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長野県 佐久穂町

〔ＹＹ－０１〕信州特産！！「
国産純粋天然はちみつアカシア
」

10,000円

100％信州産！佐久穂町の天然
アカシアのハチミツです。クセ
のないアッサリとした優しい甘
みが魅力。アカシアの花の香り
が口いっぱいに広がります。…

〔ＳＲ－０１〕信州佐久リゾー
トゴルフ倶楽部プレー代優待券

35,000円

八ヶ岳北麓の標高１千ｍ。澄ん
だ空気と高い戦略性尾崎将司氏
（ジャンボ尾崎）＆佐藤謙太郎
氏の「MKコンビ」が巧みに創造
した本格的林間コース。澄ん…

〔ＫＨ－０２〕信州きたやつハ
ムセット厳選１４品セット

50,000円

佐久穂町に生まれて31年目北八
ヶ岳がきたやつハムの元です自
社、地場の豚を使ったハムソー
セージが自慢です2013年DLG（
ドイツ農業協会）国際ハム・…

〔ＫＨ－０５〕信州きたやつハ
ムセット厳選８品セット

30,000円

佐久穂町に生まれて31年目北八
ヶ岳がきたやつハムの元です。
自社、地場の豚を使ったハムソ
ーセージが自慢です。2013年DL
G（ドイツ農業協会）国際ハ…

〔ＫＨ－１５〕信州きたやつハ
ムセット厳選５品セット

10,000円

佐久穂町に生まれて31年目。北
八ヶ岳がきたやつハムの元です
。自社、地場の豚を使ったハム
ソーセージが自慢です。2013年
DLG（ドイツ農業協会）国際…

〔ＹＯ－１０〕八千穂に乾杯！
セット

10,000円

八千穂で栽培された酒米「ひと
ごこち」で造られた、柔らかな
口当たりのお酒と、信州サーモ
ンしらかばスモークをセットに
しました。ゆっくりと杯を傾…

〔ＡＫ－０１〕「季節の果物狩
り体験券」１枚

10,000円

信州百名山の一つ、茂来山の麓
に広がる気持ちの良い果樹園で
、アンズ、ブルーベリー、プル
ーン、リンゴ等、旬の果実の収
穫をお楽しみください。収穫…

さくほの贈りもの（ギフト）９
枚＋季節の果物狩り体験券１枚

110,000円

「さくほの贈りもの」1～8から
お選びいただけます。※カタロ
グ「さくほの贈りもの」をお届
けします。希望の商品を選択し
同封のハガキにご記入の上、…

さくほの贈りもの（ギフト）１
８枚＋季節の果物狩り体験券１
枚＋その他お礼の品

300,000円

「さくほの贈りもの」1～8から
お選びいただけます。※カタロ
グ「さくほの贈りもの」をお届
けします。希望の商品を選択し
同封のハガキにご記入の上、…

〔ＹＯ－１２〕「さくほの恵み
ギフトＰＲＥＭＩＵＭ」１枚

20,000円

さくほの恵みギフトPREMIUMは
、信州南佐久さくほの特選カタ
ログギフトです。千曲川上流域
、北八ヶ岳山麓の豊かな陽光と
湧水で育てられた、旬のリン…

〔ＬＦ－０１〕ｌｅｈｔｉハー
ブティ「高原の光と風」２包入
り

5,000円

《とにかく元気を出したいとき
に》レモンの香りとペパーミン
トの爽快感を楽しんでいただく
ブレンドです。「目覚めの一杯
」としてもおすすめです。《…

〔ＬＦ－０２〕ｌｅｈｔｉハー
ブティ「森林浴」２包入り

5,000円

《眠いけど、まだまだがんばり
たいあなたに》すっきりリフレ
ッシュして思考をシャープにし
たいときに、ぜひお試しを。《
ブレンド内容》＊ラベンダー…
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〔ＬＦ－０３〕ｌｅｈｔｉハー
ブティ「月の光に包まれて」２
包入り【春夏限定】

5,000円

《素敵な朝を迎えるために》緊
張や不安を和らげるハーブを集
めました。眠りにつく１時間ほ
ど前に飲むと、きっと安眠でき
ますよ。《ブレンド内容》＊…

〔ＬＦ－０４〕ｌｅｈｔｉハー
ブティ「ひだまりの夢」２包入
り

5,000円

《ほっこりのんびりゆったり気
分》太陽の色した甘夏ピールを
たっぷり入れて、気持ちが落ち
着くブレンドを作りました。仕
事を終えたあとのリラックス…

〔ＬＦ－０５〕ｌｅｈｔｉハー
ブティ「大地の祈り」２包入り

5,000円

《ブレンド内容》＊ホーリーバ
ジル＊マロウ花が咲いた形のま
ま乾燥しました。お湯の中に浮
かぶ花を、目でもお楽しみいた
だけます。【取り扱い業者】…

〔ＬＦ－１１〕ｌｅｈｔｉハー
ブティ「高原の光と風」１０包
入り

10,000円

《とにかく元気を出したいとき
に》レモンの香りとペパーミン
トの爽快感を楽しんでいただく
ブレンドです。「目覚めの一杯
」としてもおすすめです。《…

〔ＬＦ－１２〕ｌｅｈｔｉハー
ブティ「森林浴」１０包入り

10,000円

《眠いけど、まだまだがんばり
たいあなたに》すっきりリフレ
ッシュして思考をシャープにし
たいときに、ぜひお試しを。《
ブレンド内容》＊ラベンダー…

〔ＬＦ－１３〕ｌｅｈｔｉハー
ブティ「月の光に包まれて」１
０包入り【春夏限定】

10,000円

《素敵な朝を迎えるために》緊
張や不安を和らげるハーブを集
めました。眠りにつく１時間ほ
ど前に飲むと、きっと安眠でき
ますよ。《ブレンド内容》＊…

〔ＬＦ－１４〕ｌｅｈｔｉハー
ブティ「ひだまりの夢」１０包
入り

10,000円

《ほっこりのんびりゆったり気
分》太陽の色した甘夏ピールを
たっぷり入れて、気持ちが落ち
着くブレンドを作りました。仕
事を終えたあとのリラックス…

〔ＬＦ－１５〕ｌｅｈｔｉハー
ブティ「大地の祈り」１０包入
り

10,000円

《ブレンド内容》＊ホーリーバ
ジル＊マロウ花が咲いた形のま
ま乾燥しました。お湯の中に浮
かぶ花を、目でもお楽しみいた
だけます。【取り扱い業者】…

〔ＬＦ－２１〕ｌｅｈｔｉハー
ブティ「高原の光と風」２０包
入り

16,000円

《とにかく元気を出したいとき
に》レモンの香りとペパーミン
トの爽快感を楽しんでいただく
ブレンドです。「目覚めの一杯
」としてもおすすめです。《…

〔ＬＦ－２２〕ｌｅｈｔｉハー
ブティ「森林浴」２０包入り

16,000円

《眠いけど、まだまだがんばり
たいあなたに》すっきりリフレ
ッシュして思考をシャープにし
たいときに、ぜひお試しを。《
ブレンド内容》＊ラベンダー…

〔ＬＦ－２３〕ｌｅｈｔｉハー
ブティ「月の光に包まれて」２
０包入り【春夏限定】

16,000円

《素敵な朝を迎えるために》緊
張や不安を和らげるハーブを集
めました。眠りにつく１時間ほ
ど前に飲むと、きっと安眠でき
ますよ。《ブレンド内容》＊…

〔ＬＦ－２４〕ｌｅｈｔｉハー
ブティ「ひだまりの夢」２０包
入り

16,000円

《ほっこりのんびりゆったり気
分》太陽の色した甘夏ピールを
たっぷり入れて、気持ちが落ち
着くブレンドを作りました。仕
事を終えたあとのリラックス…
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長野県　佐久穂町

〔ＬＦ－２５〕ｌｅｈｔｉハー
ブティ「大地の祈り」２０包入
り

16,000円

《ブレンド内容》＊ホーリーバ
ジル＊マロウ花が咲いた形のま
ま乾燥しました。お湯の中に浮
かぶ花を、目でもお楽しみいた
だけます。【取り扱い業者】…

〔ＲＳ－０４〕農園にお任せ旬
のリンゴ５ｋｇ入り贈答箱【限
定５０箱】

15,000円

北八ヶ岳の麓、八千穂高原で、
リンゴとプルーン、リンゴジュ
ースを40年前より有機肥料と減
農薬栽培で生産している農家で
す。日照時間は果樹栽培に適…

〔ＲＳ－０１〕美しい北八ヶ岳
の農園で「りんごの木のオーナ
ー」！【限定１０本】

75,000円

【限定１０本】北八ヶ岳の麓、
八千穂高原にある気持ちのよい
リンゴ園です。農園主の須田治
男さんと初夏から花摘み、摘果
、葉摘み体験。秋には収穫を…

〔ＲＳ－０２〕ＳａｋｕｈｏＴ
ｅｒｒｏｉｒＬｅＰｏｍｍｅｄ
ｕＭｏｕｓｓｅ＿シードル２…

20,000円

りんごやSUDAの酸味のきいた紅
玉、厚みのあるサンふじ、ジュ
ーシーなシナノゴールド等10種
のりんごを使用し「ヴィラデス
トワイナリー」にフランス、…

〔ＲＳ－０３〕シードル＆プル
ーンとリンゴのリキュール詰合
せ【限定３０箱】

16,000円

【限定30箱】◆シードルりんご
やSUDAの酸味のきいた紅玉、厚
みのあるサンふじ、ジューシー
なシナノゴールド等10種のりん
ごを使用し「ヴィラデストワ…

〔ＫＨ－０１〕きたやつ生ハム
（自社生産豚骨付きもも生ハム
）１年熟成

250,000円

今年も生ハムが順調に熟成して
おります。モデルはスペインの
本格的生ハム「ハモンセラーノ
」。自社生産豚骨付きもも肉を
使用。お好みにスライスして…

〔ＫＳ－０３〕アルストロメリ
ア【生花】＿花農家直送品Ｃ（
多少茎の曲がりあり・花丈７…

15,000円

花卉農家・工藤誠一さんの畑か
らの直送のアルストロメリアの
生花です。・白系統、黄色系統
、ピンク系統を中心に花色をミ
ックスします。・多少茎の曲…

〔ＫＨ４－１〕信州きたやつハ
ムセットバラエティセット

15,000円

八千穂に湧く軟水と天然塩で、
手間暇かけてお肉のおいしさを
引き出した”きたやつの味”は
、パーティーやおもてなしにピ
ッタリ。2013年DLG（ドイツ農
…

〔ＫＵ－０２〕井筒長日本酒の
みくらべ

30,000円

千曲川最上流の蔵元。冷涼な気
候、澄んだ空気、そして良質な
千曲川の伏流水を生かし長野県
産米で醸した個性豊かな日本酒
の詰め合わせ。特製の粕漬け…

〔ＫＵ－０３〕井筒長蔵元手造
り〝甘酒″１８０ｍｌ×２０本

14,000円

地元産米を中心に長野県産米で
造った清酒用米麹のみを使用し
、すっきりとしたお米の甘味の
やさしい甘酒です。ノンアルコ
ールで添加物･糖類などは一…

〔ＫＵ－０４〕蔵元仕込水〝信
州八千穂の湧水″２Ｌ×１０本

10,000円

北八ヶ岳山麓・千曲川最上流の
蔵元清酒井筒長の醸造用仕込水
。千曲川と八ヶ岳の恵みを受け
た蔵内の深井戸2本から湧き出
でる水をブレンドしボトリン…

〔ＹＧ－０４〕大石川の恵みセ
ット０４

13,000円

人気の信州サーモン、新たな名
物信州大王イワナ、川魚の王者
イワナ！大石川の清流育ちの川
魚を、スモークや地元の名産品
で味付けしたバラエティ豊か…
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長野県　佐久穂町

〔ＹＧ－０５〕大石川の恵みセ
ット０５〈人気の信州サーモン
など５品〉

13,000円

大石川の清流が育てた魚のおい
しさを、職人技のスモークや、
地元の味噌・糀で引き立てまし
た。おつまみにぴったりのジャ
ーキーも加わって、一層味わ…

〔ＹＧ－０６〕信州大王イワナ
刺身用

10,000円

山深い湖で悠然と泳ぐ大イワナ
、そんなイメージで名付けられ
た「信州大王イワナ」は新しい
長野県の特産品です。透き通る
ような白身は淡麗なのに旨味…

〔ＹＧ－０７〕信州サーモン「
醸師（ＫＡＭＯＳＨＩ）」シリ
ーズ

17,000円

信州生まれの信州サーモンと、
新たな名物信州大王イワナ。さ
らに信州サーモンをダイスカッ
トにして漬け込んだ「醸師(KAM
OSHI)」シリーズが仲間入り…

〔ＹＧ－０８〕信州サーモン「
醸師（ＫＡＭＯＳＨＩ）」セッ
ト

10,000円

信州サーモンをダイスカットに
して漬け込んだ「醸師(KAMOSHI
)」シリーズが仲間入りしまし
た!ユッケ・塩糀漬け・オリー
ブオイル漬けの3種セット、是
…

〔ＹＯ－０１〕黒澤酒造ヴイン
テージ

30,000円

地元・黒澤酒造の純米吟醸と米
焼酎のヴィンテージをセットに
しました。酒造りの技と時の経
過によって醸しだされる深い味
わいをご堪能ください。《黒…

〔ＹＫ－０１〕天然醸造みそ２
種４㎏と本醸造しょうゆ２種セ
ット

13,000円

天然醸造みそは、原料にこだわ
り長野県産米こうじと長野県産
大豆、天日塩だけで仕込み、約
一年間じっくりと熟成させたコ
クと旨みの深い吟醸味噌です…

〔ＹＫ－０２〕天然醸造みそ２
種１㎏×４個セット

10,000円

信州佐久穂町の水源地の水を使
い、原料にこだわり長野県産米
こうじと長野県産大豆、天日塩
だけで仕込み、約一年間じっく
りと熟成させたコクと旨みの…

〔ＹＫ－０３〕糀だけで造った
甘酒５２０ｇ６本セット

10,000円

信州佐久穂町の水源地の水と長
野県産米100％使用の優良な糀
だけで造ったこうじ甘酒です。
保存料・砂糖類無添加、アルコ
ール分0％のストレートタイプ
…

〔ＹＫ－０４〕糀だけで造った
甘酒２本と天然醸造みそ２種セ
ット

10,000円

信州佐久穂町の水源地の水と長
野県産米100％使用の優良な糀
だけで造ったこうじ甘酒です。
保存料・砂糖類無添加、アルコ
ール分0％のストレートタイプ
…

〔ＹＫ－０５〕天然醸造みそ２
種と本醸造しょうゆ２種セット

10,000円

天然醸造みそは、原料にこだわ
り長野県産米こうじと長野県産
大豆、天日塩だけで仕込み、約
一年間じっくりと熟成させたコ
クと旨みの深い吟醸味噌です…

〔ＫＨ３－２〕信州きたやつハ
ムセットお試しセット

10,000円

ウインナー4種とスライスロー
スハム・ベーコンのお試しセッ
ト。きたやつハム渾身のウイン
ナー全種を食べ比べできます。
スライスしたロースハムとベ…

〔ＫＨ３－１〕信州きたやつハ
ムセット基本セット

10,000円

八千穂に湧く軟水と天然塩で、
手間暇かけてお肉のおいしさを
引き出した”きたやつの味”は
、パーティーやおもてなしにピ
ッタリ。DLG受賞商品をお手頃
…
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〔ＫＨ２－１〕信州きたやつハ
ムセットプチギフトセット

8,000円

豚肉と八千穂高原の湧き水で丁
寧につくったウインナー3種と
、食べきりサイズのベーコンハ
ーフをセットにしたギフトセッ
トです。気さくな集まりの手…

〔ＫＨ５－２〕信州きたやつハ
ムセット生ハム・サラミセット

18,000円

新商品となる生ハムとイタリア
風ベーコン、サラミのセット。
生ハムは、イタリア風豚肩ロー
ス生ハム『コッパ』、ももの芯
を贅沢に使った、ドイツ風豚…

〔ＹＯ－１３〕信州南佐久から
贈るカタログギフト白駒の郷ギ
フト１セット

20,000円

信州南佐久白駒の郷ギフトは、
長野県南佐久郡佐久穂町と小海
町が共同認定したお品物を収録
したカタログギフトです。数百
年の年輪を刻むコメツガ、ト…

湖底浪漫（日本酒）

10,000円

【小海町との共通返礼品】数量
限定！！小海町でしか飲めない
日本酒『湖底浪漫』標高1,123
ｍにある松原湖で結氷した湖底
に、一冬低温熟成させた日本…

〔ＣＨ－００〕「さくほの贈り
もの」ギフト１枚

11,000円

「さくほの贈りもの」８つの商
品から選べます。※カタログ「
さくほの贈りもの」をお届けし
ます。希望する商品の番号を同
封のハガキにご記入いただき…

〔ＣＨ－０１〕相馬醤油のこだ
わりセット

10,000円

こだわりのみそは、県内産大豆
10に対し県内産米12の割合で麹
にして仕込み、約１年間天然発
酵、熟成させた吟醸限定品です
。

〔ＣＨ－０２〕きたやつハム詰
合せセット

10,000円

10日間塩水に漬け込み旨味を引
き出した肉を、豊かな自然のな
かで丁寧に加工した究極の味わ
い。本場ドイツを彷彿とさせる
味わいをご堪能ください。

〔ＣＨ－０３〕さくほーめんセ
ット

10,000円

佐久穂町産のお米を使用し、佐
久穂町産馬鈴薯のでんぷんのみ
で作った麺（さくほーめん）。
もちもち食感をお楽しみくださ
い。

〔ＣＨ－０４〕２種類のリンゴ
ジュースセット

10,000円

昼夜の寒暖の差がある八千穂高
原の清風と、有機肥料を主体と
したミネラル豊富な土壌で育っ
たリンゴを使用しております。

〔ＣＨ－０５〕２種類の果汁ジ
ュースセット

10,000円

鉄分が豊富で栄養価も高い太陽
の果実、もぎたてのプルーンで
作ったジュース。地元産のみで
作ったブルーベリージュースも
ご賞味ください。

〔ＣＨ－０６〕老舗の銘菓詰合
せ

10,000円

白あん入りの「十石峠」、カス
タードクリーム入りの「乙女の
滝」。佐久穂町の景勝地にちな
んだ手作りお菓子です。

〔ＣＨ－０７〕新鮮野菜セット

10,000円

佐久穂の大地で高原の清涼な空
気の元、清らかな水で大切に育
てた新鮮な野菜をお楽しみくだ
さい。※野菜は旬により内容が
異なりますので写真の見本と…



ふるさと納税お礼の品一覧

このカタログに掲載されている情報は           年       月       日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。  powered by ふるさとチョイス2021 08 03

長野県　佐久穂町

〔ＣＨ－０８〕太陽の恵みをい
っぱいに受けた佐久穂の「はぜ
かけ米」

10,000円

高原の太陽をいっぱい浴び、千
曲川の名水で育った佐久穂町産
コシヒカリ。「はぜ」にかけ天
日干ししました。

〔ＹＭ－０１〕期間限定！生ブ
ルーベリー特選品１ｋｇ（２５
０ｇ×４Ｐ）【限定１５箱】

10,000円

【先行予約受付】【限定15箱】
吉本ブルーベリー園は、長野県
佐久穂町にあるブルーベリー農
園です。八ヶ岳の澄んだ水、高
原の清涼な空気、太陽の恵み…

〔ＩＶ－０１〕季節の野菜詰め
合わせセット

10,000円

北八ヶ岳山麓標高900ｍ高原の
太陽と、美味しい水で育った無
農薬無化学肥料栽培の野菜の詰
め合わせです。いそベジ農場で
は年間50品種の野菜を栽培し…

〔ＮＫ－０１〕北八ヶ岳野菜セ
ット～畑からの贈り物～（Ｓサ
イズ）

10,000円

佐久穂町は晴天率が高く、水源
地もあり、野菜が光合成するの
に欠かせない太陽の光と、豊か
な水に恵まれています。湿気が
少なく、冷涼な気候で、朝晩…

〔ＮＫ－０２〕北八ヶ岳野菜セ
ット～畑からの贈り物～（Ｍサ
イズ）

11,000円

佐久穂町は晴天率が高く、水源
地もあり、野菜が光合成するの
に欠かせない太陽の光と、豊か
な水に恵まれています。湿気が
少なく、冷涼な気候で、朝晩…
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