・サンふじ

〔鶴翔りんごＧＡＰ部会〕

葉取らずサンふじ（36玉入り 10㎏）1箱

注文番号Ｂ－９９

ＪＧＡＰの認証を受

けて栽培している、安

全・安心な丸かじりで

きるリンゴです。葉を

取らないことで色付き

にムラがありますが、

光合成でできた養分を

蓄えた糖度の高いおい

しいリンゴです。

（提供期間：11月15日
～12月28日）

葉取らずリンゴ・青林

〔鶴翔りんごＧＡＰ部会〕

葉取らず青林（36玉入り 10㎏）1箱

丹頂のささやき（白）（720ml）2本、スパークリングワイ

ン（500ml）１本

↓朝焼けの津軽富士見湖
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Ｃコース（３万円以上５万円未満）

注文番号Ｃ－０１

鶴田町産のスチュー

ベンぶどうを原料に美

味しく仕上げました。

このスチューベン原

液は、睡眠中に多く失

われるブドウ糖を多く

含んでいます。ブドウ

糖はすぐに吸収される

エネルギー源です。朝

一番、目覚めの一杯に

おすすめします！

スチューベンジュース

〔有限会社津軽ぶどう村〕

完熟スチューベン原液（720ml）6本

注文番号Ｃ－０２

本格芋焼酎「紫尾の

露」と当町産スチューベ

ン果汁を加えたリキュー

ル、葡萄のフィレールと

当町産りんご「ふじ」の

果汁と芋焼酎の原酒に炭

酸を加えた微炭酸のリ

キュール、林檎のフィ

レール、スチューベンワ

インのお酒セットです。

商品詰め合わせＢ

〔株式会社鶴の里振興公社〕

丹頂のささやき（赤）×2本、（ロゼ）×1本、

フィレール（葡萄）×2本、（林檎）×1本

注文番号Ｃ－０３

かつて数多くの鶴や

コウノトリが飛来した

鶴田町。

県産酒造好適米「華

想い」から生まれたや

さしい味の純米吟醸酒。

鶴と国際交流の里 鶴

田町のオリジナル地酒

です。

（醸造元：八戸酒類株

式会社）

純米吟醸酒 鶴の恩返し

〔有限会社太田金物センター〕

純米吟醸酒 鶴の恩返し（1ℓ）2本

注文番号Ｃ－０４

当町のぶどう生産農

家が心をこめて育てた

スチューベンぶどうを

原料に醸造されたワイ

ンです。赤、ロゼ、白

とスパークリングワイ

ンの丹頂のささやきフ

ルセットです。

（醸造元：下北ワイ

ン）

丹頂のささやきセット

〔株式会社鶴の里振興公社〕

丹頂のささやき（赤）×1本、（ロゼ）×1本、（白）×1本、

（スパークリングワイン）×3本

注文番号Ｃ－０５

当町の生産者が丹精

込めて栽培した鶴田町

産のスチューベンぶど

うを原料に美味しく仕

上げた果汁１００％

ジュースです。 道の

駅つるた「鶴の里ある

じゃ」オリジナル商品

です！

スチューベンぶどうジュース

〔株式会社鶴の里振興公社〕

スチューベンぶどうジュース（195g）×30缶

丹頂鶴自然公園
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Ｄ（さつま町）コース（２万円以上３万円未満）

注文番号Ｄ－０１

さつま町産黒毛和牛

の牛すき焼きセットで

す。

鹿児島黒牛はきめ細

かな肉質、バランスの

良い霜降り、肉のうま

さが自慢です。すき焼

きでお楽しみください。

【友好交流町取扱返礼

品：鹿児島県さつま

町】

牛すき焼きセット（3～4人前）

〔ＪＡ北さつま〕

ウデスライス200g×2（5等級）

注文番号Ｄ－０２

さつま町産黒毛和牛

の牛焼肉セットです。

鹿児島黒牛はきめ細

かな肉質、バランスの

良い霜降り、肉のうま

さが自慢です。焼肉で

お楽しみください。

【友好交流町取扱返礼

品：鹿児島県さつま

町】

牛焼肉セット（3～4人前）

〔ＪＡ北さつま〕

ウデ焼肉用200g×2（5等級）

Ｅ（さつま町）コース（３万円以上５万円未満）

注文番号Ｅ－０１

さつま町産黒毛和牛

の牛焼肉セットです。

鹿児島黒牛は、きめ

細かな肉質、バランス

の良い霜降り、肉のう

まさが自慢です。

【友好交流町取扱返礼

品：鹿児島県さつま

町】

牛焼肉セット（4～5人前）

〔ＪＡ北さつま〕

リブロース焼肉用300g（5等級）、肩ロース焼肉用

300g（5等級）

注文番号Ｅ－０２

さつま町産黒毛和牛の

牛すき焼きとしゃぶ

しゃぶセットです。

鹿児島黒牛は、きめ

細かな肉質、バランス

の良い霜降り、肉のう

まさが自慢です。

【友好交流町取扱返礼

品：鹿児島県さつま

町】

牛すき焼き･しゃぶしゃぶセット
（4～5人前）

〔ＪＡ北さつま〕

リブローススライス300g（5等級）、肩ローススライス

300g（5等級）

注文番号Ｅ－０３

さつま町産黒毛和牛

の牛サーロインステー

キと焼肉セットです。

鹿児島黒牛は、きめ

細かな肉質、バランス

の良い霜降り、肉のう

まさが自慢です。

【友好交流町取扱返礼

品：鹿児島県さつま

町】

牛サーロインステーキ（2枚）

・焼肉セット（2人前）

〔ＪＡ北さつま〕

サーロインステーキ200g×2（5等級）、ウデ焼肉用

200g（5等級）

鹿児島県さつま町

について

鹿児島県さつま町は、県北部の山あいに位置し

ており、多くの温泉を有し、豊かな自然のもと

様々な農畜産物が生産されています。

さつま町と当町の交流は、さつま町が合併する

前の鶴田町（つるだちょう）だった昭和５０年代

から続いています。

現在のさつま町になってからも友好交流協定を

締結し、経済、文化、人的交流などが図られてい

ます。

日髙さつま町長

と相川鶴田町長
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住民票抄本

返礼品は、寄附金額に応じて次のとおりお選びいただけます。

※返礼品は、随時追加になる場合がありますので、ご了承ください。

寄　附　金　額 返　　礼　　品
１万円以上～２万円未満 「Aコース」から１点。

いずれも観光ぶどう園
もぎ取り体験チケット(ペ
ア)がつきます。

２万円以上～３万円未満
「Aコース」から２点。
または「Bコース」、「Dコース」から１点。

３万円以上～５万円未満
「Aコース」から１点＋「Bコース」から1点。
または「Aコース」１点＋「Dコース」１点。
または「Cコース」、「Eコース」から1点。

５万円以上～１０万円未満

「Ｆコース」1点。
または「Bコース」、「Dコース」から３点。
または「Bコース」、「Dコース」から１点＋「Cコース」、「E
コース」から１点。

１０万円～２０万円未満
「Ｆコース」2点。
または「Bコース」、「Dコース」から６点。
または「Cコース」、「Eコース」から３点。

２０万円以上
「Ｆコース」4点。
または「Cコース」、「Eコース」から６点。

Ｆコース（５万円以上１０万円未満）

空から見た鶴田町と岩木山

注文番号Ｆ－０１

かつて数多くの鶴や

コウノトリが飛来した

鶴田町。

県産酒造好適米「華

想い」から生まれたや

さしい味の純米吟醸酒。

鶴と国際交流の里 鶴

田町のオリジナル地酒

です。

（醸造元：八戸酒類株

式会社）

純米吟醸酒 鶴の恩返し

〔有限会社太田金物センター〕

純米吟醸酒 鶴の恩返し（1ℓ）3本
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