
○令和４年度ふるさと納税の対象団体に係る総務大臣の指定申出において、総務省告示第５条第８号ハに基づき提供する旨報告された返礼品（近江牛）

市町名 品目名
必要

寄附金額（円）

大津市 近江牛「かど萬」すき焼き用モモ肉約250g 10,000

大津市 近江牛「かど萬」すき焼き用ロース肉約250g 20,000

大津市 近江牛「かど萬」すき焼き用モモ肉約550g 30,000

大津市 近江牛「かど萬」しゃぶしゃぶ用モモ肉約550g 30,000

大津市 近江牛「かど萬」すき焼き用ロース肉約600g 50,000

大津市 近江牛「かど萬」しゃぶしゃぶ用ロース肉約600g 50,000

大津市 松喜屋近江牛切り落し約500g 10,000

大津市 松喜屋近江牛厳選すき焼き・しゃぶしゃぶ用（3～4人前） 20,000

大津市 松喜屋近江牛厳選焼肉用（3～4人前） 20,000

大津市 松喜屋近江牛切り落し約1100g 20,000

大津市 近江牛あみ焼き用モモ・バラ計550g 20,000

大津市 近江牛すき焼き用ロース・モモ・バラ計550g 20,000

大津市 松喜屋近江牛特上すき焼き用 30,000

大津市 松喜屋近江牛プレミアムすき焼き・しゃぶしゃぶ用（3～4人前）・わりした1本 30,000

大津市 松喜屋近江牛プレミアム焼肉用(3～4人前）・たれ1本 30,000

大津市 松喜屋近江牛サーロインステーキ約170g×2枚 30,000

大津市 選べるギフトまいどおおきに便松葉 30,000

大津市 近江牛あみ焼き用モモ・バラ計700g 30,000

大津市 近江牛すき焼き用ロース・モモ・バラ計700g 30,000

大津市 松喜屋近江牛厳選すき焼き・しゃぶしゃぶ用 40,000

大津市 松喜屋近江牛厳選焼肉用 40,000

大津市 松喜屋近江牛プレミアムすき焼き・しゃぶしゃぶ用（5～6人前）・わりした1本 40,000

大津市 松喜屋近江牛プレミアム焼肉用(5～6人前）・たれ1本 40,000

大津市 選べるギフトまいどおおきに便露草 40,000

大津市 近江牛すき焼き・しゃぶしゃぶ用ロース410g 40,000

大津市 近江牛あみやき用ロース410g 40,000



市町名 品目名
必要

寄附金額（円）

大津市
(プレミアムギフト）松喜屋近江牛特選すき焼き・しゃぶしゃぶ用（4～5人前）ロース・肩ロース計約
850g

50,000

大津市 (プレミアムギフト）松喜屋近江牛特選あみ焼き用（4～5人前）ロース・モモ計約850g 50,000

大津市 (プレミアムギフト）松喜屋近江牛赤身牛特選すき焼き用（4～5人前） 50,000

大津市 (プレミアムギフト）松喜屋近江牛赤身牛特選あみ焼き用（4～5人前） 50,000

大津市 選べるギフトまいどおおきに便茜 50,000

大津市 近江牛すき焼き・しゃぶしゃぶ用ロース・肩ロース計410g(桐箱入) 50,000

大津市 近江牛あみ焼き用ロース・モモ計410g(桐箱入) 50,000

大津市 (プレミアムギフト）松喜屋近江牛特選すき焼き・しゃぶしゃぶ用（4～5人前）肩ロース約850g 60,000

大津市 (プレミアムギフト）松喜屋近江牛特選あみ焼き用（4～5人前）ロース・バラ計約850g 60,000

大津市 (プレミアムギフト）松喜屋近江牛特選ヒレステーキ約150g×3枚 60,000

大津市 選べるギフトまいどおおきに便紫陽花 60,000

大津市 近江牛すき焼き・しゃぶしゃぶ用肩ロース850g 60,000

大津市 近江牛あみ焼き用ロース・バラ計850g 60,000

大津市 (スーパープレミアムギフト）松喜屋近江牛すき焼き・しゃぶしゃぶ用 70,000

大津市 (スーパープレミアムギフト）松喜屋近江牛特選サーロインステーキ約170g×3枚 70,000

大津市 (プレミアムギフト）松喜屋近江牛赤身牛すき焼き・しゃぶしゃぶ用（4～5人前） 70,000

大津市 近江牛すき焼き・しゃぶしゃぶ用ロース・ウデ・モモ計850g(桐箱入) 70,000

大津市 近江牛サーロインステーキ3枚(桐箱入) 70,000

大津市 (プレミアムギフト）松喜屋近江牛特選すき焼き・しゃぶしゃぶ用（4～5人前）ロース約850g 80,000

大津市 (プレミアムギフト）松喜屋近江牛特選あみ焼き用（4～5人前）ロース約850g 80,000

大津市 (プレミアムギフト）松喜屋近江牛特選サーロインステーキ約170g×5枚 80,000

大津市 選べるギフトまいどおおきに便楓 80,000

大津市 「松喜屋特選」近江牛すき焼き・しゃぶしゃぶ用ロース850g 80,000

大津市 「松喜屋特選」近江牛あみやき用ロース850g 80,000

大津市 (スーパープレミアムギフト）松喜屋近江牛特選すき焼き・しゃぶしゃぶ用（4～5人前） 90,000

大津市 (スーパープレミアムギフト）松喜屋近江牛特選ヒレステーキ（シャトーブリアン）約150g×3枚 90,000

大津市 「松喜屋特選」近江牛サーロインステーキ5枚(桐箱入) 90,000



市町名 品目名
必要

寄附金額（円）

大津市 「松喜屋特選」近江牛すき焼き・しゃぶしゃぶ用ロース・肩ロース計850g(桐箱入) 90,000

大津市 「松喜屋特選」近江牛ヒレステーキ5枚(桐箱入) 100,000

大津市 近江牛たなか善すき焼きセット約500g 30,000

大津市 近江牛たなか善焼き肉セット約500g 30,000

大津市 近江牛たなか善すき焼きセット約800g 50,000

大津市 近江牛たなか善焼き肉セット約800g 50,000

大津市 近江牛たなか善すき焼き用スライス 70,000

大津市 近江牛たなか善焼き肉 70,000

大津市 近江牛たなか善特選サーロインステーキ250g×3枚 80,000

大津市 近江牛たなか善特選すき焼きセット 80,000

大津市 近江牛たなか善特選ヒレステーキ 100,000

大津市 近江牛たなか善特選サーロインステーキ200g×5枚 100,000

大津市 近江牛たなか善極選すき焼きセット 100,000

大津市 近江牛A5ランクサーロインステーキ 30,000

大津市 近江牛A5ランクロースすき焼しゃぶしゃぶ用400ｇ 30,000

大津市 近江牛A5ランクロースすき焼しゃぶしゃぶ用800ｇ 50,000

大津市 近江牛すきやき用 30,000

大津市 近江牛しゃぶしゃぶ用 30,000

大津市 近江牛ロースすきやき用(わりした付） 50,000

大津市 近江牛ロースしゃぶしゃぶ用（ごまだれ付） 50,000

大津市 牛匠かぐら　近江牛特撰ロースステーキ600ｇ（150ｇ×4） 50,000

大津市 牛匠かぐら　近江牛上切り落とし肉600ｇ（300ｇ×2） 20,000

大津市 牛匠かぐら　近江牛特撰切り落とし焼肉500ｇ　自家製もみだれ付き 20,000

彦根市 近江牛切り落とし600g 15,000

彦根市 近江牛肩ロース・モモスライス500g 25,000

彦根市 近江牛モモスライス500g 25,000

彦根市 近江牛霜降りモモブロック500g 30,000



市町名 品目名
必要

寄附金額（円）

彦根市 近江牛特選サーロインステーキ150g×3 45,000

彦根市 近江牛特選ロース、モモ肉ブロックセット1kg 90,000

彦根市 【希少】近江牛特選フィレステーキ150g×3 100,000

彦根市
【千成亭】3ヵ月連続お届け！近江牛定期便（すき焼き600g・肩ロースしゃぶしゃぶ600g・サーロ
インステーキ170g×3枚）

89,000

彦根市
【千成亭】3ヵ月連続お届け！近江牛定期便（三角バラ焼肉600g・サーロイン180g×2枚、ヒレ
150g×2枚・近江牛味噌漬け700g）

117,000

彦根市
【千成亭】3ヵ月連続お届け！近江牛定期便（すき焼き600g・肩ロースしゃぶしゃぶ600g・サーロ
イン180g×2枚、ヒレ150g×2枚）

104,000

彦根市
【千成亭】3ヵ月連続お届け！近江牛定期便（肩ロースすき焼き600g・三角バラ焼肉600g・肩ロー
スしゃぶしゃぶ600g）

89,000

彦根市
【千成亭】3ヵ月連続お届け！近江牛定期便 すき焼き肉食べ比べセット（すき焼き600g・肩ロース
すき焼き600g・特選ロースすき焼き600g）

99,000

彦根市 【千成亭】2ヵ月に1回お届け！近江牛定期便 近江牛すき焼き1,800g（600g×3回） 59,000

彦根市 【千成亭】2ヵ月に1回お届け！近江牛定期便 近江牛すき焼き3,000g（1,000g×3回） 89,000

彦根市 【千成亭】2ヵ月に1回お届け！近江牛定期便 近江牛肩ロースすき焼き1,800g（600g×3回） 89,000

彦根市 【千成亭】2ヵ月に1回お届け！近江牛定期便 近江牛肩ロースしゃぶしゃぶ1,800g（600g×3回） 89,000

彦根市 【千成亭】3ヵ月連続お届け！近江牛定期便 近江牛すき焼き1,800g（600g×3回） 59,000

彦根市 【千成亭】3ヵ月連続お届け！近江牛定期便 近江牛すき焼き3,000g（1,000g×3回） 89,000

彦根市 【千成亭】3ヵ月連続お届け！近江牛定期便 近江牛肩ロースすき焼き1,800g（600g×3回） 89,000

彦根市 【千成亭】3ヵ月連続お届け！近江牛定期便 近江牛肩ロースしゃぶしゃぶ1,800g（600g×3回） 89,000

彦根市 【千成亭】近江牛すき焼き600g 20,000

彦根市 【千成亭】近江牛すき焼き1000g 30,000

彦根市 【千成亭】近江牛肩ロースすき焼き600g 30,000

彦根市 【千成亭】近江牛肩ロースしゃぶしゃぶ600g 30,000

彦根市 【千成亭】近江牛サーロインステーキ 40,000

彦根市 【千成亭】近江牛特選ロースすき焼き600g 50,000

彦根市 【千成亭】近江牛ステーキセット 55,000

彦根市 【千成亭】近江牛特選サーロインすき焼き1000g 100,000

彦根市 【千成亭】近江牛 三角バラ焼肉600g 30,000

彦根市
3ヵ月連続お届け！近江牛定期便（特上ロースすき焼き500g・お任せステーキ5枚・焼肉500g）
《近江牛A5ランクメス牛一頭買い みのや》

94,000

彦根市
3ヵ月連続お届け！近江牛定期便（特上ロースすき焼き700g・お任せステーキ7枚・焼肉500g）
《近江牛A5ランクメス牛一頭買い みのや》

124,000



市町名 品目名
必要

寄附金額（円）

彦根市
3ヵ月連続お届け！近江牛定期便（すき焼き650g・サーロインステーキ200g×2枚・焼肉500g）
《近江牛A5ランクメス牛一頭買い みのや》

82,000

彦根市
3ヵ月連続お届け！近江牛定期便 特選本ロース すき焼き300g×3回《近江牛A5ランクメス牛一
頭買い みのや》

60,000

彦根市
2ヵ月に1回お届け！近江牛定期便 特選本ロース すき焼き300g×3回《近江牛A5ランクメス牛一
頭買い みのや》

60,000

彦根市
3ヵ月連続お届け！近江牛定期便 サーロインステーキ200g×2×3回《近江牛A5ランクメス牛一
頭買い みのや》

101,000

彦根市
2ヵ月に1回お届け！近江牛定期便 サーロインステーキ200g×2×3回《近江牛A5ランクメス牛一
頭買い みのや》

101,000

彦根市
3ヵ月連続でお届け！近江牛 お任せステーキ5枚（イチボ・ヒレ・ランプ・サーロインからお任せで
お届け）《近江牛A5ランクメス牛一頭買い みのや》

149,000

彦根市
2ヵ月に1回お届け！近江牛 お任せステーキ5枚×3回（イチボ・ヒレ・ランプ・サーロインからお任
せでお届け）《近江牛A5ランクメス牛一頭買い みのや》

149,000

彦根市
3ヵ月連続でお届け！近江牛 ハンバーグとお肉の定期便（1回目：ハンバーグ12個、2回目：特
上ロースすき焼き500g、3回目：お任せステーキ5枚）《近江牛A5ランクメス牛一頭買い みのや》

83,000

彦根市
2ヵ月連続お届け！近江牛定期便（1回目：特上ロースすき焼き250g、2回目：サーロインステーキ
200g×1枚）《近江牛A5ランクメス牛一頭買い みのや》

28,000

彦根市 特上ロース すき焼き250ｇ  《近江牛A5ランクメス牛一頭買い みのや》 12,000

彦根市 特上ロース すき焼き500ｇ  《近江牛A5ランクメス牛一頭買い  みのや》 24,000

彦根市 特上ロース すき焼き700ｇ  《近江牛A5ランクメス牛一頭買い  みのや》 34,000

彦根市 お任せステーキ5枚　《近江牛A5ランクメス牛一頭買い　みのや》 50,000

彦根市 お任せステーキ7枚《近江牛A5ランクメス牛一頭買い　みのや》 70,000

彦根市 お任せステーキ10枚《近江牛A5ランクメス牛一頭買い　みのや》 100,000

彦根市 近江牛A5ランクメス牛一頭買いロースブロック塊・ステーキ  みのや 500,000

彦根市 すき焼き650ｇ《近江牛A5ランクメス牛一頭買い　みのや》 27,000

彦根市 サーロインステーキ2枚《近江牛A5ランクメス牛一頭買い　みのや》 34,000

彦根市 サーロインステーキ1枚（約200g）《近江牛A5ランクメス牛一頭買い　みのや》 17,000

彦根市 すき焼き300ｇ 特選本ロース《近江牛A5ランクメス牛一頭買い みのや》 22,000

彦根市 近江牛A5ランクメス牛 牛すじ 400g×4p《近江牛A5ランクメス牛一頭買い みのや》 21,000

彦根市 【特選】焼肉500g《近江牛A5ランクメス牛一頭買い　みのや》 36,000

彦根市 焼肉500g《近江牛A5ランクメス牛一頭買い　みのや》 22,000

彦根市 特選近江牛ヒレステーキ 約150g×2（合計約300g）《近江牛A5ランクメス牛》 33,000

彦根市 【肉屋くらは】【A5ランク】近江牛ロースステーキ 約200g×10枚（冷蔵） 200,000

彦根市 【肉屋くらは】【A5ランク】近江牛ステーキ塊「かたまり」約3.0kg 300,000

彦根市 【肉屋くらは】【A5ランク】近江牛ステーキ塊「かたまり」約5.0kg 500,000



市町名 品目名
必要

寄附金額（円）

彦根市 【肉屋くらは】【A5ランク】近江牛ステーキ塊「かたまり」約10kg 1,000,000

彦根市 【肉屋くらは】【A5ランク】近江牛ロースステーキ 約200g×5枚（冷蔵） 100,000

彦根市 【肉屋くらは】【A4ランク以上】近江牛 焼肉用 300g 15,000

彦根市 【肉屋くらは】【A4ランク以上】近江牛 焼肉用600g「タレ付き」 30,000

彦根市 【肉屋くらは】【A4ランク以上】近江牛串焼き用 10本 10,000

彦根市 【肉屋くらは】近江牛 切り落とし400g 10,000

彦根市 【肉屋くらは】【A5ランク】近江牛ロースステーキ 約200g×10枚（冷凍） 200,000

彦根市 【肉屋くらは】【A5ランク】近江牛ロースステーキ 約200g×5枚（冷凍） 100,000

彦根市 【肉屋くらは】【A5ランク】近江牛 すき焼き・しゃぶしゃぶ用400g 割りした付き 40,000

彦根市 【肉のアキオ】A4ランク以上 近江牛すき焼き用 400g（モモバラスライス・肩バラスライス） 13,000

彦根市 【肉のアキオ】A4ランク以上 近江牛特選本ローススライス 400g 23,000

彦根市 【肉のアキオ】A4ランク以上 近江牛特選すき焼き・しゃぶしゃぶ用 400g（モモ） 17,000

彦根市 【肉のアキオ】A4ランク以上 近江牛焼肉セット バラ（並カルビ）・モモ・霜降り 各150g 16,000

草津市 近江牛　肩ロースすき焼きしゃぶしゃぶ用　500ｇ 20,000

草津市 近江牛　モモすき焼きしゃぶしゃぶ用　500ｇ 20,000

草津市 近江牛　ロースすき焼きしゃぶしゃぶ用　500ｇ 20,000

草津市 近江牛　ロースすき焼きしゃぶしゃぶ用　1kg 50,000

草津市 近江牛　ロースすき焼きしゃぶしゃぶ用、サーロインステーキ　セット 100,000

草津市 近江牛　ロース・モモ すき焼きしゃぶしゃぶ用、サーロインステーキ　セット 200,000

草津市 近江牛 カルビ焼肉・ロースすき焼しゃぶしゃぶ用・サーロインステーキセット 300,000

草津市 近江牛　ヒレステーキ １本（約4ｋｇ） 400,000

草津市 近江牛 A5ランクヒレステーキ 1本（約4kg） 500,000

草津市 近江牛 切り落とし700g 15,000

草津市 【3ヶ月定期便】近江牛　肩ロースすき焼きしゃぶしゃぶ用　500ｇ 60,000

草津市 【3ヶ月定期便】近江牛　ロースすき焼きしゃぶしゃぶ用　500ｇ 60,000

草津市 【3ヶ月定期便】近江牛　モモすき焼きしゃぶしゃぶ用　500ｇ 60,000

草津市 【3ヶ月定期便】近江牛　ロースすき焼きしゃぶしゃぶ用　1kg 150,000



市町名 品目名
必要

寄附金額（円）

草津市 【3ヶ月定期便】近江牛　ヒレステーキ １本 約4ｋｇ 1,200,000

草津市 【3ヶ月定期便】近江牛 A5ランクヒレステーキ 1本 約4kg 1,500,000

草津市 【3ヶ月定期便】近江牛 カルビ焼肉・ロースすき焼しゃぶしゃぶ用・サーロインステーキセット 900,000

草津市 【3ヶ月定期便】近江牛　ロースすき焼きしゃぶしゃぶ用、サーロインステーキ　セット 300,000

草津市 【3ヶ月定期便】近江牛　ロース・モモ すき焼きしゃぶしゃぶ用、サーロインステーキ　セット 600,000

草津市 近江スエヒロ本店　近江牛400ｇしゃぶしゃぶセット 20,000

草津市 【3ヶ月定期便】近江スエヒロ本店近江牛400ｇしゃぶしゃぶセット 60,000

草津市 【６ヶ月定期便】近江スエヒロ本店近江牛400ｇしゃぶしゃぶセット 120,000

草津市 純近江牛切り落としこま肉500ｇ 10,000

草津市 純近江牛切り落としこま肉1kg 20,000

草津市 純近江牛切り落とし800g 20,000

草津市 純近江牛すき焼き・しゃぶしゃぶ用モモ肉スライス500ｇ 20,000

草津市 純近江牛カレー・シチュー用極上角切り肉500ｇ×2個 20,000

草津市 純近江牛切り落としこま肉1.5kg 30,000

草津市 純近江牛すき焼き・しゃぶしゃぶ用極上モモ肉スライス500g 30,000

草津市 純近江牛切り落とし1.6kg 40,000

草津市 純近江牛すき焼き・しゃぶしゃぶ用モモ肉スライス1kg 40,000

草津市 純近江牛すき焼き・しゃぶしゃぶ用特撰ロース肉スライス500g 40,000

草津市 純近江牛焼肉・鉄板焼き用ロース肉500g 40,000

草津市 純近江牛すき焼き・しゃぶしゃぶ用厳選ロース肉スライス500g 50,000

草津市 純近江牛特撰ステーキ肉160g×3枚 50,000

草津市 純近江牛ロースブロック肉800g 50,000

草津市 純近江牛すき焼き・しゃぶしゃぶ用厳選ロース肉スライス1kg 100,000

草津市 純近江牛特撰ステーキ肉200g×5枚 100,000

草津市 純近江牛シャトーブリアンステーキ肉150ｇ×3枚 100,000

草津市 純近江牛ロースブロック肉1.6kg 100,000

草津市 純近江牛特撰ロースブロック肉1kg 100,000



市町名 品目名
必要

寄附金額（円）

草津市 純近江牛希少部位ヒレブロック肉1kg 100,000

草津市 純近江牛シャトーブリアンブロック肉1kg 200,000

草津市 純近江牛厳選サーロインブロック肉1kg 300,000

草津市 近江牛ロース赤身スライス（もも・かた）0.6㎏ 30,000

草津市 近江牛ロース赤身スライス（もも、かた） 1.0㎏ 60,000

草津市 近江牛ローススライス 1.5㎏ 120,000

草津市 近江牛カルビ・もも焼肉0.6kg 30,000

草津市 近江牛カルビ・もも焼き肉  1.0㎏ 60,000

草津市 近江牛カルビ・もも焼き肉  2.0㎏ 120,000

草津市 近江牛すきしゃぶ（赤身部位 ）0.5ｋｇ 30,000

草津市 近江牛焼き肉（赤身・カルビ部位）0.5ｋｇ 30,000

草津市 近江牛すきしゃぶ（赤身部位）0.8ｋｇ 50,000

草津市 近江牛焼き肉（赤身・カルビ部位）0.8ｋｇ 50,000

草津市 特撰近江牛すきしゃぶ（ロース・赤身部位）1.2ｋｇ 100,000

草津市 特撰近江牛焼き肉（ロース・赤身部位）1.2ｋｇ 100,000

草津市 特撰近江牛すきしゃぶ（ロース部位）2.0ｋｇ 200,000

草津市 特撰近江牛焼き肉（ロース部位）1.7ｋｇ 200,000

草津市 特撰近江牛ステーキ（ロース部位）1.7ｋｇ 200,000

草津市 【3ヶ月定期便】近江牛ロース赤身スライス（もも・かた）0.6㎏ 90,000

草津市 【6ヶ月定期便】近江牛ロース赤身スライス（もも・かた）0.6㎏ 180,000

草津市 【3ヶ月定期便】近江牛ロース赤身スライス（もも、かた） 1.0㎏ 180,000

草津市 【6ヶ月定期便】近江牛ロース赤身スライス（もも、かた） 1.0㎏ 360,000

草津市 【3ヶ月定期便】近江牛ローススライス 1.5㎏ 360,000

草津市 【6ヶ月定期便】近江牛ローススライス 1.5㎏ 720,000

草津市 【3ヶ月定期便】近江牛カルビ・もも焼き肉 0.6㎏ 90,000

草津市 【6ヶ月定期便】近江牛カルビ・もも焼き肉 0.6㎏ 180,000

草津市 【3ヶ月定期便】近江牛カルビ・もも焼き肉 1.0㎏ 180,000



市町名 品目名
必要

寄附金額（円）

草津市 【6ヶ月定期便】近江牛カルビ・もも焼き肉 1.0㎏ 360,000

草津市 【3ヶ月定期便】近江牛カルビ・もも焼き肉 2.0㎏ 360,000

草津市 【6ヶ月定期便】近江牛カルビ・もも焼き肉 2.0㎏ 720,000

草津市 近江牛赤身薄切り（もも・肩肉）300ｇ 10,000

草津市 近江牛赤身薄切り(もも・肩肉)900ｇ 30,000

草津市 近江牛肩ロース肉1kg 50,000

草津市 近江牛肩ロース肉1.8kg、近江牛赤身薄切り（もも・肩肉）300ｇ 100,000

草津市 近江牛　ロース・カルビ焼肉セット（ロース350ｇ・カルビ300ｇ） 36,000

草津市 近江牛　赤身すきしゃぶ（モモ600ｇ） 51,000

草津市 近江牛　ロースすき焼き（ロース800ｇ） 83,000

草津市 近江牛　サーロインステーキ（180ｇ×4） 110,000

草津市 近江牛A5ランク切落し700ｇ 15,000

草津市 近江牛A5ランク肩ロースすき焼き用400ｇ 22,000

草津市 近江牛A5ランク絶品赤身モモすき焼き・しゃぶしゃぶ用450ｇ 25,000

草津市 近江牛A5ランクサーロインステーキ180ｇ×2枚 28,000

草津市 近江牛A5ランク焼肉セット800ｇ（肩ロース400ｇ、モモ400ｇ） 38,000

守山市 近江牛すき焼き・しゃぶしゃぶ用モモ肉スライス350g 12,000

守山市 近江牛切り落とし500g 10,000

守山市 近江牛すき焼き用特選ロース・モモ肉スライスセット500g 18,000

守山市 近江牛すき焼き・しゃぶしゃぶ用モモ肉スライス500g 20,000

守山市 近江牛鉄板・焼肉用モモ肉500g 15,000

守山市 近江牛切り落とし1kg 18,000

守山市 近江牛すき焼き・しゃぶしゃぶ用ロース肉スライス500g 24,000

守山市 近江牛希少部位特選霜降りモモ肉ブロック500g 23,000

守山市 近江牛霜降りロース肉ステーキ150g×3枚 26,000

守山市 近江牛鉄板・焼肉用ロース肉500g 20,000



市町名 品目名
必要

寄附金額（円）

守山市 近江牛切り落とし1.5kg 25,000

守山市 近江牛すき焼き・しゃぶしゃぶ用特選ロース肉スライス500g 28,000

守山市 近江牛希少部位赤身ランプ肉ステーキ160g×4枚 30,000

守山市 近江牛特選サーロインステーキ150g×3枚 30,000

守山市 近江牛鉄板・焼肉用特選ロース肉500g 28,000

守山市 近江牛特選ロース・モモ肉ブロックセット1kg【500g×2】 50,000

守山市 近江牛希少部位特選フィレステーキ150g×3枚 68,000

守山市 近江牛霜降りロース肉ステーキ150g×2枚 18,000

守山市 近江牛すき焼き用500g 16,000

守山市 近江牛すき焼き用1,000g 28,000

守山市 近江牛カルビ万能スライス1,000g（500g×2パック） 24,000

守山市 近江牛カルビ万能スライス1,500g（500g×3パック） 36,000

守山市 近江牛カルビ万能スライス2,000g（500g×4パック） 46,000

守山市 【使いやすい3回】近江牛切り落とし定期便1.5kg 75,000

守山市 【いろいろ5回】近江牛食べ比べ定期便 111,000

守山市 【人気商品8回】近江牛満足定期便 200,000

守山市 【豪華商品6回】近江牛プレミアム定期便 300,000

守山市 近江牛肩スライス350ｇ 10,000

守山市 近江牛肩ローススライス700ｇ 20,000

守山市 近江牛焼肉カルビ、ロース600ｇ 20,000

守山市 近江牛スライス500ｇ・近江牛切り落とし300ｇ 20,000

守山市 近江牛焼肉500ｇ・近江牛切り落とし300ｇ 20,000

守山市 近江牛特選肩ローススライス800ｇ 30,000

守山市 近江牛焼肉ロース、ヒレ600ｇ 30,000

守山市 近江牛スライス500g・近江牛切り落とし300ｇ×3 30,000

守山市 近江牛焼肉500g・近江牛切り落とし300ｇ×3 30,000



市町名 品目名
必要

寄附金額（円）

守山市 近江牛ロース200ｇ×2近江牛ヒレ150ｇ×2 50,000

守山市 近江牛ロース200ｇ×4 50,000

守山市 近江牛スライス800ｇ・切り落とし300ｇ×3・角切り300ｇ×2 50,000

守山市 近江牛焼肉800ｇ・近江牛切り落とし300ｇ×3・角切り300ｇ×2 50,000

守山市 近江牛ヒレ150ｇ×４枚 70,000

守山市 近江牛詰め合わせ近江牛スライス・焼肉各1㎏、ロース・ヒレ180ｇ各2枚 100,000

守山市 近江牛咲蔵の近江牛食べくらべ定期便６回 200,000

守山市 近江牛咲蔵のおすすめ定期便６回 100,000

守山市 近江牛咲蔵の定期便５回 50,000

守山市 近江牛切り落とし３００ｇ【定期便10回】 50,000

守山市 近江牛ロースステーキ１９０ｇ×5枚 70,000

守山市 近江牛極厚ロースステーキ３３０ｇ×2枚 50,000

守山市 近江牛すきやき・しゃぶしゃぶ用箱詰め 30,000

守山市 近江牛すきやき・しゃぶしゃぶ用1ｋｇ 50,000

守山市 近江牛焼肉600g（自家製タレ付き） 40,000

守山市 近江牛すきやき・しゃぶしゃぶ用(リブロース)400g 40,000

守山市 A5ランク　特選近江牛すき焼き・しゃぶしゃぶ用　500g入 28,000

守山市 A5ランク　特選近江牛　焼き肉用　500g入 28,000

守山市 A5ランク　特選近江牛　サーロインステーキ200g×2枚　小袋ステーキソース付き 40,000

栗東市 近江牛ロース（すき・しゃぶ） 400g 20,000

栗東市 近江牛サイコロステーキ（ロース） 300g 20,000

栗東市 近江牛 サイコロステーキ（モモ）　450ｇ 20,000

栗東市 近江牛 モモステーキ（4枚）　380ｇ 20,000

栗東市 近江牛モモステーキ（6枚） 600g 30,000

栗東市 近江牛 ロース（すき・しゃぶ）　600ｇ 30,000

栗東市 近江牛ロース＆モモ・ウデ（すき・しゃぶ） 650g 30,000

栗東市 近江牛 ロース&モモ（焼肉）　650ｇ 30,000



市町名 品目名
必要

寄附金額（円）

栗東市 近江牛ロースステーキ（2枚） 500g 40,000

栗東市 近江牛ロース・肩ロース（すきしゃぶ） 700g 40,000

栗東市 近江牛 ロースステーキ（3枚）　600ｇ 50,000

栗東市 近江牛ロース・肩ロース（すきしゃぶ）900ｇ 50,000

栗東市 厳選近江牛 サーロインステーキ（4枚）　800ｇ 70,000

栗東市 厳選近江牛サーロイン（ブロック）肉900ｇ 70,000

栗東市 【定期便】特選近江牛頒布会（堪）「全3回」 100,000

栗東市 【定期便】特選近江牛頒布会（贅）「全2回」 100,000

栗東市 近江牛 肩ロース肉すき焼き用1.2kg 50,000

栗東市 近江牛 肩ロース肉すき焼き用700ｇ 30,000

栗東市 近江牛A5ランクロースすき焼き・サーロインステーキセット1㎏ 50,000

栗東市 近江牛A5 ランクロースすき焼き・サーロインステーキセット2㎏ 100,000

栗東市 近江牛A5 ランク肩ロースすき焼き用500ｇ 20,000

栗東市 近江牛A5 ランクモモすき焼き用650ｇ 20,000

栗東市 近江牛切落し500ｇ 10,000

甲賀市 近江牛ロースすき焼きしゃぶしゃぶ用 500g（A5ランク近江牛限定） 22,000

甲賀市 近江牛ロースすき焼きしゃぶしゃぶ用 500g 22,000

甲賀市 近江牛ロース 焼肉用 500g 19,000

甲賀市 近江牛ヒレステーキ 750g（4～5枚）（～令和3年10月） 57,000

甲賀市 近江牛ヒレステーキ 750g（4～5枚）（令和3年11月～） 80,000

甲賀市 近江牛バラ 焼肉用 500g 17,000

甲賀市 近江牛すき焼き用（モモ又はウデ、バラ）500g 15,000

甲賀市 近江牛サーロイン ステーキ 250g×2枚 25,000

甲賀市 近江牛カタロース すき焼きしゃぶしゃぶ用 500g 19,000

甲賀市 近江牛 切り落とし 500g 10,000

甲賀市 岡喜近江牛霜降りすき焼き＆焼肉 60,000

甲賀市 岡喜近江牛赤身ブロック＆サーロインブロック 94,000



市町名 品目名
必要

寄附金額（円）

甲賀市 岡喜近江牛赤身ブロック 24,000

甲賀市 岡喜近江牛焼肉セット 19,000

甲賀市 岡喜近江牛肩ローススライス 23,000

甲賀市 岡喜近江牛すき焼きセット 15,000

甲賀市 【ふるさと納税】【冷蔵発送】近江牛　焼肉用　500g 17,000

甲賀市 【ふるさと納税】【冷蔵発送】近江牛　すき焼き・しゃぶしゃぶ用　500g 20,000

甲賀市 【ふるさと納税】【冷蔵発送】近江牛　サーロインステーキ　200g／2枚 20,000

野洲市 近江牛すき焼き用肩ロース・カルビスライス　700g 21,000

野洲市 近江牛ローススライス　600ｇ 24,000

野洲市 近江牛肩ロース・モモスライス700ｇ 24,000

野洲市 近江牛大判ステーキ　150ｇ×3枚 26,000

野洲市 近江牛ロース焼肉用400ｇ・モモ焼肉用400ｇセット 28,000

野洲市 近江牛ローススライス400ｇ・モモスライス400ｇセット 28,000

野洲市 近江牛ロース焼肉・近江牛味付けホルモン2種セット 15,000

野洲市 近江牛すき焼き用モモ切り落とし　500g 15,000

野洲市 近江牛切り落とし500ｇ×2箱 18,000

野洲市 近江牛大判ステーキ　150ｇ×2枚 18,000

野洲市 近江牛すき焼き用モモ・カルビスライス　800g 20,000

野洲市 近江牛モモ焼肉用　700ｇ 20,000

野洲市 近江牛ロース焼肉用　500ｇ 20,000

野洲市 近江牛すき焼き用肩ロース切り落とし　600g 20,000

野洲市 近江牛カルビ切り落とし　1ｋｇ 20,000

野洲市 近江牛すき焼き用肩ロース・カルビスライス　1kg 30,000

野洲市 近江牛焼肉用700ｇ・すき焼き用700ｇセット 50,000

野洲市 近江牛ヒレステーキ　150ｇ×3枚 68,000

野洲市 近江牛すき焼き用モモ・カルビスライス１㎏ 28,000

野洲市 フードモリムラ近江牛ロースステーキ750g 65,000



市町名 品目名
必要

寄附金額（円）

野洲市 フードモリムラ近江牛焼肉(厚切り)900g 65,000

野洲市 フードモリムラ近江牛すき焼800g 65,000

野洲市 【カネ吉山本】近江牛サーロインステーキ（1枚200ｇ）　2枚入り×2箱 48,000

野洲市 【カネ吉山本】近江牛　すき焼き用　[上]　（600ｇ） 25,000

野洲市 【カネ吉山本】近江牛　すき焼き用　[リブロース]　（500ｇ） 25,000

野洲市 【カネ吉山本】近江牛　しゃぶしゃぶ用　[リブロース]　（600ｇ） 30,000

野洲市 みんな笑顔にすまいる肉　近江牛A5等級　焼き肉用150g 10,000

野洲市 みんな笑顔にすまいる肉　近江牛A5等級　すき焼き用250ｇ 20,000

野洲市 みんな笑顔にすまいる肉　近江牛A5等級　すき焼き用380ｇ 30,000

野洲市 みんな笑顔にすまいる肉　近江牛A5等級　焼き肉用三種類盛合せ400ｇ 30,000

野洲市 みんな笑顔にすまいる肉　近江牛A5等級　ステーキ用200ｇ×2枚 50,000

野洲市 みんな笑顔にすまいる肉　近江牛A5等級　すきやき用650ｇ×2パック 100,000

野洲市
みんな笑顔にすまいる肉　近江牛A5等級　すきやき＆焼き肉用（すき焼用600g入×2、焼肉用
500g入×2、ヒレ肉焼肉用200g×1）

200,000

野洲市
みんな笑顔にすまいる肉　近江牛A5等級　焼き肉＆すき焼き＆ステーキ用（すき焼用450g入×
3、焼肉用450g×3、サーロインステーキ1枚200g×3）

300,000

湖南市
A4等級以上保障！！近江牛ロースステーキ2枚（約200g×2枚）【近江牛専門店かねきち】[№
5748-0178]

24,000

湖南市 A4等級以上保証！！近江牛すき焼用500g【近江牛専門店かねきち】[№5748-0200] 18,000

湖南市 A4等級以上保証！！近江牛モモ・バラすき焼用400ｇ【近江牛専門店かねきち】[№5748-0001] 14,000

湖南市
A4等級以上保障！！近江牛ロースステーキ4枚（約200g×4枚）【近江牛専門店かねきち】[№
5748-0179]

47,000

湖南市
A4等級以上保障！！近江牛霜降りすき焼き・しゃぶしゃぶ用300g【近江牛専門店かねきち】[№
5748-0180]

22,000

湖南市
A4等級以上保証！！近江牛熟成肉ステーキ＆焼肉セット250ｇ【近江牛専門店かねきち】[№
5748-0116]

20,000

湖南市
A4等級以上保証！！近江牛ロース・肩すき焼きしゃぶしゃぶ用500ｇ【近江牛専門店かねきち】
[№5748-0022]

31,000

湖南市
A4等級以上保証！！近江牛ロース・肩すき焼きしゃぶしゃぶ用1kg【近江牛専門店かねきち】
[№5748-0024]

57,000

湖南市 A4等級以上保証！！近江牛モモ・バラすき焼用800ｇ【近江牛専門店かねきち】[№5748-0130] 25,000

湖南市
A4等級以上保証！！近江牛霜降りすき焼き・しゃぶしゃぶ用2kg【近江牛専門店かねきち】[№
5748-0027]

114,000

湖南市
近江牛頒布会3回お届け（すきしゃぶ用500g・ローストビーフ2個・ステーキ2枚）【近江牛専門店
かねきち】[№5748-0276]

75,000

湖南市
近江牛頒布会3回お届け（すきしゃぶ用1kg・ローストビーフ4個・ステーキ4枚）【近江牛専門店か
ねきち】[№5748-0277]

145,000

湖南市 025K2 近江牛モモしゃぶしゃぶ用５００ｇ[髙島屋選定品］ 25,000
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湖南市 025K3 近江牛モモサイコロステーキ４５０ｇ[髙島屋選定品］ 25,000

湖南市 030K6 近江牛味付焼肉用 計９００ｇ[髙島屋選定品］ 30,000

湖南市 030K7 近江牛肩ロース・ウデすき焼き用 計５００ｇ[髙島屋選定品］ 30,000

湖南市 030K8 近江牛肩ロース・ウデしゃぶしゃぶ用 計５００ｇ[髙島屋選定品］ 30,000

湖南市 035K13 近江牛モモ・バラすき焼き用 計１ｋｇ[髙島屋選定品］ 35,000

湖南市 050K18 近江牛上カルビ焼肉用９００ｇ[髙島屋選定品］62A0491 50,000

湖南市 050K19 近江牛モモしゃぶしゃぶ用１ｋｇ[髙島屋選定品］ 50,000

湖南市 050K20 近江牛モモサイコロステーキ９００ｇ[髙島屋選定品］ 50,000

湖南市 060K26 近江牛肩ロース・ウデすき焼き用 計１ｋｇ[髙島屋選定品］ 60,000

湖南市 060K27 近江牛肩ロース・ウデしゃぶしゃぶ用 計１ｋｇ[髙島屋選定品］ 60,000

湖南市 060K25 近江牛サーロインステーキ５枚[髙島屋選定品］ 60,000

湖南市 070K28 近江牛モモ・バラすき焼き用 計２ｋｇ[髙島屋選定品］ 70,000

湖南市 080K31 近江牛希少部位焼肉セット９００ｇ<月２０セット限り>[髙島屋選定品］ 80,000

湖南市 105K35 頒布会　近江牛赤身堪能コース[髙島屋選定品］ 105,000

湖南市 120K36 近江牛サーロインステーキ１０枚[髙島屋選定品] 120,000

湖南市 120K37 近江牛肩ロース・ウデすき焼き用 計２ｋｇ[髙島屋選定品］ 120,000

湖南市 120K38 近江牛肩ロース・ウデしゃぶしゃぶ用 計２ｋｇ[髙島屋選定品］ 120,000

湖南市 160K40 頒布会　近江牛ロース満喫コース[髙島屋選定品］ 160,000

湖南市 180K41 頒布会 近江牛三昧コース<月10セット限り>[髙島屋選定品］ 180,000

湖南市 近江牛A5ランク肩ロースすき焼き・しゃぶしゃぶ用500g【元三フード】[№5748-0272] 20,000

湖南市 近江牛A5ランクロースすき焼き・しゃぶしゃぶ用600g【元三フード】[№5748-0273] 30,000

湖南市 近江牛A5ランクロースすき焼き500g・サーロインステーキ500gセット【元三フード】[№5748-0274] 50,000

湖南市 近江牛A5ランクロースすき焼き1kg・サーロインステーキ1kg【元三フード】[№5748-0275] 100,000

湖南市 近江牛A5等級の定期便【年6回お届け】[№5748-0349] 300,000

湖南市 近江牛切落し300g×2P【牛肉商　徳志満】[№5748-0184] 15,000

湖南市 近江牛すきやき用500g【牛肉商　徳志満】[№5748-0198] 20,000

湖南市 近江牛ロースすき焼しゃぶしゃぶ用450g【牛肉商　徳志満】[№5748-0197] 27,000
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湖南市 近江牛赤身すき焼しゃぶしゃぶ用700g【牛肉商　徳志満】[№5748-0186] 30,000

湖南市 近江牛ロースステーキ150g×3枚【牛肉商　徳志満】[№5748-0199] 35,000

湖南市 近江牛すき焼き用（モモ・バラ）800g[№5748-0311] 27,000

湖南市 近江牛すき焼き用（モモ・バラ）400g[№5748-0312] 16,000

湖南市 近江牛赤身ステーキ140g×4枚[№5748-0313] 30,000

湖南市 近江牛すき焼きしゃぶしゃぶ用（カタ）430g[№5748-0314] 19,000

湖南市 近江牛すき焼きしゃぶしゃぶ用（モモ）270g[№5748-0315] 14,000

湖南市 近江牛焼肉（バラ）650g[№5748-0316] 23,000

湖南市 近江牛すき焼きしゃぶしゃぶ用（ロース）850g[№5748-0317] 43,000

湖南市 近江牛すき焼きしゃぶしゃぶ用（ロース）550g[№5748-0318] 28,000

湖南市 近江牛焼肉（バラ）500g[№5748-0319] 18,000

湖南市 近江牛焼肉（バラ）380g[№5748-0320] 15,000

湖南市
近江牛頒布会2回お届け（ロースすきやきしゃぶしゃぶ用・焼肉用）【牛肉商　徳志満】[№5748-
0188]

50,000

湖南市
近江牛満足コース頒布会3回お届け（焼肉用・赤身すきやきしゃぶしゃぶ用・ロースステーキ）
【牛肉商　徳志満】[№5748-0189]

100,000

湖南市
近江牛贅沢コース頒布会3回お届け（焼肉用・ロースすきやきしゃぶしゃぶ用・厚切りステーキ）
【牛肉商　徳志満】[№5748-0190]

200,000

湖南市
近江牛食べ尽しコース頒布会4回お届け（焼肉用・赤身ステーキ・ロースすきやきしゃぶしゃぶ
用・厚切りステーキ）【牛肉商　徳志満】[№5748-0191]

250,000

湖南市 025K1 近江牛カタ・モモすき焼き・しゃぶしゃぶ用 計６５０ｇ[髙島屋選定品］ 25,000

湖南市 030K4 近江牛バラ焼肉用８００ｇ[髙島屋選定品］ 30,000

湖南市 035K9 近江牛肩ロース焼肉用６００ｇ[髙島屋選定品］ 35,000

湖南市 035K10 近江牛赤身ステーキ４枚[髙島屋選定品］ 35,000

湖南市 035K11 近江牛モモ・バラすき焼き用１ｋｇ[髙島屋選定品］ 35,000

湖南市 050K17 近江牛ロースステーキ４枚[髙島屋選定品］ 50,000

湖南市 055K21 近江牛ロースすき焼き・しゃぶしゃぶ用１ｋｇ[髙島屋選定品］ 55,000

湖南市 060K24 近江牛焼肉用(希少部位入り)１ｋｇ[髙島屋選定品］ 60,000

湖南市 080K30 近江牛ロースブロック１ｋｇ[髙島屋選定品］ 80,000

湖南市 100K33 頒布会 近江牛満喫コース[髙島屋選定品］ 100,000

湖南市 150K39 頒布会 近江牛満足コース[髙島屋選定品］ 150,000
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湖南市 250K44 頒布会 近江牛食べ比べコース[髙島屋選定品］ 250,000

湖南市
【近江肉の廣田】A5ランク近江牛すきやき用350g＆自家特製手造りハンバーグ「近江牡丹」120g
×5個セット[№5748-0104]

21,000

湖南市 A5ランクより厳選【近江肉の廣田】近江牛肩ロース・モモすきやき用500g[№5748-0100] 30,000

湖南市 A5ランクより厳選【近江肉の廣田】近江牛肩ロース・モモすきやき用800g[№5748-0102] 50,000

湖南市 A5ランクより厳選【近江肉の廣田】近江牛肩ロース・モモしゃぶしゃぶ用500g[№5748-0101] 30,000

湖南市 A5ランクより厳選【近江肉の廣田】近江牛肩ロース・モモしゃぶしゃぶ用800g[№5748-0103] 50,000

湖南市
近江肉の廣田】A5ランク近江牛焼肉用350g＆自家特製手造りハンバーグ「近江牡丹」120g×5
個セット[№5748-0105]

21,000

湖南市 030K5 Ａ５ランク近江牛モモ・バラ焼肉用 計６００ｇ[髙島屋選定品］ 30,000

湖南市 036K12 Ａ５ランク近江牛モモすき焼き・しゃぶしゃぶ用６００ｇ[髙島屋選定品］ 36,000

湖南市 040K14 Ａ５ランク近江牛肩ロースすき焼き・しゃぶしゃぶ用５００ｇ[髙島屋選定品］ 40,000

湖南市 050K16 Ａ５ランク近江牛バラ焼肉用１ｋｇ[髙島屋選定品］ 50,000

湖南市 060K23 Ａ５ランク近江牛モモすき焼き・しゃぶしゃぶ用１ｋｇ[髙島屋選定品］ 60,000

湖南市 080K29 Ａ５ランク近江牛肩ロースすき焼き用・しゃぶしゃぶ用１ｋｇ[髙島屋選定品］ 80,000

湖南市 100K32 Ａ５ランク近江牛肉味噌漬け ロース・ヒレ 計１ｋｇ[髙島屋選定品］ 100,000

湖南市 100K34 頒布会 選りすぐりＡ５ランク近江牛肉食べ比べコース　[髙島屋選定品］ 100,000

湖南市 220K43 頒布会 選りすぐりＡ５ランク近江牛肉・味噌漬コース　[髙島屋選定品］ 220,000

湖南市
A4等級以上の牝牛のみ使用!!】近江牛肩ロースすき焼きしゃぶしゃぶ用300g【縁meat】[№5748-
0214]

15,000

湖南市
A4等級以上の牝牛のみを使用!!】近江牛赤身すき焼きしゃぶしゃぶ用300g【縁meat】[№5748-
0217]

12,000

湖南市
【A4等級以上の牝牛のみを使用!!】近江牛肩ロースすき焼きしゃぶしゃぶ用600g【縁meat】[№
5748-0215]

25,000

湖南市
【A4等級以上の牝牛のみを使用!!】近江牛ミスジすき焼きしゃぶしゃぶ用300g【縁meat】[№
5748-0219]

13,000

湖南市
【A4等級以上の牝牛のみを使用!!】近江牛肩ロースすき焼きしゃぶしゃぶ用1kg【縁meat】[№
5748-0216]

41,000

湖南市
【A4等級以上の牝牛のみを使用!!】近江牛赤身すき焼きしゃぶしゃぶ用600g【縁meat】[№5748-
0218]

20,000

湖南市
【A4等級以上の牝牛のみ使用!!】近江牛希少部位（ザブトン、ミスジ、クリミ）三種盛ステーキ用
300g【縁meat】[№5748-0225]

15,000

湖南市
【A4等級以上の牝牛のみを使用!!】近江牛希少部位（ザブトン、ミスジ、クリミ）三種盛焼肉用300g
【縁meat】[№5748-0220]

15,000

湖南市
【A4等級以上の牝牛のみを使用!!】近江牛希少部位（ザブトン、ミスジ、クリミ）三種盛焼肉用600g
【縁meat】[№5748-0221]

25,000

湖南市 【A4等級以上の牝牛のみを使用!!】近江牛切落し300g【縁meat】[№5748-0222] 9,000

湖南市 【A4等級以上の牝牛のみを使用!!】近江牛切落し600g【縁meat】[№5748-0223] 14,000



市町名 品目名
必要

寄附金額（円）

湖南市 【A4等級以上の牝牛のみを使用!!】近江牛切落し1kg【縁meat】[№5748-0224] 20,000

湖南市 【A4等級以上の牝牛のみ使用!!】近江牛カルビ焼肉用400g【縁meat】[№5748-0226] 14,000

湖南市 【A4等級以上の牝牛のみ使用!!】近江牛カルビ焼肉用600g【縁meat】[№5748-0227] 18,000

湖南市 【A4等級以上の牝牛のみ使用!!】近江牛すき焼き用400g【縁meat】[№5748-0228] 13,000

湖南市 【A4等級以上の牝牛のみを使用!!】近江牛すき焼き用600g【縁meat】[№5748-0229] 17,000

湖南市 【A4等級以上の牝牛のみ使用！！】近江牛ザブトン焼肉500g[№5748-0321] 26,000

湖南市 【A4等級以上の牝牛のみ使用！！】近江牛ミスジ焼肉500g[№5748-0322] 26,000

湖南市 【A4等級以上の牝牛のみ使用！！】近江牛サーロインステーキ170g×3枚[№5748-0323] 33,000

湖南市 【A4等級以上の牝牛のみ使用！！】近江牛サーロイン焼きしゃぶ用500g[№5748-0324] 33,000

湖南市
【A4等級以上の牝牛のみ使用！！】近江牛肩ロースすき焼きしゃぶしゃぶ用500g[№5748-
0325]

26,000

湖南市 【A4等級以上の牝牛のみ使用！！】近江牛カルビ焼肉500g[№5748-0326] 17,000

湖南市 【A4等級以上の牝牛のみ使用！！】近江牛上カルビ焼肉500g[№5748-0327] 20,000

湖南市 【A4等級以上の牝牛のみ使用！！】近江牛赤身すき焼き用500g[№5748-0328] 17,000

湖南市 【A4等級以上の牝牛のみ使用！！】近江牛モモすき焼きしゃぶしゃぶ用300g[№5748-0329] 13,000

湖南市 023K137 近江牛特撰カルビ焼肉用500g[髙島屋選定品] 23,000

湖南市 023K138 近江牛赤身しゃぶしゃぶ用計500g[髙島屋選定品] 23,000

湖南市 030K139 近江牛焼肉用2種盛り(ロース・ミスジ)計500g[髙島屋選定品] 30,000

湖南市 045K141 近江牛サーロインステーキ3枚[髙島屋選定品] 45,000

湖南市 036K140 近江牛リブロースすき焼き用500g[髙島屋選定品] 36,000

湖南市 【牛肉商徳志満】近江牛　すき焼用400g 12,000

湖南市 【牛肉商徳志満】近江牛　ロースステーキ150g×3枚 20,000

湖南市 【牛肉商徳志満】近江牛　焼肉用650g 20,000

湖南市 【牛肉商徳志満】近江牛　赤身すき焼しゃぶしゃぶ用550g 20,000

湖南市 【牛肉商徳志満】近江牛　ロースすき焼しゃぶしゃぶ用400g 20,000

湖南市 【牛肉商徳志満】近江牛　すき焼用670g 20,000

湖南市 【牛肉商徳志満】近江牛　ロースステーキ150g×4枚 30,000

湖南市 【牛肉商徳志満】近江牛　上焼肉用800g 30,000



市町名 品目名
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湖南市 【牛肉商徳志満】近江牛　ロースすき焼しゃぶしゃぶ用600g 30,000

湖南市 A5ランクより厳選【近江肉の廣田】近江牛肩ロース・モモすきやき用800g 50,000

湖南市 A5ランクより厳選【近江肉の廣田】近江牛肩ロース・モモしゃぶしゃぶ用800g 50,000

湖南市 A5ランクより厳選【近江肉の廣田】近江牛肩ロース・モモすきやき用500g 30,000

湖南市 A5ランクより厳選【近江肉の廣田】近江牛肩ロース・モモしゃぶしゃぶ用500g 30,000

湖南市 【近江肉の廣田】A5ランク近江牛すきやき用350g&自家特製手造りハンバーグ「近江牡丹」セット 21,000

湖南市 【近江肉の廣田】A5ランク近江牛焼肉用350g&自家特製手造りハンバーグ「近江牡丹」セット 21,000

湖南市 A4等級以上保証!以上保証!　近江牛切り落とし(小間切れ)500g 12,000

湖南市 A4等級以上保証!　近江牛切り落とし(小間切れ)1kg(500g×2) 20,000

湖南市 A4等級以上保証!　近江牛モモ・バラすき焼き用400g 13,000

湖南市 A4等級以上保証!　近江牛モモ・バラすき焼き用800g(400g×2) 24,000

湖南市 A4等級以上保証!　近江牛霜降り切り落とし300g 12,000

湖南市 A4等級以上保証!　近江牛霜降り切り落とし600g(300g×2) 20,000

湖南市 A4等級以上保証!　近江牛ロースステーキ2枚(約200g×2枚) 24,000

湖南市 A4等級以上保証!　近江牛ロースステーキ4枚(約200g×4枚) 50,000

湖南市 A4等級以上保証!　近江牛霜降りすき焼き・しゃぶしゃぶ用300g 20,000

湖南市 A4等級以上保証!　近江牛霜降りすき焼き・しゃぶしゃぶ用500g 30,000

湖南市 A4等級以上保証!　近江牛霜降りすき焼き・しゃぶしゃぶ用1kg 60,000

湖南市 A4等級以上保証!　近江牛霜降りすき焼き・しゃぶしゃぶ用2kg 115,000

湖南市 A4等級以上保証!　近江牛霜降りすき焼き・しゃぶしゃぶ用200g 12,000

湖南市 A4等級以上保証!　近江牛ロース熟成肉250gセット(ステーキ&焼肉) 20,000

湖南市 近江牛切り落とし300g×2パック 15,000

湖南市 近江牛　すき焼き用500g 20,000

湖南市 近江牛ロースすき焼きしゃぶしゃぶ用450g 25,000

湖南市 近江牛　赤身すき焼きしゃぶしゃぶ用700g 30,000

湖南市 近江牛ロースステーキ150g×3枚 35,000

湖南市 A4等級以上保証!近江牛特上すき焼用　約500g 18,000
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湖南市 近江牛A5ランク肩ロースすき焼き・しゃぶしゃぶ用500g 20,000

湖南市 近江牛A5ランクロースすき焼き・しゃぶしゃぶ用600g 30,000

湖南市 近江牛A5ランクロースすき焼き500g・サーロインステーキ500g(250g×2枚)セット 50,000

湖南市 近江牛A5ランクロースすき焼き1kg・サーロインステーキ1kg(250g×4枚)セット 100,000

湖南市 【A4等級以上の牝牛のみを使用!】近江牛　サーロインステーキ　170g×2枚 26,000

湖南市 【A4等級以上の牝牛のみを使用!】 近江牛　すき焼き用(モモ・バラ)800g 25,000

湖南市 【A4等級以上の牝牛のみを使用!】近江牛　すき焼き用　(モモバラ)400g 14,000

湖南市 【A4等級以上の牝牛のみを使用!】 近江牛　サイコロステーキ　400g 17,000

湖南市 【A4等級以上の牝牛のみを使用!】 近江牛　焼肉5種盛り　800g 31,000

湖南市 【A4等級以上の牝牛のみを使用!】近江牛　赤身　しゃぶしゃぶ用　400g 17,000

湖南市 【A4等級以上の牝牛のみを使用!】 近江牛　赤身　しゃぶしゃぶ用　800g 31,000

湖南市 【A4等級以上の牝牛のみを使用!】 近江牛　肩ロース　すき焼きしゃぶしゃぶ用　600g 28,000

湖南市 【A4等級以上の牝牛のみを使用!】 近江牛　肩ロース　すき焼きしゃぶしゃぶ用　400g 20,000

湖南市 【A4等級以上の牝牛のみを使用!】 近江牛　ミニステーキ(らんぷ・イチボ) 18,000

湖南市 【A4等級以上の牝牛のみを使用!】 近江牛　焼肉　5種盛り　500g 18,000

湖南市 【A4等級以上の牝牛のみを使用!】 近江牛　サーロイン　焼きしゃぶ用　400g 26,000

湖南市 A4等級以上保証！！近江牛ロース・肩 すき焼きしゃぶしゃぶ用500g【2626-0001】 30,000

湖南市 【2626-0003】A4等級以上保証！！近江牛ロース・肩　すき焼きしゃぶしゃぶ用2kg 120,000

湖南市 近江牛切落し300ｇ×2P【2626-0018】 15,000

湖南市 近江牛赤身すき焼しゃぶしゃぶ700g[0021] 30,000

湖南市 A5ランクより厳選【近江肉の廣田】近江牛肩ロース・モモしゃぶしゃぶ用800g【2626-0029】 50,000

湖南市 A5ランクより厳選【近江肉の廣田】近江牛肩ロース・モモすきやき用800g【2626-0031】 50,000

湖南市 A4等級以上保証！！近江牛ロース・肩 すき焼きしゃぶしゃぶ用2kg【2626-0050】 114,000

湖南市 A4等級以上保証！！近江牛モモ・バラ すき焼用400g【2626-0051】 13,000

湖南市 A4等級以上保証！！近江牛モモ・バラ すき焼用800g（400g×2）【2626-0052】 24,000

湖南市 A4等級以上保証！！近江牛モモ・バラ すき焼 500g【2626-0053】 18,000

湖南市 A4等級以上保証！！近江牛ロースステーキ4枚（約200g×4枚） [0054] 48,000
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湖南市 A4等級以上保証！！近江牛ステーキ切り落とし約300ｇ【2626-0056】 18,000

湖南市 近江牛すき焼用500g[0057] 20,000

湖南市 近江牛ロースステーキ150g×3枚[0058] 34,000

湖南市 A5ランクより厳選【近江肉の廣田】近江牛肩ロース・モモしゃぶしゃぶ用500g【2626-0059】 30,000

湖南市 A5ランクより厳選【近江肉の廣田】近江牛肩ロース・モモすきやき用500g【2626-0060】 30,000

湖南市 【2626-0062】A4等級以上保証！！近江牛ロースステーキ2枚（約200g×2枚） 24,000

湖南市 A4等級以上保証！！近江牛切り落とし（牛小間）500ｇ【2626-0063】 12,000

湖南市 A4等級以上保証！！近江牛切り落とし（牛小間）1000ｇ【2626-0064】 21,000

湖南市 A4等級以上保証！！近江牛熟成肉ステーキ＆焼肉セット約250g【2626-0066】 21,000

湖南市 近江牛ロースすき焼しゃぶしゃぶ450g【2626-0069】 26,000

湖南市
【近江肉の廣田】A5ランク近江牛すきやき用350g＆自家特製手造りハンバーグ「近江牡丹」120g
×5個セット【2626-0070】

21,000

湖南市
【近江肉の廣田】A5ランク近江牛焼肉用350g＆自家特製手造りハンバーグ「近江牡丹」120g×5
個セット【2626-0071】

21,000

湖南市 A4等級以上保証！！近江牛霜降り　すき焼きしゃぶしゃぶ用300g【2626-0075】 21,000

湖南市 【2626-0076】A4等級以上保証！！近江牛ロース・肩　すき焼きしゃぶしゃぶ用1kg 57,000

湖南市 近江牛A5ランク肩ロースすき焼き・しゃぶしゃぶ用 500g [0087] 21,000

湖南市 近江牛A5ランクロースすき焼き・しゃぶしゃぶ用 600g [0088] 30,000

湖南市 近江牛A5ランクロースすき焼き 500g・サーロインステーキ 500g (250g×2枚)セット [0089] 50,000

湖南市 近江牛A5ランクロースすき焼き 1kg・サーロインステーキ 1kg (250g×4枚)セット [0090] 100,000

湖南市 近江牛頒布会2回お届け（ロースすき焼しゃぶしゃぶ用・焼肉用）[0023] 50,000

湖南市
近江牛満足コース頒布会3回お届け（焼肉用・赤身すき焼しゃぶしゃぶ用・ロースステーキ）
[0024]

100,000

湖南市
近江牛贅沢コース頒布会3回お届け（焼肉用・ロースすき焼しゃぶしゃぶ用・厚切りステーキ）
[0025]

200,000

湖南市
近江牛食べ尽しコース頒布会4回お届け（焼肉用・赤身ステーキ・ロースすき焼しゃぶしゃぶ用・
厚切りステーキ）[0026]

250,000

高島市 【A-643】実生庵 近江牛Ａ５カルビ焼肉用 900g ［高島屋選定品］ 90,000

高島市 【A-645】実生庵 近江牛Ａ５ロースしゃぶしゃぶ用 900g ［高島屋選定品］ 180,000

高島市 【A-646】実生庵 近江牛ヒレステーキ・サーロインステーキ各2枚 ［高島屋選定品］ 185,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【上霜】カルビバラ BBQ焼肉用 1000g 冷蔵 67,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【上霜】カルビバラ BBQ焼肉用 500g 冷蔵 40,000
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高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【特上霜降】ミスジ 厚切ステーキ焼肉用 1000g 冷蔵 150,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【並】小間切れ肉 ご家庭用 1000g 冷蔵 27,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【並】小間切れ肉 ご家庭用 500g 冷蔵 20,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【上霜】モモ しゃぶしゃぶ用 500g 冷蔵 40,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【並】モモ BBQ焼肉用 500g 冷蔵 40,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【上霜】モモ すきやき用 500g 冷蔵 40,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【上霜】モモ BBQ焼肉用 1000g 冷蔵 80,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【上霜】ロース すきやき用 500g 冷蔵 80,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【上霜】ロース しゃぶしゃぶ用 500g 冷蔵 80,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【特上霜降】モモ しゃぶしゃぶ用 1000g 冷蔵 80,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【上霜】ロース しゃぶしゃぶ用 1000g 冷蔵 150,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【特上霜降】ロース BBQ焼肉用 1000g 冷蔵 150,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【上霜】ロース すきやき用 1000g 冷蔵 150,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【特上霜降】ロース しゃぶしゃぶ用 1000g 冷蔵 197,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【特上霜降】ロース すきやき用 1000g 冷蔵 197,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【特上霜降】サーロイン ステーキ 850g 冷蔵 257,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【特上霜降】モモ すきやき用 1000g 冷蔵 80,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【特上霜降】リブロースブロック肉 BBQ焼肉・ステーキ用 1000g 冷蔵 100,000

高島市
◆黒毛和牛 近江牛 2枚入夫婦セット【特上 桐箱入り】ヒレ”シャトーブリアン”ステーキ 300g 冷
蔵

119,000

高島市 ◆【29ニクの日お届け・頒布会】黒毛和牛 近江牛 A4ランク 冷蔵 500g【全3回】 120,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【並】ロース BBQ焼肉用 500g 冷蔵 80,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【上霜】モモ すきやき用 1000g 冷蔵 67,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【並】モモ すきやき用 1000g 冷蔵 54,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【特上霜降】モモ しゃぶしゃぶ用 1000g 冷蔵 80,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【上霜】モモ しゃぶしゃぶ用 1000g 冷蔵 67,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【並】モモ BBQ焼肉用 1000g 冷蔵 54,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【特上霜降】サーロイン ステーキ 300g 冷蔵 50,000
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高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【並】ロース すきやき用 1000g 冷蔵 100,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【並】ロース しゃぶしゃぶ用 1000g 冷蔵 100,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【上霜】ロース BBQ焼肉用 1000g 冷蔵 133,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【特上霜降】カルビバラ BBQ焼肉用 1000g 冷蔵 100,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【並】ロース BBQ焼肉用 1000g 冷蔵 100,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【特上霜降】ロース すきやき用 500g 冷蔵 100,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【並】ロース すきやき用 500g 冷蔵 54,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【特上霜降】モモ すきやき用 500g 冷蔵 44,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【並】モモ すきやき用 500g 冷蔵 33,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【特上霜降】ロース しゃぶしゃぶ用 500g 冷蔵 100,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【並】ロース しゃぶしゃぶ用 500g 冷蔵 54,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【特上霜降】モモ しゃぶしゃぶ用 500g 冷蔵 44,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【特上霜降】ロース BBQ焼肉用 500g 冷蔵 80,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【上霜】ロース BBQ焼肉用 500g 冷蔵 54,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【上霜】モモ BBQ焼肉用 500g 冷蔵 44,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【特上霜降】カルビバラ BBQ焼肉用 500g 冷蔵 54,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【特上霜降】ミスジ厚切ステーキ焼肉用 500g 冷蔵 80,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【上霜】赤身モモ ブロック肉 BBQ焼肉・ステーキ用 1000g 冷蔵 100,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【特上霜降】サーロインブロック肉 BBQ焼肉・ステーキ用 1000g 冷蔵 133,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【並】切落し肉 ご家庭用 1000g 冷蔵 50,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【並】切落し肉 ご家庭用 500g 冷蔵 22,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【特上】ヒレロース 桐箱入りシャトーブリアン ステーキ 450g(3枚入) 冷蔵 178,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【特上】ヒレロース 桐箱入りシャトーブリアン ステーキ 750g(5枚入) 冷蔵 300,000

高島市 ◆黒毛和牛 近江牛【特上】ヒレロース 桐箱入りシャトーブリアン ステーキ 600g(4枚入) 冷蔵 240,000

高島市
◆黒毛和牛 近江牛 【夫婦セット2枚入】特上 桐箱入りシャトーブリアン＆サーロイン ステーキ用
300g 冷蔵

100,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【特上】ヒレ シャトーブリアン ステーキ 750g 冷蔵 MS80 297,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【特上霜降】 サーロイン ステーキ 850g 冷蔵 MS81 257,000



市町名 品目名
必要

寄附金額（円）

高島市 黒毛和牛 近江牛 【並】 小間切れ肉 ご家庭用 1000g 冷蔵 MS64 27,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【特上霜降】 サーロイン ブロック肉 1000g 冷蔵 MS66 133,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【特上霜降】 リブロース ブロック肉 1000g 冷蔵 MS67 100,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【並】 切落し肉 ご家庭用 1000g 冷蔵 MS69 50,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【上霜】 モモ しゃぶしゃぶ用 1000g 冷蔵 MS24 67,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【特上霜降】 モモ しゃぶしゃぶ用 500g 冷蔵 MS50 44,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【並】 カルビバラ 焼肉用 500g 冷蔵 MS56 40,000

高島市 黒毛和牛 近江牛【特上霜降】モモ すきやき用 1000g 冷蔵 MS20 80,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【上霜】 モモ すきやき用 1000g 冷蔵 MS21 67,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【並】 モモ すきやき用 1000g 冷蔵 MS22 54,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【特上霜降】 モモ しゃぶしゃぶ用 1000g 冷蔵 MS23 80,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【並】 カルビバラ 焼肉用 1000g 冷蔵 MS25 67,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【特上霜降】 サーロイン ステーキ 300g 冷蔵 MS27 50,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【特上霜降】 ロース すきやき用 1000g 冷蔵 MS28 197,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【上霜】 ロース すきやき用 1000g 冷蔵 MS29 150,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【並】 ロース すきやき用 1000g 冷蔵 MS30 100,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【特上霜降】 ロース しゃぶしゃぶ用 1000g 冷蔵 MS31 197,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【上霜】 ロース しゃぶしゃぶ用 1000g 冷蔵 MS32 150,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【並】 ロース しゃぶしゃぶ用 1000g 冷蔵 MS33 100,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【特上霜降】 ロース 焼肉用 1000g 冷蔵 MS34 150,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【上霜】 ロース 焼肉用 1000g 冷蔵 MS35 133,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【上霜】 カルビバラ 焼肉用 1000g 冷蔵 MS36 100,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【上霜】 モモ 焼肉用 1000g 冷蔵 MS37 80,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【特上霜降】 ロース すきやき用 500g 冷蔵 MS40 100,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【並】 ロース 焼肉用 1000g 冷蔵 MS38 100,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【特上霜降】 ミスジ 焼肉用 1000g 冷蔵 MS39 150,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【上霜】 ロース すきやき用 500g 冷蔵 MS41 80,000



市町名 品目名
必要

寄附金額（円）

高島市 黒毛和牛 近江牛 【並】 ロース すきやき用 500g 冷蔵 MS42 54,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【特上霜降】 モモ すきやき用 500g 冷蔵 MS43 44,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【上霜】 モモ すきやき用 500g 冷蔵 MS44 40,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【並】 モモ すきやき用 500g 冷蔵 MS45 33,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【特上霜降】 ロース しゃぶしゃぶ用 500g 冷蔵 MS46 100,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【上霜】 ロース しゃぶしゃぶ用 500g 冷蔵 MS47 80,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【並】 ロース しゃぶしゃぶ用 500g 冷蔵 MS48 54,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【上霜】 モモ しゃぶしゃぶ用 500g 冷蔵 MS49 40,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【特上霜降】 ロース 焼肉用 500g 冷蔵 MS52 80,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【上霜】 ロース 焼肉用 500g 冷蔵 MS53 54,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【上霜】 モモ 焼肉用 500g 冷蔵 MS54 44,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【上霜】 カルビバラ 焼肉用 500g 冷蔵 MS55 54,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【並】 モモ 焼肉用 500g 冷蔵 MS57 40,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【特上霜降】 ミスジ 焼肉用 500g 冷蔵 MS58 80,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【特上霜降】 モモ ブロック肉 1000g 冷蔵 MS63 100,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【並】 小間切れ肉 ご家庭用 500g 冷蔵 MS70 20,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【並】 切落し肉 ご家庭用 500g 冷蔵 MS72 22,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【並】 小間切れ肉 ご家庭用 500g 冷蔵 20,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【並】 小間切れ肉 ご家庭用 1000g 冷蔵 40,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【特上霜降】 サーロイン 厚切りステーキ 300g 冷蔵 50,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【特上霜降】 モモ すきやき用 1000g 冷蔵 80,000

高島市 黒毛和牛 近江牛 【上霜】 モモブロック肉 BBQ焼肉・ステーキ用 1000g 冷蔵 100,000

東近江市 015H01 極上近江牛カルビ切り落とし５００ｇ[髙島屋選定品］ 15,000

東近江市 020H02 極上近江牛カルビスライス８００ｇ[髙島屋選定品］ 20,000

東近江市 030H01 極上近江牛焼肉セット（モモ・バラ）計８００ｇ[髙島屋選定品］ 30,000



市町名 品目名
必要

寄附金額（円）

東近江市 030H02 極上近江牛モモスライス８００ｇ[髙島屋選定品］ 30,000

東近江市 050H01 極上近江牛ローススライス８００ｇ[髙島屋選定品］ 50,000

東近江市 050H02 極上近江牛サーロインステーキ４枚[髙島屋選定品］ 50,000

東近江市 050H04 極上近江牛スライスセット１ｋｇ[髙島屋選定品］ 50,000

東近江市 050H05 極上近江牛肩ロースまたはウデスライス８００ｇ[髙島屋選定品］ 50,000

東近江市 150H01 定期便 A５ランク近江牛食べ比べコース[髙島屋選定品］ 150,000

東近江市 200H01 定期便 A５ランク近江牛満足コース[髙島屋選定品］ 200,000

東近江市 300H01 定期便 A５ランク近江牛フルコース[髙島屋選定品］ 300,000

東近江市 100H12 定期便 Ａ５ランク近江牛ロースコース[髙島屋選定品］ 100,000

東近江市 020H24 極上近江牛 希少部位５種詰合せ[髙島屋選定品] 20,000

東近江市 ITM25213100014 近江牛切り落とし500g 20,000

東近江市 ITM25213100015 近江牛切り落とし800g 30,000

東近江市 ITM25213100016 近江牛ロースすき焼き・しゃぶしゃぶ500g 50,000

東近江市 ITM25213100017 近江牛ロースすき焼き・しゃぶしゃぶ1kg 100,000

東近江市 ITM25213100018 近江牛バラ・モモ焼肉500g 30,000

東近江市 ITM25213100019 近江牛バラ・モモ焼肉800g 50,000

東近江市 ITM25213100020 近江牛サーロインステーキ　200g×2枚 50,000

東近江市 ITM25213100021 近江牛サーロインステーキ　220g×3枚 100,000

東近江市 ITM25213100022 近江牛サーロインステーキ　200g×5枚 150,000

東近江市 022h01 近江牛 カタログギフト E 22,000

東近江市 030h09 近江牛 カタログギフト D 30,000

東近江市 040h07 近江牛 カタログギフト C 40,000

東近江市 075h04 近江牛 カタログギフト B 75,000



市町名 品目名
必要

寄附金額（円）

東近江市 110h06 近江牛 カタログギフト A 110,000

東近江市 040h08 近江牛 ヒレ 300g 40,000

東近江市 026h02 近江牛ロース300g 26,000

東近江市 018h03　近江牛モモ　300ｇ 18,000

米原市 近江牛霜降り肉（上ロース）すき焼き用 800g 68,000

米原市 近江牛霜降り肉（上ロース）すき焼き用 600g 53,000

米原市 近江牛霜降り肉（ロース）すき焼き用 800g 45,000

米原市 近江牛霜降り肉（ロース）すき焼き用 600g 33,000

米原市 近江牛霜降り肉 ももスライス 800g 41,000

米原市 近江牛霜降り肉 ももスライス 600g 31,000

米原市 近江牛霜降り肉 サーロインステーキ(180g×3枚) 53,000

米原市 【近江牛】焼き肉用三角バラ800g 38,000

米原市 【近江牛】焼き肉用三角バラ600g 30,000

米原市 【近江牛】すき焼き・しゃぶしゃぶ用リブロース800g 45,000

米原市 【近江牛】すき焼き・しゃぶしゃぶ用リブロース600g 35,000

米原市 【近江牛】サーロインステーキ800g(200g×4枚) 54,000

米原市 【近江牛】サーロインステーキ600g(200g×3枚) 43,000

愛荘町 肉のマルエイ 近江牛ヒレステーキ 180g×2枚 冷蔵 40,000

愛荘町 肉のマルエイ 近江牛ヒレステーキ 180g×3枚 冷蔵 50,000

愛荘町 肉のマルエイ 近江牛ヒレステーキ 180g×5枚 冷蔵 90,000

愛荘町 肉のマルエイ 近江牛 A5 特選サーロインステーキ1枚200g×2枚 冷蔵便 30,000

愛荘町 肉のマルエイ 近江牛 A5 特選サーロインステーキ1枚200g×3枚 冷蔵便 40,000

愛荘町 肉のマルエイ 近江牛 A5 特選サーロインステーキ1枚200g×5枚 冷蔵便 70,000



市町名 品目名
必要

寄附金額（円）

愛荘町 肉のマルエイ 近江牛すき焼き・焼シャブ用A5肩ロース・ロース 900g 30,000

愛荘町 肉のマルエイ 近江牛すき焼き・焼シャブ用A5肩ロース・ロース 1300g 50,000

愛荘町 肉のマルエイ 近江牛すき焼き・焼シャブ用A5肩ロース・ロース 1800g 70,000

愛荘町 肉のマルエイ 近江牛の切り落とし 500g 冷蔵便 10,000

愛荘町 肉のマルエイ 近江牛の切り落とし 1000g 冷蔵便 20,000

愛荘町 肉のマルエイ 近江牛の切り落とし 1500g 冷蔵便 30,000

愛荘町 【定期便】肉のマルエイ 近江牛食べ比べコースＡ 頒布会３カ月 冷蔵 100,000

愛荘町 【定期便】肉のマルエイ 近江牛食べ比べコースB 頒布会３カ月 冷蔵 150,000

愛荘町 肉のマルエイ 近江牛サーロインブロック＆近江牛ヒレブロック 各1kg 冷蔵 200,000

愛荘町 肉のマルエイ 近江牛ヒレブロック 900g 冷蔵 100,000

愛荘町 肉のマルエイ 近江牛ロースブロック 1kg 冷蔵 100,000

愛荘町 肉のマルエイ 近江牛特選すき焼き肉(A5ロース) 400g 30,000

愛荘町 肉のマルエイ 近江牛特選すき焼き肉(A5ロース) 800g 50,000

愛荘町 肉のマルエイ 近江牛特選すき焼き肉(A5ロース) 1200g 70,000

愛荘町 肉のマルエイ 近江牛(黒毛和種) 特上すき焼き肉(モモ) 300g 18,000

愛荘町 肉のマルエイ 近江牛すき焼き・焼シャブ用(モモ・バラ) 600g 15,000

愛荘町 肉のマルエイ 近江牛すき焼き・焼シャブ用(モモ・バラ) 1200g 30,000

愛荘町 肉のマルエイ 近江牛すき焼き・焼シャブ用(モモ・バラ) 2000g 50,000

愛荘町 肉のマルエイ 近江牛焼肉セット 300ｇ 18,000

愛荘町 肉のマルエイ近江牛焼肉セット 600ｇ 30,000

愛荘町 肉のマルエイ 近江牛焼肉セット 1000ｇ 50,000

愛荘町 肉のマルエイ 近江牛焼肉セット 1500g 70,000

豊郷町 近江牛A5ランクステーキセット（サーロイン・ヒレ）【納期1カ月～最長3カ月】 100,000



市町名 品目名
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豊郷町 近江牛A5ランク焼肉用サーロイン【納期1カ月～最長3カ月】 30,000

豊郷町 近江牛A5ランクすき焼き・しゃぶしゃぶ【納期1カ月～最長3カ月】 10,000

豊郷町 近江牛特選すき焼き用約450g【納期1カ月～最長3カ月】 10,000

豊郷町 近江牛特選霜降りしゃぶしゃぶ用約750g【納期1カ月～最長3カ月】 30,000

豊郷町 近江牛特選ロース　すき焼き用約1.1kg【納期1カ月～最長3カ月】 50,000

豊郷町 近江牛特選サーロインステーキ約250g×3枚【納期1カ月～最長3カ月】 50,000

豊郷町 近江牛特選サーロインブロック約1.9kg【納期1カ月～最長3カ月】 100,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛 サーロインステーキ250g×5 100,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛 サーロインステーキ180g×2 30,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛 サーロインステーキ200g×3 50,000

豊郷町 近江牛A5ランクすき焼き・しゃぶしゃぶ用約600g【納期1カ月～最長3カ月】 15,000

豊郷町 近江牛A5ランクすき焼き・しゃぶしゃぶ用約800g【納期1カ月～最長3カ月】 30,000

豊郷町 近江牛A5ランクすき焼き・しゃぶしゃぶ用約1.2kg【納期1カ月～最長3カ月】 50,000

豊郷町 近江牛　特撰焼肉3種盛り約400g【納期1カ月～最長3カ月】 10,000

豊郷町 近江牛A5ランク焼き肉用カルビ・モモ700g【納期1カ月～最長3カ月】 20,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛 すき焼用 約400g（モモ・カタ・ウデ・バラ系等） 10,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛 すき焼用 約600g（モモ・カタ・ウデ・バラ系等） 15,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛 すき焼用 約850g（モモ・カタ・ウデ・バラ系等） 30,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛 すき焼用 約1.2kg （肩ロース・上部位モモ等） 50,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛 すき焼用 約1.25kg （リブロース・サーロイン等） 100,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛 焼肉用 約400g （モモ・カタ・ウデ・バラ系等） 10,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛 焼肉用 約600g （モモ・カタ・ウデ・バラ系等） 15,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛 焼肉用 約850g （モモ・カタ・ウデ・バラ系等） 30,000
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豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛 焼肉用 約1.2kg （肩ロース・上部位モモ・三角バラ等） 50,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛 焼肉用  約1.25kg （リブロース・サーロイン等） 100,000

豊郷町
【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛 しゃぶしゃぶ用 約600g （リブロース・肩ロース・上部位モモ
等）

30,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛 しゃぶしゃぶ用 約1kg （リブロース・肩ロース等） 50,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛 しゃぶしゃぶ用 約1.25kg （リブロース・サーロイン等） 100,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛 すき焼用と焼肉用 各約400gずつ（モモ・カタ・バラ等） 30,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛 すき焼用と焼肉用 各約600gずつ（肩ロース・モモ・バラ等） 50,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛 すき焼用と焼肉用 各約600gずつ（リブロース・サーロイン等） 100,000

豊郷町
【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛 すき焼用としゃぶしゃぶ用 各約600gずつ（リブロース・サーロ
イン等）

100,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛 サーロイン最上部位ブロック約2kg 200,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛　赤身モモステーキ用　約180g×2枚 20,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛　赤身モモステーキ用　約180g×3枚 30,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛　サーロインステーキ用　約210g×4枚 70,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛　サーロイン＆モモステーキ用 70,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛　ヒレ1本分　約3kg 500,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛　中上赤身すき焼き用　約600g 20,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛　上赤身すき焼き用　約600g 25,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛　特選すき焼き用　約1.2kg 70,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛　特選赤身すき焼き用　約1.2kg 70,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛　中上赤身焼肉用　約600g 20,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛　上赤身焼肉用　約600g 25,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛　特選焼肉用　約1.2kg 70,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛　特選赤身焼肉用　約1.2kg 70,000
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豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛　特選しゃぶしゃぶ用　約840g 70,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛　厳選コンビしゃぶしゃぶ用 200,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛　すき焼き用＆焼肉用　各500g 70,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛　特選ステーキ＆すき焼き用　各800g 150,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛　特選ステーキ＆しゃぶしゃぶ用　各800g 150,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】A5ランク雌牛　厳選トリプル 200,000

豊郷町 【近江牛 西川畜産】近江牛A5ランク雌牛　シャトーブリアン＆サーロインセット 1,000,000

甲良町 近江牛Ａ5すきやき・しゃぶしゃぶ用1.4kg 50,000

甲良町 近江牛Ａ5焼肉1.4kg 50,000

甲良町 近江牛Ａ5すきやき・しゃぶしゃぶ用800g 30,000

甲良町 近江牛Ａ5焼肉800g 30,000

甲良町 近江牛バラすき焼き・煮物用1.3kg 30,000

甲良町 近江牛特選ロースすきやき・しゃぶしゃぶ1.4kg 50,000

甲良町 近江牛特選ロースすきやき・しゃぶしゃぶ800g 30,000

多賀町 近江牛肩ロースすきやき用 34,000

多賀町 近江牛ロースしゃぶしゃぶ 34,000

多賀町 近江牛サーロイン 34,000

※ふるさと納税の対象団体に係る総務大臣の指定申出後、指定までの間に追加で県へ提供予定の報告があった返礼品についても一覧に追加しています。


