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熊本県 球磨村

令和2年7月豪雨災害支援

2,000円

 

FKP9-312【6ヵ月定期】くまもと
黒毛和牛焼肉用（500g）

60,000円

くまもと黒毛和牛焼肉用500g×
6ヵ月連続でお届け

FKP9-313【6ヵ月定期】くまもと
黒毛和牛すきやき用（500g）

60,000円

くまもと黒毛和牛すきやき用50
0g×6ヵ月連続でお届け

FKP9-310氷温豚（一勝地赤豚）
約1kg

15,000円

氷温熟成一勝地赤豚約1kg（約5
00g×2）

FKP9-284一勝地赤豚ゆず胡椒ウ
インナー・生ハム詰合せ

10,000円

・ボロニアソーセージ約250g×
1
・あらびきウインナー(ゆず胡
椒）約150g×1
・生ハム約40g×3

FKP9-259一勝地赤豚ソーセージ
・生ハム詰合せ

10,000円

・ボロニアソーセージ約230g
・あらびきウインナー約150g
・生ハム約40g×3

FKP9-234一勝地赤豚加工品詰め
合わせ

20,000円

・ポークソーセージ約230g×1
・あらびきウインナー約150g×
3
・ベーコンブロック約250g×1
・生ハム約40g×4

FKP9-138一勝地赤豚しゃぶしゃ
ぶセット（1kg）

10,000円

ロース/肩ロース：300g
バラ：300g
モモ：400g

FKP9-137一勝地赤豚焼肉セット
（1kg）

10,000円

ロース：300g
バラ：300g
モモ：400g

FKP9-139一勝地赤豚詰め合わせ
（2.1㎏）

20,000円

とんかつ用ロース：300g
しゃぶしゃぶ用ロース/肩ロー
ス：300ｇ
しゃぶしゃぶ用バラ：300g
しゃぶしゃぶ用モモ：300g

FKP9-140一勝地赤豚詰め合わせ
（3.1㎏）

30,000円

とんかつ用：300g
しゃぶしゃぶ用：ロース300g、
バラ300g、モモ400g×2
焼肉用：ロース300g、バラ300g
、モモ400g×2

FKP9-287【3ヵ月定期】一勝地赤
豚贅沢セット

30,000円

1回目：一勝地赤豚しゃぶしゃ
ぶセット1kg
2回目：一勝地赤豚焼肉セット1
kg
3回目：一勝地赤豚ソーセージ
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熊本県　球磨村

FKP9-285【3ヵ月定期】一勝地赤
豚焼肉セット(1kg)

30,000円

・ロース300g×3回
・バラ300g×3回
・モモ400g×3回

FKP9-286【3ヵ月定期】一勝地赤
豚しゃぶしゃぶセット(1kg)

30,000円

・ロース300g×3回
・バラ300g×3回
・モモ400g×3回

FKP9-001シカ肉（ロース・モモ
ブロックセット）

10,000円

ロースブロック・モモブロック
合わせて1kg以上

FKP9-085猪肉(ブロック1kg)

20,000円

猪肉(冷凍)ブロック(1kg)

FKP9-291梨ジャム・ようかん詰
め合わせ

10,000円

・梨ジャム(小)210g×2
・柚子ようかん160g×1
・夏豆ようかん160g×1
・エコバッグ(L)1個
・木製スプーン1個

FKP9-290梨ジャム(大)セット

10,000円

・梨ジャム(大)560g×2
・木製スプーン×1
・エコバック(M)×1

FKP9-289球磨村一勝地みそセッ
ト

10,000円

・一勝地みそ800g×1
・ふきの佃煮120g×1
・球磨村急流漬(みそ漬け)170g
×1
・エコバック(L)×1

FKP9-288球磨村棚田米（令和3年
度新米）セット

15,000円

・棚田米（令和3年度新米）2kg
×1
・一勝地みそ800g×1
・ふきの佃煮120g×1
・球磨村急流漬(みそ漬け)170g

FKP9-003球磨村「よけまん」セ
ット

10,000円

ゆべし（1個）、夏豆羊かん（1
個）、柚羊かん（1個）、梨ジ
ャム（2個）

FKP9-004球磨村「味好み」セッ
ト

10,000円

梨の万能ダレ：2本
唐辛子佃煮：1個
柚ごしょう：1個
一勝地みそ：1個

FKP9-163唐揚げシルバーセット1
.5kg塩・にんにく醤油

10,000円

もも塩からあげ500g（生肉味付
）
むね塩からあげ500g（生肉味付
）
むねニンニク醤油からあげ500g

FKP9-164唐揚げゴールドセット2
kg塩・にんにく醤油

15,000円

むね塩からあげ500g
もも塩からあげ500g
むねニンニク醤油からあげ500g
ももニンニク醤油からあげ500g
合計4袋2kgセット
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熊本県　球磨村

FKP9-165唐揚げプラチナセット4
kg塩・にんにく醤油

20,000円

むね塩からあげ500g×2
もも塩からあげ500g×2
むねニンニク醤油からあげ500g
×2
ももニンニク醤油からあげ500g

FKP9-166唐揚げブラックセット6
kg塩・にんにく醤油

30,000円

むね塩からあげ500g×3
もも塩からあげ500g×3
むねニンニク醤油からあげ500g
×3
ももニンニク醤油からあげ500g

FKP9-294【復興応援】肥後の赤
牛ハンバーグセット計36個

10,000円

・肥後の赤牛ハンバーグ150g×
12個
・肥後の赤牛ミニハンバーグ15
g×24個

FKP9-223熊本県産和牛県愛熊本
あか牛ハンバーグ（150g×12個
）

10,000円

あか牛ハンバーグ（150ｇ×12
個）

FKP9-224熊本県産和牛県愛熊本
あか牛ハンバーグ（150g×12個
）6ヶ月連続

60,000円

あか牛ハンバーグ150g×12個×
6回

FKP9-120熊本県産和牛あか牛チ
ーズインハンバーグ（150g×10
個）

15,000円

あか牛チーズハンバーグ150g×
10個

FKP9-309くまもと黒毛和牛カル
ビ焼肉500g

10,000円

くまもと黒毛和牛カルビ500g

FKP9-311【GI認定】くまもとあ
か牛カルビ焼肉500g

10,000円

【GI認定】くまもとあか牛カル
ビ500g

FKP9-296くまもと黒毛和牛焼肉
用（500g）

10,000円

くまもと黒毛和牛焼肉用500g

FKP9-297くまもと黒毛和牛すき
やき用（500g）

10,000円

くまもと黒毛和牛すきやき用50
0g

FKP9-257肥後の赤牛【特選】焼
肉用（500g）

15,000円

肥後の赤牛焼肉用500g

FKP9-258肥後の赤牛【特選】す
きやき用（500g）

15,000円

肥後の赤牛すきやき用500g
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熊本県　球磨村

FKP9-252肥後の赤牛焼肉用（500
g）

10,000円

肥後の赤牛焼肉用500g

FKP9-278【6ヵ月定期】肥後の赤
牛焼肉用（500g）

60,000円

肥後の赤牛焼肉用500g×6回

FKP9-279【12ヵ月定期】肥後の
赤牛焼肉用（500g）

120,000円

肥後の赤牛焼肉用500g×12回

FKP9-253肥後の赤牛すきやき用
（500g）

10,000円

肥後の赤牛すきやき用500g

FKP9-280【6ヵ月定期】肥後の赤
牛すきやき用（500g）

60,000円

肥後の赤牛すきやき用500g×6
回

FKP9-281【12ヵ月定期】肥後の
赤牛すきやき用（500g）

120,000円

肥後の赤牛すきやき用500g×12
回

FKP9-256肥後の赤牛サーロイン
ステーキ(500g)

20,000円

肥後の赤牛サーロインステーキ
500g

FKP9-282【6ヵ月定期】肥後の赤
牛サーロインステーキ（500g）

120,000円

肥後の赤牛サーロインステーキ
500g×6回

FKP9-283【12ヵ月定期】肥後の
赤牛サーロインステーキ（500g
）

240,000円

肥後の赤牛サーロインステーキ
500g×12回

FKP9-298熊本県産和牛あか牛ホ
ルモンもつ鍋用

10,000円

・あか牛ホルモン150g×5
・もつ鍋専用スープ30g×5

FKP9-275【球磨村復興応援】こ
だわりハンバーグ（150g×12個
）

10,000円

馬肉ハンバーグ150g×12個

FKP9-260あか牛ハンバーグ（120
g×6個）

10,000円

あか牛ハンバーグ120g×6個
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熊本県　球磨村

FKP9-261あか牛ローストビーフ2
00g(ソース付き)

10,000円

・あか牛ローストビーフ200g
・ローストビーフソース20g

FKP9-263あか牛モモしゃぶしゃ
ぶ用（400g）

10,000円

あか牛モモしゃぶしゃぶ用400g

FKP9-264あか牛カルビ焼肉用（4
00g）

15,000円

あか牛カルビ焼肉用400g

FKP9-265あか牛ランプステーキ
（150g×2枚）

20,000円

あか牛ランプステーキ150g×2
枚

FKP9-266あか牛ロースステーキ
（200g×2枚）

20,000円

あか牛ロースステーキ200g×2
枚

FKP9-267あか牛ロースステーキ
（200g×3枚）

30,000円

あか牛ロースステーキ200g×3
枚

FKP9-268あか牛ミスジステーキ
（120g×2枚）

30,000円

あか牛ミスジステーキ120g×2
枚

FKP9-269あか牛イチボステーキ
（150g×3枚）

30,000円

あか牛イチボステーキ150g×3
枚

FKP9-270あか牛ステーキ・ロー
ストビーフセット

50,000円

・あか牛ロースステーキ200g×
3
・あか牛ランプステーキ150g×
2
・あか牛ローストビーフ200g×

FKP9-271あか牛ステーキ・ハン
バーグセット

50,000円

・あか牛ロースステーキ200g×
2
・あか牛イチボステーキ150g×
3
・あか牛ハンバーグ120g×6

FKP9-272あか牛ステーキ贅沢4点
セット

100,000円

・あか牛ロースステーキ200g×
3
・あか牛イチボステーキ150g×
3
・あか牛ミスジステーキ120g×

FKP9-273【6ヶ月定期】あか牛た
っぷり堪能定期便（毎月1品）

200,000円

1回目あか牛ロースステーキ200
g×3
2回目あか牛イチボステーキ150
g×3
3回目あか牛ミスジステーキ120
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熊本県　球磨村

FKP9-301馬刺し5種（コウネ100g
・上赤身100g・フタエゴ100g・
サガリ100g・ユッケ100g）

15,000円

・コウネ：100g
・上赤身：100g
・フタエゴ：100g
・サガリ：100g
・ユッケ：100g

FKP9-208熊本県産赤牛焼肉用ホ
ルモン（1200g）

15,000円

赤牛ホルモン300g×4

FKP9-276国産上赤身馬刺し（500
g）

10,000円

・上赤身馬刺し：500g
・小袋醤油：5袋
・小袋生姜：5袋

FKP9-255特選赤身馬刺し（300g
）

10,000円

・赤身馬刺し300g
・小袋醤油3袋
・小袋生姜3袋

FKP9-199【数量限定】豪華絢爛
！大トロ中トロ馬刺し盛り（600
g）

50,000円

大トロ：300g
中トロ：300g
小袋生姜：6個
小袋醤油：6個

FKP9-198【数量限定】豪華絢爛
！馬刺し4種盛り（1700g）

100,000円

大トロ：500g
中トロ：500g
上赤身：500g
コウネ：200g
小袋醤油：18個

FKP9-204【数量限定】希少な極
上大トロ馬刺し（200g）

30,000円

・大トロ馬刺し200g×1
・小袋醤油×3袋
・小袋生姜×3袋

FKP9-112馬の霜降りひも肉（300
ｇ）

15,000円

馬肉：300g
小袋醤油：5g×3袋
小袋生姜：5g×3袋

FKP9-229天草大王セット

10,000円

・もも1枚
・むね1枚
・ささみ1枚
・大手羽5本

FKP9-209肥後のあか牛ホットド
ッグ（10個）

10,000円

・フランクフルト10本
・ホットロールパン10個
・ケチャップ&マスタード10個

FKP9-302ウチのこのおやつ（馬
肉のドッグフード）

10,000円

・馬肉ジャーキー35g×3袋
・馬ホルモンジャーキー35g×1
袋
・馬アキレスジャーキー35g×1
袋

FKZ9-115【球磨村産竹使用】ア
ンデス楽器ケーナ

10,000円

ケーナ(全長約36cm・口径3cm）
1本
ソフトケース(約40cm・口径5cm
）1袋
※ソフトケースの柄・色は指定



ふるさと納税お礼の品一覧

このカタログに掲載されている情報は           年       月       日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。  powered by ふるさとチョイス2021 11 26

熊本県　球磨村

FKP9-218【球磨村復興応援】米
焼酎隠念仏720ml

10,000円

隠念仏720ml×1本

FKP9-219【球磨村復興応援】米
焼酎隠念仏720ml（2本セット）

20,000円

隠念仏720ml×2本

FKP9-220【球磨村復興応援】米
焼酎隠念仏1800ml

20,000円

隠念仏1,800ml×1本

FKP9-221【球磨村復興応援】米
焼酎隠念仏1800ml（2本セット）

40,000円

隠念仏1,800ml×2本

FKP9-233【復興支援】Rebornラ
ベル球磨焼酎セット

50,000円

①深野酒造	Reborn彩葉
720ml	25度
②深野酒造	Reborn誉の露
720ml	25度
③林酒造場	Reborn極楽

FKP9-314球磨焼酎全24蔵復興セ
ット

100,000円

▼セット内容
・《鳥飼酒造》鳥飼(箱)：720m
l
・《高田酒造場》五十四萬石：
900ml

FKZ9-049金しろ・銀しろ2本セッ
ト

10,000円

米焼酎（25度）720ml×2本

FKZ9-050極上大石38度

15,000円

米焼酎（38度）600ml×1本

FKZ9-071圓・椿グラスセット

20,000円

米焼酎（40度）720ml×1本
椿グラス2個

FKZ9-107白岳くまモン製氷器・
グラスセット

20,000円

米焼酎（25度）900ml×1本
製氷器3個
グラス2個

FKZ9-032球泉洞オリジナル焼酎
（2本セット）

10,000円

米焼酎720ml×2本

FKZ9-033球泉洞オリジナル焼酎
ミニボトル（木箱入り）

10,000円

米焼酎105ml×6本木箱入り
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熊本県　球磨村

FKZ9-034球泉洞オリジナル焼酎
樽・米セット

10,000円

樽(米)焼酎720ml、米焼酎720ml
2本セット

FKZ9-040プレミアムボトル「特
急かわせみ」

10,000円

米焼酎500ml

FKZ9-041プレミアムボトル「特
急やませみ」

10,000円

芋焼酎500ml

FKZ9-042プレミアムボトル「SL
人吉」

10,000円

米焼酎360ml

FKZ9-066球泉洞オリジナル焼酎
樽・米セット（木箱入り）

15,000円

樽(米)焼酎720ml、米焼酎720ml
2本セット木箱入り

FKZ9-099観光列車プレミアムボ
トルセット

30,000円

芋焼酎500ml
米焼酎500ml
米焼酎360ml

FKP9-009とうふのみそ漬

10,000円

とうふのみそ漬（200g×7本）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

