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平成 29年 10月 2日 浜松市 産業部 観光・ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課 

ふるさと寄附金ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

℡：053-457-2802  担当：中野、今津 

 

 

 報 道 発 表 
 

浜松市ふるさと納税ニュース 

～10月 3日（火）にお礼の品を大幅リニューアルし、体験型の観光お礼の品を拡充～ 

浜松市は、ふるさと納税のお礼の品を平成 29年 10月 3日（火）にリニューアルします。今回のリ

ニューアルでは、今年の大河ドラマでも話題の徳川家や井伊家が活躍した「出世の街 浜松」、浜名

湖や浜松城などさまざまな観光スポットを持つ当市への観光が人気となっていることから、その魅力

を満喫していただけるホテル宿泊券やレジャー施設利用券などの充実を図りました。 

また、“浜松ブランド”として全国的に人気が高い「浜名湖うなぎ・浜松餃子・旬のフルーツ」は、

ふるさと納税をしたことのない方からリピーターまで、多くの人にご利用いただけるように、バラエ

ティに富んだお礼の品をご用意しました。 

お届けするお礼の品が契機となり、浜松市を訪れたくなる当市のふるさと納税をぜひご利用くださ

い。 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新幹線で東京や大阪から約 90分、名古屋からは 30分、東名・新東名高速道路が貫く、交

通アクセスのよい浜松市。日帰りでも気軽に利用できるほか、宿泊をしてゆったりと自然や

グルメを楽しめる観光地として人気を博しています。 

首都圏・中京圏・関西圏からも好アクセス！ 

体験型の観光プランを、ふるさと納税でお届けします。 

見どころ満載の浜松を旅する 

「宿泊・レジャー」 
浜松市は出世の街。歴史ロマンを味わえるほ

か、自然や地域の人と触れ合う体験型の観光を

楽しむことができます。 

海・山・湖・川の豊かな自然を満喫 

「アウトドアスポーツ」 
浜松市は年中温暖。波の穏やかな浜名湖での

マリンスポーツをはじめ、キャンプなど浜松市の

自然を満喫できるアクティビティのプランをご用

意しています。 

先進的な医療機関でヘルスチェック「人間ドック」 
浜松市は健康長寿日本一の都市。豊かな自然環境に加え、健康に暮らすための医療機能も

充実。日帰りの人間ドックをはじめ、各種ヘルスチェックプランをご提供しています。 

浜松の多彩な魅力に触れる 

体験型の観光プラン 
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浜名湖をはじめとする景勝地やグルメ、温泉など、観光スポットが多彩。 

浜松市の魅力を堪能できる宿泊券やレジャー利用券をご用意しています。 
 

１．宿泊・レジャー 

豊かな自然やグルメを満喫！ 浜松の良さを体感していただく観光プラン 

宿泊では、旅の拠点としてご利用いただけるホテルや、ゆったりとくつろげる旅館、自然を満喫で

きる貸別荘やキャンプ場の利用券をご用意しています。このほか、いちご狩りの入園券や、農業体験

や収穫体験のできる果物の木のオーナー制度といった、生産地を訪ねる体験型のレジャープランもご

提供しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．アウトドアスポーツ 

自然の中で爽快な時間を過ごす、浜松のスポーツ体験 

浜松市の豊かな自然と穏やかな気候のもと、個性的なスポーツの体験プランをご提供します。景観

のよい浜名湖では、空中散歩が楽しめるパラセーリングとパラグライダーの体験プランをご用意して

いるほか、ゴルフプレー券、ボートレース観戦券も人気お礼の品となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

３．人間ドック 

市内の医療施設を利用する、ヘルスチェックプラン 

浜松市のふるさと納税では、市内の先進的で充実した医療施設を市外の方にもご利用いただき、皆

様の健康の維持・向上に貢献するお礼の品として、「人間ドック」のプランをご提供しています。1

日人間ドックをはじめ、ご利用者のニーズに合う専門性の高いコースをご用意しています。 

 

 

 

 

浜名湖を空中から眺める

パラセーリング 
パラシュートを装着して浜名湖の

上を浮遊するパラセーリングを、

ペアでご体験いただけます（実施

期間：11月 23日まで）。 
「浜名湖パラセーリング体験

ペアチケット」 

寄附金額：50,000 円以上 

浜松の豊かな自然を 

パラグライダーで体感 
パラグライダーで浜名湖周辺を飛

行する体験チケットです。インスト

ラクターが同行する、初心者にも

安心なプランとなっています。 「パラグライダー体験フライト」 

寄附金額：40,000 円以上 

家康公にちなんだ食事が

楽しめるホテル宿泊券 
旅の拠点となる浜松駅前のホテ

ルの宿泊券です。お食事は、家

康公の食養生の知恵を取り入れ

た薬膳をご提供します。 
「家康づくし中華薬膳を

食す（一泊二食一名様 )

葵のご紋月餅お土産付」 

寄附金額：70,000 円以上 

フレッシュな味覚を楽しめ

る「いちご狩り」 
1 月・2 月に、いちご狩りが楽しめ

る入園券です。このほか 3月限定

で、大人と子どもが楽しめるファミ

リープランもご用意しています。 

 

「いちご狩り 1 月・2 月限定

ペア入園券」 

寄附金額：20,000 円以上 

人間ドックで健康状態をチェック 
東名高速道路浜松西インターチェンジから 10 分の場所にある、交通

アクセスのよい施設です。当日に結果がわかる 1 日人間ドックのほ

か、脳ドックや肺ドック、メタボリック予防コース、レディースコースなど

をご提供します。 
「1日人間ドック（聖隷健康診断センター）」 

寄附金額：150,000 円以上 
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浜松と言えば「浜名湖うなぎ・浜松餃子・フルーツ」が名産品。 

全国に知られる“浜松ブランド”を、ふるさと納税でお届けします。 
 

１．浜名湖うなぎ 

世界の品評会で評価された蒲焼はじめ、気軽に食卓で楽しめる加工品など多彩なお礼の品をラインアッ
プ。 

うなぎ養殖の発祥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多数あり、浜松

ならではのうなぎの味をお楽しみいただけるさまざまなお礼の品をご提供しています。 

蒲焼では、丁寧に育てたうなぎのおいしさを引き出すよう、各社それぞれのこだわりのタレを使用。

なかでも、地元の酒蔵の日本酒を調味に使った蒲焼は、世界の品評会でも高い評価を得ています。こ

のほか、気軽にお召しあがりいただける、刻んだうなぎや、うなぎのおにぎり、とろろと組み合わせ

た「うなとろ丼」のセット、健康に配慮した糖質制限うなぎもご用意。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．浜松餃子 

野菜たっぷりでヘルシーな「浜松餃子」。市内の名店の味をご提供します。 

浜松市を代表する B 級グルメとして全国に知られる「浜松餃子」。具に野菜が多く、あっさりとし

ていて、子どもから大人まで幅広く好まれる味であることが特長です。 

ふるさと納税のお礼の品でご用意しているのは、昔から市民に愛されてきた「浜松餃子」のほか、

具材にこだわり、地域の特産品を使った市内名店の餃子セットです。また、焼売と組み合わせたお礼

の品もご用意しています。 

 

 

 

 

 

 

３．旬のフルーツ（みかんと柿） 

秋冬の味覚・みかんと柿。生産地から最盛期の味をお届けします。 

日照時間が全国トップクラスの浜松市はフルーツの生産が盛んなため、全国ブランドであるみかん

のほか、メロンやぶどう、梨などを、期間限定でお届けしています。 

これからの季節は、みかんと柿が旬を迎え、とくに、みかんはお正月用の果物やギフトとして人気

の高いお礼の品となっています。このほか、果物を加工した菓子や加工食品も豊富に用意しています。 

 

 

 

 

ボリュームたっぷり！4種
360個入りの餃子セット 
浜松産ブランド豚を使用した

「生餃子工房いえやす」の餃子

セットです。具材の異なる 4 種

の餃子を360個入りでお届けし

ます。 

「浜松発！いえやす自慢の

浜松餃子大満足 4種セット 

計 360個」 

寄附金額：50,000 円以上 

世界でも認められた 、  

香ばしいうなぎの蒲焼 
おいしさの世界的審査機関「国際

味覚審査機構」で、うなぎで初め

て「優秀味覚賞」を受賞。たれは

地元の日本酒「花の舞」を使用。 
「うなぎ長蒲焼 2尾セット」 

寄附金額：20,000 円以上 

気軽に味わえる「うなぎ茶
漬け」や「うなぎおにぎり」 
うなぎをお茶漬けや丼で味わうのに

最適な「短冊切りパック」と、ごはん

に香ばしい香りが染みこんだ「うな

ぎおにぎり」のセット。 
 

「浜名湖産きざみ蒲焼と

鰻おむすび詰合せ」 

寄附金額：20,000 円以上 

食べ比べできる餃子を、 

3回にわたり味わえる 
3 社の餃子を 3 カ月にわたってお

届けします。野菜たっぷりのタイ

プから桜海老やチーズ入りなど、

バリエーションを楽しめます。 「頒布会 浜松餃子食べ比

べコース全 3回」 

寄附金額：30,000 円以上 

甘くて大ぶりの名産品・
三ヶ日みかん 
糖度の高い少し大きめの品種「青

島温州」をお届けします。酸味と

甘みのバランスがよく、コクのあ

る味をお楽しみいただけます。 
「三ヶ日産 青島みかん 

9kg 以上」 

寄附金額：20,000 円以上 

甘みの強い次郎柿 
静岡県原産の完全甘柿で、肉質

は緻密でやや硬めです。果汁は

少ないですが、甘みが強い柿で、

渋さが口に残りません。 
「浜北次郎柿 秀品約 7kg」 

寄附金額：20,000 円以上 
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＜参考＞浜松市のふるさと納税について 

■人気お礼の品のベスト 3は「うなぎ」「みかん」「餃子」 

平成 28 年度のお礼の品のランキングを分野別でみると、浜松の名産品として長い歴史のある「う

なぎ」が第 1位となり、多くのお申し込みをいただきました。 

それに続くのが、全国に出荷されるなど知名度の高い「みかん」で、冬の季節限定でのご提供なが

ら、年間で第 2位となる人気お礼の品となりました。第 3位は浜松のＢ級グルメとして話題となって

いる「餃子」でした。 

上位 6位までを食品が占める結果となり、知名度の高いお礼の品のほかにも、おいしくて鮮度の高

い食肉や野菜、調味料類といった当市の魅力的な食品を、ふるさと納税を通じてお申し込みいただき

ました。 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 お礼の品分野 

1位 うなぎ 

2位 みかん 

3位 餃子 

4位 浜松グルメ組合せ 

5位 牛肉・豚肉 

6位 野菜 

7位 雑貨・玩具 

8位 柿 

9位 調味料・ドレッシング 

10位 観光・体験 

＜平成 28年度 お礼の品ランキング＞ 
（お礼の品カテゴリー別）寄附件数上位 10位 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

浜松市 観光・シティプロモーション課ふるさと寄附金グループ 
担当：中野、今津 

〒430-8652  浜松市中区元城町 103-2 
TEL：053-457-2802  FAX：050-3730-8899 
E-mail：nozei-furusato@city.hamamatsu.shizuoka.jp 

 

＜平成 28年度 お礼の品ランキング＞ 
（お礼の品カテゴリー別）寄附件数上位 3位 

うなぎ 

みかん                餃子 


