
江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 10,000円〜14,000円
寄附金額 受付 品番 これ一本で美味しい味付け！特級醤油／白だし／味付け醤油のお試しセット

10,000円 受付中 ET010102

出品事業者 有限会社 濵口醤油

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日から1年半

アレルギー 小麦・さば・大豆

容量

玉萬寿醤油500mL×1本、
愛情料理これ一本味付け醤油500mL×1本、
いりこの白だしこれ一本うすいろ仕立て500mL×1
本

寄附金額 受付 品番 江田島の老舗醤油屋�『濵口醤油』のお醤油堪能セット 1L×3本

10,000円 受付中 ET010203

出品事業者 有限会社 濵口醤油

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日から1年半

アレルギー 小麦・大豆

容量
玉萬寿醤油 1L×2本、
あまくち低塩醤油 1L×1本

寄附金額 受付 品番 江田島の老舗醤油屋�『濵口醤油』のぽんドレセット 300mL×2種

10,000円 受付中 ET010302

出品事業者 有限会社 濵口醤油

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限
ぽん酢：製造日から 1年、
ドレッシング：製造日から 8ヶ月

アレルギー 小麦・大豆

容量

ゆず・すだち・橙と厚削りカツオのぽん酢 
300mL×1本、
柑橘と炒りいりこの瀬戸内ドレッシング 300mL×1
本

寄附金額 受付 品番 160年続く江田島の老舗醤油屋�『濵口醤油』の玉萬寿醤油 1L×3本

10,000円 受付中 ET010401

出品事業者 有限会社 濵口醤油

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日から1年半

アレルギー 小麦・大豆

容量 玉萬寿醤油 1L×3本

寄附金額 受付 品番 これ一本で簡単美味しい味付け！濵口醤油のこれ一本味付け醤油 1L×2本

10,000円 受付中 ET010501

出品事業者 有限会社 濵口醤油

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日から1年半

アレルギー 小麦・さば・大豆

容量 愛情料理これ一本味付け醤油 1L×2本



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 10,000円〜14,000円
寄附金額 受付 品番 温暖な江田島育ち！フルーティーで程良い酸味のミディアムトマト【2kg】

10,000円 受付中 ET020102

出品事業者 有限会社 グリーンファーム沖美

発送期間（目安） 2022年10月中旬〜2023年6月

賞味期限
常温保存で出荷日から 3日、
冷蔵保存で出荷日から 1週間

アレルギー -

容量
ミディアムトマト 2kg
（約60〜70個相当）

寄附金額 受付 品番 江田島の本格芋焼酎てくてく【紅はるか】720mL

10,000円 受付中 ET040103

出品事業者 峰商事合同会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 -

アレルギー -

容量
芋焼酎てくてく【紅はるか】720mL
（アルコール度数25%）

寄附金額 受付 品番 江田島の本格芋焼酎てくてく【安納芋】720mL

10,000円 受付中 ET040104

出品事業者 峰商事合同会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 -

アレルギー -

容量
芋焼酎てくてく【安納芋】720mL
（アルコール度数25%）

寄附金額 受付 品番 芋の甘露煮がぎっしり！さつまいものバターケーキ（1ホール）

10,000円 受付中 ET040501

出品事業者 峰商事合同会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 解凍後は早めにお召し上がりください。

アレルギー 卵・乳・小麦・ごま

容量
さつまいものバターケーキ（1ホール）

直径：15cm

寄附金額 受付 品番 ねっとり濃厚！ひとくちサイズのスイートポテト 16個セット

10,000円 受付中 ET040701

出品事業者 峰商事合同会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 解凍後は早めにお召し上がりください。

アレルギー 卵・乳・ごま

容量 スイートポテト 16個



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 10,000円〜14,000円
寄附金額 受付 品番 海軍兵学校と歩んできた江田島の酒『江田島』上撰 ミニ菰樽 300mL

10,000円 受付中 ET060103

出品事業者 江田島銘醸 株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 開封後は早めにお召し上がりください。

アレルギー -

容量 江田島 ミニ菰樽300mL ×1

寄附金額 受付 品番 海軍兵学校と歩んできた江田島の酒『同期の桜』上撰 ミニ菰樽 300mL

10,000円 受付中 ET060104

出品事業者 江田島銘醸 株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 開封後は早めにお召し上がりください。

アレルギー -

容量 同期の桜 ミニ菰樽 300mL ×1

寄附金額 受付 品番 江田島銘醸おすすめ日本酒 お試し飲み比べセット 300mL×3種

10,000円 受付中 ET060202

出品事業者 江田島銘醸 株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 常温未開封で約1年

アレルギー -

容量
同期の桜 原酒 300mL × 1本、
江田島本醸造 原酒 300mL × 1本、
古鷹 純米酒 300mL × 1本

寄附金額 受付 品番 海軍兵学校と歩んできた江田島の酒 『同期の桜』純米酒 720mL

10,000円 受付中 ET060301

出品事業者 江田島銘醸 株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 開封後は早めにお召し上がりください。

アレルギー -

容量 同期の桜 純米酒 720mL ×1

寄附金額 受付 品番 海軍兵学校と歩んできた江田島の酒  『同期の桜』上撰 1.8L

10,000円 受付中 ET060303

出品事業者 江田島銘醸 株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 開封後は早めにお召し上がりください。

アレルギー -

容量 同期の桜 上撰 1.8L ×1



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 10,000円〜14,000円
寄附金額 受付 品番 海軍兵学校と歩んできた江田島の酒 『江田島』本醸造酒 720mL

10,000円 受付中 ET060401

出品事業者 江田島銘醸 株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 開封後は早めにお召し上がりください。

アレルギー -

容量 江田島 本醸造酒 720mL ×1

寄附金額 受付 品番 海軍兵学校と歩んできた江田島の酒 『江田島』上撰 1.8L

10,000円 受付中 ET060402

出品事業者 江田島銘醸 株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 開封後は早めにお召し上がりください。

アレルギー -

容量 江田島 上撰 1.8L ×1

寄附金額 受付 品番 海軍兵学校と歩んできた江田島の酒ヨーソロ（35°）本格米焼酎 720mL

10,000円 受付中 ET060501

出品事業者 江田島銘醸 株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 開封後は早めにお召し上がりください。

アレルギー -

容量 ヨーソロ（35°）本格米焼酎  720mL ×1

寄附金額 受付 品番 海軍兵学校と歩んできた江田島の酒 『古鷹』純米酒 720mL

10,000円 受付中 ET060601

出品事業者 江田島銘醸 株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 開封後は早めにお召し上がりください。

アレルギー -

容量 古鷹 純米酒 720mL ×1

寄附金額 受付 品番 海軍兵学校と歩んできた江田島の酒 『保万令』上撰 1.8L

10,000円 受付中 ET060701

出品事業者 江田島銘醸 株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 開封後は早めにお召し上がりください。

アレルギー -

容量 保万令 上撰  1.8L ×1



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 10,000円〜14,000円
寄附金額 受付 品番 オリーブ×レモンの爽やかな香り！『安芸の島の実』レモンオイル 100mL

10,000円 受付中 ET100301

出品事業者 山本倶楽部株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より半年

アレルギー -

容量 レモンオイル 100mL×1本

寄附金額 受付 品番 オリーブ×八朔の大人な香り！『安芸の島の実』ハッサクオイル 100mL

10,000円 受付中 ET100302

出品事業者 山本倶楽部株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より半年

アレルギー -

容量 ハッサクオイル 100mL×1本

寄附金額 受付 品番 辛み引き立つオリーブオイル！『安芸の島の実』ペペロンオイル 100mL

10,000円 受付中 ET100303

出品事業者 山本倶楽部株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より半年

アレルギー -

容量 ペペロンオイル 100mL×1本

寄附金額 受付 品番 辛党にオススメ！『安芸の島の実』ペペロンオイル【激辛】 100mL

10,000円 受付中 ET100304

出品事業者 山本倶楽部株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より半年

アレルギー -

容量 ペペロンオイル【激辛】 100mL×1本

寄附金額 受付 品番 穏やかな瀬戸内海の海辺でうまれた『島の香』上撰 1.8L

10,000円 受付中 ET110101

出品事業者 津田酒造 株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 -

アレルギー -

容量
島の香 上撰 1.8L
（アルコール度数15%）



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 10,000円〜14,000円
寄附金額 受付 品番 津田酒造人気の甘口酒『島の香 うまいにごり酒』1.8L

10,000円 受付中 ET110301

出品事業者 津田酒造 株式会社

発送期間（目安） 2023年1月上旬〜2月中旬

賞味期限 -

アレルギー -

容量
島の香 うまいにごり酒 1.8L
（アルコール度数16%）

寄附金額 受付 品番 さっぱりとした呑みくち。津田酒造の『島の香 しぼりたて生原酒』1.8L

10,000円 受付中 ET110401

出品事業者 津田酒造 株式会社

発送期間（目安） 2023年1月中旬〜2月末

賞味期限 -

アレルギー -

容量
島の香 しぼりたて生原酒 1.8L
（アルコール度数19%）

寄附金額 受付 品番 【津田酒造の日本酒飲み比べセット】純米 月夜の宝島／上撰 島の香

10,000円 受付中 ET110503

出品事業者 津田酒造 株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 -

アレルギー -

容量

・純米 月夜の宝島 720mL×1本
（アルコール度数15％）

・上撰 島の香 720mL×1本
（アルコール度数15％）

寄附金額 受付 品番 【津田酒造の日本酒飲み比べセット】純米 月夜の宝島／上撰 氷晶酒

10,000円 受付中 ET110504

出品事業者 津田酒造 株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 -

アレルギー -

容量

・純米 月夜の宝島 720mL×1本
（アルコール度数15％）

・上撰 氷晶酒 720mL×1本
（アルコール度数15％）

寄附金額 受付 品番 江田島市内の空き家確認サービス｜シンプルプラン

10,000円 受付中 ET150201

出品事業者 江田島市シルバー人材センター

発送期間（目安） 寄附確定後、1~2週間以内に事業者から寄附者へご連
絡させていただきます。

賞味期限 -

アレルギー -

容量

【空き家の確認】
・草木の繁茂状況の確認
・隣接地への影響の確認
・不法投棄の確認

【現状の報告】
確認後は、寄附者様宛に写真付き報告書（写真帳
・チェックリスト）を郵送します。
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寄附金額 10,000円〜14,000円
寄附金額 受付 品番 レンジでチンするだけ簡単！江田島の小粒牡蠣『がきんちょ』4パックセット

10,000円 受付中 ET160201

出品事業者 門林水産

発送期間（目安） 2022年10月〜2023年4月

賞味期限 出荷日より冷蔵保存で1週間

アレルギー -

容量

小粒牡蠣「がきんちょ」約800g（4パック：40個程
度）

※1パックあたり約200g（10~12個）

寄附金額 受付 品番 江田島らしさをおしゃれに！江田島モチーフの雑貨セット

10,000円 受付中 ET200101

出品事業者 江田島雑貨店

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 -

アレルギー -

容量
紙布しおり3枚セット、
えたじま木製モチーフマグネット1個、
えたじまコースター2枚

寄附金額 受付 品番 江田島ジビエお試しセット -江田島産猪肉 スライス詰め合わせ-

10,000円 受付中 ET210101

出品事業者 おきらくや

発送期間（目安） 獲れ次第順次発送（お届けまで数ヶ月かかる場合
があります。）

賞味期限 製造日より4カ月

アレルギー -

容量
江田島産猪肉スライス詰め合わせ（ロース・肩ロー
ス・モモの3部位をおまかせで約400g〜500g程
度）

寄附金額 受付 品番 瀬戸内の魚の旨味をたっぷり！料理を引き立てる万能おかず味噌8個セット

10,000円 受付中 ET220101

出品事業者 （有）佐々木　割烹大学

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より90日

アレルギー 卵・乳・小麦・鶏肉・大豆

容量 魚味噌70g×8個

寄附金額 受付 品番 江田島の老舗和菓子店オリジナル饅頭バラエティー10個セット

10,000円 受付中 ET230101

出品事業者 長田製菓舗

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限
出荷日から60日
（いもチョコくるみは出荷日から 50日）

アレルギー 卵・小麦

容量

やきいもさん 2個、
いもチョコくるみ 2個、
江田島しぐれ 4個（抹茶 2個・栗 2個）、
栗まんじゅう 2個
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寄附金額 10,000円〜14,000円
寄附金額 受付 品番 江田島の老舗和菓子店のお饅頭『江田島しぐれ』10個セット（抹茶・栗）

10,000円 受付中 ET230201

出品事業者 長田製菓舗

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 出荷日から60日

アレルギー 卵・小麦

容量
江田島しぐれ（抹茶）5個、
江田島しぐれ（栗）5個

寄附金額 受付 品番 江田島産さつまいもとのコラボ！長田製菓オリジナルさつまいも饅頭セット

10,000円 受付中 ET230301

出品事業者 長田製菓舗

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限
やきいもさん：出荷日から 60日
いもチョコくるみ：出荷日から 50日

アレルギー 卵・小麦

容量 やきいもさん5個、いもチョコくるみ5個

寄附金額 受付 品番 オリーブオイル｜能美島ブレンド マイルド｜50mL

10,000円 受付中 ET290101

出品事業者 瀬戸内いとなみ舎合同会社

発送期間（目安） 12月より順次発送予定

賞味期限 製造日より1年半

アレルギー -

容量 50mL

寄附金額 受付 品番 オリーブオイル｜江田島ブレンド ミディアム｜50mL

10,000円 受付中 ET290201

出品事業者 瀬戸内いとなみ舎合同会社

発送期間（目安） 12月より順次発送予定

賞味期限 製造日より1年半

アレルギー -

容量 50mL

寄附金額 受付 品番 江田島市産オリーブ新漬け｜ マンザニロ種｜4つセット（パウチタイプ）

10,000円 受付中 ET290401

出品事業者 瀬戸内いとなみ舎合同会社

発送期間（目安） 11月より順次発送予定

賞味期限 製造日より3ヶ月
※開封後は冷蔵庫で保存してください。

アレルギー -

容量 60g×4袋



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 10,000円〜14,000円
寄附金額 受付 品番 江田島市産オリーブ新漬け｜ ミッション種｜4つセット（パウチタイプ）

10,000円 受付中 ET290501

出品事業者 瀬戸内いとなみ舎合同会社

発送期間（目安） 11月より順次発送予定

賞味期限 製造日より3ヶ月
※開封後は冷蔵庫で保存してください。

アレルギー -

容量 60g×4袋

寄附金額 受付 品番 オリーブ新漬けセット｜ マンザニロ種2つ＆ミッション種2つ（パウチタイプ）

10,000円 受付中 ET290601

出品事業者 瀬戸内いとなみ舎合同会社

発送期間（目安） 11月より順次発送予定

賞味期限 製造日より3ヶ月
※開封後は冷蔵庫で保存してください。

アレルギー -

容量
オリーブ新漬け（マンザニロ種）60g×2袋、
オリーブ新漬け（ミッション種）60g×2袋

寄附金額 受付 品番 川西農園のみかん約5kg（家庭用）

10,000円 受付中 ET300101

出品事業者 川西農園みかん畑

発送期間（目安） 2022年10月下旬〜12月

賞味期限 なるべくお早めにお召し上がりください。

アレルギー -

容量 みかん約5kg（家庭用）

寄附金額 受付 品番 ねっとり濃厚！てくてくの壺焼き芋 800g

11,000円 受付中 ET040401

出品事業者 峰商事合同会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 解凍後はお早めにお召し上がりください。

アレルギー -

容量 壺焼き芋 800g（約3〜5本）

寄附金額 受付 品番 フランス式の石窯で焼き上げた！江田島のパン屋の季節のパンセット

11,000円 受付中 ET180301

出品事業者 しまのぱん souda!

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より10日間

アレルギー 卵・小麦・大豆 ※季節のパンは、時期によってくる
みが入る場合があります。

容量
パンドミ 1個、
季節のパン 1個



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 10,000円〜14,000円
寄附金額 受付 品番 広島県産柑橘を使ったシャーベット6個詰め合わせ

11,000円 停止中 ET260101 準備中

出品事業者 ゴールズ株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 -

アレルギー オレンジ ※原材料の一部に大豆を使用

容量

シャーベット6個詰合せ
（レモン2個、みかん1個、ネーブル1個、はっさく1
個、ブルーベリー1個）

※1個当たりの容量 120mL

寄附金額 受付 品番 瀬戸内の島からお届け！いちご「紅ほっぺ」24〜32個

11,000円 停止中 ET280101

出品事業者 沖美ベジタ有限会社

発送期間（目安） 1月〜5月中旬発送予定

賞味期限 なるべくお早めにご賞味ください。

アレルギー -

容量
いちご 24〜32個
（いちごの大きさによって個数が変動します。あら
かじめご了承ください。）

寄附金額 受付 品番 おうちでいちご狩り！？ 枝付きいちご「紅ほっぺ」24〜32個

11,000円 停止中 ET280201

出品事業者 沖美ベジタ有限会社

発送期間（目安） 1月〜5月中旬発送予定

賞味期限 なるべくお早めにご賞味ください。

アレルギー -

容量
枝付きいちご 24〜32個
（いちごの大きさによって個数が変動します。あら
かじめご了承ください。）

寄附金額 受付 品番 これ一本さっと入れるだけ！濵口醤油のこれ一本簡単味付けセット 1L×2種

12,000円 受付中 ET010202

出品事業者 有限会社 濵口醤油

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日から1年半

アレルギー 小麦・さば・大豆

容量
愛情料理これ一本味付け醤油 1L×1本、
いりこの白だしこれ一本うすいろ仕立て 1L×1本

寄附金額 受付 品番 外はカリッと中はしっとり！江田島産さつまいもの大学芋（6袋）

12,000円 受付中 ET040601

出品事業者 峰商事合同会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 解凍後は早めにお召し上がりください。

アレルギー -

容量 大学芋 130g×6袋



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 10,000円〜14,000円
寄附金額 受付 品番 瀬戸内のオリーブと天然塩の風味感じる逸品！オリーブの新漬け 65g×3個

12,000円 停止中 ET100701

出品事業者 山本倶楽部株式会社

発送期間（目安） 11月〜12月末

賞味期限 製造日より3ヶ月

アレルギー -

容量 65g×3個

寄附金額 受付 品番 【津田酒造の冬季限定飲み比べセット】うまいにごり酒／しぼりたて生原酒

12,000円 受付中 ET110501

出品事業者 津田酒造 株式会社

発送期間（目安） 2023年1月中旬〜2月中旬

賞味期限 -

アレルギー -

容量

・島の香 うまいにごり酒 720mL×1本
（アルコール度数16%）

・島の香 しぼりたて生原酒 720mL×1本
（アルコール度数19%）

寄附金額 受付 品番 江田島市産オリーブ新漬け｜ マンザニロ種｜4つセット（瓶タイプ）

12,000円 受付中 ET290402

出品事業者 瀬戸内いとなみ舎合同会社

発送期間（目安） 11月より順次発送予定

賞味期限 製造日より3ヶ月
※開封後は冷蔵庫で保存してください。

アレルギー -

容量 65g（瓶詰め）×4個

寄附金額 受付 品番 江田島市産オリーブ新漬け｜ ミッション種｜4つセット（瓶タイプ）

12,000円 受付中 ET290502

出品事業者 瀬戸内いとなみ舎合同会社

発送期間（目安） 11月より順次発送予定

賞味期限 製造日より3ヶ月
※開封後は冷蔵庫で保存してください。

アレルギー -

容量 65g（瓶詰め）×4個

寄附金額 受付 品番 オリーブ新漬けセット｜ マンザニロ種2つ＆ミッション種2つ（瓶タイプ）

12,000円 受付中 ET290602

出品事業者 瀬戸内いとなみ舎合同会社

発送期間（目安） 11月より順次発送予定

賞味期限 製造日より3ヶ月
※開封後は冷蔵庫で保存してください。

アレルギー -

容量
オリーブ新漬け（マンザニロ種）65g×2個、
オリーブ新漬け（ミッション種）65g×2個



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 10,000円〜14,000円
寄附金額 受付 品番 広島 奈佐美産 鍛え牡蠣｜カキフライ 20粒入

13,000円 受付中 ET050701

出品事業者 有限会社 寺本水産

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より540日

アレルギー

乳・小麦・大豆  ※本製品で使用している牡蠣などの二枚
貝には、かにが共生する特性を持っています。
※本製造工場では、えび、かに、小麦、卵、乳成分を含
む製品を生産しています。

容量 カキフライ 20粒

寄附金額 受付 品番 広島 奈佐美産 鍛え牡蠣｜大粒カキフライ 10粒入

13,000円 停止中 ET050801

出品事業者 有限会社 寺本水産

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より540日

アレルギー

乳・小麦・大豆  ※本製品で使用している牡蠣などの二枚
貝には、かにが共生する特性を持っています。
※本製造工場では、えび、かに、小麦、卵、乳成分を含
む製品を生産しています。

容量 カキフライ（大粒）10粒

寄附金額 受付 品番 海軍兵学校と歩んできた江田島の酒 『古鷹』純米酒 1.8L

13,000円 受付中 ET060602

出品事業者 江田島銘醸 株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 開封後はお早めにお召し上がりください。

アレルギー -

容量 古鷹 純米酒 1.8L ×1

寄附金額 受付 品番 金粉を浮かべて飲むお酒。『島の香 原酒 金の鳳凰』1.8L

13,000円 受付中 ET110201

出品事業者 津田酒造 株式会社

発送期間（目安） 2022年11月下旬〜2023年1月中旬

賞味期限 -

アレルギー -

容量

島の香 原酒 金の鳳凰 1.8L
（アルコール度数19%）

※金粉が入った小袋付き

寄附金額 受付 品番 【津田酒造の日本酒飲み比べセット】純米吟醸 氣／上撰 島の香

13,000円 受付中 ET110505

出品事業者 津田酒造 株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 -

アレルギー -

容量

・純米吟醸 氣 [ふうき] 720mL×1本
（アルコール度数15％）

・上撰 島の香 720mL×1本
（アルコール度数15％）



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 10,000円〜14,000円
寄附金額 受付 品番 【津田酒造の日本酒飲み比べセット】純米吟醸 氣／上撰 氷晶酒

13,000円 受付中 ET110506

出品事業者 津田酒造 株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 -

アレルギー -

容量

・純米吟醸 氣 [ふうき] 720mL×1本
（アルコール度数15％）

・上撰 氷晶酒 720mL×1本
（アルコール度数15％）

寄附金額 受付 品番 これ一本で美味しい味付け！いりこの白だしこれ一本うすいろ仕立て1L×2本

14,000円 受付中 ET010601

出品事業者 有限会社 濵口醤油

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日から1年半

アレルギー 小麦・さば・大豆

容量 いりこの白だしこれ一本うすいろ仕立て 1L×2本

寄附金額 受付 品番 広島 奈佐美産 大粒鍛え牡蠣｜むき身Mサイズ（冷凍）総重量1kg

14,000円 受付中 ET050901

出品事業者 有限会社 寺本水産

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より540日

アレルギー

※本製品で使用している牡蠣などの二枚貝には、かに
が共生する特性を持っています。
※本製造工場では、えび、かに、小麦、卵、乳成分を含
む製品を生産しています。

容量

むき身牡蠣Mサイズ（冷凍・加熱用）
総重量1kg（内容量800g）

1袋あたり45〜55粒（目安）

寄附金額 受付 品番 【津田酒造の日本・純米酒飲み比べセット】純米 月夜の宝島／純米吟醸 氣

14,000円 受付中 ET110502

出品事業者 津田酒造 株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 -

アレルギー -

容量

・純米 月夜の宝島 720mL×1本
（アルコール度数15％）

・純米吟醸 氣 [ふうき] 720mL×1本
（アルコール度数15％）



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 15,000円〜19,000円
寄附金額 受付 品番 温暖な江田島育ち！フルーティーで程良い酸味のミディアムトマト【3kg】

15,000円 受付中 ET020101

出品事業者 有限会社 グリーンファーム沖美

発送期間（目安） 2022年10月中旬〜2023年6月

賞味期限
常温保存で出荷日から3日、
冷蔵保存で出荷日から1週間

アレルギー -

容量
ミディアムトマト 3kg
（約90〜100個相当）

寄附金額 受付 品番 高級すっぽん料理をご自宅で！ 江田島すっぽん【切り身】200g

15,000円 受付中 ET030101

出品事業者 平井興産 株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 1ヶ月

アレルギー -

容量 すっぽん切り身 200g

寄附金額 受付 品番 【生食可】身が引き締まって甘み際立つプリップリの"むき身"牡蠣 500g

15,000円 受付中 ET050101

出品事業者 有限会社 寺本水産

発送期間（目安） 2023年1月中旬〜3月

賞味期限
生でお召し上がりいただく場合：出荷日より 4日
加熱してお召し上がりいただく場合：出荷日より 5日

アレルギー -

容量 むきみ500g（約25~30個）

寄附金額 受付 品番 牡蠣の旨味を凝縮した牡蠣のオリーブオイル漬け 120g×2個セット

15,000円 受付中 ET050501

出品事業者 有限会社 寺本水産

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 加工日より１年
保存方法：直射日光を避け，常温保存

アレルギー -

容量
120g（オイル含む）× 2個
【原材料】寺本水産の牡蠣，オリーブオイル，醤油，
塩，酒

寄附金額 受付 品番 江田島産牡蠣のすき焼き「かきすき」 170g×2個入

15,000円 受付中 ET050601

出品事業者 有限会社 寺本水産

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より1年
保存方法：直射日光を避け、常温保存

アレルギー 小麦・牛肉・大豆

容量 170g×2個



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 15,000円〜19,000円
寄附金額 受付 品番 広島 奈佐美産 大粒鍛え牡蠣｜むき身Lサイズ（冷凍）総重量1kg

15,000円 受付中 ET051001

出品事業者 有限会社 寺本水産

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より540日

アレルギー

※本製品で使用している牡蠣などの二枚貝には、かに
が共生する特性を持っています。
※本製造工場では、えび、かに、小麦、卵、乳成分を含
む製品を生産しています。

容量

むき身牡蠣Lサイズ（冷凍・加熱用）
総重量1kg（内容量800g）

1袋あたり35〜45粒（目安）

寄附金額 受付 品番 広島 奈佐美産 大粒鍛え牡蠣｜むき身2Lサイズ（冷凍）総重量1kg

15,000円 受付中 ET051101

出品事業者 有限会社 寺本水産

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より540日

アレルギー

※本製品で使用している牡蠣などの二枚貝には、かに
が共生する特性を持っています。
※本製造工場では、えび、かに、小麦、卵、乳成分を含
む製品を生産しています。

容量

むき身牡蠣2Lサイズ（冷凍・加熱用）
総重量1kg（内容量800g）

1袋あたり25〜35粒（目安）

寄附金額 受付 品番 江田島産牡蠣の殻を活用した陶芸品！マグカップ2個セット

15,000円 受付中 ET070301

出品事業者 沖山工房

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 -

アレルギー -

容量 2個

寄附金額 受付 品番 『安芸の島の実』ピュアオイル 2本セット

15,000円 受付中 ET101101

出品事業者 山本倶楽部株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 賞味期限8ヶ月以上のものをお届けします。

アレルギー -

容量 ピュアオイル（オリーブオイル）250mL×2本

寄附金額 受付 品番 完全天日干し製法！江田島の干麺3種&白だし お手頃食べ比べセット

15,000円 受付中 ET130101

出品事業者 迫製麺所、濵口醤油

発送期間（目安） 決済から2〜3週間前後で発送予定

賞味期限 消費期限まで半年以上あるものを発送します。

アレルギー 卵・小麦・そば・さば・大豆

容量

天日干しうどん：100g×4束、
天日干し素麺：90g×4束、
天日干し蕎麦：100g×4束、
いりこの白だしこれ一本うすしお仕立て500mL×1本
【濵口醤油】



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 15,000円〜19,000円
寄附金額 受付 品番 完全天日干し製法！江田島のうどん たっぷりセット 100g×21束

15,000円 受付中 ET130201

出品事業者 迫製麺所

発送期間（目安） 決済から2〜3週間前後で発送予定

賞味期限 消費期限まで半年以上あるものを発送します。

アレルギー 小麦

容量 天日干しうどん 100g×7束×3組

寄附金額 受付 品番 江田島市内の空き家確認サービス｜ベーシックプラン

15,000円 受付中 ET150202

出品事業者 江田島市シルバー人材センター

発送期間（目安） 寄附確定後、1~2週間以内に事業者から寄附者へご連
絡させていただきます。

賞味期限 -

アレルギー -

容量

【空き家の確認】
・外観（家屋、小屋、門扉、フェンス、擁壁）の確認
・敷地内（庭木、草木の繁茂状況、隣接地への影響）
の確認
・不法投棄の確認
・郵便受けの中の状況確認

【現状の報告】
確認後は、寄附者様宛に写真付き報告書（写真帳・
チェックリスト）を郵送します。

寄附金額 受付 品番 かきづくし！江田島牡蠣のアレンジ商品たっぷり5種詰め合わせ

15,000円 受付中 ET160101

出品事業者 門林水産

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より6ヶ月

アレルギー 卵・乳・小麦・豚肉・鶏肉・大豆・ごま・りんご

容量

牡蠣カレードリア 1個、
牡蠣フライ 2袋（10個相当）、
牡蠣ライスバーガー 2個、
牡蠣チャウダー 1個、
牡蠣トマトチャウダー 1個

寄附金額 受付 品番 温泉宿 江田島荘 広島県産柑橘のソルベ6個セット

15,000円 停止中 ET190101

出品事業者 株式会社 海風

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 -

アレルギー -

容量
【ソルベ】
せとうち シトロン 120mL×3個、
ラフィネ みかん 120mL×3個

寄附金額 受付 品番 江田島らしさをおしゃれに！江田島シルエット＆ロゴ 木製コースターセット

15,000円 受付中 ET200201

出品事業者 江田島雑貨店

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 -

アレルギー -

容量 えたじまコースター6枚



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 15,000円〜19,000円
寄附金額 受付 品番 江田島らしさをおしゃれに！江田島モチーフのマグネットセット

15,000円 受付中 ET200301

出品事業者 江田島雑貨店

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 -

アレルギー -

容量 えたじまモチーフマグネット6個

寄附金額 受付 品番 江田島ジビエ堪能セット -江田島産イノシシ肉 スライス詰め合わせ-

15,000円 受付中 ET210102

出品事業者 おきらくや

発送期間（目安） 獲れ次第順次発送（お届けまで数ヶ月かかる場合があり
ます。）

賞味期限 製造日より4カ月

アレルギー -

容量
江田島産猪肉スライス詰め合わせ（ロース・肩ロー
ス・モモの3部位をおまかせで約600g〜750g程
度）

寄附金額 受付 品番 長田製菓のお饅頭『安芸の詩』12個セット（栗・渋皮栗・桃・梅）

15,000円 受付中 ET230401

出品事業者 長田製菓舗

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 出荷日から60日

アレルギー 卵

容量
安芸の詩12個セット（栗3個・渋皮栗3個・桃3個・梅3
個）

寄附金額 受付 品番 オリーブオイル｜能美島ブレンド マイルド｜100mL

15,000円 受付中 ET290102

出品事業者 瀬戸内いとなみ舎合同会社

発送期間（目安） 12月より順次発送予定

賞味期限 製造日より1年半

アレルギー -

容量 100mL

寄附金額 受付 品番 オリーブオイル｜江田島ブレンド ミディアム｜100mL

15,000円 受付中 ET290202

出品事業者 瀬戸内いとなみ舎合同会社

発送期間（目安） 12月より順次発送予定

賞味期限 製造日より1年半

アレルギー -

容量 100mL



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 15,000円〜19,000円
寄附金額 受付 品番 オリーブオイル｜能美島ブレンド50mL＆江田島ブレンド50mL

15,000円 受付中 ET290301

出品事業者 瀬戸内いとなみ舎合同会社

発送期間（目安） 12月より順次発送予定

賞味期限 製造日より1年半

アレルギー -

容量
能美島ブレンド マイルド 50mL、
江田島ブレンド ミディアム 50mL

寄附金額 受付 品番 川西農園のみかん約10kg（家庭用）

15,000円 受付中 ET300102

出品事業者 川西農園みかん畑

発送期間（目安） 2022年10月下旬〜12月

賞味期限 なるべくお早めにお召し上がりください。

アレルギー -

容量 みかん約10kg（家庭用）

寄附金額 受付 品番 江田島産さつまいも使用「てくてくスイーツセット」ポテトパイ＆もみぢ饅頭

16,000円 受付中 ET040302

出品事業者 峰商事合同会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限
ポテトパイ：製造日より 3週間
もみぢ饅頭：製造日より 2週間

アレルギー 卵・乳・小麦・大豆・ごま

容量
ポテトパイ10個、
もみぢ饅頭5個（和風3個、洋風2個）

寄附金額 受付 品番 ねっとり濃厚！てくてくのさつまいもスイーツ詰め合わせ

16,000円 受付中 ET040303

出品事業者 峰商事合同会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 解凍後は早めにお召し上がりください。

アレルギー 卵・乳・ごま

容量
スイートポテト 8個
大学芋 130g×3袋
壺焼き芋400g（約2〜3本）

寄附金額 受付 品番 ねっとり濃厚！てくてくの壺焼き芋 1.2kg

16,000円 受付中 ET040402

出品事業者 峰商事合同会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 解凍後はお早めにお召し上がりください。

アレルギー -

容量 壺焼き芋 1.2kg（約5〜8本）



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 15,000円〜19,000円
寄附金額 受付 品番 瀬戸内の島で育ったいちごを加工！飲むいちご酢とジャム各2個セット

16,000円 受付中 ET280301

出品事業者 沖美ベジタ有限会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より1年

アレルギー -

容量
いちご酢（270mL）2本、
いちごジャム（200mL）2個

寄附金額 受付 品番 瀬戸内のハウス農園でいちご狩り！体験ペアチケット

16,000円 停止中 ET280701

出品事業者 沖美ベジタ有限会社

発送期間（目安）
寄附確定後、2〜3週間で体験チケットをお届けします。

※いちご狩りが体験できるのは、 3月〜5月です。あらか
じめご確認ください。賞味期限 -

アレルギー -

容量

いちご狩り体験 ペアチケット
（中学生以上2名様分の利用券です。）

※いちご狩りが体験できるのは、3月〜5月です。

寄附金額 受付 品番 これ一本で美味しい味付け！特級醤油／白だし／味付け醤油の満足セット

17,000円 受付中 ET010101

出品事業者 有限会社 濵口醤油

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日から1年半

アレルギー 小麦・さば・大豆

容量
玉萬寿醤油500mL×1本、
愛情料理これ一本味付け醤油500mL×2本、
いりこの白だしこれ一本うすいろ仕立て500mL×2本

寄附金額 受付 品番 おうちで簡単美味しい味付け！濵口醤油の調味料 お試しバラエティーセット

17,000円 受付中 ET010301

出品事業者 有限会社 濵口醤油

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限
醤油・白だし：製造日から1年半
ぽん酢：製造日から1年
ドレッシング：製造日から8か月

アレルギー 小麦・さば・大豆・ごま

容量
味付け醤油500mL×1本、いりこの白だし
500mL×1本、玉萬寿醤油500mL×1本、瀬戸内ド
レッシング300mL×1本、ぽん酢300mL×1本

寄附金額 受付 品番 海軍兵学校と歩んできた江田島の酒  大吟醸『同期の桜』 720mL

17,000円 受付中 ET060302

出品事業者 江田島銘醸 株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 開封後は早めにお召し上がりください。

アレルギー -

容量 大吟醸 同期の桜 720mL ×1



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 15,000円〜19,000円
寄附金額 受付 品番 『安芸の島の実』フレーバーオイル 味比べお試しセット

17,000円 受付中 ET101001

出品事業者 山本倶楽部株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より半年

アレルギー -

容量
レモンオイル 50mL×1本、
ハッサクオイル 50mL×1本、
ペペロンオイル 50mL×1本

寄附金額 受付 品番 『安芸の島の実』激辛ペペロンオイル味比べセット

17,000円 受付中 ET101002

出品事業者 山本倶楽部株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より1年

アレルギー -

容量
ピリ辛オイル（朝鮮南蛮唐辛子）50mL×1本、
激辛オイル（モルガスコーピオン）50mL×1本、
超激辛オイル（キャロライナリーパー）50mL×1本

寄附金額 受付 品番 江田島のパン屋のこだわりパン詰め合わせBセット

17,000円 受付中 ET180201

出品事業者 しまのぱん souda!

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より10日間

アレルギー 卵・小麦・大豆

容量
ライ麦ひまわり 1個、
オリーブオイルブリオッシュ(1/2) 1個、
カンパーニュ 1個

寄附金額 受付 品番 広島県産柑橘を使ったシャーベット12個詰め合わせ

17,000円 停止中 ET260102 準備中

出品事業者 ゴールズ株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 -

アレルギー オレンジ ※原材料の一部に大豆を使用

容量

シャーベット12個詰合せ
（レモン3個、みかん3個、ネーブル2個、はっさく2個、
ブルーベリー2個）

※1個当たりの容量 120mL

寄附金額 受付 品番 川西農園のみかん約10kg（贈答用）

17,000円 受付中 ET300201

出品事業者 川西農園みかん畑

発送期間（目安） 2022年10月下旬〜12月

賞味期限 なるべくお早めにお召し上がりください。

アレルギー -

容量 みかん約10kg（贈答用）



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 15,000円〜19,000円
寄附金額 受付 品番 江田島の本格芋焼酎てくてく【紅はるか】720mL×2本

18,000円 受付中 ET040101

出品事業者 峰商事合同会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 -

アレルギー -

容量
芋焼酎（紅はるか）720mL×2本
（アルコール度数25%）

寄附金額 受付 品番 瀬戸内の牡蠣の旨みをギュッと濃縮！牡蠣のリエット2種＆ジャーキー3袋

18,000円 受付中 ET140101

出品事業者 Shirasuya e's

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より120日

アレルギー -

容量
KAKIJAN-original-：70g × 1瓶
KAKIJAN-premium-：70g × 1瓶
KAKI JERKeY：15g × 3袋

寄附金額 受付 品番 瀬戸内の島で育ったいちごのジャム200mL×6個セット

18,000円 受付中 ET280501

出品事業者 沖美ベジタ有限会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より1年

アレルギー -

容量 いちごジャム（200mL）×6個

寄附金額 受付 品番 江田島の本格芋焼酎てくてくの飲み比べセット【紅はるか＆安納芋】

19,000円 受付中 ET040102

出品事業者 峰商事合同会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 -

アレルギー -

容量
芋焼酎てくてく【紅はるか】720mL、
芋焼酎てくてく【安納芋】720mL
（アルコール度数25%）

寄附金額 受付 品番 【生食可】おうちで牡蠣小屋気分！甘み際立つプリップリの殻付き牡蠣15個

19,000円 受付中 ET050201

出品事業者 有限会社 寺本水産

発送期間（目安） 2023年1月中旬〜3月

賞味期限
生でお召し上がりいただく場合：出荷日より 4日
加熱してお召し上がりいただく場合：出荷日より 5日

アレルギー -

容量 殻付き牡蠣15個



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 15,000円〜19,000円
寄附金額 受付 品番 【旬凍】どこでも牡蠣小屋気分！江田島牡蠣15個入 カンカン焼き

19,000円 受付中 ET050402

出品事業者 有限会社 寺本水産

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 商品到着日より30日

アレルギー -

容量 殻付き牡蠣 15個

寄附金額 受付 品番 海軍兵学校と歩んできた江田島の酒 『古鷹』大吟醸熟成酒 720mL

19,000円 受付中 ET060603

出品事業者 江田島銘醸 株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 開封後はなるべくお早めにお召し上がりください。

アレルギー -

容量 古鷹 大吟醸熟成酒 720mL ×1

寄附金額 受付 品番 江田島の牡蠣殻を活用した陶芸品！牡蠣殻釉薬で焼いた菓子鉢

19,000円 受付中 ET070101

出品事業者 沖山工房

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 -

アレルギー -

容量 1個（高さ約5.5cm、直径約18.5cm）

寄附金額 受付 品番 江田島産牡蠣の殻を活用した陶芸品！夫婦ビアカップ2個セット

19,000円 受付中 ET070401

出品事業者 沖山工房

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 -

アレルギー -

容量 2個

寄附金額 受付 品番 せとうち育ちの江田島産地鶏！ ジューシーな地鶏3種の食べ比べセット

19,000円 受付中 ET080101

出品事業者 ポークアンドチキン江田島

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 なるべく早くお召し上がりください。

アレルギー 鶏肉

容量

【江田島一黒シャモ もも肉＆むね肉】合計約
200g、【江田島産名古屋コーチン もも肉＆むね
肉】合計約200g、【江田島もみじ もも肉＆むね肉】
合計約200g、【手羽先（しゃもか名古屋コーチン）】
約370g（8~10本）



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 15,000円〜19,000円
寄附金額 受付 品番 せとうち育ちの江田島産地鶏！ 一黒シャモ1羽パック

19,000円 受付中 ET080301

出品事業者 ポークアンドチキン江田島

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 出荷日より3日後

アレルギー 鶏肉

容量

一黒シャモ1羽
【参考容量例】むね肉 2枚（約250g）、もも肉 2枚（約
350g）、ささみ 2本（約50g）、手羽先 4本（約150g）、
キモ （約50g）、砂肝 （約50g）、ハツ（約15g）、皮 （約
20g）、ぼんじり（約10g）

寄附金額 受付 品番 江田島のエクストラバージンオリーブオイル『江田島搾り』100mL

19,000円 受付中 ET100201

出品事業者 山本倶楽部株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より1年半

アレルギー -

容量 江田島搾り 100mL×1本

寄附金額 受付 品番 『安芸の島の実』2本セット レモンオイル ＆ ハッサクオイル

19,000円 受付中 ET100901

出品事業者 山本倶楽部株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より半年

アレルギー -

容量
レモンオイル 100mL×1本、
ハッサクオイル 100mL×1本

寄附金額 受付 品番 『安芸の島の実』2本セット レモンオイル ＆ ペペロンオイル

19,000円 受付中 ET100902

出品事業者 山本倶楽部株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より半年

アレルギー -

容量
レモンオイル 100mL×1本、
ペペロンオイル 100mL×1本

寄附金額 受付 品番 穏やかな瀬戸内海の海辺でうまれた島の香上撰 たっぷり1.8L×2本セット

19,000円 受付中 ET110102

出品事業者 津田酒造 株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 -

アレルギー -

容量
島の香 上撰 1.8L×2本
（アルコール度数15%）



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 15,000円〜19,000円
寄附金額 受付 品番 江田島ジビエたっぷりセット -江田島産イノシシ肉 スライス詰め合わせ-

19,000円 受付中 ET210103

出品事業者 おきらくや

発送期間（目安） 獲れ次第順次発送（お届けまで数ヶ月かかる場合があり
ます。）

賞味期限 製造日より4カ月

アレルギー -

容量
江田島産猪肉スライス詰め合わせ（ロース・肩ロー
ス・モモの3部位をおまかせで約800g〜1kg程度）

寄附金額 受付 品番 江田島の老舗和菓子店スペシャル詰め合わせセット（合計21個）

19,000円 受付中 ET230102

出品事業者 長田製菓舗

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限
出荷日から60日（古鷹旅情、いもチョコくるみは出荷日か
ら50日）

アレルギー 卵・小麦

容量

江田島しぐれ 4個（抹茶2、栗2）、
やきいもさん 2個、
いもチョコくるみ 2個、
安芸の詩8個（栗2、渋皮栗2、桃2、梅2）、
古鷹旅情（ブルーベリージャム）3個

寄附金額 受付 品番 和紙を織り込んだ『紙布』のジュエリートレー（ブラウン）

19,000円 受付中 ET240101

出品事業者 ベイネット工房

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 -

アレルギー -

容量

紙布製ジュエリートレー 1個
（ブラウン）

※トレーにフタはついていません。あらかじめご了
承ください。

寄附金額 受付 品番 和紙を織り込んだ『紙布』のジュエリートレー（グリーン）

19,000円 受付中 ET240102

出品事業者 ベイネット工房

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 -

アレルギー -

容量

紙布製ジュエリートレー 1個
（グリーン）

※トレーにフタはついていません。あらかじめご了
承ください。

寄附金額 受付 品番 オリーブ食べ尽くしセット｜ オリーブオイル50mL×2種 & オリーブ新漬け2種

19,000円 受付中 ET290701

出品事業者 瀬戸内いとなみ舎合同会社

発送期間（目安） 12月より順次発送予定

賞味期限
【オリーブオイル】製造日より 1年半
【オリーブ新漬け】製造日より 3ヶ月

アレルギー -

容量

オリーブオイル（能美島ブレンド マイルド）50mL、
オリーブオイル（江田島ブレンド ミディアム）
50mL、
オリーブ新漬け（マンザニロ種）60g、
オリーブ新漬け（ミッション種）60g



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 20,000円〜24,000円
寄附金額 受付 品番 江田島のさつまいも使用！『てくてく』の本格芋焼酎＆もみぢ饅頭 詰め合わせ

20,000円 受付中 ET040301

出品事業者 峰商事合同会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 もみぢ饅頭：製造日より約 2週間

アレルギー 卵・乳・小麦・大豆

容量
芋焼酎720mL×1本（アルコール度数25%）、
もみぢ饅頭12個（和風6個・洋風6個）

寄附金額 受付 品番 海の幸に山の恵み！江田島の特産品詰め合わせ【Aセット】

20,000円 受付中 ET090101

出品事業者 江田島市観光協会

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 1ヶ月以上期間のあるものをお送りします。

アレルギー 卵・乳・小麦・えび・大豆・オレンジ

容量

ネーブルマーマレード  195g、島華せんべい  18枚入、うこ
んクッキー  90g、瀬戸内黒鯛みそ  140g、しそジュース  
500mL、本格干麺うどん  100g×4束、いりこの白だしこれ
一本 500mL、炭小町

寄附金額 受付 品番 江田島のパン屋のこだわりパン詰め合わせAセット

20,000円 受付中 ET180101

出品事業者 しまのぱん souda!

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より10日間

アレルギー 卵・小麦・大豆

容量
オリーブパン 1個、
オリーブオイルブリオッシュ 1個、
カンパーニュ 1個

寄附金額 受付 品番 瀬戸内の島で育ったいちご尽くしセット

20,000円 停止中 ET280601

出品事業者 沖美ベジタ有限会社

発送期間（目安） 1月〜5月中旬発送予定

賞味期限
いちご：なるべくお早めにご賞味ください。
いちご酢・ジャム：製造日より 1年

アレルギー -

容量

いちご 24〜32個、
いちご酢（270mL）1本、
いちごジャム（200mL）2個
（いちごは大きさによって個数が変動します。あらかじめ
ご了承ください。）

寄附金額 受付 品番 高級すっぽん料理をご自宅で！ 江田島すっぽん【切り身】400g

21,000円 受付中 ET030102

出品事業者 平井興産 株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 1ヶ月

アレルギー -

容量 すっぽん切り身 400g



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 20,000円〜24,000円
寄附金額 受付 品番 栄養満点！丸ごと1匹 江田島育ちのすっぽん【活き】

21,000円 受付中 ET030201

出品事業者 平井興産

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 出荷後常温で3日間
（水槽内で保管か早めに調理してください）

アレルギー -

容量
活きすっぽん 1匹
（800~1,000g程度）

寄附金額 受付 品番 江田島のさつまいも×もみぢ饅頭のコラボ商品！和風＆洋風 たっぷり24個入

21,000円 受付中 ET040201

出品事業者 峰商事合同会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より約2週間

アレルギー 卵・乳・小麦・大豆

容量
和風（さつまいも餡）×12個
洋風（スイートポテト餡）×12個

寄附金額 受付 品番 【生食可】身が引き締まって甘み際立つプリップリの"むき身"牡蠣 800g

21,000円 受付中 ET050102

出品事業者 有限会社 寺本水産

発送期間（目安） 2023年1月中旬〜3月

賞味期限
生でお召し上がりいただく場合：出荷日より 4日
加熱してお召し上がりいただく場合：出荷日より 5日

アレルギー -

容量 むきみ800g（約40~45個）

寄附金額 受付 品番 完全天日干し製法！江田島の干麺3種&白だし 充実食べ比べセット

21,000円 受付中 ET130102

出品事業者 迫製麺所、濵口醤油

発送期間（目安） 決済から2〜3週間前後で発送予定

賞味期限 消費期限まで半年以上あるものを発送します。

アレルギー 卵・小麦・そば・さば・大豆

容量

天日干しうどん：100g×4束×3組、
天日干し素麺：90g×4束×2組、
天日干し蕎麦：100g×4束×2組、
いりこの白だし：500mL

寄附金額 受付 品番 瀬戸内海を堪能！ウェイクボード体験ペアチケット

21,000円 受付中 ET270101

出品事業者 BOON

発送期間（目安） 寄附確定後、2〜3週間でチケットをお届けします。

賞味期限 チケットに有効期限はありません。

アレルギー -

容量 ウェイクボード体験チケット（2名様分）



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 20,000円〜24,000円
寄附金額 受付 品番 これ一本で美味しい味付け！特級醤油／白だし／味付け醤油のたっぷりセット

22,000円 受付中 ET010201

出品事業者 有限会社 濵口醤油

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日から1年半

アレルギー 小麦・さば・大豆

容量

玉萬寿醤油1L×1本、
愛情料理これ一本味付け醤油1L×3本、
あまくち低塩醤油1L×1本、
いりこの白だしこれ一本うすいろ仕立て1L×1本

寄附金額 受付 品番 海軍兵学校と歩んできた江田島の酒『江田島』上撰 菰樽 1.8L

22,000円 受付中 ET060101

出品事業者 江田島銘醸 株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 開封後はお早めにお召し上がりください。

アレルギー -

容量 菰樽1.8L ×1

寄附金額 受付 品番 海軍兵学校と歩んできた江田島の酒『同期の桜』上撰 菰樽 1.8L

22,000円 受付中 ET060102

出品事業者 江田島銘醸 株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 開封後はお早めにお召し上がりください。

アレルギー -

容量 同期の桜 菰樽 1.8L ×1

寄附金額 受付 品番 海軍兵学校と歩んできた江田島の酒 江田島銘醸おすすめ 飲み比べ3本セット

22,000円 受付中 ET060201

出品事業者 江田島銘醸 株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限
『同期の桜  原酒』『江田島本醸造  原酒』：常温未開封で
約1年

アレルギー -

容量
ヨーソロ35°（米焼酎）：720mL
江田島（本醸造原酒）：720mL
同期の桜（純米原酒）：720mL

寄附金額 受付 品番 江田島市のお墓のお参り代行サービス

22,000円 受付中 ET150101

出品事業者 江田島市シルバー人材センター

発送期間（目安） ご寄附を確認後、事業者から寄附者様へ連絡し、
作業日・作業場所の確認をさせていただきます。

アレルギー -

容量
・線香
・献花
・合掌



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 20,000円〜24,000円
寄附金額 受付 品番 長田製菓のお饅頭『安芸の詩』20個セット（栗・渋皮栗・桃・梅）

22,000円 受付中 ET230402

出品事業者 長田製菓舗

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 出荷日から60日

アレルギー 卵

容量
安芸の詩20個セット（栗4個・渋皮栗4個・桃4個・
梅8個）

寄附金額 受付 品番 ねっとり濃厚！てくてくの壺焼き芋 2kg

23,000円 受付中 ET040403

出品事業者 峰商事合同会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 解凍後は早めにお召し上がりください。

アレルギー -

容量 壺焼き芋 2kg（約8〜14本）

寄附金額 受付 品番 【生食可】甘み際立つプリップリのむき身牡蠣500gと殻付き牡蠣10個

23,000円 受付中 ET050301

出品事業者 有限会社 寺本水産

発送期間（目安） 2023年1月中旬〜3月

賞味期限
生でお召し上がりいただく場合：出荷日より 4日
加熱してお召し上がりいただく場合：出荷日より 5日

アレルギー -

容量
むきみ500g（約25〜30個）、
殻付き10個

寄附金額 受付 品番 江田島産牡蠣の殻を活用した陶芸品！牡蠣殻100％釉焼〆花入

23,000円 受付中 ET070201

出品事業者 沖山工房

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 -

アレルギー -

容量 1個（高さ約16cm、直径約8.5cm）

寄附金額 受付 品番 瀬戸内海に浮かぶ江田島デザインの手作り七宝焼ループタイ

23,000円 受付中 ET120101

出品事業者 アトリエ美十鈴（みすず）

発送期間（目安） 通年

賞味期限 -

アレルギー -

容量
ループタイ 1個をお届けします。
※一から手作りのため制作の都合により発送が遅
くなる場合があります。



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 20,000円〜24,000円
寄附金額 受付 品番 和紙を織り込んだ『紙布』のカラフル小物入れ3個セット

23,000円 受付中 ET240201

出品事業者 ベイネット工房

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 -

アレルギー -

容量 紙布製小物入れ3個

寄附金額 受付 品番 江田島のトマトをぎゅっと濃縮！プレミアムトマトジュース 500mL×3本

24,000円 受付中 ET020201

出品事業者 有限会社 グリーンファーム沖美

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日から2年

アレルギー -

容量 プレミアムトマトジュース 500mL×3本

寄附金額 受付 品番 【生食可】身が引き締まって甘み際立つプリップリの"むき身"牡蠣 1kg

24,000円 受付中 ET050103

出品事業者 有限会社 寺本水産

発送期間（目安） 2023年1月中旬〜3月

賞味期限
生でお召し上がりいただく場合：出荷日より 4日
加熱してお召し上がりいただく場合：出荷日より 5日

アレルギー -

容量 むきみ1kg（約50～60個）

寄附金額 受付 品番 広島 奈佐美産 鍛え牡蠣｜カキフライ 20粒入×2袋

24,000円 受付中 ET050702

出品事業者 有限会社 寺本水産

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より540日

アレルギー

乳・小麦・大豆  ※本製品で使用している牡蠣などの二枚
貝には、かにが共生する特性を持っています。  ※本製造
工場では、えび、かに、小麦、卵、乳成分を含む製品を
生産しています。

容量 カキフライ 20粒×2袋

寄附金額 受付 品番 広島 奈佐美産 鍛え牡蠣｜大粒カキフライ 10粒入×2袋

24,000円 停止中 ET050802

出品事業者 有限会社 寺本水産

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より540日

アレルギー

乳・小麦・大豆  ※本製品で使用している牡蠣などの二枚
貝には、かにが共生する特性を持っています。  ※本製造
工場では、えび、かに、小麦、卵、乳成分を含む製品を
生産しています。

容量 カキフライ（大粒）10粒×2袋



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 20,000円〜24,000円
寄附金額 受付 品番 瀬戸内の島で育ったいちごの酢2本、ジャム2個、オリーブオイル1本セット

24,000円 受付中 ET280401

出品事業者 沖美ベジタ有限会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より1年

アレルギー -

容量
いちご酢（270mL）1本、
いちごジャム（200mL）2個、
オリーブオイル（120mL）1本



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 25,000円〜29,000円
寄附金額 受付 品番 広島 奈佐美産 大粒鍛え牡蠣｜むき身Mサイズ（冷凍）総重量1kg×2袋

25,000円 受付中 ET050902

出品事業者 有限会社 寺本水産

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より540日

アレルギー

※本製品で使用している牡蠣などの二枚貝には、かに
が共生する特性を持っています。  ※本製造工場では、え
び、かに、小麦、卵、乳成分を含む製品を生産していま
す。

容量

むき身牡蠣Mサイズ（冷凍・加熱用）
総重量1kg（内容量800g）×2袋

1袋あたり45〜55粒（目安）

寄附金額 受付 品番 海の幸に山の恵み！江田島の特産品詰め合わせ【Bセット】

25,000円 受付中 ET090201

出品事業者 江田島市観光協会

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 1ヶ月以上期間のあるものをお送りします。

アレルギー 乳・小麦・えび・大豆・ごま

容量

イチジクゼリー  3個入り、みかんジャム  200g、島華せん
べい 18枚入、本格干麺そうめん  100g×4束、いりこの白
だし 150g、味付け醤油  150g、ちりめんいりこみそ  
150g、TSUTSUMU 60cm×60cm 1枚

寄附金額 受付 品番 【旬凍】どこでも牡蠣小屋気分！江田島牡蠣25個入 カンカン焼き

26,000円 受付中 ET050403

出品事業者 有限会社 寺本水産

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 商品到着日より30日

アレルギー -

容量 殻付き牡蠣 25個

寄附金額 受付 品番 『安芸の島の実』フレーバーオイル3本セット

26,000円 受付中 ET100401

出品事業者 山本倶楽部株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より半年

アレルギー -

容量
レモンオイル 100mL×1本、
ハッサクオイル 100mL×1本、
ペペロンオイル 100mL×1本

寄附金額 受付 品番 『安芸の島の実』2本セット 江田島搾り ＆ レモンオイル

26,000円 受付中 ET100801

出品事業者 山本倶楽部株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 江田島搾り：製造日より 1年半
レモンオイル：製造日より半年

アレルギー -

容量
江田島搾り 100mL×1本、
レモンオイル 100mL×1本



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 25,000円〜29,000円
寄附金額 受付 品番 『安芸の島の実』2本セット 江田島搾り ＆ ハッサクオイル

26,000円 受付中 ET100802

出品事業者 山本倶楽部株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 江田島搾り：製造日より 1年半
ハッサクオイル：製造日より半年

アレルギー -

容量
江田島搾り 100mL×1本、
ハッサクオイル 100mL×1本

寄附金額 受付 品番 『安芸の島の実』2本セット 江田島搾り ＆ ペペロンオイル

26,000円 受付中 ET100803

出品事業者 山本倶楽部株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 江田島搾り：製造日より 1年半
ペペロンオイル：製造日より半年

アレルギー -

容量
江田島搾り 100mL×1本、
ペペロンオイル 100mL×1本

寄附金額 受付 品番 オリーブオイル｜能美島ブレンド100mL＆江田島ブレンド100mL

26,000円 受付中 ET290302

出品事業者 瀬戸内いとなみ舎合同会社

発送期間（目安） 12月より順次発送予定

賞味期限 製造日より1年半

アレルギー -

容量
能美島ブレンド マイルド 100mL、
江田島ブレンド ミディアム 100mL

寄附金額 受付 品番 広島 奈佐美産 大粒鍛え牡蠣｜むき身Lサイズ（冷凍）総重量1kg×2袋

27,000円 受付中 ET051002

出品事業者 有限会社 寺本水産

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より540日

アレルギー

※本製品で使用している牡蠣などの二枚貝には、かに
が共生する特性を持っています。
※本製造工場では、えび、かに、小麦、卵、乳成分を含
む製品を生産しています。

容量

むき身牡蠣Lサイズ（冷凍・加熱用）
総重量1kg（内容量800g）×2袋

1袋あたり35〜45粒（目安）

寄附金額 受付 品番 広島 奈佐美産 大粒鍛え牡蠣｜むき身2Lサイズ（冷凍）総重量1kg×2袋

27,000円 受付中 ET051102

出品事業者 有限会社 寺本水産

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より540日

アレルギー

※本製品で使用している牡蠣などの二枚貝には、かに
が共生する特性を持っています。
※本製造工場では、えび、かに、小麦、卵、乳成分を含
む製品を生産しています。

容量

むき身牡蠣2Lサイズ（冷凍・加熱用）
総重量1kg（内容量800g）×2袋

1袋あたり25〜35粒（目安）



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 25,000円〜29,000円
寄附金額 受付 品番 せとうちの島で3密を避けた小旅行！料理旅館『坪希』旅行券①

27,000円 受付中 ET170201

出品事業者 坪希

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 -

アレルギー -

容量

旅行券（6,000円分）1枚

※食事もしくは宿泊のどちらでもお使いいただけま
す。                                                     

寄附金額 受付 品番 瀬戸内海を堪能！冒険サップ体験ペアチケット

27,000円 受付中 ET270201

出品事業者 BOON

発送期間（目安） 寄附確定後、2〜3週間でチケットをお届けします。

賞味期限 チケットに有効期限はありません。

アレルギー -

容量 サップ体験チケット（2名様分）

寄附金額 受付 品番 ねっとり濃厚！てくてくのさつまいもスイーツたっぷり詰め合わせ

29,000円 受付中 ET040304

出品事業者 峰商事合同会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 解凍後はお早めにお召し上がりください。

アレルギー 卵・乳・ごま

容量
スイートポテト 16個
大学芋 130g×6袋
壺焼き芋800g（約3〜5本）



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 30,000円〜39,000円
寄附金額 受付 品番 【生食可】身が引き締まって甘み際立つプリップリの"むき身"牡蠣 1.5kg

30,000円 受付中 ET050104

出品事業者 有限会社 寺本水産

発送期間（目安） 2023年1月中旬〜3月

賞味期限
生でお召し上がりいただく場合：出荷日より 4日
加熱してお召し上がりいただく場合：出荷日より 5日

アレルギー -

容量 むきみ1.5kg（約80～90個）

寄附金額 受付 品番 【生食可】甘み際立つプリップリのむき身牡蠣500gと殻付き牡蠣20個

30,000円 受付中 ET050302

出品事業者 有限会社 寺本水産

発送期間（目安） 2023年1月中旬〜3月

賞味期限
生でお召し上がりいただく場合：出荷日より 4日
加熱してお召し上がりいただく場合：出荷日より 5日

アレルギー -

容量
むきみ500g（約25～30個）、
殻付き20個

寄附金額 受付 品番 【生食可】おうちで牡蠣小屋気分！甘み際立つ江田島牡蠣35個 カンカン焼き

30,000円 受付中 ET050401

出品事業者 有限会社 寺本水産

発送期間（目安） 2023年1月中旬〜3月

賞味期限
生でお召し上がりいただく場合：出荷日より 4日
加熱してお召し上がりいただく場合：出荷日より 5日

アレルギー -

容量 殻付き牡蠣 35個

寄附金額 受付 品番 【旬凍】どこでも牡蠣小屋気分！江田島牡蠣35個入 カンカン焼き

30,000円 受付中 ET050404

出品事業者 有限会社 寺本水産

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 商品到着日より30日

アレルギー -

容量 殻付き牡蠣 35個

寄附金額 受付 品番 江田島市のお墓の清掃/お参り代行サービス

30,000円 受付中 ET150102

出品事業者 江田島市シルバー人材センター

発送期間（目安） ご寄附を確認後、事業者から寄附者様へ連絡し、作業日
・作業場所の確認をさせていただきます。

アレルギー -

容量

・線香
・献花
・合掌
・落ち葉清掃
・墓石清掃



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 30,000円〜39,000円
寄附金額 受付 品番 オリーブ食べ尽くしセット｜ オリーブオイル100mL×2種 & オリーブ新漬け2種

30,000円 受付中 ET290702

出品事業者 瀬戸内いとなみ舎合同会社

発送期間（目安） 12月より順次発送予定

賞味期限
【オリーブオイル】製造日より 1年半
【オリーブ新漬け】製造日より 3ヶ月

アレルギー -

容量

オリーブオイル（能美島ブレンド  マイルド）100mL、オリー
ブオイル（江田島ブレンド  ミディアム）100mL、オリーブ新
漬け（マンザニロ種） 65g、オリーブ新漬け（ミッション種）
65g

寄附金額 受付 品番 江田島焼をつくろう！沖山工房の陶芸体験（2名様）

31,000円 受付中 ET070501

出品事業者 沖山工房

発送期間（目安） 寄付確定後2週間以内に、沖山工房から寄付者様へご
連絡します。（体験日を確認するため）

賞味期限 -

アレルギー -

容量

陶芸体験（2名様）
・陶芸基礎講座
・手びねりで1名様につき1作品 製作
・電動ろくろで1名様につき1作品 製作

寄附金額 受付 品番 広島 奈佐美産 鍛え牡蠣｜カキフライ 20粒入×3袋

33,000円 受付中 ET050703

出品事業者 有限会社 寺本水産

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より540日

アレルギー

乳・小麦・大豆  ※本製品で使用している牡蠣などの二枚
貝には、かにが共生する特性を持っています。  ※本製造
工場では、えび、かに、小麦、卵、乳成分を含む製品を
生産しています。

容量 カキフライ 20粒×3袋

寄附金額 受付 品番 広島 奈佐美産 鍛え牡蠣｜大粒カキフライ 10粒入×3袋

33,000円 停止中 ET050803

出品事業者 有限会社 寺本水産

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より540日

アレルギー

乳・小麦・大豆  ※本製品で使用している牡蠣などの二枚
貝には、かにが共生する特性を持っています。  ※本製造
工場では、えび、かに、小麦、卵、乳成分を含む製品を
生産しています。

容量 カキフライ（大粒）10粒×3袋

寄附金額 受付 品番 『安芸の島の実』3本セット 江田島搾り／レモンオイル／ハッサクオイル

34,000円 受付中 ET100402

出品事業者 山本倶楽部株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 江田島搾り：製造日より 1年半
フレーバーオイル：製造日より半年

アレルギー -

容量
江田島搾り 100mL×1本、
レモンオイル 100mL×1本、
ハッサクオイル 100mL×1本



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 30,000円〜39,000円
寄附金額 受付 品番 『安芸の島の実』3本セット 江田島搾り／レモンオイル／ペペロンオイル

34,000円 受付中 ET100403

出品事業者 山本倶楽部株式会社

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 江田島搾り：製造日より 1年半
フレーバーオイル：製造日より半年

アレルギー -

容量
江田島搾り 100mL×1本、
レモンオイル 100mL×1本、
ペペロンオイル 100mL×1本

寄附金額 受付 品番 【参加型お酒づくり】みんなで創り上げるお酒「HIROSHIMA 渢路」

35,000円 停止中 ET060801

出品事業者 江田島銘醸

発送期間（目安） 2022年4月中旬〜6月

賞味期限 冷暗所で3カ月

アレルギー -

容量
HIROSHIMA 渢路 [ふうろ] 720mL×1本
（コシヒカリ吟醸酒）

寄附金額 受付 品番 広島 奈佐美産 大粒鍛え牡蠣｜むき身Mサイズ（冷凍）総重量1kg×3袋

36,000円 受付中 ET050903

出品事業者 有限会社 寺本水産

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より540日

アレルギー

※本製品で使用している牡蠣などの二枚貝には、かに
が共生する特性を持っています。
※本製造工場では、えび、かに、小麦、卵、乳成分を含
む製品を生産しています。

容量

むき身牡蠣Mサイズ（冷凍・加熱用）
総重量1kg（内容量800g）×3袋

1袋あたり45〜55粒（目安）

寄附金額 受付 品番 江田島市のお墓の清掃/灯篭/お参り代行サービス

36,000円 受付中 ET150103

出品事業者 江田島市シルバー人材センター

発送期間（目安） ご寄附を確認後、事業者から寄附者様へ連絡し、
作業日・作業場所の確認をさせていただきます。

アレルギー -

容量 ・線香・献花・合掌・落ち葉清掃・墓石清掃・草取り
・灯篭

寄附金額 受付 品番 広島 奈佐美産 大粒鍛え牡蠣｜むき身Lサイズ（冷凍）総重量1kg×3袋

38,000円 受付中 ET051003

出品事業者 有限会社 寺本水産

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より540日

アレルギー

※本製品で使用している牡蠣などの二枚貝には、かに
が共生する特性を持っています。
※本製造工場では、えび、かに、小麦、卵、乳成分を含
む製品を生産しています。

容量

むき身牡蠣Lサイズ（冷凍・加熱用）
総重量1kg（内容量800g）×3袋

1袋あたり35〜45粒（目安）



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 30,000円〜39,000円
寄附金額 受付 品番 広島 奈佐美産 大粒鍛え牡蠣｜むき身2Lサイズ（冷凍）総重量1kg×3袋

38,000円 受付中 ET051103

出品事業者 有限会社 寺本水産

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 製造日より540日

アレルギー

※本製品で使用している牡蠣などの二枚貝には、かに
が共生する特性を持っています。
※本製造工場では、えび、かに、小麦、卵、乳成分を含
む製品を生産しています。

容量

むき身牡蠣2Lサイズ（冷凍・加熱用）
総重量1kg（内容量800g）×3袋

1袋あたり25〜35粒（目安）



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 40,000円〜49,000円
寄附金額 受付 品番 せとうちの島で3密を避けた小旅行！料理旅館『坪希』旅行券②

42,000円 受付中 ET170202

出品事業者 坪希

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 -

アレルギー -

容量

旅行券（10,000円分）1枚

※食事もしくは宿泊のどちらでもお使いいただけま
す。                                                     

寄附金額 受付 品番 和紙を織り込んだ『紙布』を使った紙布バッグ（ブラック＆ホワイト）

47,000円 受付中 ET240301

出品事業者 ベイネット工房

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 -

アレルギー -

容量

紙布バッグ1個
（ブラック＆ホワイト）

サイズ：幅22cm×高さ22cm×奥行き10cm

寄附金額 受付 品番 和紙を織り込んだ『紙布』を使った紙布バッグ（オレンジ＆ブラウン）

47,000円 受付中 ET240302

出品事業者 ベイネット工房

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 -

アレルギー -

容量

紙布バッグ1個
（オレンジ＆ブラウン）

サイズ：幅22cm×高さ22cm×奥行き10cm

寄附金額 受付 品番 和紙を織り込んだ『紙布』を使った紙布バッグ（グリーン＆ブラウン）

47,000円 受付中 ET240303

出品事業者 ベイネット工房

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 -

アレルギー -

容量

紙布バッグ1個
（グリーン＆ブラウン）

サイズ：幅22cm×高さ22cm×奥行き10cm



江田島市ふるさと納税返礼品一覧 更新日： 2022年9月2日

寄附金額 50,000円以上

寄附金額 受付 品番 【参加型お酒づくり】みんなで創り上げるお酒「HIROSHIMA 渢路」2本セット

65,000円 停止中 ET060802

出品事業者 江田島銘醸

発送期間（目安） 2022年4月中旬〜6月

賞味期限 冷暗所で3カ月

アレルギー -

容量
HIROSHIMA 渢路 [ふうろ] 720mL×2本
（コシヒカリ吟醸酒）

寄附金額 受付 品番 【参加型お酒づくり】みんなで創り上げるお酒「HIROSHIMA 渢路」3本セット

95,000円 停止中 ET060803

出品事業者 江田島銘醸

発送期間（目安） 2022年4月中旬〜6月

賞味期限 冷暗所で3カ月

アレルギー -

容量
HIROSHIMA 渢路 [ふうろ] 720mL×3本
（コシヒカリ吟醸酒）

寄附金額 受付 品番 せとうちの島で3密を避けた小旅行！料理旅館『坪希』ペア宿泊券

141,000円 受付中 ET170101

出品事業者 坪希

発送期間（目安） 通年（決済から14日前後）

賞味期限 -

アレルギー -

容量
『はなれの間』1泊2食付きペア宿泊券 1枚  
（36,960円分）                                                        


