大竹ふるさと応援寄附金（ふるさと納税）返礼品一覧（その１）楽天市場からお届け
※商品名に下線のあるものは、【返礼品一覧（その２）ふるさとチョイスからお届け】と重複する商品です

１万円以上ご寄附いただいた方が申込みできます
番号

5
7
10

品 名
こだわり味付けのり ３種詰合せ６個 か
き風味味付のり2個、姫ひじきの塩付味
付のり2個、四万十川産青のり味付のり
2個【竹野海苔】
かきみそラー油詰め合わせ かきみそ
ラー油120g、生七味80g、椎茸かき佃煮
100g、原木干ししいたけ100g【大竹特
産ゆめ倶楽部】
栗谷産の菌床「生椎茸」１ｋｇ 【限定商
品】肉厚絶品採りたての菌床「生椎
茸」1kg【村上農園】

番号

11
12
13

品 名
安芸弥栄１５個 大竹銘菓 大竹の代表銘
菓15個入り、パイ生地にあんこの美味
【モーコ製パン工場】
阿多田いりこセット 阿多田かえり200g、
煮干しいりこ500g、万倍（せんべい風
乾製品）15g×2袋、阿多田ちりめん
200g【大井水産】
大竹市内の墓地１区画の清掃代行 ふる
さとはお任せください！【大竹市シル
バー人材センター】

楽天ふるさと納税はインターネット
のみの申込受付となります

１万１千円以上ご寄附いただいた方が申込みできます
番号

1101

品 名
「にが旨」アイスコーヒーセット （1,000ml
紙パック×2本、165g缶入り×1缶、ク
ラックシュガー）【自家焙煎イブリッ
ク】

番号

1102

品 名
有機ドリップバックコーヒーセット１２ｇ×２１
袋 マスターのこだわり（3箱セット＝
12ｇ×21袋）【自家焙煎イブリック】

番号

1103

品 名
熟成本格麺ぶち旨セット１２食 広島のぶ
ち旨ラーメンとつけ麺（6袋/12食・
スープ・たれ付き）【なか川】

１万１千円以上ご寄附いただいた方が申込みできます １万２千円以上ご寄附いただいた方が申込みできます
番号

1104

品 名
三国酢 人気バラエティーセット （穀物
酢、寿司酢、米酢、南蛮酢、らっきょ
う酢、以上各720ml 各1本／贅沢ぽん酢・
瀬戸のしずく300ml 1本）【三国酢造】

番号

1201

品 名
完熟純粋 広島県産ハチミツ６００ｇ 清流
小瀬川の恵み こだわりの熟成百花蜜
600g【吉岡企画】

番号

1202

品 名
栗谷産ヒノヒカリ精米 １０ｋｇ 三倉岳の清
流が育てた美味しいお米10kg【栗谷産
ヒノヒカリ出荷組合】

１万８千円以上ご寄附いただいた方が申込みできます
番号

1802

品 名
高級ティッシュペーパー×10箱 カシミヤ
10箱【さんくす】

番号

1803

品 名
トイレットペーパー×40個 クリネックス
システィ(リラックスブルー) 4ロール×10箱
【さんくす】

番号

1804

品 名
トイレットペーパー×40個 クリネックス
ソフティ(ペールピンク) 4ロール×10箱 【さ
んくす】

２万円以上ご寄附いただいた方が申込みできます
番号

203

品 名
三国酢 特醸手作りギフトセット （特醸寿
司酢、特醸米酢、特醸南蛮酢、以上各
720m各2本／贅沢ぽん酢・瀬戸のしずく
300ml 1本）【三国酢造】

番号

204

品 名
大竹市内の墓地１区画の清掃代行と献花
ふるさとはお任せください！【大竹市
シルバー人材センター】

２万４千円以上ご寄附いただいた方が申込みできます
番号

2401

品 名
完熟純粋 広島県産ハチミツ１，２００ｇ 清
流小瀬川の恵み こだわりの熟成百花
蜜600g×2個【吉岡企画】

番号

2402

楽天ふるさと納税はインターネット
のみの申込受付となります

品 名
ティッシュペーパー×60箱 クリネックス
ティシュー 5箱×12パック 【さんく
す】

２万５千円以上ご寄附いただいた方が申込みできます ３万円以上ご寄附いただいた方が申込みできます
番号

2507

品 名
トイレットペーパー×40個 クリネックス
極上のおもてなし 4ロール×10箱

番号

312

品 名
ゴルフボール ３ダース ブリヂストン Ｎｅ
ｗｉｎｇ （ﾎﾜｲﾄ,ﾊﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ,ｲｴﾛｰ,ｵﾚﾝｼﾞ,ﾋﾟﾝ
ｸよりお選び下さい）【ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ】

３万２千円以上ご寄附いただいた方が申込みできます
番号

3201

品 名
大人用おむつ×88枚（M-Lサイズ） 肌ケ
ア アクティ ふんわりフィット うす型

406

品 名

瀬戸内海上釣堀”大漁丸”招待券（１名利
用） 広島唯一の海上釣堀招待券（1名利
用）【大井水産】

313

品 名
ゴルフボール ４ダース ブリヂストン Ｌａ
ｄｙ （ﾎﾜｲﾄ,ﾋﾟﾝｸよりお選び下さい）【ブリ
ヂストン】

３万７千円以上ご寄附いただいた方が申込みできます
番号

3202

４万円以上ご寄附いただいた方が申込みできます
番号

番号

番号

410

品 名
大人用おむつ×80枚（L-LLサイズ） 肌ケ
ア アクティ ふんわりフィット うす型パンツ

品 名
ゴルフボール ２ダース ブリヂストン ＰＨ
ＹＺ５ (ﾎﾜｲﾄ,ﾊﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ,ｲｴﾛｰ,ﾊﾟｰﾙﾋﾟﾝｸよ
りお選び下さい）【ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ】

番号

3701

番号

412

品 名
高級ティッシュペーパー×10箱 クリネッ
クス ティシュー 至高 極(きわみ)10箱
【さんくす】

品 名
大人用おむつ×162枚 肌ケア アクティ
尿とりパット6回吸収 うす型パンツ 【さんく
す】

４万５千円以上ご寄附いただいた方が申込みできます
番号

4501

品 名
ゴルフボール ３ダース ブリヂストン ＪＧ
Ｒ (ﾎﾜｲﾄ,ﾊﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ,ｲｴﾛｰよりお選び下さ
い）【ブリヂストン】

番号

4502

品 名
ゴルフボール ５ダース ブリヂストン Ｎｅ
ｗｉｎｇ （ﾎﾜｲﾄ,ﾊｰﾙﾎﾜｲﾄ,ｲｴﾛｰ,ｵﾚﾝｼﾞ,ﾋﾟﾝｸ
よりお選び下さい）【ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ】

番号

4503

品 名
ゴルフボール ５ダース ブリヂストン ＥＸ
ＴＲＡ ＳＯＦＴ （ﾎﾜｲﾄ,ｲｴﾛｰ,ｵﾚﾝｼﾞよりお
選び下さい）【ブリヂストン】

４万５千円以上ご寄附いただいた方が申込みできます ５万円以上ご寄附いただいた方が申込みできます
番号

4504

品 名
ゴルフボール ４ダース ブリヂストン ＳＵ
ＰＥＲ ＳＴＲＡＩＧＨＴ (ﾎﾜｲﾄ,ﾊﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ,ｲｴ
ﾛｰよりお選び下さい）【ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ】

番号

502

品 名
ゴルフボール ３ダース ブリヂストン ＧＯ
ＬＦ Ｔｏｕｒ BX (ﾎﾜｲﾄ,ｲｴﾛｰよりお選び下
さい）【ブリヂストン】

番号
502-1

品 名
ゴルフボール ３ダース ブリヂストン ＧＯ
ＬＦ Ｔｏｕｒ BX ＢＳＧロゴ 【ブリヂストン】

５万円以上ご寄附いただいた方が申込みできます
番号

503

品 名
ゴルフボール ３ダース ブリヂストン ＧＯ
ＬＦ Ｔｏｕｒ ＸＳ 【ブリヂストン】

番号
503-1

品 名
ゴルフボール ３ダース ブリヂストン ＧＯ
ＬＦ Ｔｏｕｒ ＸＳ ＢＳＧロゴ 【ブリヂストン】

６万円以上ご寄附いただいた方が申込みできます ８万円以上ご寄附いただいた方が申込みできます
番号

604

品 名
瀬戸内海上釣堀”大漁丸”招待券（２名利
用） 広島唯一の海上釣堀招待券（2名利
用）【大井水産】

番号

801

品 名
ゴルフボール ４ダース ブリヂストン ＰＨ
ＹＺ５ (ﾎﾜｲﾄ,ﾊﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ,ｲｴﾛｰ,ﾊﾟｰﾙﾋﾟﾝｸよ
りお選び下さい）【ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ】

楽天ふるさと納税はインターネット
のみの申込受付となります

