～りんご「ふじ」発祥の地～

青森県藤崎町

ふ る さ と 納 税
お 礼 の 品 カ タ ロ グ

寄附 された方へのお 礼

藤崎町産りんご
「ふじ」発祥の地 の 美味しいりんごをお届けします
※りんごはいずれも期間限定品です。品切れの際はご容赦ください。

10,000円

寄附金

Apple PAPA～あっぷる
コスモふじ

寄附金

ぱぱ～
贈答用

落ちないりんご
約３kg

テラスビジョン アップルアーク
黄王
葉とらずサンつがる
とき
シナノゴールド
早生ふじ
サンふじ
葉とらずサンふじ
王林
サンふじ・王林詰合せ
特大サンふじ
特大葉とらずサンふじ
特大王林

グランド アップル

家庭用
家庭用
家庭用
家庭用
家庭用
家庭用
家庭用
家庭用
家庭用
家庭用
家庭用
家庭用

約５kg
約５kg
約５kg
約５kg
約５kg
約５kg
約５kg
約５kg
約５kg
約３kg
約３kg
約３kg

贈答用
贈答用
贈答用
贈答用
家庭用
家庭用
家庭用
家庭用
家庭用
家庭用
家庭用
家庭用

約３kg
約３kg
約３kg
約３kg
約５kg
約５kg
約５kg
約５kg
約５kg
約５kg
約５kg
約５kg

訳あり

約５kg

葉とらずサンふじ
サンふじ・王林詰合せ
葉とらずサンふじ・王林詰合せ

寄附金

約５kg

贈答用
家庭用
贈答用
家庭用

約５kg
約10kg
約５kg
約10kg

家庭用
家庭用
家庭用

約10kg
約10kg
約10kg

30,000円

落ちないりんご
サンふじ

高級品

約10kg

テラスビジョン アップルアーク
早生ふじ
サンふじ
王林
サンふじ・王林詰合せ
【のし付き】
サンふじ
※受付期限2020.12.20

【お歳暮のし付き】

サンふじ・王林詰合せ
※受付期限2020.12.17

【お歳暮のし付き】
※受付期限2020.12.17

寄附金

贈答用
贈答用
贈答用
贈答用

12玉
12玉
12玉
計12玉

贈答用

12玉

贈答用

計12玉

贈答用

12玉

40,000円

落ちないりんご

家庭用

約10kg

家庭用

約10kg

町田農園
サンふじ

高級品

テラスビジョン アップルアーク

20,000円

テラスビジョン アップルアーク
サンふじ

サンふじ
サンふじ
王林
王林

王林

葉とらずサンふじ・王林詰合せ

寄附金

サンふじ

前田農園

町田農園
紅玉
シナノスイート
サンふじ
王林
黄王
紅玉
シナノスィート
シナノゴールド
サンふじ
王林
サンふじ・王林詰合せ
サンふじ・シナノゴールド詰合せ

15,000円

サンふじ

最高級品

約10kg

寄附金

寄附金 15,000円

10,000円

葉とらずサンふじ(訳あり品)と
サンふじりんごジュース詰合せ

王林(訳あり品)と
王林りんごジュース詰合せ

グランドアップル

グランドアップル

ワゲモンドりんごジュース

ふじのりんごのクリームパイ 10個入
冷凍

ワゲモンド

アントルメ佐藤菓子店

葉とらずサンふじ(訳あり品)約3kg、
サンふじ100%りんごジュース(1L×2本)

王林(訳あり品)約3kg、
王林100%りんごジュース(1L×2本)

藤崎町産りんご100%ストレート、爽やかでスッキリ
した口当たりのりんごジュース(900ml×4本)

シンプルにパイとカスタードと
ふじりんごで作ったクリームパイ(10個入)

ロングアップルパイ

ふじのりんごのクリームパイ 7 個入

ふじラスク

まるごと津軽のこだわり 4 種セット

冷凍

アントルメ佐藤菓子店

冷蔵

冷凍

アントルメ佐藤菓子店

アントルメ佐藤菓子店

中村醸造元

ふじのりんごを使ったアップルパイ
(38cm×11cm)

シンプルにパイとカスタードとふじ
りんごで作ったクリームパイ(7個入)

ふじりんごのフリーズドライパウダーをクリームに入れ塗り
込み焼き上げたラスク（ふじリンゴパック5枚入×4個）

津軽生醤油(180ml×2袋)、減塩昆布しょうゆ(1L×1本)､
昆布八方(1L×1本)、三柑種ぽんずしょうゆ(300ml×2袋)

八峰園のりんごジュース

とまと・りんごジュースセット

元祖ふじの無添加ドライリンゴ 5 袋

ふじの国から りんごジュース

トキワ養鶏

トキワ養鶏

テラスビジョン アップルアーク

落ちないりんご

砂糖、酸化防止剤不使用、りんご本来の味·
色·香りを大切にしたジュース（1L×6本)

砂糖・酸化剤不使用のりんごジュース(1L)×3本と
水・塩・添加物不使用のとまとジュース(1L)×3本のセット

ふじりんご発祥の地産のふじで作った砂糖や
添加物無使用のドライリンゴ（30g入×5袋)

りんご「ふじ」ストレート果汁100%
1L×6本

津軽豚のやわらか塩サガリ &
まっしろ塩ホルモンセット

津軽豚のまっしろ塩ホルモン

津軽豚のやわらか塩サガリ

「ふじ原木ジュース」2本セット

冷凍

冷凍

ホルモンショップあっと

ホルモンショップあっと

冷凍

ホルモンショップあっと

ふじさき食彩テラス

津軽豚の上塩豚ホルモン、上塩豚サガリセット(各500g)
※町内産りんご・にんにくをタレに使用

津軽豚の上塩豚ホルモン(500g×2袋)
※町内産りんご・にんにくをタレに使用

津軽豚の上塩豚サガリセット(500g×2袋)
※町内産りんご・にんにくをタレに使用

りんご「ふじ」の希少な原木の果汁を100%
使用したプレミアムりんごジュース(720ml×2本)

りんごジュース 大瓶3種(ギフト用)

美味しいりんご茶 3袋

5種類のりんごジュース
各品種バラエティー10本セット

カリカリかりんとうまんじゅう

Apple PAPA～あっぷる ぱぱ～

5品種（きおう・つがる・シナノスイート・ふじ・王林）のりんご
100%の大瓶ジュース(1000ml)の中のランダム3種類

Apple PAPA～あっぷる ぱぱ～

自家栽培りんご使用 原材料りんご
だけの無添加健康りんご茶

Apple PAPA～あっぷる ぱぱ～

5品種(ふじ・王林・シナノスイート・つがる・きおう)のりんご100%のジュース
(180ml)10本セット※在庫状況によりセットとなる種類と内訳が異なります

冷凍

きくち覚誠堂

黒糖でつくった生地でこしあんを包み
米油で「カラッ」と揚げたお饅頭（21個入)

寄附金

15,000円

大の里 ( オオノサト )

ふじさきマフィン ( 林檎 )
冷蔵

冷蔵

アントルメ佐藤菓子店

アントルメ佐藤菓子店

りんごジュース・ジャム3種セット

ときわのこめたまとりんごソース、
マヨネーズセット D 冷蔵

ふじのりんご餡を包んだ
桃山まんじゅう（15個入）

青森リンゴ加工

りんごのほかにも
魅力の特産品が
いっぱい

ふじりんごの果実が入った
マフィン（15個入)

トキワ養鶏

八峰園のとまとジュース

生どら焼き「ジャン坊くん」2 種類
冷凍

トキワ養鶏

イシザワ菓子舗

りんごジュース(1L)×2本、りんごジャム(370g)×1個、
りんごスライスジャム(370g)×1個、いちごジャム(370g)×1個

こめたま(6個入)×2パック、りんごソース(300ml)×1本､
ウスターソース(300ml)×1本、マヨネーズ(300g)×1本

水や塩、添加物は一切加えず完熟トマト
のみ搾汁したトマトジュース（1L×6本)

ふわっとした食感と生クリームの組み合わせがおいしい生どら
焼き（小豆クリーム、キャラメル&クラッシュアーモンド各8個)

にんにく塩×3袋・黒にんにく塩×3袋

にんにくパウダー×2 袋・にんにく塩×2 袋・にんにくチップ×3 袋

お米とにんにく加工品セット（A）

お米とにんにく加工品セット（B）

常盤加工販売組合

常盤加工販売組合

常盤加工販売組合

常盤産ホワイト六片を使用したパウダー調味料と乾燥にんにくチップのセット
(にんにく塩45g入×2袋・にんにくパウダー白45g入×2袋・にんにくチップ20g×3袋)

(「つがるロマン」1.5kg×1袋、にんにくチップ20g入×2袋、黒にんにく100g入パック×2個)

(「つがるロマン」1.5kg×1袋、にんにく塩45g入×3袋、にんにくチップ20g入×3袋)

5種類のりんごジュース
各品種バラエティー20本セット

葉とらずサンふじ100%生搾りジュース
FUJI ORIGINAL

元祖ふじ プレミアム
りんごジュース 3本

元祖ふじ・王林・金星
プレミアムりんごジュース3種各1本

Apple PAPA～あっぷる ぱぱ～

テラスビジョン アップルアーク
葉とらずサンふじのストレート果汁
プレミアムジュース 1000ml×6本

ふじりんご発祥の地産のふじりんごで作った
プレミアムりんごジュース（500ml×3本)

ふじりんご発祥の地産のりんご3種(ふじ・王林・金星)で
作ったプレミアムりんごジュース(500ml×各1本)

世界のふじりんごのスィーツセット

藤崎りんごのクラフティー

いかすみシュー

町内産トマト使用 トマトみそ 5個

(にんにく塩45g入×3袋・黒にんにく塩45g入×3袋)

5品種(ふじ・王林・シナノスイート・つがる・きおう)のりんご100%の
ジュース(180ml)20本セット※在庫状況によりセットとなる種類と内訳が異なります

冷凍

きくち覚誠堂

町内産のりんごと卵を使用したスィーツ2種詰合せ
(「ふじの国かすたぁ～」「りんごのすふれ」各6個入)

常盤産「つがるロマン」とにんにく加工品のセット

常盤加工販売組合

常盤産ホワイト六片を使用したパウダー調味料のセット

テラスビジョン アップルアーク

冷凍

きくち覚誠堂

ふじりんごを使ったクラフティー
（6個入）

常盤産「つがるロマン」とにんにく加工品のセット

テラスビジョン アップルアーク

冷凍

きくち覚誠堂

「イカスミ」を練り込んだ真っ黒な
シュークリーム（12個入)

R*A BASE

濃厚なトマトのうまみと味噌がベストマッチ。和にも洋
にも使い方いろいろの万能調味料。(110g入瓶×5個)

寄附金 ２０,000円
ご近所おすそ分けパック
冷蔵

藤崎町
マスコットキャラクター

ふじ丸くん

召しませ林檎

「アスパラガス1kg」と「りんごファミリー
ドレッシング(ふじ)2本」詰合せ

津軽塗 お箸(2膳セット)

津軽塗 菓子器(小)

根岸漆器製造直売所

根岸漆器製造直売所

塗り:唐塗、サイズ:長さ約23.5cm､
素材:木製、呂上(奥)赤上(手前)

塗り:七々子塗、サイズ:直径約14cm×高さ約3.5cm､
素材:ユリア樹脂、色:赤種黒上

常盤産にんにく 無選別バラ 1kg

黒にんにくペースト (70g瓶×2本)

寄附金

３０,000円

津軽がぎっしり詰まった
バラエティセット

ジャム3種セット

中村醸造元

青森リンゴ加工

つがるロマン(5kg×1袋)、減塩昆布しょうゆ(1L×1本)､
三柑種ぽんずしょうゆ(300ml×3袋)、しょうゆコンブ(200g×3袋)

りんごジャム(370g)×4個、りんごスライスジャム(370g)×4個、
いちごジャム(370g)×1個

常盤産にんにく 無選別バラ 2kg

黒にんにくペースト

冷蔵

常盤加工販売組合

(70g瓶×5本)

常盤加工販売組合

高品質な常盤産生にんにくを
2kg箱詰

常盤産の熟成黒にんにくを
使用したペースト（70g入瓶×5本）

小玉黒ニンニク

お米とにんにく加工品セット（C）

冷蔵

常盤加工販売組合

常盤加工販売組合

常盤加工販売組合

常盤加工販売組合

高品質な常盤産生にんにくを
1kg箱詰

常盤産の熟成黒にんにくを使用したペースト
（70g入瓶×2本）

【のし付き】元祖ふじりんご
プレミアムりんごジュース 3本

【のし付き】元祖ふじ・王林・金星
プレミアムりんごジュース 3種各1本

テラスビジョン アップルアーク

テラスビジョン アップルアーク

ふじりんご発祥の地産のふじりんごで作った
プレミアムりんごジュース（500ml×3本)

ふじりんご発祥の地産のりんご3種（ふじ・王林・金星）で作った
プレミアムりんごジュース(500ml×各1本)※のし付き

町内産大豆使用 SOYナッツ 5個

りんごケーキとロースト大豆3種詰合せ

R*A BASE

R*A BASE

藤崎町産の大豆と3種のナッツ入り。小エビとねぎの
風味がアクセントのオリーブオイル漬け。(100g入瓶×5個)

藤崎町産セミドライりんごを使ったりんごケーキと藤崎町産ロースト大豆の詰合せ｡
(りんごケーキ45g3本入×2箱、ロースト大豆3種《ロースト、ミックス、キャラメリゼ》50g入×各2袋)

常盤産「つがるロマン」とにんにく加工品のセット
(「つがるロマン」450g×2袋、にんにく塩45g入×1袋、黒に
んにく塩45g入×1袋、黒にんにく100g入パック×2個）

常盤産ホワイト六片を使用した
熟成黒にんにく（約1.2kg)

寄附金

４０,000円

(150g入瓶×3本)
瓶×3本)
黒にんにくペースト(150g入

常盤加工販売組合

黒にんにく塩× 2 袋・黒にんにくパウダー× 2 袋・
黒にんにくペースト 70g × 4 本

常盤加工販売組合

常盤産の熟成黒にんにくを
使用したペースト(150g入瓶×3本)

常盤産ホワイト六片を使用した熟成黒にんにくのパウダー調
味料とペーストのセット(黒にんにく塩45g入×2袋・にんにく
パウダー黒45g入×2袋・黒にんにくペースト70g入瓶×4本)

にんにくパウダー 4 種×各 2 袋と黒にんにく
約 100g × 2 パック・黒にんにくペースト 70g ×1 本

黒にんにく塩×3袋・黒にんにくパウダー×3袋・
黒にんにく約100g×2・黒にんにくペースト70g×2

常盤加工販売組合

常盤産ホワイト六片を使用したパウダー調味料4種類と黒にんにく加工品のセット
(にんにく塩45g入・黒にんにく塩45g入・にんにくパウダー白45g入・にんにくパウダ
ー黒45g入各2袋、黒にんにく100gパック×2個、黒にんにくペースト70g瓶×1本)

常盤加工販売組合

常盤産ホワイト六片を使用した熟成黒にんにくのパウダー調味料と加
工品のセット(黒にんにく塩45g入×3袋・にんにくパウダー黒45g入×3
袋・黒にんにく100gパック×2個・黒にんにくペースト70g入瓶×2本)

寄附金
津軽塗 桜鉢菓子器

根岸漆器製造直売所

３０,000円

２０２０．
１１．
１

サンふじ・王林 贈答用 +
プレミアムりんごジュース詰合せ

津軽塗 銘々皿

根岸漆器製造直売所

テラスビジョン アップルアーク

現在

【お歳暮のし付き】サンふじ・王林 贈答用 +

プレミアムりんごジュース詰合せ

テラスビジョン アップルアーク

塗り:唐塗、サイズ:直径約20.5cm×
高さ約3.5cm、素材:ユリア樹脂、色:呂上

塗り:七々子塗、サイズ:直径約15cm×
高さ約2cm、素材:木製、色:赤種黒上

サンふじ・王林 贈答用 計9玉とプレミアムりんごジュース2種
（サンふじ・王林）500ml×各1本詰合せ

サンふじ・王林 贈答用 計9玉とプレミアムりんごジュース2種（サンふじ・
王林）500ml×各1本詰合せ ※お歳暮のし付き 受付期限2020.12.17

にんにくパウダー2種×1袋・にんにく塩2種×
1袋・黒にんにくペースト70g×
70g×2本
2本

にんにくパウダー2種×1袋・にんにく塩2種×
1袋・黒にんにく約100g×2パック

にんにく塩×2袋・黒にんにく約100g×2パック・
黒にんにくペースト70g×2本

黒にんにくペースト (150g入瓶×2本)

常盤加工販売組合

常盤加工販売組合

常盤加工販売組合

常盤加工販売組合

常盤産ホワイト六片を使用したパウダー調味料と熟成黒にんにくペーストの
セット(にんにく塩45g入・黒にんにく塩45g入・にんにくパウダー白45g
入・にんにくパウダー黒45g入各1袋・黒にんにくペースト70g入瓶×2本)

常盤産ホワイト六片を使用したパウダー調味料と熟成黒にんにくの
セット(にんにく塩45g入・黒にんにく塩45g入・にんにくパウダー白45g
入・にんにくパウダー黒45g入各1袋、黒にんにく100g入パック×2個)

常盤産ホワイト六片を使用したパウダー調味料と熟成黒に
んにくの加工品のセット(にんにく塩45g入×2袋、黒にんに
く100g入パック×2個、黒にんにくペースト70g入瓶×2本)

常盤産の熟成黒にんにくを
使用したペースト(150g入瓶×2本)

お米とにんにく加工品セット（D）

お米とにんにく加工品セット（E）

お米とにんにく加工品セット（F）

黒にんにく (100g×5パック)

常盤加工販売組合

常盤産「つがるロマン」とにんにく加工品のセット（「つがるロマン」
1.5kg×1袋、黒にんにく塩45g入×1袋、にんにくパウダー黒45g入×1袋、
黒にんにく100g入パック×2個、黒にんにくペースト70g入瓶×2本)

常盤加工販売組合

常盤産「つがるロマン」とにんにく加工品のセット（「つがるロマン」1.5kg
×1袋、にんにく塩45g入・黒にんにく塩45g入・にんにくパウダー白45g入・
にんにくパウダー黒45g入各1袋、、黒にんにくペースト70g入瓶×2本)

寄附金 ５０,000円
津軽塗 菓子器 ( 蓋付 )

常盤加工販売組合

常盤産「つがるロマン」とにんにく加工品のセット（「つがる
ロマン」450g×2袋、にんにくパウダー白45g入・にんにくパウ
ダー黒45g入各2袋、黒にんにくペースト70g入瓶×2本)

寄附金 10０,000円

津軽塗 菓子器 ( 大 )

常盤加工販売組合

常盤産ホワイト六片を使用した熟成
黒にんにく(100g入パック×5個)

にんにくパウダー4種×各2袋

りんごの木箱で作ったキャビネット &
青森県産無添加りんごジュース 6 本セット

常盤加工販売組合

根岸漆器製造直売所

根岸漆器製造直売所

テラスビジョン アップルアーク

塗り:唐塗、サイズ:直径約18cm×
高さ約9cm、素材:ユリア樹脂、色:呂上

塗り:七々子塗、サイズ:横約27cm×縦約18cm×
高さ約2cm、素材:天然木材、色:赤上

りんごの木箱をリメイクした猫の遊び場にもなるキャビネットと
無添加りんごジュース(1000ml×6本)のセット

黒にんにくペースト (150g 入瓶× 5 本 )

津軽塗 お椀・お箸 (2 組セット )

津軽塗 茶たく(5枚セット)

常盤加工販売組合

常盤産の熟成黒にんにくを使用した
ペースト（150g入瓶×5本)

根岸漆器製造直売所

お椀 塗り:唐塗、サイズ:直径約11.5cm×高さ約6cm､
素材:木製、色:呂上(左)・赤上(右) お箸 塗り:唐塗、
サイズ:長さ約23.5cm、素材:木製、色:呂上(奥)・赤上(手前)

根岸漆器製造直売所

塗り:唐塗、サイズ:直径約11.5cm×高さ約1.5cm、素材:木
製、色:呂上

常盤産ホワイト六片を使用したパウダー調味料4種類
のセット(にんにく塩45g入・黒にんにく塩45g入・にんに
くパウダー白45g入・にんにくパウダー黒45g入各2袋)

寄附金 25０,000円
ふじのりんごの木一年間
オーナー権

Apple PAPA～あっぷる ぱぱ～

あなただけのりんごの木を1年契約（わい化 ふじ 10
年木)。11月上旬に収穫体験可能。来られない場合は
Apple PAPA が責任を持って宅配します。

ことしは「ふじ」生 誕 8 0 年
○「ふじ」の生い立ち
1939年(昭和14年)、農林省園芸試験場東北支場(当時は藤崎町に所在)のほ場にあった「国光(こっこう)」に、
へいか

青森県苹
青森県
苹果試験場(現在の青森県産業技術センターりんご研究所)から提供された「デリシャス」の花粉を交配して得
た種子を翌年播種してできた実生が始まりです。
1962年に市場デビュー後優れた食味と貯蔵性の高さから徐々に品種更新が進み、1982年に青森県の生産量トッ
プとなりました。その後品種改良により見た目の美しさと抜群の食味を兼ね備えた「ふじ」は消費者の圧倒的な支持
を得て、現在は約5割のシェアを占めています。また生産量が世界の半分近くになる中国では約6割のシェアを占め
る等世界各国でも栽培されており、「ふじ」は今や 世界で最も生産されているりんご となっています。

○「ふじ」と「サンふじ」の違い
「ふじ」と「サンふじ」、元々同じ品種ですが、栽培方法により下のような違いがあり、区別されています。
ふじ
共

通

サンふじ
(母）国光 × （父）デリシャス

晩生種

収穫時期

10月下～11月上旬

11月上～中旬

栽培方法

有袋栽培（袋掛けする)

無袋栽培（袋掛けしない)

販売時期の目安

翌年

味

蜜 入 り
貯 蔵 性

11月上旬～翌年４月

350g程度で果皮の色は
鮮やかな紅色。

見 た 目

食

４月～８月

「ふじ」と同様だが紅色の
縞(しま)が入る。

シャキシャキとした食感で果汁が多く甘酸のバラン
スに優れている。より果皮が薄く皮ごと食べやすい。
糖度は「サンふじ」にやや劣る。
やや少ない
高い。収穫後専用冷蔵庫に保管され翌春から販
売される。

「ふじ」だけじゃない!!
つがる

早生種（収穫時期:9月上～中旬）
300g程度で果皮には紅色の他に鮮やか
な紅色の縞(しま)が入る。
青森県での生産量は「ふじ｣､「王林」に次いで多い。北
国の短い夏の終わりとともに、真っ赤に色づいた「つが
る」の収穫は始まります。したたるような果汁の多さと優
しい甘さは、食べるとホッとする味。

早生ふじ

中生種（収穫時期:9月末～10月上旬）
「ふじ」の枝替わりや交雑実生。「早生
ふじ」とは総称で「ひろさきふじ」「ほの
か」「やたか」等のことを指す。
早生ふじの代表格「ひろさきふじ」は「ふじ」によく似た
食味で糖度が高く、蜜も入ることから評判の良い品種です。
果肉は「ふじ」よりやや軟らかめで酸味は控えめです。

紅玉

中生種（収穫時期:10月中旬）
240g程度で果皮は鮮やかな濃い紅色。
果肉はち密で、甘酸っぱさが魅力。デザー
ト、料理用として人気が高い。
「ふじ」が一大品種として育つ以前の「国光」と並ぶ青
森県産りんごの二大看板。甘い果物が主流の現代で甘酸っ
ぱい味が再評価されています。アップルパイにも最適。

「ふじ」と同様だが、より糖度が高い。
多い
比較的高いが「ふじ」には劣る。

藤崎町産りんご
きおう（黄王）

早生種（収穫時期:8月末～9月上旬）
300g程度で果皮は黄色で光沢がある。
果肉は硬めで果汁が多く甘みと酸味のバラ

ンスがいい。
名前の由来は「黄色いりんごの王様｣。食べると甘さが
口いっぱいに広がります。果汁が豊富で独特の風味があ
り、「和梨を食べているみたい！」と表現する人も。

とき

中生種（収穫時期:10月上旬）
350g程度で果皮は黄色でほんのり朱色
がかることも。果汁が多く甘みと酸味が調
和が素晴らしく、王林譲りの香りの良さも特徴。
偉大な両親（(母)王林×(父)ふじ）の良いところを引き継
いだ食味の良さは太鼓判。旬が短く「今しか逢えないプレ
ミアムな黄色」というキャッチフレーズがついています。

王林

晩生種（収穫時期:10月末～11月上旬）
300g程度で果皮は緑黄色。果肉はやや硬
めでち密。果汁豊富で酸味がほとんどなく、
甘みと独特と香りの良さが特徴。
黄色系りんごのパイオニア的存在で、青森県内生産量は
「ふじ」に次いで多い。甘さとさわやかな香りがヨーグルト
の酸味と合うので、一緒に食べるのがおすすめ。
記事参考・画像提供：(一社)青森県りんご対策協議会

藤崎町ふるさと寄附（ふるさと納税）とは
みなさまの「ふるさと」に対する、貢献したい、応援したという思いを寄附金という形で実現できる制度です。
寄附をしていただきますと、一定部分の金額が所得税やお住まいの自治体の住民税から控除されます。

ふるさと寄附の申込方法
ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」、
「さとふる」から
お申込みいただくか、以下の手続によりお申込みください。
①藤崎町ふるさと寄附申込書の提出。
※申込書は町ホームページからダウンロードできます。
【提出方法】郵便・FAX・電子メール

ふるさと寄附金の活用
皆さまからいただいた寄附金は次のような
取組に活用させていただきます
※①～⑤の中から1つお選びください。
未来を担う子ども達の育成に関する事業

②折り返し藤崎町から納付案内・納付書等を送付します。

産業の振興に関する事業

③送付された納付書等により金融機関でお支払いください。

健康増進及び福祉の向上に関する事業

④入金確認後、藤崎町から受領を証明する書類等を郵送い

スポーツ及び文化の振興に関する事業

たします。(当町からの寄附金の受領を証明する書類は、

その他町長が必要と認める事業

確定申告の際に必要となりますので大切に保管ください｡)

藤 崎 町 の 紹 介
つがる市
五所川原市
鶴田町
弘前市

板柳町

青森市

田舎館村 黒石市

藤崎町は、青森県津軽平野のほぼ中央に位置し、総面積は 37.29 平方キロメー
トルで、町域には山岳・原野がなく、農業に適した肥沃な土壌に恵まれています。
気候は津軽平野の中で比較的温暖で、水と緑に囲まれた豊かな自然が四季折々
に彩りを添えるなど、変化に富んでいます。

春 岩木山とりんごの花と五能線

夏 平川河川敷から見る花火
冬 岩木山と平川の白鳥

秋 岩木山と稲穂
<問合せ先・送付先>

藤崎町役場

財政課

管財係

〒038-3803 青森県南津軽郡藤崎町大字西豊田一丁目１番地
【ＴＥＬ】0172-88-8248(直通） 【ＦＡＸ】0172-75-2515 【Mail】kanzai@town.fujisaki.lg.jp
【町ホームページ】http://www.town.fujisaki.lg.jp/
【観光情報サイト】http://fujisaki-kanko.jp/
【ふるさと納税サイト】ふるさとチョイス http://www.furusato-tax.jp/
さとふる http://www.satofull.jp/

