「ふるさとのべおか寄附金」申込書
平成
延岡市長

読谷山

洋司

年

月

日

様
〒
ご住所
（フリガナ）

お名前
ご連絡先（電話番号）
メールアドレス
「ふるさと延岡」を応援するため、下記のとおり寄付を申し込みます。
１．寄附金額

円

２．納付方法 下記の中からお選びください。（○印をお願いします。）
・ゆうちょ銀行の指定様式での寄附（納付書を送ります。手数料なし）
・口座振込みによる寄附（振込先の口座をご連絡します。手数料あり）
・現金書留（郵送先をご連絡します。）
３．特産品について
寄付申込み後、寄付金額に応じた特産品を贈呈しますので、別紙特産品リストから希望する
特産品を選択してください。（○印をお願いします。複数の特産品を選択可能）
４．延岡を応援するメニューについて
今後の延岡市の施策展開の参考とさせていただくため延岡市の取り組む下記事業のうち、
どの分野を応援したいかお選びください。
（○印をお願いします。）
① 鉄道・バスなど公共交通の充実
② 高速道路や多彩な資源を活用した観光振興
③ 豊かな資源を活用した農林水産業振興
④ 子どもを生み育てることのできる環境整備
⑤ 高齢者・障がい者をはじめとする福祉施策の充実
⑥ 学校教育・社会教育など人材育成の推進
⑦ 城山・内藤記念館など城山周辺の整備
⑧ 西郷隆盛宿陣跡など歴史資源の整備
⑨ 宮内庁のニニギノミコト御陵墓参考地など神話の地の発信
⑩ 延岡市の玄関である延岡駅周辺の整備
⑪ オリンピック選手をはじめトップアスリートが活躍するアスリートタウンづくり
５．ワンストップ特例申請書について
（○印をお願いします。）
ワンストップ特例申請書を 希望する

・

希望しない

６．延岡市へのメッセージ
延岡市への応援メッセージやご意見、ご要望など、何でも結構です。

「ふるさとのべおか寄附金」特産品リスト

（別紙）

【寄附額 １０，０００円】
希望

特産品リスト
(A1) 鯛冠３本セット
(A2) 延岡よっとん

A セット

(A3) 高級鮮魚！延岡産活〆シマアジのお刺身
(A4) 縁側も美味！延岡産活〆ヒラメのお刺身
(A5) 鮮度抜群！延岡産活〆真鯛の湯引きお刺身
(A6) 延岡産活〆真鯛とカンパチの海鮮丼用漬けセット
(A7) 延岡よっとん

上ロースブロック

(A8) 延岡よっとん

ロースブロック

(A9) のべがくはゆまコラボスウィーツセット
(A10) 海のまちメヒカリ詰め合わせセット
(A11) 延岡市北方産

栗（３ｋｇ）

(A12) 延岡市北方産

ホオズキ

※9 月限定

※7 月中旬～8 月上旬限定

(A13) このはなシイタケ
(A14) このはなシイタケ＆ナバだし醤油セット
(A15) 川原いちご

※2 月～4 月限定

(A16) 延岡市北方産なし
(A17) 延岡市北方産

干し竹の子

(A18) 延岡市北方産

お茶

(A19) 延岡よっとん

スペアリブ 2.0kg

(A20) 延岡よっとん

バラ

(A21) 延岡よっとん

皮付バラ

ブロック 1.4kg

(A22) 延岡よっとん

肩ロース

ブロック 1.3kg

(A23) 延岡よっとん

ウデ＆モモ

(A24) 延岡よっとん

ウデ（肩）小間切れ 1.8 ㎏

(A25) 延岡育ちの宮崎牛

ブロック 1.5 ㎏

ブロック 2.0kg

旨み満載ミックス切り落とし

(A26) 延岡育ちの宮崎牛モモ・ウデスライス
(A27) 延岡育ちの宮崎牛モモ・バラスライス
(A28) 延岡育ちの宮崎牛
(A29) 宮崎獲れ

おまかせ焼肉セット

猪鹿ジビエ A セット

(A30) 神さん山トレッキング
品切中

※祝子川温泉美人の湯入浴付（木曜日を除く）

(A31) 超希少！旬の北浦巨峰 2.0kg
(A32) 宮崎焼酎セレクト 3 本セット
(A33) 千徳

冷酒飲み比べセット

25 箱限定！

※6 月のみの注文受付

【寄附額 １２，０００円】
希望

特産品リスト
(B1) 次郎柿 A セット ※10 月～11 月限定
(B2) 特大自然薯 ※11 月～1 月限定
(B3) 三蔵 A セット
(B4) のべおかお菓子詰合わせ
(B5) 北川鰻の白焼き（2 匹）

※繁忙期（7 月～8 月）を除く

(B6) 延岡育ちの宮崎牛・モモスライス
(B7) 北浦｢塩商品詰合せ｣セット
(B8) 芋焼酎セット
(B9) 栗焼酎セット
(B10) 完熟キンカン A セット

※2 月～4 月限定

(B11) ジャム・ドライフルーツセット
(B12) 桃 A セット
(B13) 葡萄 A セット

※1 月・5 月・6 月・10 月限定

※7 月限定
※8 月・9 月限定

(B14) 道の駅北方よっちみろ屋

桃

お菓子セット

(B15) 北方旬の農作物詰め合わせセット
(B16) アカエビ
(B17) 貝類 A セット
(B18) 延岡産活〆真鯛の贅沢姿造り
(B19) 延岡産活〆ヒラメの贅沢姿造り
(B20) 北川産イノシシ肉

※1 月～5 月限定

(B21) のべおか道の駅オリジナル商品 A セット
(B22) 日向（ひなた）ととろの燻製セット
(B23) 日向灘獲れ！港の夫婦が手作りした美味しい干物大盛りセット
(B24) 海のお宝ざっくざく！チリメンとカツオを使った最高のご飯のお供
の詰め合わせセット！
(B25) 三蔵ギフトセット
(B26) 延岡産天然岩牡蠣（生食用）3 ㎏（小）
(B27) 延岡産天然岩牡蠣（生食用）3 ㎏（中）
(B28) 延岡産天然岩牡蠣（生食用）3 ㎏（大）
【寄附額 １４，０００円】
希望

特産品リスト
(C1) まるごとメヒカリ水産加工品セット
(C2) 「空飛ぶ新玉ネギ」セット
(C3) 北浦｢海の新商品セット｣

※2 月～3 月限定

(C4) 天下一｢蔵出し米｣ （4.5kg×2 袋）
(C5) むかばき地鶏 1 羽セット
(C6) むかばき地鶏スモークチキン

※12 月限定 100 セット

(C7) むかばき地鶏特製地鶏鍋セット
(C8) むかばき地鶏

※11 月～12 月限定 100 セット

ファミリーバーベキューセット

(C9) 元祖チキン南蛮直ちゃん＋杜の鶏
(C10) 岩がき

チキン南蛮

※5 月～9 月限定

(C11) 延岡産活〆シマアジの贅沢姿造り
(C12) 千徳詰合せセット
(C13) 宮崎焼酎セレクト５本セット
【寄附額 １８，０００円】
希望

特産品リスト
(E1) 宮崎焼酎セレクト６本セット
(E2) 延岡産天然岩牡蠣（生食用）5 ㎏（小）
(E3) 延岡産天然岩牡蠣（生食用）5 ㎏（中）
(E4) 延岡産天然岩牡蠣（生食用）5 ㎏（大）

【寄附額 ２０，０００円】
希望

特産品リスト
(F1) カンパチ
(F2) ブリ
(F3) 北川鰻の白焼き（4 匹） ※繁忙期（7 月～8 月）を除く
(F4) 天下一「蔵出し米」（4.5kg×3 袋）
(F5) 元祖辛麺

桝元

生麺パック５食＋ポン酢セット

(F6) 元祖辛麺

桝元

生麺パック５食＋鍋スープセット

(F7) 元祖辛麺

桝元

生麺パック５食＋なんこつセット

(F8) 豪華白身の饗宴！延岡産活〆真鯛とヒラメの新鮮お刺身セット
(F9) 延岡産活〆真鯛とシマアジの豪華お刺身セット
(F10) 延岡産活〆ヒラメとシマアジの豪華お刺身セット
(F11) 延岡産活〆カンパチと真鯛の新鮮お刺身セット
(F12) 延岡産活〆真鯛とカンパチの海鮮丼用漬けセット
(F13) マダコ

※夏季（6 月～9 月）限定

(F14) 河豚小籠包
(F15) 延岡育ちの宮崎牛
(F16) 宮崎獲れ

プレミアム焼肉セット

猪鹿ジビエ E セット

(F17) ロッククライミング体験（半日コース）
(F18) シュノーケリング体験

※大人通年、子ども 5 月～11 月

(F19) 宮崎焼酎厳選セット
【寄附額 ２２，０００円】
希望

特産品リスト
(G1) とんぼ玉セット
(G2) ウニ
(G3) 貝類 E セット
(G4) 神さん山トレッキング＋ＢＢＱケータリング

※祝子川温泉美人の湯入浴付（木曜除く）

【寄附額 ３０，０００円】
希望

特産品リスト
(K1) とらふぐ刺身セット
(K2) 三蔵 B セット
(K3) 「延岡市島野浦どれ新鮮鮮魚」セット
(K4)

北川鰻の白焼きセット

※繁忙期（7 月～8 月）を除く

(K5) 延岡育ちの宮崎牛ロｰスしゃぶ
(K6) 延岡育ちの宮崎牛モモ焼肉
(K7) 延岡育ちの宮崎牛サｰロインステｰキ
(K8) 延岡どれクルマエビ
(K9) 延岡よっとんおまかせセット
(K10) 天下一｢蔵出し米｣（4.5kg×4 袋）
(K11) 米・麦焼酎セット
(K12) 桃・栗リキュｰルセット
(K13) 金寿カンパチ
(K14) 完熟キンカン B セット
(K15) 桃 B セット

※7 月限定

(K16) 葡萄 B セット

※8 月・9 月限定

(K17) 次郎柿 B セット
品切中

※2 月～4 月限定

※10 月～11 月限定

(K18) 延岡産完熟マンゴー

※5 月～6 月限定

(K19) カンパチ（スキンレスロイン）
(K20) ブリ（スキンレスロイン）
(K21) カンパチ＋ブリ＋マダイ（スキンレスロイン）
(K22) 貝類 B セット
(K23) アカエビとアオリイカの干物セット
(K24) 元祖辛麺

桝元

生麺パックトマ辛 10 食セット

(K25) 元祖辛麺

桝元

生麺パックカレ麺 10 食セット

(K26) のべおか道の駅オリジナル商品 B セット
(K27) 延岡育ちの宮崎牛・宮崎ブランドポーク焼肉ファミリーセット（4～5 人前）

(K28) 宮崎獲れ

猪鹿ジビエ B セット

(K29) ヘラクレスオオカブト♂140mm～
(K30) 奇跡の清流

小川カヌー・カヤック体験

※5 月～8 月限定

(K31) シュノーケリング体験＋ＢＢＱケータリング

※大人通年、子ども 5 月～11 月

【寄附額 ３２，０００円】
希望

特産品リスト
(L1) 延岡育ちの宮崎牛・肩ロース
(L2) 延岡産お茶 B セット
(L3) ロッククライミング体験（半日コース）＋ＢＢＱケータリング

【寄附額 ３６，０００円】
希望

特産品リスト
(N1) 元祖辛麺 桝元 生麺パック黒 10 食セット
＋生麺パック 5 食セット

(N2) 元祖辛麺 桝元 生麺パック黒 10 食セット＋生麺パック 3 食
＋ポン酢セット

(N3) 元祖辛麺 桝元 生麺パク黒 10 食セット＋生麺パック 3 食
＋なんこつセット

(N4) 延岡産天然岩牡蠣（生食用）10 ㎏（小）
(N5) 延岡産天然岩牡蠣（生食用）10 ㎏（中）
(N6) 延岡産天然岩牡蠣（生食用）10 ㎏（大）
【寄附額 ４０，０００円】
希望

特産品リスト
(O1) 延岡どれ伊勢えび ※9～11 月限定
(O2) サーフィン体験
(O3) ボディボード体験

※5 月～10 月、レンタル料込
※5 月～10 月、レンタル料込

(O4) 奇跡の清流 小川カヌー・カヤック体験＋ＢＢＱケータリング
※5 月～8 月限定
【寄附額 ５０，０００円】
希望

特産品リスト
(P1) ヘラクレスオオカブト♂150mm～+♀セット
(P2) スキューバダイビング体験
(P3) サーフィン体験＋ＢＢＱケータリング
(P4) ボディボード体験＋ＢＢＱケータリング

※5 月～10 月、レンタル料込
※5 月～10 月、レンタル料込

【寄附額 ６０，０００円】
希望

特産品リスト
(T1) スキューバダイビング体験＋ＢＢＱケータリング

【寄附額 ９０，０００円】
希望

特産品リスト
(U1) MIYAZAKI CAVIAR 1983 贅沢食べ比べセット

【寄附額 １００，０００円】
希望

特産品リスト
(Q1) 延岡の海を楽しむ!アウトドア体験ツアー 海編
(Q2) 延岡の山を楽しむ!アウトドア体験ツアー 山編
(Q3) 延岡の川を楽しむ!アウトドア体験ツアー 川編
(Q4) 三蔵 C セット
(Q5) 年末限定延岡どれ海鮮 3 種セット
(Q6) 活とらふぐ本格セット
(Q7) 延岡育ちの宮崎牛 サｰロインステｰキ・スライスセット
(Q8) 延岡育ちの宮崎牛 ヒレ・サｰロインステｰキセット
(Q9) 延岡育ちの宮崎牛ロｰススライス
(Q10) 年末限定

海鮮 4 種盛セット

(Q11) 北川鰻の白焼き（4 匹×4 ヶ月）※繁忙期（7 月～8 月）を除く
(Q12) 延岡産活〆鮮魚の豪華お刺身[6 回月替わりコース]
(Q13) 延岡産活〆鮮魚のお刺身豪華セット
(Q14) 延岡育ちの宮崎牛・宮崎ブランドポーク焼肉セット（10～15 人前）
(Q15) 延岡育ちの宮崎牛特選シャトーブリアン・サーロイン・ランプ豪華詰合せセ
ット（限定 20 セット）
【寄附額 １６０，０００円】
希望

特産品リスト
(R5)

天下一「蔵出し米」（4.5kg×2 袋）12 か月連続配送

(R6)

延岡育ちの畜産四季の旨い物セット（6 か月定期便コース）

【寄附額 ３００，０００円】
希望

特産品リスト
(R1)

1 年で楽しむ三蔵セット

(R2) 延岡旬の食材１年セット
(R3) 延岡どれ四季の海産物セット
(R4) 延岡特産品おすすめセット

【寄附額１，０００，０００円】
希望

特産品リスト
(S1) 延岡プレミアムステイ（2 泊 3 日）ペアご招待

【寄附額２，０００，０００円】
希望

特産品リスト
(S2)

水素発生方式

ポータブル燃料電池システム

