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きりたんぽ鍋
本場大館で受け継がれる、

秋田を代表する郷土料理。

ごはんを潰して棒に巻き、焼いて鍋に入れた郷土

料理。秋田県北東部が発祥で、大館では各家庭

で代々受け継がれるおふくろの昧です。現在定番

の昧付けや具材は、明治中期に大館市内の料亭

などでおもてなし料理として出されたことで確立。

大館が「きりたんぽ鍋Jの本場と言われるゆえん

になっています。

Ew  
砂詳細は32ページへ

きりたんぽ鍋セット
旨みたっぷりの比内地鶏ガラスープが染み入った

手作りのきりたんぼは、心も体も温まるおいしさ。
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秋田の米を食べて育った、

誇り高い良質な黒毛和牛。

「秋田牛Jとは、一定量のお米を食べて育った秋田県産黒毛和牛です。

3等級以上のジューシーで軟らかな肉質は、旨みたっぷりで、脂の口溶けが良くなめらか。

全国から高い評価を受けている注目のブランド牛です。

圃 . : . m .

砂詳細は37ページへ

秋田牛すきしゃぶ肉
上質な秋田牛を薄くスライス。すき焼きゃしゃぶしゃ

ぶのダシにくぐらせて、とろける舌触りを楽しんで。

EE置 園

砂詳細は37ページへ

秋田午ステーキ肉
見事なサシの入った厳選の秋田牛をぜひステーキで。

なめらかな脂と軟らかでジューシーな肉質は絶品。
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SAKURABUTA 
大館の農場で安心-安全に育てられた

SPFポーク。精肉として出荷するのは

デュロック種という雌豚のみという、

出荷頭数が限られた希少なものです。

臭みがなく、軟らかでジューシーな食

昧で人気の高い豚肉です。

RECfPE FROM ODATE 
食卓lと笑顔がと lまれる“大館さくら豚"を使った特製レシピ。

。大館さくら豚井
-浅漬けキムチと比内地鶏の半熟卵のせ一

[材料 (4人分)】 [作り方】

①*をよく混ぜる。

※10ページの写真のレシピです。

浅漬けキムチ

はくさい…5枚 (250g)

にんじん… 1/2本 (80g)

ちんげん菜…1株(50g)

塩…小さじ1* 

②はくさいを縦に3等分にし、 1cm幅に切る。

①にんじんとちんげん菜は太めの千切りにする。

@①に②と③を入れて、 10分間置く。

酢...大さじ2*

チリソース…小さじ1* 
①口の広いコップに1/8くらい水を入れて、卵を落とし、

半熟卵 比内地鶏の卵..-4個 つまようじで卵黄に2、3力所穴を聞ける。

②①を600Wのレンジで20~30秒間加熱する。

大館さくら豚・肩スライス…450g ①玉ねぎを8等分のくし切りにする。

玉ねぎ… 1個 ②①と豚肩スライスを中火で1、2分間妙める。

豚井 しようゆ…大さじ3* ③②に*を入れて、煮詰める。

酒…大さじ3* ④それぞれの具材をごはんに盛り付けて、完成。

みりん...大さじ3*

l ジューシーで軟らかい大館さくら豚とピリ辛な手作りキムチ lと半熟卵が 1

1 絶 妙lと絡み合います。ワンプレートで栄養バランス@!

EE置 園 砂詳細は38ページへ

大館さくら豚の詰め合わせ
臭みがなくて軟らかな、冷めてもおいしい大館自慢の

豚肉を各部位セットで。どんな料理にも使えます。

11 



のびのびとした環境で育つ、

大館比内が誇る美昧鶏。
天然記念物の比内鶏の交配種である比内地鶏は、名古屋コー

チン、薩摩地鶏と並ぶ日本三大美昧鶏のひとつに数えられます。

広い牧草地で時間をかけて放し飼いしたその肉質は、弾力があって

しっかりとした歯応え。コク深い脂も特徴です。

EE置 園 Enm 
砂詳細は35ページへ 砂詳細は35ページへ

EE置園

砂詳細は36ページへ

官込 ・ m

比内地鶏1羽詰め合わせ 比内地鶏親子井の素セット 比内地鶏たまごセット

自慢の鶏肉をl羽まるごと。ていねいに育てた 旨み抜群の肉を自家製のつゆで煮込みまし 濃厚でコク深い昧わいなので、使うだけで

地鶏の旨さを、余すことなく堪能してください。 た。溶き卵を加えてとろとろ親子井が完成! 普段のたまご料理がワンランクアップ。
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EE置 園 砂詳細は40ページへ

あきたこまち
農水省認定のエコファーマーが作る、安心・安

全の一等米を厳選。粘りのある美味しいお米。

EE置 園 砂詳細は36ページへ

比内地鶏の卵かけごはんセット

濃厚な比内地鶏の卵を、炊きたてのあきたこまち

で。シンプルに素材の昧をお楽しみください。

置軍mIE 砂詳細は40ページへ

比内地鶏の炊き込みめしセット
比内地鶏のスープで炊き込むぜいたくごはん。

鶏の脂でパサっかず、炊きあがりもふんわり。
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-dlm 
砂詳細は40ページヘ

大館のもち
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稲作が盛んな秋田では、米を中心にした食文化が育ま

れてきました。各地にさまざまに加工されたもち料理が

ありますが、やはり原点はシンプルな杵つきもち。秋田

県産のもち米のおいしさを昧わえます。

RE仁IPE From ODsTE 
米どとろ大館の自慢の“もち"を使った特製レシぜ。

~揚げもちの中華あんかけ

lもちが中華料理tと変身1 かりかりの食感が病みつきに。

l中華めんかけは野菜もたくさん摂れる優秀な一品です.

~もっちりのぴ~るチーズケーキ

lチーズケーキがのびちゃう!?新食感スイーツ。

:かlまちゃ味はへJレシーで、自然な甘さがちょうどいい!

【材料(4人分)】

もち…8個

サラダ油…大さじ1

はくさい...2-3枚
長ねぎ…1;本

ピーマン・・・3個

にんじん一1本
しいたけ・・・4つ

豚ももスライス…150g

えび ..8尾

しようが…1片(3gくらい)

にんにく…1片(3gくらい)

【作り方]

しようゆ…大さじ1*

酒…大さじ1隼

みりん…大さじ1事

水・・・大さじ5*

片栗粉・・・大さじ1

①もちを2等分にし、フライパンで油を熱して両面焼く.

②はくさいは維に3等分にして2cm幅に切り、長ねぎは大きめの

斜め切り、ピーマンは2cmの色紙切り、にんじんは半月切り、

しいたけは4等分にする.

③中華鍋もしくはフライパンに少量の油としようが、にんにく

をいれ、弱火にかける.

@香りが立ち、しようがとにんにくがうっすらきつね色になった

ら強火にして、②と豚肉とえびを妙める.

⑤ホを合わせ、@に入れる.

⑥片栗粉を大さじ2の]}くで溶き、⑤に入れてよく混ぜ合わせる.

①揚げ焼きしたもちに⑥をかけて完成.

【材料(4人分)】

《プレーン》

クリームチーズ…200g

もち…2枚

生クリームー大さじ2

砂糖…大さじ2と1/2

粉砂糠・・・適量

【作り方]

①もちを1cmのさいの目状に切る.

②切ったもちと生クリーム、クリームチーズを入れ、

レンジで1分間加熱する.

③②に砂糖を入れてよく混ぜ合わせる.

@容器に入れて、粉砂楯を撮りかける.

《かぼちゃ味》

①かぼちゃを一口大に切り、600Wのレンジで4分間加熱する.

②①をよく演す.(色が気になる場合は皮を取って演す)

③《ブレーン》の半量の材料で、《ブレーン》の作り方①~③

まで作る.

@①と③をよく混ぜ合わせる.

⑤容器に入れて、粉砂糖を振りかける.

17 



「有の気候が育む、

糖度の高い農作物たち。

秋田県内陸部に位置する大館

は、夏は暑く、冬は寒い盆地特有

の気候。一日の気温変動も大きい

のですが、これが農作物の大きな

恵みに。寒暖差が野菜や果物の

糖度を上げて、おいしい深みのあ

る昧にしてくれます。

Eヨ可n.
砂詳細は41ページヘ

大館の句の野菜※写真はイメージです

大館で作る安心・安全な野菜や果物と、手作り

加工品のセット。その季節の句を届けます。

E在百m:::.

砂詳細は41ページヘ

大館の句の 果 物 ※写真はイメージです

北限の和梨『中山梨」や「大館りんご」など、果物

も豊富な大館。その甘さをぜひご賞味ください。
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• • • ~~lM~ 日間 ~A~iY r~~ 問 。~A i l ~ 
大館のおい Lいお肉では tまる特別なパーテイ

特別な日のおもてな ltと華を添えるローストビーフ。

11-
ジューシーでやわらかな秋田牛をじっくり焼き上げた、極上

ローストピーフ。ほんのりピンク色の断面は、メインディッシユ

としてテーブルを華やかに演出します。大切な人との特別な

日にもおすすめの一品です。

'詳細は37ページへ

秋田牛ローストビーフ

20 
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プレミアムなおつまみは、

産地限定の独自ブランド

「ぴるない」のハムで。

比内地鶏の中でもさらに産地にこだわり

飼育された、あきた六次会の独自ブランド

「ぴるない」。本場ドイツの食肉加工マイ

スター直伝製法のハムやウインナーは、お

酒との相性も抜群。プレミアムなおつまみ

にぜひどうぞ。

il-E 砂詳細は36ページへ

'ぴるないのハムやお肉

素材の味が生きている、

ローストチキン。

厳選した比内地鶏を丸ごとー羽ローストし

たぜいたくメニュー。噛むほどに旨みが広

がり、比内地鶏そのものの味わいが楽しめ

ます。誕生日やクリスマスなど、パーティー

を盛り上げるひと皿にぴったりの豪勢なチ

キンです。

ンキチ'
h
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の
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~((~~( f~~ 問。 ~Alf(
主役を華やかは盛り上げる大館食材のパーティーレシピ。

。比内地鶏ハムのピンチョス
園亙~E 砂詳細は36ページへ

比内地鶏びるないブロックハム
【材料】

比内地鶏のハム

だい乙ん

アボカド

オリーブ

【作り方】

①だい乙んは3cmの色紙切り、

- E砂詳細は41ページへ

大館の旬の野菜

ハムは4等分にし、フライパンで焼く。

②アボカドをスライスする。

③オリーブの実は輪切りにする。

④全ての材料をお好みで重ね合わせ、

つまようじ等で留める。

。ソーセージのカレーパエリア
園亙~E 砂詳細は36ページへ

比内地鶏びるないウィンナー

。生ハムと

【材料】

ソーセージ・・・2本

赤バプリカ… 1/4個

インゲン・..3本

【作り方】

ごはん...300g

カレー粉・"2g
塩...少々

①ソーセージは3等分に斜めに切る。

②パプリカは細切りにする。

①インゲンは6cmの長さに切る。

④カレー粉を少量の水で溶き、

炊きたてのごはんに混ぜる。

⑤スキレツ卜(耐熱皿でも可)に④の

ごはんを盛り、①と②と①を盛り

付け、 250"Cで余熱したオ ブン

で8~10分間焼く。

-liliiD1:IE 砂詳細は39ページへ

比内地鶏の半熟卵のサラダ 白神生ハムスライス2年熟成

【材料】

生ハム・・・好きなだけ

W~...1 個

にんじん… 1/3個

オクラ...3本

レタス… 1/2玉

シーザードレッシング・・・適量

だい乙ん… 1/8個 トマト… 1/2本

【作り方】

①だい乙ん、にんじん、トマトを1cm

の角切りにする。

②オクラを1分間茄で、冷水で冷やし、

O.5cmの厚さに切る。

①レタスを一口大にちぎる。

④口の広いコップに 1/8くらい水を

入れて、卵を落とし、つまようじで

卵黄に2、3力所穴を聞ける。

600Wのレンジで20~30秒間加

熱する。

⑤生ハムとすべての野菜を盛り付け、

卵を中央に落とし、ドレッシングを

かけて完成。



はちみつ
大館周辺は自然の宝庫。日本有数のアカシヤ群や、栃の木

が原生する国有林があり、良質なはちみつが採取できる場所

です。国産の純粋はちみつはクセがなく、

さらりとした口当たり。栄養素豊富で美容

と健康にも良い有能食材です。

-圃 砂詳細は38ページへ

はちみつ

場Ifl
9:2 

REClPE 

[材料 (4人分)】

りんご… 1個

梨… 1個

かぼちゃ… 1/4個

はちみつ・・-好きなだけ

【作り方】

いろんな料理に使えて、美容・健康にも効果的。

独特の発酵文化が生んだ、ぜいたくみそ。

冬の雪深さが独特の発酵文化を生んだ秋田では、食品作り

に米麹を役立ててきました。秋田のみそは、他の地域に比べ

て米麹をふんだんに使うのが特徴。山吹色で旨みの利いた、

やわらかな甘みのぜいたくな昧わいです。

-"'1IIiU:ヨ圃置

砂詳細は39ページへ

みそ

RECI PE-from-Q DA干E

ごろっと具材の豚汁

【材料(4人分)】

だい乙ん… 1/8本 豚肩スライス… 150g

にんじん… 1/2本 みそ…大さじ3弱

はくさい・・・2枚

長ねぎ.1本

【作り方】

だし汁・・・800m.a

①だいとんとにんじんを細長の乱切りにする。

②はくさいは、葉を1.5cm幅に切る。

③ねぎは大きめの斜め切りに切る。

④だし汁に①を入れて沸騰させ、火を通す。

⑤④を中火にし、②と①と豚肩スライスを入れる。

⑥⑤に火が通ったら、火を止めてみそを溶き

入れる。
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* 
うどん
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ごはんの香りと食感が生きた、

秋田県産米で作るうどん。

秋田県産あきたこまちの米粉で作ったうどんは、ゆでるとごはんの

香りがふわっと広がります。つるんとした喉越しで、プリプリもちもちの

食感が新鮮。腹持ちが良く、どんなスープにもよく合います。

EmnE比内地鶏米粉うどんセット砂詳細は41ページへ

中山

そば

そば粉をぜ、いたく iこ使った、

田舎に伝わる素朴な昧。

大館市中山地区に伝わる田舎そば。かつては熱湯でそば粉を練った

「友つなぎ」で、切れやすくかき込んで食べたと言います。するっと食べ

やすくなった現在も、そばの風昧が利いた普ながらの昧はそのままです。

置璽nmE中山そばのセット砂詳細は47ページへ



おいしい酒造りに欠かせないのは「良質

Y西山
山

『

TLF
な米」と「きれいな水」。その二つがそ

酒は、天然の乳酸菌を利用する伝統製
きもと

法に改良を加えた「秋田流生翫仕込

賞歴を誇ります。

み」。キメ細やかで喉越しが良く、旨みと

コクが感じられる仕上がりで、数多くの受

奥羽山脈の湧き水で造られる大館の地

ろった大館は、酒造りに適した地域です。

臥 ___ ~t 

(ijij!43f a‘?明 i
i~ •• 問調・ 附

511iタオ ar障
dti 

J ~ L.tJ 
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-司自l"iI1:E 砂詳細は48ページへ伝統的な酒造りが生み出す“コク・キメ・喉越し"の三拍子。
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i~i げわっぱ -ω

・・ω・・ω・
天然秋田杉の香り漂う、

美しく機能的な伝統工芸品。
置璽~

砂詳細は49ページへ

江戸時代に下級武士たちの副業として作ることが奨励され、

やがて職人たちの手で受け継がれてきた大館の伝統工芸品。

天然秋田杉の杉柾を曲げて作るさまざまな器は、明るく美しい

木目のシンプルなデザインに機能性を備えた逸品です。軽くて

手触りが良く、吸湿性・断熱性にも優れていて、ほのかに漂う

木の香りに心も安らぎます。

お弁当箱

最近注目の曲げわっぱ製品。杉の木がごはんの水分

を調整して、冷めてもおいしく食べられると人気です。

MAGEWAPPA 

圃阻h・l~ E1m盟国 ElffiJ置園

砂詳細は42ページへ 砂詳細は57ページへ 砂詳細は57ページへ

おひっ

ごはんの余分な熱と水分が吸収され、程よい

おいしさに。ごはんが傷みにくくなる効果も。

パン皿
焼きたてパンの蒸気を適度に吸って、皿

に触れる部分を蒸らしません。

酒器

優しい口当たりが心地いい逸品。ふんわり

広がる杉の香りが、お酒をさらにおいしく。
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感嘆きりたんぽ鍋セット 商問圃匝E・I・1.番号

骨付肉入スープをお湯で薄め、醤油で味付けし野菜を入れて煮込めば簡単きりたんぽ

鍋が出来よがり.旨みが凝縮された黄金色のスープでお召し上がり下さい.

{有}秋田三鶏実業

お届け内容/きりたんぽ10本、比内地鶏スープ400ml、肉入りスープ極味700g、ごぼう、まいた

け、ねぎ、せり

賞味期限/発送から5日 お届け温度帯/冷蔵 目安/4-5人前

乙まちきりたんぽセット
商品

.lil・I・l"'"番号

地元の生産農家の乙だわり米(微生物農法)を使用、栽培から販売まで顔の見える商品

としての特長と、栽培履歴と圃場をお見せできる点で、安全・安心が確認できます.

{有}秋田比肉食品

お届け内容/きりたんぽ5本、国楽きりたんぽ3*、ちっちゃなきりたんぽ3本x3、比内地鶏スー

プ500ml、あきた乙まち5kg
賞味期限/発送から30日 お届防温度帯/常温 目安/4~5人前

きりたんぽ鍋セット 商問圃匝E・I・}c・番号

あきたZまち100%の肉厚きりたんぽ.濃厚な昧が特徴の比内地鶏、比内地鶏の旨味

を凝縮した特製スープをセットにしました.大館の名物鍋をお楽しみ下さい.

{株}伊徳{いとくデリカセンター}

お届け内容/きりたんぽ4本、比内地鶏特製スープ1000ml、比内地鶏150g、ごぼう、まいた

け、ねぎ、せり、糸乙んにゃく アレルギー/大豆、小麦、鶏肉

賞味期限/発送から4日 お届け温度帯/冷蔵 目安/2人前

本場大館きりたんぽ玉手箱X2箱 商晶

画面E・I・z・番号

乙のー箱で本場大館きりたんぽ鍋の昧を楽しめます!きりたんぼをレンジで温めて、中の

具材を10分煮込むだけ!贈り物にも喜ばれるおしゃれなパッケージです。

{一社}大館市観先協会

お届け内容/1箱の内容量(きりたんぽ3本、きりたんぽ専用だし郷昧(さとみ)300g、比内地鶏

40g、乾燥野菜{ごぼう、まいたけ、せり)10g、フリーズドライ(ねぎ)3g、糸とんにゃく60g)各2セット
賞味期限/発送から30日 お届け/常温目安/4人前

山田流きりたんぽギフトセット
1O~2月限定販売。

加賀商庖

商品
直面E・I・ドヨ

番号

お届け内容/きりたんぽ8本、スープ200mlX2、比内地鶏300g、その他野菜乙んにゃく等

賞味期限/発送から3日 お届け温度帯/冷蔵 目安/4-5人前

※販売期間(毎年)10-2月

本場大館きりたんぽ鍋セット 商晶
画面E・I・I~番号

比内地鶏から丁寧に抽出したスープはストレートスープを使用、具材は食べやすいよう

にカットしています.劃烹きらくで受け継がれてきた伝統の味を食車へお届け致します。

{株}割烹きらく・プラザ杉の子

お届け内容/きりたんぽ6本、比内地鶏スープ750mlx2、比内地鶏200g、ごぼう、まいたけ、

ねぎ、せり、糸こんにゃく

賞味期限/発送から4日 お届け/冷蔵 目安/3-4人前
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きりたんぽ鍋セット 商問圃匝E・I・... 番号

「きりたんぽグランプリ2015Jにて準グランプリを受賞l秋田の自然で育んだ野菜類、

手造りきりたんぽ、ガラ入り比内地鶏だんごなど、素材を生かしコクのある風味です.

昔ながらのきりたんぼや((株}カネショウササキ)

お届け内容/きりたんほ10本、スープ、比内地鶏昧だし、比内地鶏肉150g、ガラ入り比内地鶏だ

んご10個(5個X2)、ごぼう、まいたけ、ねぎ、せり、白神山水、ハチ公ストラップ(おまけ)

アレルギー/米、鶏肉 質味期限/発送から3日 お届け温度帯/冷蔵 目安/4-5人前

専門庖のきりたんぽ鍋セット 商晶
画面E・I・1:.番号

手づくりのきりたんぼと放し飼い比内地鶏を使用した伝統の昧は、素朴で野趣あふれる

美味に仕上がっております.本場の味をご家庭にお届けいたします.

きりたんぽ専門盾 むらさき

お届け内容/きりたんぽ3本{特大)、スープ1200ml、比内地鶏240g、ごほう、まいたけ、ねぎ、

せり

賞味期限/発送から4日 お屑け/冷蔵 目安/3人前

きりたんぽ鍋セット 商問圃匝E・I・J:.
番号

秋田県産米を使用し、秋田杉の串に1本1本手で昔ながらの手造りできりたんぼを作り

ます。とんがり焼いたきりたんぼと比内地鶏肉、スープ、新鮮な野菜のセットにしました。

山主食品(株}

お届防内容/きりたんぽ6本、比内地鶏スープ200ml、比内地鶏240g、ごぼう、まいたけ、ね

ぎ、せり、糸とんにゃく アレルギー/小麦

賞味期限/発送から5日 お届け温度帯/冷蔵 目安/3~4人前

きりたんぽ鍋セット 商晶
画面E・lil・E番号

放し飼いにした本場「比内地鶏」のだしに、5センチ程に切ったキリタンポと、地鶏、ネ

ギ、セリ等の野菜を入れ、キノコをいっしょに煮ると、おいしい鍋のでき上がり。

{棒).JAあきた北ライフサービス

お届け内容/きりたんぽ8本、比内地鶏スープ200gX3、比内地鶏350g、ごぼう{水煮}、まいた
け、ねぎ、せり、糸とんにゃく、天然自然水500mlx2 アレルギー/大豆、小麦

賞味期限/発送から4日 お届け/冷蔵 目安/4人前

手作りきりたんぽDX6本セット 商晶
画面白lili・番号

比内地鶏が多く少人数では2回食べれると、大変好評いただいてます。食べて旨い、

贈って喜ばれる十字屋きりたんぽ、新鮮なふるさとの昧です。

+字屋きりたんぽ唐

お届け内容/きりたんぽ6本、比内地豊島スープ200mlx2、比内地鶏150gx2、ごほう、まいた

け、ねぎ、せり アレルギー/大豆、小麦

賞味期限/発送から3日 お届け温度帯/冷蔵 目安/3~4人前

比内地鶏きりたんぽ鍋セット 商晶
画面E・lil'.... 番号

秋田の恵まれた自然で育った比内地鶏の味わいときりたんぼや舞茸などの旬の食材を

存分に楽しめます。

田村精肉唐

お届け内容/きりたんぽ8;;$;、比内地鶏スープ400g、比内地鶏350g、ごぼう、まいたけ、ねぎ、

せり、糸乙んにゃく

賞味期限/発送から3日 お届け/冷蔵 目安/3~4人前
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比内地鶏きりたんぽ鍋セット

E歪軍司

商問圃匝E・量IC・
番号

当庖特製スープ、比内地域で飼育された比内地鶏生肉、手作り炭火焼きりたんぽ、カットし

た野菜等をセットに。離にでも手軽に本場の美味しいきりたんぽ鍋を食するととができます.

(株)比内物産開発れすとらん比肉どり

お届け内容/きりたんぽ8本(炭火焼)、特製スープ360mlx3本、比内地鶏210g、ごぼう、まい

たけ、ねぎ、せり、糸乙んにゃく

賞味期限/発送から4日 お届け温度帯/冷蔵 目安/3人前

きりたんぽ鍋セット
商品

.líl']面~.
番号

「きりたんぽグランプリ2015Jにで初代グランプリを受賞!比内地鶏で仕上げた濃厚な

特製スープは新鮮な野菜とあきた乙まち100%のきりたんぼを引き立てます。

比肉ベヱヤマ荘

お届け内容/きりたんぽ6本、比内地鶏スープ360mlx3、比内地鶏270g、ごぼう、まいたけ、

ねぎ、せり、糸こんにゃく

賞味期限/発送から5日 お屑け温度帯/冷蔵 目安/3-4人前 ※販売期間{毎年)9-4月

きりたんぽ鍋セット 商回目・lil........ 
番号 E 

秘伝の鶏ガラスープに、 1本1本手作りのたんぽ.それに比内地鶏、野菜を加えた郷土

料理鍋セット..本物のきりたんぼの味"をどうぞど賞昧ください.

{株}北秋倶楽部

お届け内容/きりたんぽ6本、スープ1200ml、比内地鶏200g、ごほう、まいたけ、ねぎ、せり、

糸乙んにゃく アレルギー/小麦

賞味期限/発送から4日 お届け温度帯/冷蔵 目安/3-4人前 ※販売期間(毎年)10-4月

自家製炭火焼きりたんぽ鍋セット 商晶
画面E・1il;JI

番号

きりたんぼは、自家製米の有機栽培あきたとまちを使用して、一本一本T寧に炭火で焼き

あげております。秋田を代表する比内地鶏も愛情込めて育てた自家養鶏をお届けします.

きりたんぽさいとう

お届け内容/きりたんぽ{炭火焼)6本、きりたんぽ専用だし郷昧(さとみ)300gX2、比内地鶏

250g、ごぼう、ねぎ、せり、糸とんにゃく

賞味期限/発送から4日 お届け温度帯/冷蔵 目安/3人前

比内地鶏きりたんぽ鍋セット 商品
直面E・E・a番号

比内地鶏をじっくり煮込んだ黄金色のスープと比内地鶏肉、食材の味を活かす特製醤

油、そしてきりたんぽ。乙の組み合わせは秋田を代表する鍋として格別な昧わいです.

秋田比肉や{株}

お届け内容/きりたんぽ6本、比内地鶏ガラスープ1000ml、比内地鶏(カット)200g、比内地鶏(ミンチ)

100g、比内地鶏[きんかん)200g、ごぼう、まいたけ、ねぎ、せり、糸乙んにゃく、鍋っとしようゆ200ml
アレルギー/卵、小麦賞味期限/発送から5日お届け温度帯/冷蔵 目安/3-4人前

比内地鶏楽チンきりたんぽ鍋セット 商晶
画面E・lil:.番号

比内地鶏をじっくり煮込んだ“黄金スープ"と絶品の“比内地鶏肉"、食材の昧を活かす"特

製醤油"、そして"きりたんぽ"。電子レンジで簡単に本場のきりたんぽ鍋が味わえます。

秋田比肉や{株}

お届け内容/比内地鶏楽チンたんぽ{きりたんぽ、比内地鶏がらスープ、比内地鶏(肉、ミンチ)、ご

ぼう、まいたけ、ねぎ、せり、糸乙んにゃく、観つ乙しようゆ)X5個 アレルギー/卵、小麦

賞味期限/発送から60日(解凍後即日) お届け温度帯/冷凍 目安/5人前

FROM ODATE ポイント別商品一覧
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i鐘百二:笹二一

比内地鶏1羽ケース(冷凍) 商品.I'...l・I・..
番号

肉とスープがセットになった商品です.貸沢に1枚焼きにしたり、カットして鍋にしたりと

幅広く使えます.解凍後は冷蔵して2日以内にお召し上がり下さい.

{株}本家比肉地鶏

お届け内容/比内地鶏(1羽}約1kg 
アレルギー/鶏肉、小麦、大豆

賞味期限/発送から365日(解凍後2日)お届け温度帯/冷凍 目安/5人前

比内地鶏1羽ケース(冷蔵)
商品

・・4・1Il"'"番号

生肉とモツとスープがセットになった商品です.賛沢に1羽焼きにしたり、カットして鍋に

したりと幅広く使えます。

{練}本家比肉地調

お届け内容/比内地鶏(1羽}約1kg 
アレルギー/鶏肉、小麦、大豆

賞味期限/発送から5日 お屑け温度帯/冷蔵 目安/5人前

比内地鶏詰合せ 商問・・o!.{・I・}c・
番号

あれば便利な小袋タイプ.お吸い物や鍋物、モツ煮込み等、ちょっとずっ使って一味ち

がったメニューが楽しめます.常備品としても、文手軽な贈物によろとばれるセットです.

{有}秋田三掲実業

お届け内容/比肉地鶏200gX3、モツ500g、スープ200mlx3
賞味期限/発送から60日(解凍後1日) お届け温度帯/冷凍

目安/2-3人前

比内地鶏グルメセット 商品
.I'...l・I・z・番号

日本一の比内地鶏を昧わっていただける詰合せ.鍋物をはじめ、チキンステーキ、炊込

ご飯など幅広くお使いいただけます.希少な比内地鶏の卵の為、予約注文になります.

{有}秋田三鶏実業

お届け内容/正肉半羽500g、肉タンゴ1袋、スープx2、生たまごx4
賞味期限/発送から5日 お届け温度帯/冷蔵

目安/3-4人前

比内地鶏親子井の素セット 商品
園肱れI・ドヨ

番号

秋田比内やのお腐の昧がど家庭で味わえます。とろとろ親子井は、今なお続く人気商品

です.

秋田比肉や{株}

お届け内容/親子井の素150gX8

アレルギー/小麦 賞味期限/発送から30日(解凍後即日) お眉け温度帯/冷凍

目安/8人前

比内地鶏ローストチキン
商品

園膨れ11... 
番号

厳選した大きい比内地鶏を1羽丸ごと専用焼き機でじっくりローストした賛沢な一品で

す。カットの仕方や最後まで美味しく召し上がって頂くためのレシピ付きです.

{株}割烹きらく・プラザ杉の子

お届け内容/比内地鶏(1羽)約1.3kg前後

賞味期限/発送から6日 お届け温度帯/冷蔵

目安/4-6人前
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比内地鶏卵かけごはんセット 商問 .t'...l・I・1:.番号

あきたこまちの温ったかごはんに比内地鶏の卵をたっぷりとかけ、手作り漬物をお友に召し

上がっていただきます.

陽気な母さんの唐{株}

お届け内容/あきたとまち3kgx1、比内地鶏卵6個人x2、万能スープ300ml、漬物

アレルギー/卵

賞味期限/発送から3日 お届け温度帯/冷蔵

比内地鶏たまごセット
商品

園膨れI・l!.番号

希少な秋田比内地鶏の卵です。卵かけご飯におすすめです.6個人りパックなので使い

やすくなっております。

{有}繋明舎種掲揚

お届け内容/6個人り12パック(72個)

賞味期限/発送から15日

お届け温度帯/冷蔵

比内地鶏食べ比べセット
秋田の恵まれた自然で育った比肉地鶏の味わいをお楽しみください.

田村精肉唐

お届け内容/比肉地鶏(もも、むね、かわ)700g

賞味期限/発送から3日 お届け温度帯/冷蔵

目安/2-3人前

商品・ー・4・lil..
番号

比内地鶏びるないブロックハム(ブレーン)::1M幅四

比内地鶏発祥の地秋田県大館市において研究と改良を重ね、さらに美味しく味わい深い

地鶏を開発しました.ヘルシーで上質な肉質が実現となった「びるないハム」です。

{練}あきた六次会

お届け内容/ブロックハム(ブレーン)350g

賞味期限/発送から30日 お届防温度帯/冷蔵

目安/2-3人前

比内地鶏びるないブロックハム(ブラックベッパー)::1M・1it'..II

比内地鶏発祥の地秋田県大館市において研究と改良を重ね、さらに美味しく昧わい漂い

地鶏を開発しました.ヘルシーで上質な肉質が実現となった「びるないハム」です.

{練}あきた六次会

お届け内容/フロックハム(ブラックベッバー)350g

賞味期限/発送から30日お眉け温度帯/冷蔵

目安/2-3人前

比内地鶏びるないハム・ウィンナー6Pセット22EM・1i1C.

比内地鶏発祥の地秋田県大館市において研究と改良を重ね、さらに美味しく味わい深い地

鶏を開発しました。ヘルシーで上質な肉質が実現となった「びるないハム・ウインナーjです。

{株}あきた六次会

お届け内容/スライスハム[ブレーン)60g'(ブラックベッパー)60g、ウインナー[ブレーン)75g'

(粗ぴき)75g、ハムステーキ{ブレーン)65g'(ブラックペッバー)65g

賞味期限/発送から30日 お届防温度帯/冷蔵 目安/2-3人前
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比内地鶏びるないブロックハム(グリーンベッパー)35・M 岨 同

比内地鶏発祥の地欣田県大館市において研究と改良を重ね、さらに美味しく味わい深い

地鶏を開発しました.ヘルシーでよ質な肉質が実現となった「びるないハム」です.

{株}あきた六次会

お届け内容/フロックハム(グリーンベッバー)350g

賞味期限/発送から30日お届け温度帯/冷蔵

目安/2-3人前

比内地鶏正肉セット
商品・・4岨 1;司番号

大館の豊かな自然の中で、ゆつくり育った比内地鶏は歯ごたえがあり、旨みとコクが絶

品.きれいな水と独自の餌やりによって脂乗りの良い上質な比内地鶏を育てています.

{有}秋田三掲実業

お届け内容/比内地鶏{正肉、ムネ各2枚}約1.0kg、比内地鶏(ガラ)約400g、比内地鶏{モツ}約

150g 

賞味期限/発送から5日 お屑け温度帯/冷蔵 目安/5人前

比内地鶏びるない正肉・ガラ1羽分セット 22・M 岨 回

比内地鶏発祥の地秋田県大館市において研究と改良を重ね、さらに美味しく味わい深い

地鶏を開発しました。ヘルシーで上質な肉質の正肉とガラ1羽分のセットです。

{株}あきた六次会

お届け内容/比肉地鶏(正肉}約600gX2、ガラ

賞味期限/発送から180日(解凍後2日) お届け温度帯/冷凍

目安/3-4人前

割烹きらく謹製ローストビーフ
商品

.t'...J''''{・E・番号

割烹きらく厳選の国産牛(黒毛牛}を低温で、じっくり時聞をかけてロースト。伝統の製法

で作られたローストビーフを是非一度ご賞味下さい.

{棒}曹j烹きらく・プラザ杉の子

お届け内容/国産牛{黒毛牛}ローストビーフ400g前後

賞味期限/発送から120日(解凍後3日) お届け温度帯/冷凍

目安/3-4人前

秋田牛すきしゃぶ肉 商品...叫4・抗届
番号

秋田牛は豊かな自然によって育まれた美昧しいお肉です。上質な脂の旨みと肉の美味し

さが口いっぱいに広がります。まさに逸品、せひ一度ど賞味下さい.

{株}割烹きらく・プラザ杉の子

お届け内容/秋田牛モモ500g前後

賞味期限/発送から60日(解凍後3日) お届け温度帯/冷凍

目安/2-3人前

秋田牛ステーキ肉
商品

園依伝4・IC.番号

秋田の清流と豊かな自然で育てた秋田牛はステーキにするとジューシーでとろけるよう

な軟らかさ、乙の味をぜひご堪能下さい。

{株}割烹きらく・プラザ杉の子

お届け内容/秋田牛サー口インまたはロース250g前後(1枚}

賞味期限/発送から60回(解凍後3日) お届け温度帯/冷凍

目安/1人前
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秋田牛肩うす切り肉 商品.t'...J"..l.~.
番号

--ー

， ~ ~ 

2静

美味しい米で育った秋田牛.いろいろな料理に使えます、特に焼肉がオススメです.

田村精肉唐

お届け内容/秋田牛肩うす切り肉500g

賞味期限/発送から3日 お届け温度帯/冷蔵

目安/2~3人前

~~ f1 1~1 
~~~ヲ P

@七?

大館さくら臨・大館北秋田産豚ロース塩通演a味唱演セット(511w)25 ・t'~It.l・ ---
必臥

α
/

一例
削

減
4
/

Fl
w
畑

都
M

P

大館の大自然で飼育された豚は特有の臭みがなく柔らかい肉に仕上がっております.ご

飯が進む一品となるとと間違いなし!合計で1.6kgの豚ロースをお届け致します.

{練}割烹きらく・プラザ杉の子

お届け内容/塩麹潰80g(4枚入)x2うち大館さくら豚1パッ夕、味噌潰80g(4枚入)x3うち大館

さくら豚1パック

賞味期限/発送から120日(解凍後3日) お届け温度帯/冷凍 目安/3~4人前

大館さくら豚詰め合わせセット 商品圃t'~I.Jr'"
番号

旨みがあり、柔らかく冷めても美味しいので、どんな料理にも合います.

田村精肉唐

お届け内容/肩ロース300g、ももスライス300g、うでスライス300g

賞味期限/発送から3日 お届け温度帯/冷蔵

目安/3-4人前

国産ジャーキー3種セット
商品

.~I・I・E・番号

国産牛肉・国産豚肉を使い、食べやすくうすく仕上げた大判ジャーキ-.

秋田オリオンフード{株}

お届け内容/国産ビーフジャーキ-68g、国産ポークジャーキ-68g、国産ポークジャーキー(黒

胡板味)68g アレルギー/牛、豚、小麦、大豆

賞味期限/発送から145日 お届け温度帯/常温

薫風白神・30 商品
.~I・I・抗届

番号

白神山地を駆け降りる風のように、繊細な肉の味わいを引き出す自然水仕込みの確かな

風昧.素材にとだわりさらに磨きあげ丹精乙めて造りあげた極上の逸品。

秋田オリオンフード{株}

お届け内容/ドライビーフ15gX1、ドライポーク15gX2、牛タンジャーキー16gX2、スライス

ビーフ15gx2、角切ビーフジャーキー15gx2、角切ポークジャーキー15gx2

アレルギー/牛、豚、小麦、大豆 賞味期限/発送から115日お届け温度帯/常温

あかしゃ蜂蜜
商品

.~I・Y...I・番号

十和田湖樹海ライン産。6月初旬~中旬頃採蜜しています。

加賀商唐

お届け内容/あかしゃ峰蜜600g

賞味期限/発送から2年

お届け温度帯/常温

ポイント別商品一覧
※画像はイメージです. E歪;ji.o(:;i'

栃蜂蜜 商品圃~I・F渇OI!.・
番号

北秋田市阿仁町固有林原生栃の花から採蜜。 5月下旬~6月初旬頃採蜜.

加賀商唐

お届け内容/栃蜂蜜600g

賞味期限/発送から2年

お届け温度帯/常温

ふるさと秋田の手前みそ
商品

.~II~I・番号

麹が沢山入っております。手造り米麹が大豆量の3倍、添加物は一切使用しておらず、

自然発酵で生きている味噌ですので、味噌本来の味が賞味できます.ギフトにも最適。

{有}佐々木こうじ盾

お届け内容/特上味噌「朱樽J3kg 
賞味期限/発送から180日

お届け温度帯/常温

高米麹秋田味噌「麹の匠たち」セット 商品圃民E・~Jr'"番号

原材料を厳選し、秋田Zまち米・秋田県産大豆・塩は赤穂の天塩を使用。特別限定仕込み

で本物の秋田昧噌の昧を堪能できます.ハチ公のふる呈の昧をお届け致します。

{有}佐々木こうじ眉

お届け内容/750g(カップ)X3

賞味期限/発送から180日

お届け温度帯/常温

秋田昧噌いろいろセット
商品

.~II~!k. 
番号

高米麹味噌の「ハチ公味噌」と「椛の匠たち味噌」で秋田味噌の味を堪能できます。さ

らに食車の友として、昧噌漬(大根、胡瓜)をセット。ふるさとの昧をお眉け致します。

{有}佐々木乙うじ庖

お届け内容/ハチ公昧噌ガゼット1kg、麹の匠たち味噌カップ750g、味噌潰500g

賞味期限/発送から180日

お届け温度帯/常温

JAあきた北特産品セット 商品
.~{ll:~. 

番号

JAあきた北の組合員が、育てた大豆と米を使い、 1年間丹精込めて熟成させた味噌

と、当地区特産晶の「とんぷり」のセットです。

{株)JAあきた北ライフサービス

お届け内容/みそっ乙1kgX2、とんぶり莫空パック70gX6

アレルギー/大豆

賞味期限/発送から60日 お届り温度帯/常温

白神生ハムスライス2年熟成
商品

.~IIl;量・番号

大館山団地区、岡山田小学校に於いて秋田産豚、天日塩のみを使い、白神の風で長期

熟成された「白神生ハムJをスライスし真空パックにして化粧箱に入れお届けします.

白神フーズ{株}

お届け内容/50gx5

賞味期限/発送から60回 お届り温度帯/冷蔵

目安/10人前
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商品圃~!l・I・... 
番号

減農薬・減化学肥料栽培の安心・美味しい、こだわりのあきたこまちです.農家から直接お

届けいたします。

{有}真Eファーム

お届け内容/秋田県特別栽培認定米おきた乙まちまご乙ろ米15kg(5kgx3)

賞味期限/発送から30日

お届け温度帯/常温

商品
.~J"..l・E・番号旬の果物セット

大館で収穫される句のくだものをぎっしりと詰め合わせしてお届けします.

陽気な母さんの眉(橡}

お届け内容/旬のくだもの{内容は季節により変わります)※収穫時期の関係上、発送は9月以降

(12月まで}になります.

賞味期限/発送から14日 お届~:t温度帯/冷蔵

商品圃畳竪E・E・
番号

新鮮で安心、安全な地場産月ごとの句の野菜、くだもの、手づくり力日工品をたっぷりつめz
んで、お届け致します。

陽気な母さんの庖(株}

お届け内容/旬の野菜、くだもの、加工品等※内容は季節により変わります.

賞味期限/発送から3~4日

お届け温度帯/冷蔵

商品
.1-"1・I岨・番号

秋田県産あきたとまち100%使用の乾燥米粉うどんと比内地域特産品(比内地鶏生肉・

比内地鶏卵・とんぶり・粉末山の芋)に当唐特製比内地鶏スープをセットにいたしました.

{棒}比内物産開発 れすとらん比内どり

お届け内容/乾燥米麺 100gX3、比内地鶏生肉 90g、比内地鶏卵4個、特製スープ

360ccx3、とんぶり1袋、粉末山の芋2袋

賞味期限/発送から4日 お届け温度帯/冷蔵 目安/3人前

商品
.I;fll・E・番号

上小阿仁村特産「食用ほおずき」本来の旨味と栄養価はそのままに、大人も子供も楽し

めるヘルシースイーツです.口いっぱいに広がるフルーティーな風味をぜひどうぞ.

{有}御菓子処ひぐち

お届け内容/ほおずきセリー(10ケ入)、ほおずきゼリー(5ケ入)、ほおずきブツセx3、ほおずき羊

かんx2、ほおずきカステラ アレルギー/卵、小麦

賞味期限/発送から30日 お届り温度帯/常温

41 

商品
.I;f・I・院週番号

.おすすめ一ノ関のおかし"お客様のニーズを考えてとりそろえてみました。いかが

でしようか!まずは食べてみて下さい。

{有}薫子舗一ノ関

お届け内容/御菓子詰合せ{内容は季節により変わります)

アレルギー/卵、小麦、乳

賞味期限/発送から15日

特別栽培まごころ米15kg

旬の野菜宅配便

比内地鶏米粉うどんセット(3人前)

ほおずきセット

おすすめ一ノ関のおかし

お届防温度帯/常温

商品圃~I・1:'.
番号

「秋田純米牛」とは、大館人里離れた山のょにある、当牧場で米ど乙ろ秋田の米粉を使いな

がら育てたヘルシーな牛肉です.コクのあるカレールーとの相性が抜群です.

東日本物産{株}

お届け内容/甘口 180gx4、激辛180gx4

賞味期限/発送から250日 お届け温度帯/常温

目安/8人前

商品
.~!l・I・E・番号比内地鶏炊き込みめしセット

ご家庭の炊飯器に無洗米とダシと具を入れるだけでおいしく簡単に炊き上がります.

秋田比肉や{榛}

お届け内容/炊き込みめしの具185gx2、炊き込みめしのだし400gx2、無洗米ねばりまさり

150gX4、無添加いぶりがっと150g アレルギー/小麦

賞味期限/製造日から120日 お届け温度帯/常温 目安/5~6人前

秋田純米牛ビーフカレーセット

商品・~I・I・Jr'"番号

当地区の「あきたとまち」は盆地特有の気候の中で育っているため美味しいお米に出来

ております.炊きたではもちろん、冷めても粘りがあって美味しいあきたとまちです。

{株)JAあきた北ライフサービス

お届け内容/あきたとまち(無洗米)5kgX2

お届け温度帯/常温

あきたこまち(無洗米)10kg 

実;i村
.轡戦，Ji.N噴き季、

商品
.~I・I・IC.番号

当地区の「あきた乙まち」は盆地特有の気候の中で育っているため美味しいお米に出来て

おります.炊きたではもちろん、冷めても粘りがあって美昧しいあきた乙まちです.

{練)JAあきた北ライフサービス

お届け内容/あきた乙まち5kgX3

お届け温度帯/常温

あきたこまち15kg

P
J
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商品
.~I・I・z・番号

干支餅は新年の年の干支を描いており、干支餅のパワーで夢を招くよう祈願いたします。

モチコメの品種は、絹のはだで自家生産したものを使用し、杵しっき生産しております。

農業組合法人立花ファーム

お届け内容/干支もち200g(50gX4個人)X7、自きりもち500g(50gx1 0個人)X3※製造時

期の関係上、発送は10月以降(3月まで)になります.

賞味期限/発送から60日お届け温度帯/常温 目安/5人前

招福きりもちセットA
iz，1 
-1; ， 

」ー...._j

事1

商品
.~I・I・I~番号

農林水産省が技術の優れた農業者に対して認定する「エコファーマー」に選ばれた農家

のあきた乙まち100%一等米を厳選してお届け.農産物検査に合格して、安心安全です.

陽気な母さんの唐{株}

お届け内容/あきたとまち15kg(5kgX3)

賞味期限/発送から30日

お届け温度帯/常温

あきたこまち15kg
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ハチ公サブレ・鳳恩の峰セット

E歪;ji.o(:;i'

商品圃I:I・1tJ.;冒
番号

サックりとした食感とバターの風味が特徴のハチ公サブレ.地元産山芋、栗、小豆、四季のあじわ

いの鳳風の峰。鳳風山の峰すそに開業して80有余年菓業の歴史を刻んだ創業50周年菓です.

{有}大鳳堂

お届け内容/ハチ公サフレx12、鳳且の峰4本4種の味

アレルギー/小麦

賞味期限/発送から15日 お届防温度帯/常温

マゲワパン皿(小)
商品

.1:1・I・E・番号

白木の秋田杉のパン皿は、焼きたてのパンの水蒸気を適度に吸い、パンが蒸気で濡れ

るととがありません。秋田杉の香りも相まって、トーストが抜群においしくなります.

{有}柴田慶信商眉

お届け内容/サイズ幅185x奥行き45x高さ20mm※本商品は手作りのため、納期に時聞をい

ただく場合があります.

お届け温度帯/常温

コップ 商問圃1:1・I・Jr'"
番号

熱いものを入れても手に熱が伝わらず、冷たいものを入れても結露しません。ウレタン

塗装ですので、水をはじき、汚れがつきにくくなっています.

{有}目;樽

お届け内容/サイズ直径7xH9cm※本商品は手作りのため、納期に時間をいただく場合があり

ます.

お届け温度帯/常温

秋田杉ボールペン
商品

.1:1・I・IC.番号

大館産の秋田杉を主菱鉛筆株が圏内工場で製造する商品です.木の香りもお楽しみ戴け

ます。

{練}原因紙唐大館庖

お届け内容/ボールペンx1*
お届け温度帯/常温

秋田杉シャープペンシル
商品

.1:1・I・z・番号

大館産の秋田杉を三菱鉛筆株が圏内工場で製造する商品です。木の香りもお楽しみ戴け

ます。

{練}原因紙唐大館庖

お届け内容/シャープペンシルX1本

お届け温度帯/常温

秋田杉の箸 商品
.1:1・1tJ..... 番号

1本1本心を込めて手作りしております.軽くて使い易く特に麺類はすべらずに使えます。

皆様のお食事のひと時に「秋田杉」の優しい香りも一緒にお届け致します.

ひまわりの会

お届け内容/秋田杉の箸6組入x1袋
お届け温度帯/常温

FROM ODATE ポイント別商品一覧
※画像はイメージです.

酒器セット

E歪;ji.o(:;i'

商問圃1:1・I・I:tI番号

秋田杉工芸品の徳利とお猪口のセットです.口当たりがよく、お酒と秋田杉の香りが心地

良い空間を作り出します。

{株}大館工芸社

お届け内容/杉徳利{小]焼印有り(サイズ直径60x高さ105mm、容量150cc)、ぐい呑みx2
(サイズ直径43x高さ52mm、容量35cc)※本商品は手作りのため、納期に時間をいただく場合

があります. お届け温度帯/常温

ハチ公ぬいぐるみ&ストラップセット
商品

.1!1IItJr'" 番号

忠犬ハチ公で知られている秋田犬をモデルに作りました.濠々しく愛らしいハチ公のイ

メージにピッタリ。ハチ公ぬいぐるみの他に、ストラップ(680円)も販売しております.

{練}カネショウササキ

お届け内容/ハチ公ぬいぐるみ{幅300x高さ280mm)x1、ハチ公ストラップx1
お届け温度帯/常温

コーヒーカップ(皿付き)1客
フルーを主とした、皿付きのコーヒーカップです.

大館焼窯元(大炎窯)

商問圃I:HItIC.
番号

お届け内容/サイズ幅90x奥行き90x高さ70mm※本商品は手作りのため、納期に時間をいただ

く場合があります.

お届け温度帯/常温

多様型フリーカップ(色物)
ブルーを主としたエクボ型の力ツプです。

※写真左の商品です.

大館焼窯元(大炎窯)

商品 .1:111伍圃
番号

お届け内容/サイズ幅100x奥行き100x高さ120mm※本商品は手作りのため、納期に時間

をいただく場合があります.

お届け温度帯/常温

多様型フリーカップ(焼シメ物)
焼シメされたエクボ型のカップです.

※写真右の商品です。

大館焼窯元(大炎窯)

商品 .1:111・ドヨ番号

お届け内容/サイズ幅100x奥行き100x高さ120mm※本商品は手作りのため、納期に時間

をいただく場合があります.

お届け温度帯/常温
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きりたんぽ鍋セット

E翠軍司

商品.悦.liil・I・1.番号

きりたんぼの本場から直送|あきた乙まち100%の肉厚きりたんぽ.濃厚な味が特徴の比内地鶏、

比肉地鶏の旨味を凝縮した特製スープをセットにしました.大館の名物鍋をお楽しみ下さい.

{株}伊徳{いとくデリカセンター}

お届け内容/きりたんぽ12本、比内地鶏特製スープ800mlx3、比内地鶏150gx3、ごぼう、ま
いたけ、ねぎ、せり、糸乙んにゃく アレルギー/大亘、小麦、鶏肉

賞味期限/発送から4日 お届け温度帯/冷蔵 目安/6人前

本場大館きりたんぽ玉手箱x3箱 商品

・"...Iiil・I・l"'"番号

乙の一箱で本場大館きりたんぽ鍋の昧を楽しめます!きりたんぼをレンジで温めて、中の

具材を10分煮込むだけ!贈り物にも喜ばれるおしゃれなパッケージです。

{一社}大館市観光協会

お届け内容/1箱の内容量(きりたんぽ3本、きりたんぽ専用だし郷味(さとみ)300g、比内地鶏

40g、乾燥野菜{ごぼう、まいたけ、せり)10g、フリーズドライ(ねぎ)3g、糸こんにゃく60g)各3セット
賞味期限/発送から30日 お届け温度帯/常温 目安/6人前

きりたんぽ鍋セットL 商問・"..Iil・I・}c・
番号

「きりたんぽグランプリ2015Jにて準グランプリを受賞|秋田の自然で育んだ野菜類、

手造りきりたんぽ、ガラ入り比内地鶏だんどなど、素材を生かしコクのある風味です。

昔ながらのきりたんぼや((株}カネショウササキ)

お届け内容/きりたんぽ15本、スープx2、比内地鶏味だし、比内地鶏肉450g、ガラ入り比内地

鶏だんご10個(5個X2)、ごぼう、まいたけ、ねぎ、せり、 白神山水、ハチ公ストラップ(おまけ)

アレルギー/米、鶏肉 賞味期限/発送から3日 お届け温度帯/冷蔵 目安/8-10人前

専門庖のきりたんぽ鍋セット 商品
.-:通E・I・~.番号

手づくりのきりたんぼと放し飼い比内地鶏を使用した伝統の昧は、素朴で野趣あふれる美

味に仕上がっております。本場の味をご家庭にお届けいたします.

きりたんぽ専門盾 むらさき

お届け内容/きりたんぽ5;;$;<特大)、スープ1600ml、比内地鶏400g、ごぼう、まいたけ、ねぎ、

せり

賞味期限/発送から4日 お届け温度帯/冷蔵 目安/5人前

きりたんぽ鍋セット 商品
P届 E・I・ドヨ番号

秋田県産米を使用し、秋田杉の串に1本1本手で昔ながらの手造りできりたんぼを作りま

す。乙んがり焼いたきりたんぼと比内地鶏肉、スープ、新鮮な野菜のセットにしました。

山王食品(橡}

お届け内容/きりたんぽ12本、比内地鶏スープ200mlx3、比内地鶏480g、ごぼう、まいたけ、

ねぎ、せり、糸乙んにゃく アレルギー/小麦

賞味期限/発送から5日 お届け温度帯/冷蔵 目安/6-7人前

きりたんぽ鍋セット 商品
・温E・I・I~番号

放し飼いにした本場「比内地鶏」のだしに、5センチ程に切ったキリタンポと、地鶏、ネギ、

セリ等の野菜を入れ、キノコをしりしょに煮ると、おいしい鍋のでき上がり.

{株).JAあきた北ライフサービス

お届け内容/きりたんぽ12本、比内地鶏スープ200gX5、比内地鶏600g、ごぼう(水煮}、まい

たけ、ねぎ、せり、糸乙んにゃく、天然自然水500mlx3 アレルギー/大亘、小麦

賞味期限/発送から4日 お届け温度帯/冷蔵 目安/6人前

FROM ODATE ※画像はイメージです.

ポイント別商品一覧

手作りきりたんぽ20本セット

置歪;Ji~:;i'

商品・"..Iil・I・... 
番号

+字屋たんぼの好きな方には大好評です.比肉地鶏はもちろん箱を聞くときりたんぼの香、野菜

が新鮮、きりたんぽ鍋は本場の味で食を注ぎます.

十字屋きりたんぽ唐

お届け内容/きりたん1:20本、比内地鶏スープ200mlx4、比内地鶏400g、ごぼう、まいたけ、

ねぎ、せり アレルギー/大豆、小麦

賞味期限/発送から3日 お届け温度帯/冷蔵 目安/8人前

比内地鶏きりたんぽ鍋セット
商品

・"...Iiil・I・1:.番号

当庖特製スープ、比内地域で飼育された比内地鶏生肉、手作り炭火焼きりたんぽ、カットし

た野菜等をセットに。誰にでも手軽に本場の美味しいきりたんぽ鍋を食する乙とができます。

{練}比内物産開発 れすとらん比内どり

お届け内容/きりたんぽ12本(炭火焼}、特製スープ360mlx5本、比内地鶏350g、ごほう、まい
たけ、ねぎ、せり、糸乙んにゃく

賞味期限/発送から4日 お屑け温度帯/冷蔵 目安/3人前

きりたんぽ鍋セット 商問・"..Iil・I・J:.
番号

「きりたんぽグランプリ2015Jにで初代グランプリを受賞|比肉地鶏で仕上げた濃厚な

特製スープは新鮮な野菜とあきたとまち100%のきりたんぼを引き立てます。

比肉ベエヤマ荘

お届け内容/きりたん1:10本、比内地麹スープ360mlx5、比内地鶏450g、ごぼう、まいたけ、

ねぎ、せり、糸乙んにゃく

賞味期限/発送から5日 お届け温度帯/冷蔵 目安/5-7人前

きりたんぽ鍋セット
商品・P通E・lil・E番号

秘伝の鶏ガラスープに、 1本1本手作りのたんぽ。それに比内地鶏、野菜を加えた郷土料

理鍋セット.“本物のきりたんぼの味.をどうぞご賞味ください.

{棒}北秋倶楽部

お届け内容/きりたんぽ8本、スープ1800ml、比内地鶏400g、ごぼう、まいたけ、ねぎ、せり、

糸とんにゃく アレルギー/小麦

賞味期限/発送から4日 お届け温度帯/冷蔵 目安/4-5人前

本場大館きりたんぽ鍋セット 商品・V届 E・IIii・番号

きりたんぽ一筋24年の「昔のきりたんぼや」です.肉厚のきりたんぼと比内地鶏のガラから

8時間かけてダシを取ったスープ、比内地鶏の生肉がたっぷり入ったきりたんぽセットです。

昔のぎりたんぼや

お届け内容/きりたんぽ5本、スープ1000ml、比内地鶏200g、ごぼう、まいたけ、ねぎ、せり、

しらたき

賞味期限/発送から3日 お届け温度帯/冷蔵 目安/3-4人前

本場大館比内地鶏&地酒セット 商品
~....，...{・I・μ週番号

比内地鶏のまるごと1羽セットと大館の酒蔵、北鹿の日本酒セットです。日本酒は「ひない

どりJ1本と季節に応じた旬の日本酒を入れてお届けいたします。

(株)本家比肉地購

お届け内容/比内地鶏<1羽)約1kg、地酒旧本酒720ml)X2;;$;
アレルギー/鶏肉、小麦、大亘

賞味期限/発送から5日 お届け温度帯/冷蔵 目安/5人前
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比内地鶏びるないブロックハム2本セット 33PM巾同

比内地鶏発祥の地秋田県大館市において研究と改良を重ね、さらに美味しく味わい深い

地鶏を開発しました。ヘルシーでよ質な肉質が実現となった「びるないハム」です.

{株}あきた六次会

お届け内容/フロックハム(ブレーン)350g.(ブラックベッパー)350g

賞味期限/発送から30日 お届り温度帯/冷蔵 目安/4~5人前

比内地鶏びるないハム・ウィンナー12Pセット 25PM巾四

比内地鶏発祥の地秋田県大館市において研究と改良を重ね、さらに美味しく味わい深い

地鶏を開発しました.ヘルシーで上質な肉質が実現となった「びるないハム」です.

{練}あきた六次会

お届け内容/スライスハム(ブレーン)60gx2・(フラックベッバ-)60gx2、ウインナー{プレー

ン)75gX2.(粗ぴき)75gX2、ハムステーキ(ブレーン)65gX2.(ブラックベッパー)65gX2

賞味期限/発送から30日 お届防温度帯/冷蔵 目安/4~5人前

比内地鶏びるないハム&正肉1羽セット 23PM巾珂

比内地鶏発祥の地秋田県大館市において研究と改良を重ね、さらに美味しく味わい深い

地鶏を開発しました.ヘルシーで上質な肉質のハムと正肉のセットです。

{株}あきた六次会

お届け内容/フロックハム(ブレーン)350g、比内地鶏{正肉)約1.2kg

賞味期限/発送から180日(解凍後2日) お届け温度帯/冷凍

目安/5-6人前

比内地鶏びるないE肉・ガラ2羽分セット 22PM巾掴

比内地鶏発祥の地秋田県大館市において研究と改良を重ね、さらに美味しく味わい深い

地鶏を開発しました.ヘルシーで上質な肉質の正肉とガラ2羽分のセットです。

{練}あきた六次会

お届け内容/tt肉地鶏(正肉}約1.2kgX2、ガラ

賞味期限/発送から180日(解凍後2日) お届け温度帯/冷凍

目安/5-6人前

秋田牛ローストビーフ 商品・'..1叫4・E・番号

厳選した霜降り秋田牛を低温で、じっくり時間をかけてローストした至極の一品.和牛特有

の柔らかさ、肉本来のうまみが口に広がります.わさび醤油でお召し上がり下さい.

{練}割烹きらく・プラザ杉の子

お届け内容/秋田牛ローストビーフ400g前後

賞味期限/発送から120日(解凍後3日) お届け温度帯/冷凍

目安/3-4人前

薫風白神・50 商品
.陣E・I・E・番号

白神山地を駆け降りる風のように、繊細な肉の昧わいを引き出す自然水仕込みの確かな

風味。素材に乙だわりさらに磨きあげ丹精乙めて造りあげた極上の逸品。

秋田オリオンフード{株}

お届け内容/ドライビーフ15gX3、ドライポーク15gX3、牛タンジャーキー16gX3、スライス

ビーフ15gx3、角切ビーフジャーキ-15gx2、角切ポークジャーキー15gx2

アレルギー/牛、豚、小麦、大豆 賞味期限/発送から115日 お届け温度帯/常温

FROM ODATE ポイント別商品一覧
置歪;Ji~:;i'※画像はイメージです.

ロル1;，

唱エ型
』ー

招福きりもちセットB 商品・~~I・I・1.番号

干支餅は新年の年の干支を描いており、干支餅のパワーで夢を招くよう祈願いたします。

モチコメの品種は、絹のはだで自家生産したものを使用し、杵しっき生産しております.

良業組合法人立花ファーム

お届け内容/干支もち200g(50gx4個人)xB、自きりもち500g(50gx1 0個人)X7※製造時

期の関係上、発送は10月以降(3月まで)になります.

賞味期限/発送から60日 お届防温度帯/常温 目安/10人前

旬の果物セット
商品

"~J"..l・E・番号、大館で収穫される旬のくだものをぎっしりと詰め合わせしてお届けします.

i 
陽気な母さんの眉(橡}

お届け内容/旬のくだもの(内容は季節により変わります)※収穫時期の関係上、発送は9月以降

(12月まで}になります.

賞味期限/発送から10日 お届防温度帯/冷蔵

半生とろろそばセット 商品・ー~"1・It:l・
番号

天塩以外の添加物を一切使用せず、低速・低温挽きしたそば粉を使用した、そば本来の

そ甘泊りを大事にした半生そばです@そば本来の昧と香りをお楽しみください。

{株}おぐら製粉所

お届け内容/半生そば200gX6、粉末山の芋10gX6、比内地麹つゆ300co

アレルギー/そば、小麦粉、山芋、大豆

賞味期限/発送から28日 お届け温度帯/冷蔵 目安/12人前

中山とろろそばセット
商品

・'..J.'1・I・J''''番号

大館市中山地区は、昔から手打ちそばで栄えてきました.昔からの伝承をうけついだそば

粉をぜいたくに使用したのが中山そばです.その本物の昧覚を是非お楽しみください.

{棒}おぐら製紛所

お届け内容/中山そば250gX6、粉末山の芋10gX6、比内地鶏つゆ300co

アレルギー/そば、小麦粉、山芋、大豆

賞味期限/発送から150日 お届け温度帯/常温 目安/18人前

そば振る舞い
商品・VよれIlJiC.番号

そば好きにとの商品.中山そばに大館の特産である比内地鶏スープと山の芋の粉末をセツ

J 卜にし、さらにお菓子やお茶まで入ったそばづくしの乙の商品をお楽しみください.

言 {株}おぐら製粉所

お届け内容/中山そば250gX4、粉末山の芋10gX4、比内地鶏スープ200co、そば粉300g、

実そば150g、そば茶150g、そばもろとし90g、すり鉢・すり棒付き アレルギー/そば、小麦

粉、山芋、大豆賞味期限/発送から150目 お届け温度帯/常温 目安/12人前

こだわり一ノ関のおかし
商品.，..l;f・I・E・番号

.乙だわり一ノ関のおかし.一ノ関に御来庖くださいまして、一番人気をとりそろえてみまし

た。季節によって、出来ないものもありますが、その時は別のものを!

(有)薫子舗一ノ関

お届け内容/御菓子詰合せ(内容は季節により変わります)

アレルギー/卵、小麦、乳

賞味期限/発送から10日 お届防温度帯/常温
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商品.悦1:1・I・1.番号

伝統につちかわれた、曲げの技.使い込むほどに愛着が深まる、幽物カップ.心あたたま

る、手造りの曲げわっば.あなたの身近において、お役立て下さい。

{株}大館工芸社

お届け内容/カップ(直径80x高さ63mm、容量24000)、皿[直径140x高さ8mm)※本商品は

手作りのため、納期に時間をいただく場合があります.

お届け温度帯/常温

商品

・~"':I・I・l"'"番号

{練}大館工芸社

お届け内容/サイズ直径80x高さ95mm、容量33000※本商品は手作りのため、納期に時聞を

いただく場合があります.

お届け温度帯/常温

商品・~"':IH.lC.
番号

秋田杉のほのかな香りと吸湿性で、ごはんを美味しく、ふつくらと保ちます.

丸嶋幽物工芸

お届け内容/サイズ幅175x奥行き97x高さ45mm※本商品は手作りのため、納期に時間をい

ただく場合があります.

お届け温度帯/常温

商品・... ..，:1・I・~.番号

珍昧・薬味入れとして、文アクセサリーなど入れてもかわいく使えます。着色せず洗剤で洗

えます.

{有}栗久

お届け内容/サイズ直径95x高さ10mm※本商品は手作りのため、納期に時聞をいただく場合

があります.

お届け温度帯/常温

商品 .，..，:1・I・z唱番号

秋田杉の木目の美しさ、癒される杉の香りでお弁当の時聞が待ち遠しくなります。余分な水

分を吸収するのでご飯がベタつかず、又木材の断熱で夏場は保冷剤がいりません.

{有}栗久

お届け内容/サイズ幅166x奥行き97x商さ50mm※本商品は手作りのため、納期に時間をい

ただく場合があります.

お届け温度帯/常温
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商品
・~:I・I・I~番号

雪深い秋田で育った秋田杉を使ったバターケースは、冷蔵庫のような冷たい環境にもなじ

み、バターも適度な堅さに保ってくれます。バターナイフも秋田杉で製作しています。

{有}柴田慶信商唐

お届け内容/サイズ直径105x商さ55mm※本商品は手作りのため、納期に時間をいただく場

合があります.

お届け温度帯/常温

曲物カップ

マグカップ
軽くて丈夫なマグカップ。コーヒー、紅茶、ミルク等最適です.

亘弁当

珍味入(小)二段

キツズ弁当

バターケース(丸)

商問.，.l:I・IW'"
番号

大館代表銘菓.純白の寒氷に配されたくるみの実が、ねぐらを離れて飛ぶからすの朝景色

に相通じていると銘名.お口の中でとろける様な甘味が、お茶席等に好遇。

{株}山田桂月堂

お届け内容/明がら寿X10(化粧箱入)

賞味期限/発送から30日
お届け温度帯/常温

商品.信託・I・lC.番号

和と洋のコラポレーション.絹織物の羽二重の様な肌ざわりのキメが細かい滑らかな口溶

けのお餅でクリームと簡を包んだオリジナル商品.抹茶・募・胡桃、季節限定の4種有り.

{練}山田桂月草

お届け内容/羽二重餅(24ヶ入)(化粧箱入}

賞味期限/発送から30日(解凍後3~4日)

お届け温度帯/冷凍

商品・~... ~・I・1.番号

大吟醸を2種類と純米吟醸の組み合せ商品です.呑みくらべてみてはいかがですか。単品

販売もいたします。

{有}三浦商唐

お届け内容 /北鹿大吟薗「北秋田J720ml、「雪中貯蔵J720ml、純米吟醸「吟乙まちJ720ml
賞味期限/製造日から1年

お届け温度帯/常温

明がら寿(化粧箱入)

羽二重餅(化粧箱入)

北鹿呑みくらべセット

商品.， ... A・I・l"'"番号

当庖オリジナル商品『北鹿魯山人会jです.純米吟醸の口あたりと、のどごしをお試し下さ

い。単品販売も応じます.

{有}三浦商唐

お届け内容/北鹿純米吟醸「魯山人会J1800ml、大吟醸「北秋田J1800ml 
賞味期限/製造日から1年

お届け温度帯/常温

北鹿純米吟醸魯山人会a(アルファ)

商品.， ... ~・I・lC.番号

山田錦を40%まで精米して造られた大吟醸です.フルーティな香りと味わいを是非ど賞

味下さい。

{有}三浦商唐

お届け内容/北鹿大吟酪「鹿鳴の宴(木箱入り)J720ml
賞味期限/製造日から1年

お届け温度帯/常温

商品・...... Æ・I・~.番号北鹿大吟醸夢の幻(木箱入り)
フルーティーな香りと繊細な味わいが特徴の大吟醸です。

{有}三浦商唐

お届け内容/北鹿大吟醸「夢の幻(木箱入り)J1800ml 
賞味期限/製造固から1年

お届け温度帯/常温

北鹿大吟醸鹿鳴の宴(木箱入り)自
皮
，
眠
定
安

総
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丸弁当箱 商品・~.l:1・I・... 番号

白木仕上げの無塗装のお弁当箱.調湿効果に大変優れ、ご飯の余分な水分を適度に吸収、

保湿するととで、ご飯を美味しくいただけます.ニ段重ねができるように作られています.

{有}柴田慶信商唐

お届け内容/サイズ直径130x高さ70mm、容量500ml※本商品は手作りのため、納期に時間

をいただく場合があります.

お届け温度帯/常温

ぐい呑み2ヶセット 商品
.民.1:1・I・1:.番号

天然秋田杉の酒器セット.お酒に香りがうつり、味がまろやかになり美味しくなります。

{有}目樽

お届け内容/サイズ直径60x高さ50mm※本商品は手作りのため、納期に時聞をいただく場合

があります.

お届け温度帯/常温

美カップ(小) 商問.叫:1・I・J:.
番号

天然秋田杉の木目が美しいコップです。木目を浮き出しているので、持ちやすくなっていま

す.タガは銅板の上に桜樺をまいています。

{有}目;樽

お届け内容/サイズ直径75x高さ125mm※本商品は手作りのため、納期に時間をいただく場

合があります.

お届け温度帯/常温

秋田杉快眠エコまくら
商品・μ.I:lllil・E番号

秋田杉の間伐材を使用して作りました。寝苦しい夜や寝汗が多い方にオススメです。杉の

香り効果作用で気分爽快な睡眠をサポートします。

農業組合法人立花ファーム

お届け内容/長さ340mmx幅1BOmmx高さ60~95mm※注文の際に高さを伺います

お届け温度帯/常温

※販売期間(毎年)4~10月

小判弁当(小) 商品.凡1:1I1i1i・
番号

使うほどに昧がでます。曲げわっぱのお弁当箱は丈夫で長持ちです.行楽にオフィスに

大活躍です。

{練}大館工芸社

お届け内容/サイズ{直径180x奥行き110x商さ50mm、容量490cC)l謀本商品は手作りのた

め、納期に時聞をいただく場合があります.

お届け温度帯/常温

ひな弁当
商品

・~:I・lí l'.... 番号

使うほどに昧がでます曲げわっぱのお弁当箱は丈夫で長持ちです。行楽にオフィスに大

活躍です.

{株}大館工芸社

お届け内容/サイズ(直径130x奥行き110x商さ95mm、容量360cc(上下段同))※本商品は

手作りのため、納期に時間をいただく場合があります.

お届け温度帯/常温

FROM ODATE ポイント別商品一覧
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AKITADogTシャツ&トレーナー

置歪;Ji~:;i'

商品・O'..l!IIIt:批週
番号

大館発祥で、今や世界的人気の秋田犬。その精惇な顔をモチーフにしたTシャツとトレー

ナーのセット販売です。どちらもお好きなサイズで御発注下さい.

{株}ベンリサービス社

お届け内容/Tシャツx1 枚、トレーナーx1 枚※それぞれのサイズ(SS~XL)をお選びください.

お届付温度帯/常温

AKITADogパーカー&タンクトップ EP~I巾同
大館発祥で、今や世界的人気の秋田犬.その精惇な顔をモチーフにしたパーカーとタンク

トップのセット販売.

{練}ベンリサービス社

お届け内容/パーカ-x1 枚、タンクトップx1 枚※パーカーはサイズ(SS~XL)を、タンクトップは

サイズ(SS~XL)と色(ブラック、ホワイト、ピンク)をお選びください.

お届け温度帯/常温

きりたんぽ用鉢{2ケ組) 商回目・Ó'''{:III1~. 
番号

フルーを主とした鉢です。多用的にど使用でき、かさねる為、場所を取りません。

大館焼察元(大炎窯)

お届け内容/サイズ幅1BOx奥行き1BOx高さ60mm※本商品は手作りのため、納期に時間を

いただく場合があります.

お届け温度帯/常温
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比内地鶏びるないブロックハム3本セット 33BM巾~.
比内地鶏発祥の地秋田県大館市において研究と改良を重ね、さらに美味しく味わい深い

地鶏を開発しました.ヘルシーでよ質な肉質が実現した「びるないハム」です.

{株}あきた六次会

お届け内容/フロックハム(ブレーン)350g.(ブラックベッパー)350g.(グりーンベッパー)350g

賞味期限/発送から30日 お届り温度帯/冷蔵

目安/6~7人前

比内地鶏びるない正肉・ガラ3羽分セット 25EM巾 珂

比内地鶏発祥の地秋田県大館市において研究と改良を重ね、さらに美味しく味わい深い

地鶏を開発しました。ヘルシーで上質な肉質の正肉とガラのセットです.

{練}あきた六次会

お届け内容/比内地鶏{正肉}約1.2kgx3、ガラ

賞味期限/発送から180日(解凍後2日) お届け温度帯/冷凍

目安/7~8人前

商問置唱依.i'..l.Jr'"
番号

秋田牛は豊かな自然によって育まれた美味しいお肉です。上質な脂の旨みと肉の美味し

さが口いっぱいに広がります.まさに逸品、せひ一度ど賞昧下さい。

{株}割烹きらく・プラザ杉の子

お届け内容/秋田牛モモ500g前後x2

賞味期限/発送から60日(解凍後3日) お届け温度帯/冷凍

目安/4-6人前

商品
~杭.i'..l.IC.

番号

秋田の清流と豊かな自然で育てた秋田牛はステーキにするとジューシーでとろけるような

軟らかさ、乙の昧をぜひご堪能下さい。

{棒}曹j烹きらく・プラザ杉の子

お届け内容/秋田牛サ一口インまたはロース250g前後(1枚)X2

賞味期限/発送から60日(解凍後3日) お届け温度帯/冷凍

目安/2人前

秋田牛すきしゃぶ肉X2

秋田牛ステーキ肉X2

商品・~量E・I・1.番号

比内地鶏の旨みをそのままに、時間をかけてじっくり煮込んだ特製ガラスープと、秋田の

おいしいあ味「あきたとまち」で作ったきりたんぼを使った秋田比内や乙だわりの逸品です.

秋田比肉や{株}

お届け内容/きりたんぽ10本(5本x2)、比内地鶏ガラスープ1000mlx2、比内地鶏{カット)200gx2、

比肉地鶏(ミンチ)100gX2、ごぼう、まいたけ、ねぎ、せり、糸乙んにゃく、鍋っとしようゆ200ml

アレルギー/卵、小麦賞味期限/発送から5日 お届け温度帯/冷蔵 目安/8~10人前

商品・4量E・I・Jr'"番号

比内地鶏から丁寧に抽出したスープはストレートスープを使用、具材は食べやすいよう

にカットしています.割烹きらくで受け継がれてきた伝統の味を食卓へお届け致します.

{練}割烹きらく・プラザ杉の子

お届け内容/きりたんぽ10本、比内地鶏スープ750mlx4、比内地鶏400g、ごぼう、まいたけ、

ねぎ、せり、糸こんにゃく

賞味期限/発送から4日 目安/5~6人前お屑け温度帯/冷蔵

商問~量E・I・IC・番号

手づくりのきりたんぼと放し飼い比内地鶏を使用した伝統の味は、素朴で野趣あふれる

美味に仕上がっております.本場の昧をど家庭にお届けいたします.

ぎりたんぽ専門盾 むらさき

お届け内容/きりたんぽ7本{特大)、スープ2400ml、比内地鶏560g、ごほう、まいたけ、ねぎ、

せり

賞味期限/発送から4日 目安/7人前お届け温度帯/冷蔵

商品
~I面E・I・~.番号

秘伝の鶏ガラスープに、1本1本手作りのたんぽ.それに比内地鶏、野菜を加えた郷土

料理鍋セット。.本物のきりたんぼの味'をどうぞご賞昧ください。

{練}北秋倶楽部

お届け内容/きりたんぽ10本、スープ2400ml、比内地鶏500区、ごぼう、まいたけ、ねぎ、せり、

糸とんにゃく アレルギー/小麦

賞味期限/発送から4日 お届け温度帯/冷蔵 ※販売期間(毎年)10~4月目安/5~6人前

商品
置c."・I・E・番号北鹿大吟醸夢の幻&鹿鳴の宴セット

北鹿の二大、大吟酸の豪華な飲み比べをお楽しみください。

{有}三浦商唐

お届け内容/北鹿大吟酪「夢の幻J720ml、「鹿鳴の宴J720ml

賞味期限/製造日から1年

お届け温度帯/常温※販売期間{毎年)10-3月目安/6~8人前お届け温度帯/冷蔵

53 

商品・c."・I・Y'"番号

山田錦を40%まで精米して造られた大吟醸です.ブルーティな香りと昧わいを是非

ご賞味下さい。

(有)三浦商唐

お届け内容/北鹿大吟醸「鹿鳴の宴{木箱入り)J1800ml 

賞味期限/製造固から1年

お届け温度帯/常温

比内地鶏きりたんぽ鍋セット

本場大館きりたんぽセット

専門庖のきりたんぽ鍋セット

きりたんぽ鍋セット

勾
・・・固，

北鹿大吟醸鹿鳴の宴(木箱入り)
友
也
定
宴

“目

比内地鶏びるないハム2種&正肉1羽セット 22EM巾珂

比内地鶏発祥の地秋田県大館市において研究と改良を重ね、さらに美味しく昧わい深い

地鶏を開発しました。ヘルシーで上質な肉質のハムと正肉のセットです。

{株}あきた六次会

お届け内容/フロックハム{プレーン)350g・(ブラックベッパー)350g、比内地鶏[正肉)約

1.2kg 

賞味期限/発送から180日(解凍後2日) 目安/7-8人前お届け温度帯/冷凍

商品
~líl・I・ドヨ番号

きりたんぽ一筋24年の「昔のきりたんぼや」です.肉厚のきりたんぼと比内地鶏のガラから

8時間かけてダシを取ったスープ、比内地鶏の生肉がたっぷり入ったきりたんぽセットです。

昔のぎりたんぼや

お届け内容/きりたんぽ10本、スープ1000mlx2、比内地鶏400g、ごぼう、まいたけ、ねぎ、

せり、しらたき

賞味期限/発送から3日

A
4J
42
4
ヲ

本場大館きりたんぽ鍋セット
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遊(ゅう)大小セット 商品・~1:IlIt"l・
番号

やさしい表情をした大小のカップ.夫婦カップとしてギフトにも。小さいカップを大きいカッ

プに入れてお出かけ用としても最適.杉の新しい表情を創りだします.

{株}大館工芸社

お届け内容/遊(大)(直径65x110mm、容量270cc)、遊(/1¥)(直径55x9511111、容量170cc)※本商品

は手作りのため、納期に時間をいただく場合があります.

お届け温度帯/常温

小判弁当(中)
使うほどに昧がでます。曲げわっぱのお弁当箱は丈夫で長持ちです.

{練}大館工芸社

商品

・<1:1・I・l"'"番号

お届け内容/幅188X奥行き120X高さ58mm※本商品は手作りのため、納期に時聞をいただく

場合があります.

お届け温度帯/常温

二ツ重丸弁当 商問 ~1:IHt}C.
番号

使うほどに昧がでます.曲げわっぱのお弁当箱は丈夫で長持ちです。行楽にオフィスに

大活躍です。

{株}大館工芸杜

お届げ内容/直径115x高さ100mm※本商品は手作りのため、納期に時間をいただく場合があり

ます.

お届け温度帯/常温

白木小判弁当(中) 商品
.叫:1・I・I;JI番号

白木の木肌がど飯の余分な水分をほど良く吸収、ご飯の旨味を引き出します.お昼にふたを

聞けた瞬間にやさしい杉の香り、口に運んだごはんのしっとりとした食感をお楽しみ下さい。

{有}柴田慶信商庖

お届け内容/サイズ縦115x績184x深さ55mm、容量600ml※本商品は手作りのため、納期に時間を

いただく場合があります.

お届け温度帯/常温

銚子樽1合&ぐい呑セット 商品
~I:I・I・... 番号

天然秋田杉の柾目が美しく、お酒を入れると香りがつき、昧をまろやかにしてくれます。

外側はウレタン塗装、内側は香りづけのため塗装していません。

{有}目;樽

お届け内容/銚子(直径90x高さ90mm)、ぐい呑(直径60x高さ50mm)※本商品は手作りのため、納

期lこ時聞をいただく場合があります.

お届け温度帯/常温

湯桶

天然秋田杉の板目が美しい湯桶です。角の無い滑らかな仕上がりです.

(有)目;樽

商品
~f:1・I・}:司番号

お届け内容/サイズ直径230x120mm※本商品は手作りのため、納期に時間をいただく場合があ

ります.

お届け温度帯/常温

FROM ODATE ポイント別商品一覧 E20;Ji.o( ..国
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れ令。!

やぐら弁当 商品.叫:1・I・l!.番号

小判型の曲げわっぱのお弁当箱です。2段で入子になりますので、食べ終わったあとや閉

まっておく時に場所をとらず便利です.カバンなどに入れやすい形であります.

{株}大館工芸杜

お届け内容/サイズ(直径200x奥行き95x高さ95mm、容量360cc(上下段同)弁当仕切付}業本

商品は手作りのため、納期に時間をいただく場合があります.

お届け温度帯/常温

秋田犬タイタック&バッジ(兼用) 商品
~I!IIIt"l・番号

忠犬ハチ公をイメージした顔は最新の3D技術で、目・耳・口等の細部までとだわっていま

す。素材に「シルバー925Jを使用し、表面に梨地加工を施して秋田犬の柔らかさを表現。

ジュエル カワ・ノ

お届け内容/素材シルバー(17X19x2.3mm)、仕様洋白※本商品は手作りのため、納期に時聞を

いただく場合があります.

お届け温度帯/常温

秋田犬ネクタイピン 商問置<I!IHW'"
番号

忠犬ハチ公をイメージした顔は最新の3D技術で、目・耳・口等の細部までzだわっていま

す.素材に「シルバー925Jを使用し、表面に梨地加工を施して秋田犬の柔らかさを表現.

ジュエル カワ・ノ

お届け内容/素材シルバー(17X19x2.3mm)、仕様莫鎗※本商品は手作りのため、納期に時間を

いただく場合があります.

お届け温度帯/常温

秋田犬ベンダン卜 商品
~1!1I1t}C. 

番号

忠犬ハチ公をイメージした顔は最新の3D技術で、目・耳・口等の細部までzだわっていま

す。素材に「シルバー925Jを使用し、表面に梨地加工を施して秋田犬の柔らかさを表現。

ジュエル カワ・ノ

お届け内容/素材シルバー(25X18x2.2mm)、仕様チェーン50cm(イタリー製シルバーキヘイ)※

本商品は手作りのため、納期に時聞をいただく場合があります.

お届け温度帯/常温

キリタンポペンダン卜 商品
~1!1I11~. 番号

本場大館きりたんぼをイメージしたキューピックジJレコニアが華やかにきらめくペンダ

ント.職人の手作業による「石留め」 、周囲への「ミル打ち」加工で作られています。

ジュエル カワ・ノ

お届け内容/素材シルバー(20X8.3X2mm)、石キュービックジルコニア(スワロアスキー製)、仕様

チェーン40cm(イタリー製シルバーアズキ)※本商品は手作りのため、納期に時聞をいただく場合

があります. お届け温度帯/常温
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秋田本場大館きりたんぽ会鍋セット

E歪圃

商問・~lil・I・1.番号

友人や家族と大勢で楽しく本場大館の手作りきりたんぽ鍋を食べていただけるセットで

す.団体(法人等)様へのプレゼントや社内レクレーション等にオススメです.

十字屋きりたんぽ唐

お届防内容/きりたんぽ20本(10本x2)、スープ1600g(200gx旬、比内地鶏1羽(約1.5kg)、ごぼう、

まいたけ、ねぎ、せり、だまと餅45個(15個X3)

アレルギー/大亘、小麦賞味期限/発送から3日 お届け温度帯/冷蔵 目安/15人前

専門庖のきりたんぽ銅セット&曲げわっ，tどんぶり3個セット25EM巾珂

本場大館のきりたんぽ専門庖が作る、素材を厳選した乙だわりのきりたんぽ鍋を大館が

誇る伝統的工芸品・大館曲げわっぱのどんぶりでお召し上がり下さい.

きりたんぽ専門盾 むらさき

お届け内容/きりたんぽ3本{特大)、スープ1400ml、比内地鶏240g、ごほう、まいたけ、ねぎ、

せり、曲わっばどんぶり[直径140X高さ70mm)X3個

賞味期限/発送から4日 お屑け温度帯/冷蔵 目安/3人前

比内地鶏てんこ盛りパーティーセット 23EH・I・国
比内地鶏はジューシーで弾力があり、また濃厚で肉汁が口いっぱいに広がります。比肉

地鶏を余すとZろなく堪能できるセット内容.アイスは比内地鶏の卵をふんだんに使用。

秋田比肉ヤ{橡}お届け内容/比内地鶏もも肉(250g)x3枚、比内地難もも串(40g)X10本、比内地鶏も泡串

(40g)X1Q:本、比内地鶏手羽串(80回X1Q本、比内地鶏つくね串{5Qg)X1Q本、比内地鶏炊き込みの素(2合分)x2袋、

比内地鶏たまごアイス{120ml)X5個、!t内地鶏とんぶりアイス(120m1)X5個、焼き鳥のたれ(200ml)、海幸塩(30g)

アレルギー/卵、小麦、乳賞味期限/発送から30日(解凍後即日) お眉け温度帯/冷凍目安/8-10人前

比内地鶏びるないE肉・ガラ6羽分セット 22EM巾同

比内地鶏発祥の地秋田県大館市において研究と改良を重ね、さらに美味しく味わい深い

地鶏を開発しました.ヘルシーで上質な肉質の正肉とガラのセットです.

{練}あきた六次会

お届け内容/!t肉地鶏(正肉}約1.2kgX6、ガラ

賞味期限/発送から180日(解凍後2日) お届け温度帯/冷凍

目安/15~20人前

大館さくら隠・大館北秋田産庫ロース塩通演a味唱演セット (20/~'~) :: I1J'...l!111・
大館さくら豚が賛沢に8パック含まれます。全く臭みのない柔らかい肉質に驚かれるととで

しよう.食車が笑顔になる一品、合計で6.4kgの豚ロースをお届け致します。

{練}割烹きらく・プラザ杉の子

お届け内容/塩麹漬BOg(4枚入)X10※うち大館さくら豚4パック、昧噌漬80g(4枚入)X10※

うち大館さくら豚4バック

賞味期限/発送から120日(解凍後3日) お届け温度帯/冷凍 目安/12~ 16人前

隅切三段重(内朱)
商品

Illrit:1・I・E・番号

お花見に行楽に、そして食卓に色々な場所で活躍する秋田杉の重箱です.

{株}大館工芸社

お届け内容/サイズ幅205X尉 すき205X商さ165mm※本商品は手作りのため、納期に時間をいただ

く場合があります.

お届け温度帯/常温

FROM ODATE ポイント別商品一覧
E空軍掴※画像はイメージです.

調薗言動

おわん大2ヶセット 商品圃~t:1・I・~.番号

木材の特徴である断熱・断冷性により保温・保冷効果が高く、曲げ物ではないすり鉢型の

デザインで積み重ねての収納ができます。

{有}栗久

お届~:t内容/サイズ直径148x高さ72mm費量本商品は手作りのため、納期に時間をいただく場合があり

ます.

お届け温度帯/常温

せいろ5合
商品

圃~t:1・I・J.."1・番号

穴のあいた板を鍋の上緑に載せ、その上にセイ口を置き穴から出た蒸気で蒸します.ガス

代でお料理が同時進行できるちょうど良いサイズです。

{有}栗久

お届け内容/サイズ直径210x高さ185mmll!*商品は手作りのため、納期に時聞をいただく場合があ

ります.

お届け温度帯/常温

徳利2合&ぐい呑みX5セット 商回目Illrit:1・I・1.. 
番号

徳利2合とぐい呑み5ヶセットです。秋田杉の香りを楽しみながら、美酒を味わえます.

{有}栗久

お届け内容/徳利(直径76x高さ130m)、ぐい呑(直径57X高さ45mm)※本商品は手作りのため、納期

に時間をいただく場合があります.

お届け温度帯/常温

アイスベール&ピアカップ(大)
商品

Illrit:1・I・.. 番号

アイスベールは氷が溶けにくい構造で、洗練されたデザイン。ピアカップは木材の特徴で

ある断熱・断冷性により保温・保冷効果が高く、幽げ物ではないすり鉢型のデザインです.

{有}栗久

お届け内容/アイスベーJレ(直径152x高さ120mm)、ピアカップ(直径83x高さ102mm)※本商品は

手作りのため、納期に時間をいただく場合があります.

お届け温度帯/常温

丸盆大小組(木目) 商品
1IIri!l:1・I・}:・番号

底裏の周囲に高台をつけ、指が入り持ち上げやすくしています。汚れがつきにくい

特別な塗装をかけています。

{有}栗久

お届け内容/大(直径335x商さ26mm)、小(直径273x商さ25mm)※本商品は手作りのため、納期に

時間をいただく場合があります.

お届け温度帯/常温

ミニおひっセット
商品

Illrit:1・IIl.:.番号

天然秋田杉のおひっ、しゃもじ、箸がセットになっています。

(有)日;樽

お届け内容/ミニおひっ{直径190x高さ110mm)、天杉しゃもじ{長さ195mm)、杉箸X2(大235mm、

中210mm)※本商品は手作りのため、納期に時間をいただく場合があります.

お届け温度帯/常温
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商品・~t:1I量 1:11
番号

大館曲げわっぱのそうめんセットです。秋田杉の香りが麺に絡み、食欲をそそります.そう

めんだけでなく、おかずを盛る小鉢としても使用できます.

{株}大館工芸社

お届け内容/そうめん鉢(サイズ直径240x高さ65mm)、そぱチョコX5(直径BOx高さ63mm)※本商品

は手作りのため、納期に時間をいただく場合があります.

お届け温度帯/常温

おひっ(六寸木地仕上)2合&しゃもじセット軒町市I~
熱と湿気がほどよくとれ、ごはんをおいしく味わえます.明るく優雅な風合いと、軽量であ

りながら強度と弾力性に富んだ郷土の逸品です。

{練}大館工芸社

お届け内容/サイズ直径lBBx高さ95mm~鹿本商品は手作りのため、納期に時聞をいただく場合があり

ます.

お届け温度帯/常温

商品
圃~t:m画面・

番号風呂イス(小)
天然秋田杉の板目が美しい風呂イスです.滑り止めのゴム付きです。

商品・~I!IHt:l・
番号

忠犬ハチ公をイメージした秋田犬タイタックと、本場大館きりたんぼをイメージした

キューピックジルコニアが華やかにきらめくキリタンポペンダントのセットです.

ジュエル カワ・ノ

お届け内容/秋田犬タイタック(素材シルバー(17X19x2.3mm)、仕様洋白)、キリタンボペンダント(素材シ

Jレバー(20x3.3x2mm)、石キューピックジルコニア(スワロフスキー製)、仕棟チェーン4Ocm{イタリー製シ

ルパーアズキ))※本商品は手作りのため、納期に時間をいただく場合があります. お届け温度帯/常温

そうめんセット商品・~t:1I量E・E
番号

天然秋田杉の酒器セット、角樽は2.5合入です.お酒に香りがうつり、味がまろやかにな

り美味しくなります。

{有}日;樽

お届け内容/ぐい呑{直径60x高さ50mm)、角樽2.5合入業本商品は手作りのため、納期に時間をいた

だく場合があります.

お届け温度帯/常温

秋田犬タイタック&キリタンボベンダン卜

{有}目樽

お届け内容/サイズ幅300x高さ215mmx奥行き200mm

お届け温度帯/常温

角樽ぐい呑みセット

秋田犬ペンダント&キリタンポペンダントセット 22EI!I巾 珂

忠犬ハチ公をイメージした秋田犬ペンダントと、本場大館きりたんぼをイメージしたキュー

ピックジルコニアが華やかにきらめくキ1)タンポペンダントのセットです.

ジュエル カワ・ノ

お届け内容/秋困犬ペンダント(素材シルバー(25X18x2.2mm)、仕機チェーン5Ocm(イタリー製ジルバーキへの)、キ

リタンボペンダント{素材シルバー(2Qx3目3x2mm)、石キューピックジルコニア[スワロアスキー船、仕穆チェーン4Qcm

(イタリー製シルバーアズキ))※本商品は手作りのため、納期に時間をいただく場合があります. お眉抄温度帯/常温

商品 ~t:II:1I''''
番号

一本のラインが入った軽くて丈夫な曲げわっぱのコップです、4色セットで家族用にもギ

フト用にも最適です。

{株}大館工芸杜

お届け内容/サイズ直径BOx高さ90mm、容量320ml、色{朱、マルーン、オリーフ、紫紺)業本商品は手

作りのため、納期に時聞をいただく場合があります.

お眉け温度帯/常温

喜・つつ4色セット

商品
~1:II:1 IC. 

番号

熱を通さず氷が溶けにくい秋田杉の性質を活かした水割りセットです。友人や家族と飲む

お酒がより美味しくなります。

{練}大館工芸社

お届け内容/トング付きアイスベーJレ(サイズ直径135x商さ120mm)、ピッチャー(サイズ直径85x寓

さ175mm)※本商品は手作りのため、納期に時聞をいただく場合があります.

お届け温度帯/常温

水割セット

商品
~1:II:1~. 

番号

熱を通しにくい秋田杉の材質を活かした曲げわっぱのどんぶりです。持つでも熱くなく、冷め

にくいので、毎日の食事が楽しくなります。

{練}大館工芸社

お届~:t内容/サイズ直径140x商さ70mm、※本商品は手作りのため、納期に時間をいただく場合があ

ります.

お届け温度帯/常温

どんぶり3個セット

59 

寿司飯台二重巻尺&天然しゃもじセット軒町市E回

秋田杉の特徴である浸透性によって、ご飯の余分な水分を吸水し、より美味しいご飯を作

り出します.寿司飯の具材を混ぜ合わせやすくなります。

九嶋曲物工芸

お届り内容/サイズ直径300mmx高さ73mm※本商品は手作りのため、納期に時間をいただく場合が

あります.

お届け温度帯/常温
-----
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| 

比内地鶏堪能コース料理+宿泊(2名様)33品世巾掴

日本三大地鶏「比内地鶏」の本場大館で地元産の句な食材と地酒と一緒に比内地鶏を

貸沢に堪能していただくためのメニュー構成になっています.

秋田比肉や{株}

お届け内容/秋田比内や本庖比内地鶏堪能コース料理、市内宿泊施設の宿泊券

お届け温度帯/常温

本場大館比内地鶏オールインワンセット群島判巾珂

地鶏肉、焼き鳥、スープ、モツ等、比内地鶏のすべてを余すと乙ろなく、と乙とん味わっ

ていただける豪華なセット内容になっています.※冷蔵と冷凍を分けてお届けします.

{練}本家比肉地調

I冷蔵商品】

お届け内容/比内地鶏1羽ケース(ガラ、モツ付)X1、日本酒720mlx2本、砂肝しぐれ煮70gX4個、

灘縮スープ200gX4個、くんせいロール140gx2個、くんせい手羽先120gx2個、おかゆ350gx3

アレルギー/鶏肉、小麦、大豆

賞味期限/発送から5日

お届け温度帯/冷蔵 目安/10人前

I冷凍商品】

お届け内容/メンチ150gx3個、レバーメンチ150gx3個、正肉串40gX10本、つくね串

60gX10;l転、砂肝串30gX10、いかだ串30gx10;;$;、海幸の塩30gX2個、お乙わ100gX6個、

ウィンナ-150gx3個、モツセット500gx2個、ミンチボール160gx2個

アレルギー/鶏肉

質味期限/発送から60日(解凍後2日)
お届け温度帯/冷凍 目安/10人前

花・パーティサイズ(朱)
花の形の曲げわっぱの重箱です。行楽にオフィスに大活躍です。

{棒}大館工芸社

商品

""1:1・I・E・番号

お届け内容/重箱X4(サイズ直径330x奥行き120x高さ105mm、容量450cc)※本商品は

手作りのため、納期に時間をいただく場合があります.

お届け温度帯/常温

おひっ隅丸(七寸木地仕上)3号&しゃもじセット ZZE~:I・I・M
熱と湿気がほどよくとれ、どはんをおいしく味わえます.明るく優雅な風合いと、軽量であり

ながら強度と弾力性に富んだ郷土の逸品です。

{株}大館工芸社

お届け内容/サイズ直径225x商さ110mm※本商品は手作りのため、納期に時間をいただく場

合があります.

お届け温度帯/常温

歌田犬タイタックa秋田犬ベンダン卜&キリタンポベンダントセット22 ・~"1-:II1市ヨ
忠犬ハチ公をイメージした秋田犬タイタック&ペンダントと、本場大館きりたんぼをイメー

ジしたキューピックジルコニアが華やかにきらめくキリタンボベンダントのセットです。

ジュエル カワ・ノ お届け内容/秋田犬タイタック{素材シルバー(17X19x2.3mm)、仕様洋自)、秋

田犬ペンダント(素材シルバー(25X18x2.2mm)、仕様チェーン5Ocm(イタリー製シルバーキ〈イ))、キリタンポベ

ンダント(素材シルバー(20x3.3x2mm)、石キューピックジルコニア(スワロアスキー動、仕様チェーン40cm(イタ

リー製シルバーアズキ))※本商品は手作りのため、納期に時間をいただく場合があります. お届け温度帯/常温

FROM ODATE ポイント別商品一覧
E墨軍司※画像はイメージです.

• 言

¥ 

寿司飯台尺ニ&天然しゃもじセット 商品 .;}:I・I・1.番号

樹齢200~300年の天然杉を使用、熟練した技術の職人が心を込めて丹念に作りよげま

した.ご飯の余分な水分を吸収し、ご飯が美味しくなります.意匠登録証第1502991号。

{有}日樽

お届~:t内容/サイズ直径360mmx高さ95mm業本商品は手作りのため、納期に時間をいただく場合が

あります.

お届け温度帯/常温

おひっ7寸
商品

.;}:I・I・l"'"番号

ご飯の余分な水分を程よく吸収し、天然秋田杉の香りが食欲をそそり、杉の殺菌効果でご

飯が傷みにくく、冷めても美味しくいただけます.

{有}柴田慶信商盾

お届け内容/サイズ直径210mmx高さ115mm※本商品は手作りのため、納期に時聞をいただく場合

があります.

お届け温度帯/常温

浅型おひっ3合&天然しゃもじセット 商回目 .;}:I・I・}c・番号

樹齢200~300年の天然杉を使用、熟練した技術の職人が心を込めて丹念に作り上げま

した。ど飯の余分な水分を吸収し、ど飯が美味しくなります.特許第4074630.

{有}目;欄

お届防内容/浅型おひつ(直径230x高さ130mm)、天杉しゃもじ(長さ195mm)※本商品は手作りのた

め、納期に時間をいただく場合があります.

お届け温度帯/常温

おひっ5合 商品
.;}:I・I・~.番号

蓋板1.5mmの厚さで湯気を取るのでご飯が美味しくなります.内底角に丸味を付け、ご飯

が詰まらず取り易く洗いに手聞がかかりません。

{有}栗久

お届け内容/サイズ直径230mmx高さ120mm※本商品は手作りのため、納期に時間をいただく場合

があります.

お届け温度帯/常温

お茶の間セット 商品
.*1・I・1;量番号

お客様をおもてなしする際に最適なお茶道具のセットです.家族との団繋にも秋田

杉の彩りを与えてくれます.

{株}大館工芸社

お届防内容/茶筒(100g)、杉菓子器(白木)、銘々 皿ファイブセット(紫紺}、丸盆(尺)内朱、遊(小)X5※本

商品は手作りのため、納期に時間をいただく場合があります.

お届け温度帯/常温
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“秋田県大館市"
tlて

人口約75，000人総面積 913.22凶

秋田県の内陸北部に位置する大館市。

『秋田犬.HきりたんぽJr曲げわっぱ』などで知られており、

豊かな自然と特産物に恵まれたまちです。

-，--
.・・
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・・.・.・.

DDATE •• .
 
・・
.
 

.
 
・・
.. 
・.・• 

大館市の国指定天然記念物(なんと全国市町村で第1位!)

比内鶏/声良鶏/秋田犬/在来種ザリガニ生息の南限/畏走風穴/芝谷地湿原

立ち並ぶ山々から流れる澄んだ川と

田園風景が広がる景色

大館市は、奥羽山脈や出羽山地、白神山地などの山々に

四方を固まれており、秋田三大河川|である米代川が東西に

横たわっています。その上流部はプナの原生林をはじめ、

秋田スギ等の森林資源が豊富です。

また、秋田と言えば日本でも有数の米どころであり、大館

も生産量が豊富な地域。青々とした山の麓に広がる田園

風景は、大館の魅力的な景色の一つです。

忠犬ハチ公のふるさと大館。

まちにはハチ公がいっぱい!

飼い主亡き後も、渋谷駅で主人を待ち続けた「忠犬ハチ

公J。実はハチ公は、大館生まれの秋田犬です。大館市内

ではいたるところでハチ公との出会いが待っています。

大館駅前の銅像や市のキャラクター、マンホール、お土産

のお菓子から市内を走るパスに至るまで、ハチ公や秋田犬

をモチーフにしたデザインが数多く存在。大館のシンボル

として市民から愛されています。
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lふるさと納税とは?

; いわゆる自治体への寄附金のことです。

(個人が2.000円を超える寄附を行ったときに、

，住民税のおよそ2割程度が還付・控除される制度です。 I

※控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に、原則、確定申告を行う乙とが

必要です.ただし、確定申告が不要な給与所得者等については、ワンストップ特例

制度の手続きを行うととで控除を受けられる場合があります.

ふるさと納税のうれ l¥ハポイント!

特産品が

もらえる!

PDIRT 2 
生まれ故郷で

なくてもOK!

PDIIfT 3 
税金が

控除される!
例えば4万円納税しでも、

PDIRT4 

使い道を

指定できる!
税金の使い道はあなたが決める.「ふるさと納税」をすると、特産品、

特典がもらえる自治体があります.

「ふるさと納税」先は、生まれ

故郷でなくても大丈夫. 3万8千円が税金控除されるととも! 日本で唯一、税金の使い道を

指定できる制度です.

|寄附金控除について 1 

地方公共団体(都道府県・市町村・特別区)に対して2.000円を超える寄附

をした場合、その2.000円を超える部分が、「その年分の所得税」及び「翌

年度分の個人住民税」の税額から差し引かれます。(ただし、個人住民税所

得割の2割までが限度であるなど、一定の制限があります)

※「ふるさと納税制度」とされていますが、どの地方公共団体に対する寄附でも対象となります.

《所得税・個人住民税からの寄附金控除について》

1 .税額控除の計算式

ふるさと納税の控除額については、下記の計算式で算出できます.

①所得税からの控除=(寄附金一2.000円)xi所得税の税率」

②住民税からの控除(基本分)= (寄附金-2.000円)X10%

2000円以上の寄附が

せ竺竺ン

③住民税からの控除(特例分)= (寄附金-2.000円)x (1 00%一10%(基本分)一所得税の税率)

→①、②により控除できなかった寄附金額を③により全額控除(個人住民税所得剖額の2割を限度)

2.税額控除に閲する

お問い合わせ

上記の計算式が難しくて分かりにくいという場合は、下記の方法でお問い合わせください.

0サラリーマンなどの給与所得者

お手元に「源泉徴収票」を準備して、大館市役所までお気軽にご連絡ください.

簡単な税額控除のシミュレーションを行います.

0自営業などの事業主

お住まいの市町村もしくは税理士にお尋ねください.

寄附金控除を受けるためには確定申告を行ってください。

所得税・個人住民税の寄附金控除を受けるためには、所得税の確定申告が必要です。

大館市が発行する「寄附受納書」を添付して、寄附をした年分の確定申告を行ってください。

※大館市に寄附金の払込みをいただいた皆様には、大館市から「寄附受納膏」を送ります.

なお、 「寄附受納書」は、特産品等と一緒に送る乙とができませんので、後日別途送付いたします.

l手続きの流れ

[ぉ申 1込み

大館市ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)の申込方法は、下記のとおりです。

@ ふるさと納税特設サイトから

①大館市ふるさと納税特設サイト

http://odate-furusato.jpにアクセス。

②商品紹介ページの 庫署軍軍Z璽 ...  a彊匝軍司ボタンをクリック。

※外部リンク.ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイスj"ヘジャンプします。

③ふるさとチョイス内「ダイレクト申込フォーム」からお申し込みいただけます。

。 郵送・FAXでのお申し込み

; 申込書とカタログを送付しますので、お電話ください。

大館市役所企画調整課 ft0186・43・7027 : 

[寄附金の払い込み l 

。 クレジツトカード決済

ふるさとチョイス内の「ダイレクト申込フォーム」から「クレジッ卜決済」を選択していただくと、お申し込みと

同時に決済いただけます。

※クレジットカード決済によるふるさと納税の「納付目」は、納付者がクレジット決済手続きを完了した日(カード利用日)です.

@ 郵便局・ゅうちょ銀行での払い込み

お申し込みの際に「ゅうちょでの払い込み」を選択された場合、後日、専用の払込取扱票を郵送いたします。

最寄りの郵便局・ゅうちょ銀行の窓口、またはATMで払い込みをお願いします。(払込手数料は大館市が負担します)

@ 銀行振込での払い込み

お申し込みの際に「銀行振込での払い込み」を選択された場合、別途ご案内する振込先口座へ払い込みください。

(振込手数料は寄附者様のど負担となりますので、ご了承ください)

65 



66 

lポイント制度について

カタログを見ながら、

お好きな特産品等をお取り寄せできます。

※ただし、寄附額1万円以上が対象となります.

大館市では一定額以上(1万円以上)をど寄附いただいた方に、大館

市の特産品をお送りしています。

寄附金額に応じて、下記ポイント一覧表のとおりポイン卜が付与され

る制度を採用しているため、ポイントごとにカタログの中からお好き

な特産品をお選びいただけます。

寄附額に応じてポイン卜が付与されます。

寄附は年度内に何度でもOKです。寄附するたびにポイントが付与されます。

ポイントの有効期限は2ヵ年度。寄附するたびに期限が延長します。

付与されたポイントを使って、カタログの中からお好きな特典をご注文いただけます。

ご注文後、余ってしまったポイントは自動的に積立します。

次回寄附時にポイントを合算して利用することもできます。

特典のご注文は、ポイントの範囲内であれば何度でもOKです。

お中元やお歳暮などの贈答品にもご利用いただけます。

一万円ごとに55ptが加算されます。

ポイント一覧表

寄 附 額 目 付与 Pt 寄附 額 目 付与 Pt 寄附額 E 付与 Pt 

目 目

440p1 
E 

10，000円以上 55p1 80，000円以上 600，000円以上 : 3，300 p1 
目 目

目 目

20，000円以上 ・110p1 90，000円以上 ・
目 目

495p1 
E 

700，000円以上 : 3，850 p1 
目 目

30，000円以上 目 165p1 100，000円以よ E 
目 目

550p1 
E 

800，000円以よ : 4，400 p1 
目

40，000円以上
目 220p1 

目

200，000円以上 : 1， 1 00p1 
E 

900，000円以上 : 4，950 p1 
目 目 E 

50，000円以上 : 275p1 300，000円以上 : 1，650p1 1，000，000円以上 : 5，500 p1 
. . E 

60，000円以上 : 330p1 400，000円以上 : 2，200p1 E 

E 

. . E 

70，000円以上 ; 385p1 500，000円以上 : 2，750p1 E 

E 

lふるさと納税の使い道

大館市では、みなさまからの寄附金を《子育て支援》、《自然環境の保全》、《高齢者の方々の生活支援》

などの事業に活用させていただいております。寄附金の活用先は、みなさまがお選びいただけます。

事業の指定が特にない場合には、市が必要とする事業に活用させていただきます。

ふるさと大館へのご協力をよろしくお願いいたします。

1.子供の成長支援に関する事業

-放課後児童健全育成事業等による子どもの成長支援

・延長保育などによる子育てと仕事の両立支援

・保育園子育て相談室や家庭児童相談室による子育て支援

・乳児がいる家庭を訪問する「乙んにちは赤ちゃんJ事業

・地産地消を目指した子供たちの食育事業

・保育料助成事業など

2.環境保全、資源循環に関する事業

-田代岳、長木渓流や竜ク森などの景観保全

・未来を担う子どもたちの環境学習

・「乙でんJ回収によるレアメタルリサイクル事業の推進

・資源循環型産業の創出など

3.お年寄りや障害のある人が

安心 Lて暮らせるまちづくりに関する事業

-自宅の間口の雪などを寄せる雪のバリア解消事業

・大館市内循環パスなどで生活の「足」を確保する突通バリア解消事業

・大館市立総合病院や大館市立扇田病院の医師確保対策事業など

4.寄附されるみなさまが希望する事業
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