
【寄附額１万円以上～２万円未満の返礼品】
品名 取扱業者 内容

1 忍者レフ 株式会社よしみカメラ 忍者レフ

2 ピーマン焼酎「ぴめんと」・「残心」セット
・ぴめんと　：　アルコール度数25％　内容量500ml　宮崎県
・残心　：　アルコール度数14％　内容量720ml　宮崎県

3
芋焼酎「海柴（うみしば）」・麦焼酎「風の梟（かぜの
ふくろう）」セット

・海柴　：　アルコール度数20％　内容量720ml　宮崎県
・風の梟　：　アルコール度数25％　内容量720ml　宮崎県

4 チータル15個入 有限会社お菓子の浩屋 チータル【15個╱宮崎県宮崎市】

5
宮崎県産茶飲み比べ3種Aセット（煎茶「野路乃梅」・
白折茶「都露」・玉緑茶「露華」）

有限会社
宮崎美老園

■原産地：宮崎県児湯郡
■内容量：煎茶「野路乃梅」100g×1、白折茶「都露」100g×1、玉緑茶「露華」100g×1

6
【宮崎発】牛豚鶏のご馳走セット（ローストビーフ・
ローストポーク・鶏ロール）※特製ドレッシング付

有限会社クオーカ
やわらかローストビーフ100g×3パック（宮崎県産牛もも肉）、しっとりローストポーク100g×3パッ
ク（清武産豚ロース肉）、激ウマ鶏ロール100g×3パック（新富産鶏もも肉）、クオーカ特製ドレッシ
ング280cc×2本（製造地宮崎県）

7 みやざき地頭鶏炭火焼ギフトセットB
株式会社

ぐんけい農園
・みやざき地頭鶏炭火焼セット（もも焼き：約130ｇ×1パック・むねみ焼きバターペッパー：約130ｇ
×1パック・手羽焼き：約20ｇ×1パック）/宮崎県宮崎市〕

8
【宮崎県産】手羽三昧3種セット（手羽先餃子・手羽先
明太・手羽先チーズ各10本入り）

株式会社
ニッチフーズ

■原産地：宮崎県
■内容量：手羽先餃子約550ｇ（10本入）、手羽先明太約550ｇ（10本入）、手羽先チーズ約450ｇ
（10本入）

9 宮崎特産品詰め合わせセット（小） 株式会社タカヒラ　

・日向夏ドレッシング〔340g/宮崎〕
・塩けんぴ〔240g/宮崎〕×2個
・ひや汁の素〔160g/宮崎〕×2個
・日向かぼちゃみそ漬きざみ〔100g/宮崎〕
・とろっととろける豚とろ煮〔200g/宮崎〕
・国産鶏手焼き炭火焼　満潮の塩使用〔80g/宮崎〕
・つぼ漬けきくらげ宮崎〔150g/宮崎〕

10
【宮崎海洋高等学校 共同開発品】宮崎マヒマヒフ
レーク90g×12缶セット

■原産地：宮崎県宮崎市
■内容量：宮崎マヒマヒフレーク90g×12個

11 青島魚うどんと宮崎県産キャビアの親煮込みセット
■原産地：宮崎県宮崎市
■内容量：青島魚うどん (レトルト）200g×2、宮崎県産キャビアの親煮込み （缶詰）90g×2

12
ベジカケルドレッシングベストセレクション5種セット
（はるみ・マンゴー・へべす・日向夏・ごぼう）

■原産地：宮崎県宮崎市
■内容量：ベジカケルドレッシングベストセレクション160ml×5種（はるみ・マンゴー・へべす・日
向夏・ごぼう）

13 ＳＥＡ　ＰＡＳＳＩＯＮ　ボッタルガセット 株式会社ＳＥＡ　ＰＡＳＳＩＯＮ Ａｒｍｏｎｉａ1本（100ml）、ボッタルガパウダー15g、ボッタルガブロック15g　〔原産地（日本）〕

14
【地元ブランド】マスコのドレッシング4種・宮崎県産ち
りめん・宮崎マヒマヒフレークのセット

株式会社マスコ
■原産地：宮崎県
■内容量：チルドドレッシング200ml×4本（日向夏・にんじん・たまねぎ・おいしい）、宮崎県産ちり
めん100g×1袋、宮崎マヒマヒフレーク90g×2缶

15
故郷のご両親への家事代行（お気軽パック）サービ
ス

故郷のご両親への家事等の代行サービス（2回/1回につき2時間以内でできるお仕事）
※ サービス提供区域（宮崎市内）

16 故郷のお墓の清掃サービス 宮崎県宮崎市内のお墓限定で、お墓の清掃のサービス

17 ふる郷の自然を味わう特選緑茶「誉」セット 三松茶舗 「宮さきの誉」100g×3/宮崎県産

18
宮崎名物セット（肉巻きおにぎり1箱6個入り・宮崎県
産こだわり味付け豚肉約500ｇ）

株式会社
南九州商事

■原産地：宮崎県
■内容量：肉巻きおにぎり1箱（約120g/個×6個）、宮崎県産こだわり味付け豚肉約500ｇ×1袋

19
宮崎名物　釜揚げうどん15食入り（つゆ、揚げ玉、薬
味付き）

日本めん
株式会社

15食入り（1人前あたり）：釜揚げうどん150g、つゆ60cc、揚げ玉6g、薬味1g

20 みやざきしｔｅａ産地めぐりセット 白玄堂 煎茶５０ｇ×４缶（高岡、田野、清武、生目産各１缶）、箱入

21 くろまる＋うまいから詰め合わせ ㈱ＭＯＭＩＫＩ くろまる３個、うまいからシリーズ３本セット

【寄附額２万円以上～３万円未満の返礼品】
品名 取扱業者 内容

1
【宮崎県佐土原産】和匠うなぎの蒲焼き・うな丼の
素・鰻肝煮の3種セット

有限会社
高木養鰻場

備長炭手焼【宮崎県佐土原産】和匠うなぎの蒲焼　約155g～175g×2尾
特製タレ50g×2個
【宮崎県佐土原産】和匠うな丼の素　100g×3パック
【宮崎県佐土原産】鰻肝煮　50g×1パック

2
宮崎県産茶飲み比べ5種Bセット（金印野路乃梅・野
路乃梅・都露・露華・金印釜炒り茶）

有限会社
宮崎美老園

■原産地：宮崎県児湯郡、宮崎県五ヶ瀬町
■内容量：煎茶「金印野路乃梅」100g×1、煎茶「野路乃梅」100g×1、白折茶「都露」100g×1、玉
緑茶「露華」100g×1、釜王「金印釜炒り茶」100g×1※計5袋

3 みやざき地頭鶏しゃぶしゃぶ鍋セット
・みやざき地頭鶏しゃぶしゃぶ鍋セット〔（モモ：120ｇ×2、ムネ肉：80ｇ×2、つくね：100ｇ×2、ゆず
こしょう：10ｇ×2、スープ：１Ｌ×2）/宮崎県宮崎市〕

4 みやざき地頭鶏炭火焼ギフトセットA
・みやざき地頭鶏炭火焼セット（もも焼き：約130ｇ×2パック・むねみ焼きバターペッパー：約130ｇ
×2パック・手羽焼き：約20ｇ×2パック）/宮崎県宮崎市〕

宮崎ふるさと愛寄附金推進事業追加返礼品一覧（平成２８年１２月期）

株式会社
落合酒造場

ひむかの玉手箱
（器）

公益社団法人　宮
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センター

株式会社
ぐんけい農園



品名 取扱業者 内容

5 宮崎名物鳥炭火焼と豚トロ贅沢セット
株式会社
タカヒラ

・国産鶏手焼き炭火焼　満潮の塩使用〔80g/宮崎〕×10個
・国産鶏手焼き炭火焼　満潮の塩使用〔180g/宮崎〕×3個
・とろっととろける豚とろ煮〔200g/宮崎〕×3個

6 宮崎特産品詰め合わせセット（大）
株式会社
タカヒラ

・日向夏ドレッシング〔340g/宮崎〕×2本
・塩けんぴ〔240g/宮崎〕×3個
・ひや汁の素〔160g/宮崎〕×2個
・日向かぼちゃみそ漬きざみ〔100g/宮崎〕
・とろっととろける豚とろ煮〔200g/宮崎〕×2個
・国産鶏手焼き炭火焼　満潮の塩使用〔80g/宮崎〕×5個
・つぼ漬けきくらげ宮崎〔150g/宮崎〕×2個
・天日干し沢庵日向漬〔1本入り/宮崎〕
・きざみつぼ漬（135ｇ/宮崎県）×2個

7 金の番茶詰め合わせ
株式会社

宮崎ゴールドファー
ム

冬虫夏草入り熟成三年番茶ティーバック2.3g×10パック（2個入り）×3セット
〔冬虫夏草/宮崎県宮崎市〕
〔熟成三年番茶/宮崎県五ヶ瀬町〕

8
ふる郷の自然を味わう厳選みやざき「郷の安心」セッ
ト

三松茶舗 厳選「宮さきの誉」100ｇ×2[宮崎県産]/「桑の葉茶」30ｇ×2[宮崎県高岡町一里山産]

9 くろまる５袋セット くろまる３１粒×５袋

10 くろまる詰め合わせ くろまる１袋３１粒、うまみたれ大２本、そうめん白２本・黒２本、うまいからたべてみて１本

【寄附額３万円以上～６万円未満の返礼品】
品名 取扱業者 内容

1 芋焼酎「紅きらら甕」 落合酒造場 ・紅きらら甕　：　アルコール度数25％　内容量1,800ml　宮崎県

2
備長炭手焼き【宮崎県佐土原産】和匠うなぎの蒲焼
き5尾セット

・備長炭手焼き【宮崎県佐土原産】和匠うなぎの蒲焼き　約155g～175g×5尾
・特製タレ　50g×5個

3
【宮崎県佐土原産】備長炭手焼き　和匠うな丼の素
10袋入り

【宮崎県佐土原産】和匠うな丼の素　　100g×10袋
（カットうなぎと特製タレのセット）

4 ＳＥＡ　ＰＡＳＳＩＯＮ　ボッタルガスペシャルセット
株式会社ＳＥＡ　ＰＡ

ＳＳＩＯＮ

Ｇｒａｚｉａ1本（120g）、Ｔｒａｍｏｎｔｏ　Ｓａｒｄｅｇｎａ1本（135g）、Ａｒｍｏｎｉａ1本（100ml）、ボッタルガブロッ
ク50g、ボッタルガパウダー100g、宮崎産レモン(時期によりお届けする商品を変更する事がござ
います。）
〔原産地（日本）〕

5 冬虫夏草入りごぼう茶・金の番茶セット
株式会社

宮崎ゴールドファー
ム

ごぼう茶37.5g（1.5g×25包）×3個　　金の番茶46g（2.3g×20）×2個　　金の番茶缶入り23g（2.3g
×10個）×1個
〔宮崎県〕

6 ふる郷の誇りを味わう厳選「宮さきの誉」茶箱入り 三松茶舗 厳選「宮さきの誉」100g×5[宮崎県産]/「桑の葉茶」50ｇ×1[宮崎県高岡一里山産]/保管用茶箱

7
宮崎名物いろどりセット（肉巻きおにぎり・こだわり味
付け豚肉・鶏の炭火焼・○八ホルモン焼肉のタレ）

株式会社
南九州商事

■原産地：宮崎県
■内容量：肉巻きおにぎり1箱（約120g/個×6個）、こだわり味付け豚肉約500ｇ×2袋、鶏の炭火
焼約500g×2袋、○八ホルモン焼肉のタレ約410ｇ×1本

8 宮崎カーフェリー２等寝台往復乗船券（１名） 宮崎カーフェリー㈱ ２等寝台往復乗船券（１名・乗用車航送無）

【寄附額６万円以上～１０万円未満の返礼品】
品名 取扱業者 内容

1 冬虫夏草金印
株式会社

宮崎ゴールドファー
ム

冬虫夏草粉末　30g（1g×30包）〔宮崎県〕

2 宮崎カーフェリー２等寝台往復乗船券（ペア） 宮崎カーフェリー㈱ ２等寝台往復乗船券（ペア・乗用車航送無）

3 トム・ワトソンゴルフプレー券（平日・ペア）
フェニックスリゾート

㈱
平日・ペア　昼食、練習球付

【寄附額１０万円以上～２０万円未満の返礼品】
品名 取扱業者 内容

1 トランスバッグZ
株式会社

よしみカメラ
スーツケース（キックボード機能付き）

2 トム・ワトソンゴルフプレー券（土日・ペア）
フェニックスリゾート

㈱
土日・ペア　昼食、練習球付

【寄附額３０万円以上～４０万円未満の返礼品】
品名 取扱業者 内容

1
宮崎観光ホテル＋宮崎鶴田記念クリニック　PET-
CTがん検診付き宿泊プラン

株式会社
宮崎観光ホテル

宮崎観光ホテル宿泊
宮崎鶴田記念クリニックPET-CTによる全身のがん検査

㈱ＭＯＭＩＫＩ

有限会社
高木養鰻場



品名 取扱業者 内容

2
フェニックスカントリー＋トム・ワトソンゴルフ＋ホテル
シェラトン宿泊セット（平日ペア）

○ゴルフ
初日 トム・ワトソン（平日・ペア・昼食付）
翌日 フェニックスカントリー（平日・ペア）
○宿泊：デラックス・ツイン（朝食付）

3
ホテルシェラトン・クラブフロア宿泊＆宮崎牛鉄板焼
ディナー（ペア）

○宿泊：３６階以上クラブフロア１泊、２食付（ペア）
○夕食：鉄板焼ふかみ特選ディナー

4 ホテルシェラトン・スイートルーム２連泊（ペア） ○宿泊：コーナースイート２連泊朝食付（ペア）

【寄附額４０万円以上の返礼品】
品名 取扱業者 内容

1
東京‐宮崎ペア往復航空券＋宮崎カントリーゴルフ
プレー＋ＡＮＡホリデイ・インリゾート宿泊セット

○ソラシドエアペア往復航空券
○宮崎カントリーゴルフプレー（平日・土日祝・ペア）
○宿泊：ＡＮＡホリデイ・インリゾート（１泊２食・ツイン）

2
東京‐宮崎ペア往復航空券＋ＡＮＡホリデイ・インリ
ゾート宿泊＋レンタカーセット

○ソラシドエアペア往復航空券
○宿泊：ＡＮＡホリデイ・インリゾート（１泊２食・ツイン）
○レンタカー２日

3
東京‐宮崎ペア往復航空券＋宮崎カントリーゴルフ
＋宮崎観光ホテル宿泊セット

○ソラシドエアペア往復航空券
○宮崎カントリーゴルフプレー（平日・土日祝・ペア）
○宿泊：宮崎観光ホテル（１泊朝食・ツイン）

4
東京‐宮崎ペア往復航空券＋宮崎観光ホテル宿泊
＋レンタカーセット

○ソラシドエアペア往復航空券
○宿泊：宮崎観光ホテル（１泊朝食・ツイン）
○レンタカー２日

合計：23事業者、52品

宮崎交通㈱

フェニックスリゾート㈱


