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平成２８年１１月 １日 浜松市 財務部  

税務総務課 税制グループ  

℡：053-457-2141  担当：今津  

 

 

 報 道 発 表 
 

 

～うなぎだけじゃない！海の幸から楽器までバラエティに富んだお礼の品をご用意～ 

浜松市ふるさと納税ニュース 

浜松市は、ふるさと納税で寄附をいただいた方へのお礼の品として、浜名湖や遠州灘の恵みを

満喫していただける、バラエティ豊かな水産品をご提供しています。なかでも、名産品のうなぎ

は、定番の蒲焼をはじめ、浜松市ならではのうなぎの食べ方である刺し身を提供していることか

ら、人気ナンバーワンの商品となっています。 

また、旬の味覚も充実しており、10月に漁が解禁された天然とらふぐや、これから最盛期を迎

えるみかんを産地直送でお送りします。 

さらに、地場産業である楽器や、ＮＨＫの 2017年大河ドラマの舞台をいち早くお楽しみいただ

ける宿泊プランなど、地域特性を反映した多彩なラインアップから、お好みの商品をお選びいた

だけます。 

※浜松市ふるさと納税ポータルサイト http://www.hamamatsu-furusato.net 

 

１．うなぎ 

日本で初めて商品化された「うなぎの刺身」をはじめ、多彩なうなぎの味わい方をご提案。 

日本で初めてうなぎの養殖に成功した地である浜松市では、すぐれた生産・加工技術を持つ水産業

者が、さまざまなうなぎの味わいを楽しんでいただける商品をご提供しています。 

香ばしい香りの蒲焼と、さっぱりと味わえる白焼きが人気ですが、ぜひお試しいただきたいのが、

全国で初めて商品化された「うなぎの刺身」です。このほか、とろろと組み合わせた「うなとろ丼」

のセット、竹の皮で包んだ「うなぎめし」、うなぎの骨のスナック「うなぎボーン」と佃煮の組み合

わせ商品もご用意。寒さの厳しい冬、おいしくてパワーのつくうなぎをご賞味ください。 

 

 

 

 

 

 

２．遠州灘産 天然とらふぐ 

鍋料理をグレードアップ！ 活きのいい遠州灘の「天然」とらふぐを産地からお届け。 

全国でも有数の漁獲量を誇る遠州灘の天然とらふぐ漁が、いよいよ 10 月に解禁されました。浜松

市の舞阪漁港で水揚げされた天然とらふぐは、地元で加工処理され、ホテルや温泉旅館などの名物料

理として提供されています。 

お礼の品では、その味覚をご家庭で味わっていただける、切り分けた身をご用意。年末年始の鍋パ

ーティで、贅沢な冬の味覚をお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

申し込み件数№1  
香ばしいうなぎの蒲焼 
浜松地域ブランド「やらまいか」の

認定品です。浜名湖養魚漁業協

同組合が生産し、鮮度が保持さ

れる真空パックでお届けします。 

 
「浜名湖うなぎ真空長

蒲焼 2枚入」 

甘くて食感のよい、天然

のとらふぐを産地直送！  
鍋料理にそのまま使える切り身

をご提供。600ｇとボリュームも

たっぷりです（申込締切：2017

年 2月 15日までに入金）。 

 
「遠州灘 天然とらふぐ 大」 

ふぐのほかにも海の幸が味

わえる贅沢なセット 
12月と 2月の 2回お届けするセ

ットです。ふぐのほか、旬の海の

幸を満喫できます（申込締切：

2016年11月30日までに入金）。 
「浜名湖、遠州灘鮮魚詰め

合わせ（2回お届け）」 

新鮮なうなぎをそのまま食

す、プリプリ食感の刺し身セ

ット 
これがうなぎ？と誰もが驚く、プ

リプリの食感が楽しめる刺し身

のセットです。たっぷり味わえる

2皿をご提供します。 

 

「浜名湖うなぎの刺身 2

皿セット」 
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３．三ヶ日みかん 

浜名湖北部で生産される名産品・三ヶ日みかん。最盛期の味をお届けします。 

三ヶ日みかんは、浜名湖の北部に位置する三ヶ日町で栽培される当市の名産品です。温暖な気候の

中で育まれた、甘みと酸味のバランスのよい味が特長です。 

お礼の品では大ぶりの実が特長の「青島みかん」を 12 月から出荷します。旬を迎えるみかんを食

卓に備え、新年を迎えてみてはいかがでしょうか。 
 

 

 

 

 

 

４．楽器 

新年から新しい趣味にチャレンジ！ 音楽のまちづくりを進める浜松市から、ピアノやギターな

どの楽器をお届けします。 

楽器メーカーが集積する浜松市。その地域特性を生かしたお礼の品として、楽器をご提供していま

す。その種類は幅広く、電子ピアノやキーボード、エレクトリックギター、電子ドラム、サクソフォ

ン、ハーモニカ、リコーダー、大正琴などをラインアップ。とくに、エレクトリックギターの種類は

20種類と豊富な品揃えです。 

 

 

 

 

 

 

５．宿泊 

冬の旅は浜松がお勧め。大河ドラマに登場する引佐町での宿泊券や、舘山寺温泉で天然とらふ

ぐを味わう宿泊プランをご用意。 

奥浜名湖に位置し、ＮＨＫの 2017 年大河ドラマのゆかりの地である引佐(いなさ)町で、豊かな自

然を満喫できる宿泊券をご用意しました。そのほか、体を温める効果の高い塩化物強塩泉が湧出する

「舘山寺(かんざんじ)温泉」で、とらふぐのコースを楽しむホテルの宿泊プランをご提供しています。 

 

 

 

 

 

最盛期を迎える、甘くて大

ぶりの「青島みかん」  
主力品種「青島みかん」を、たっぷ

り召し上がっていただける 10㎏入

りでお送りします（申込締切：2017

年 1月 20日までに入金）。 

 

「三ヶ日産 青島みかん  

10kg」 

三ヶ日みかんをフローズン

で味わえる創作菓子 
みかんを丸ごと使った大福とパ

フケーキのセットです。いずれも

冷凍保存ができ、冷たいデザー

トとしても楽しむことができます。 
「まるごとみかん大福、みひ

ゃんの詰め合わせ」 

弾き心地のよい本格仕様

の電子ピアノ 
木製の鍵盤を使った本格的な弾

き心地が楽しめる電子ピアノで

す。カラーはお好みで 4色からお

選びいただけます。 
「電子ピアノ  クラビノーバ 

CLP-545」 

老舗メーカーのエレクトリッ

クギター 
ギター製造の老舗として知られ

る東海楽器製造による商品で

す。国産のパーツにこだわり、て

いねいに作り上げています。 
「Tokai エレクトリックギター 

ATE88 （ギグバッグ付属）」 

大河ドラマの舞台・引佐町の

貸別荘宿泊券 
自然体験ができる施設「てんてん

ゴーしぶ川」では、宿泊のほか、バ

ーベキューや足軽の衣装の試着

もできます（小学生対象）。 
「5人用貸別荘宿泊券 

（渋川茶のお土産付き）」 

冬の贅沢「温泉＆とらふぐ」を

満喫するペア宿泊券 
眺めの良い浜名湖湖畔のホテル

で、温泉と天然とらふぐのコースを

ご楽しみいただけます（申込締切：

2017年 1月 31日までに入金）。 
「浜名湖かんざんじ温泉と遠州灘

天然とらふぐを楽しむ宿泊プラン」 
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＜参考＞浜松市のふるさと納税について 

■約 400種の豊富な商品をご提供し、寄附金額は昨年度より 5倍以上に伸長 

浜名湖や遠州灘で取れる水産物やみかんなどの特産品をもつ一方、工業製品の分野では楽器メーカー

が集積する楽器のまちとして知られる浜松市。当市のふるさと納税では、その地域特性を生かした多

彩なお礼の品を用意しています。寄附額は１回 10,000 円以上からで、商品は約 400 種（2016 年 10

月現在）をご用意。遠鉄百貨店とのコラボレーションにより食品のラインアップも充実し、選ぶ楽し

みのある商品をご提供しています。 

寄附金の使途となる政策メニューは 7 項目あり、

「子育て、学力の支援」「産業、雇用の創出」に

対するご寄附が多いことが特徴です※。 

地域の活性化につながるこれらの政策に対し、寄

附をいただいた金額は、2016 年度（2016 年 9 月

末現在）で 164,780,200円（6,952 件）。2015 年

度の 31,482,589円（1,673件）から、5倍以上に

伸長しました。その中心となるのは市外居住者で、

2015 年度は市外から 1,499 件の寄附のお申し出

をいただきました。 

※「浜松市におまかせ」を除く 

■人気商品のベスト 3は「うなぎ」「餃子」「みかん」 

2016年のお礼の品のランキングをみると、「うなぎ」が 1

位・2位を独占し、圧倒的な人気となっています。上位 10

商品をみても、「うなぎ」が 5 品ランクイン。そのほか、

地元でも人気の「浜松餃子」が 3品、「みかん」が 2 品と

なっています。 

ベスト 20 品をみると、寄附者が希望する商品はより多彩

になり、柿や梨、メロンなどのフルーツ、総菜や肉加工品

がランクインしています。 

＜2016年度 お礼の品 ベスト３＞  

 

 

 

 
 

＊上位 10商品に占める商品数（市外からの寄附に限定） 
 

＜2016年度 お礼の品 上位10 商品＞ 

＊10月5日現在、市外からの寄附に限定  

 分野 商品 件数 

1 うなぎ 浜名湖うなぎ真空長蒲焼 2枚入 917 

2 うなぎ 浜名湖産鰻白焼き大３本セット 705 

3 みかん 三ヶ日産 青島みかん 10ｋｇ 517 

4 餃子 
ちくや浜松餃子どっさりセット 

（無添加餃子 184個） 
484 

5 みかん 三ヶ日産 早生みかん 10ｋｇ 422 

6 うなぎ うなぎ長蒲焼 2尾セット 381 

7 うなぎ 浜名湖うなぎ真空長蒲焼 5枚入 333 

8 餃子 五味八珍 浜松餃子 140個 263 

9 うなぎ 浜名湖うなぎ真空長蒲焼 8枚入 243 

10 餃子 
浜松餃子 食べくらべ 4種セット 

（74個入り） 
162 

うなぎ           三ヶ日みかん         浜松餃子 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

浜松市 税務総務課税制グループ 担当：今津、藤森 
TEL： 053-457-2141  FAX： 050-3730-9578 
E-mail：nozei-furusato@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
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