
ふるさと納税お礼の品一覧

ふるさとチョイス

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2022 11 11

長野県 佐久穂町

しらかばちゃん植林カップ（YA-07）

5,000円
しらかばちゃんと佐久穂の森から考えるプロジェ
クト【容量】１個

【商品詳細】
高さ：96mm

常温 時間指定

りんごジュース2本セットギフトBOX入り
贈答用〔SU-03〕
6,000円
満点☆青空レストランで紹介されました！【容量
】・果汁100％りんごジュース（1000ml×2本：ギ
フトBOX入り）

常温 時間指定

果実ジャム3種詰合せ〔SU-01〕

7,000円
満点☆青空レストランで紹介されました！【容量
】・りんごジャムシナノゴールド（150g×1個）
・りんごジャム紅玉（150g×1個）
・プルーンジャム（150g×1個）
※シナノゴールドがない場合秋映ジャムになりま

常温 時間指定

特選！朝摘みブルーベリー箱詰め２５０
ｇ×４パック計１ｋｇ×１箱〔YU-02〕
8,000円
ギフトに喜ばれています！フレッシュなブルーベ
リーは喜ばれます【容量】２５０ｇ×４P計１ｋ
ｇ

冷蔵 時間指定

ありがさん家の旬の野菜セット【Sサイ
ズ】標高1000メートルからお届け〔…
8,000円
旬を大切にし農薬不使用で肥料にもこだわった、
栄養価の高い野菜をお届け【容量】6月～7月はサ
ラダ向き葉物中心、10月～12月は葉物と根菜中心
で、10種類程度の2~3人家族向け

常温 冷蔵 日指定 時間指定

稜線フリーカップー和やかの山からーゴ
ールド〔YA-03〕
8,000円
工房のある和やか（にこやか）の山からの眺めを
絵付けしたフリーカップ【容量】１個

時間指定

稜線フリーカップシルバーー和やかの山
からー〔YA-04〕
8,000円
工房のある和やか（にこやか）の山からの眺めを
絵付けしたフリーカップ【容量】１個

時間指定

稜線フリーカップブルーー和やかの山か
らー［YA-05］
8,000円
工房のある和やか（にこやか）の山からの眺めを
絵付けしたフリーカップ【容量】１個

時間指定

稜線フリーカップピンクー和やかの山か
らー［YA-06］
8,000円
工房のある和やか（にこやか）の山からの眺めを
絵付けしたフリーカップ【容量】１個

時間指定
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長野県　佐久穂町

ジュース＆ドライフルーツセット〔SU-0
4〕
9,000円
満点☆青空レストランで紹介されました！【容量
】・果汁100％りんごジュース（1L）
・完熟プルーンジュース（720ml）
・ドライプルーン（30g×2個）
※プルーンジュースが売り切れの場合、りんごジ

常温 時間指定

〔CH-02〕きたやつハム詰合せセット

10,000円
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【容量】粗挽きウインナ
ー120g
ポークウインナー120g
ベーコン100g

冷蔵 時間指定

〔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。【容量】コシヒカリ精米５㎏

常温

いでさん家の令和４年新米あきたこまち
10kg〔早期予約〕〔ID-01〕
10,000円
信州産の新米をお召し上がりください【容量】10
キロ袋１つ

常温 時間指定

令和４年産新米有機栽培米あきたこまち
５kg〔MA-01〕
10,000円
和食にぴったりふっくらもちもち新米をお届け【
容量】あきたこまち白米５ｋｇ１袋

常温 時間指定

令和４年産新米有機栽培米あきたこまち
玄米５kg〔MA-03〕
10,000円
和食にぴったりふっくらもちもち新米をお届け【
容量】あきたこまち玄米５ｋｇ１袋

常温 時間指定

北八ヶ岳山麓の美味しい水と国産小麦で
作る、毎日食べたいパンセット〔T…
10,000円
信州南佐久からこだわりパンをお届け【容量】１
２個

冷凍 時間指定

【今完熟です！】黄金に輝くシナノゴー
ルド３キロ贈答用【限定10箱】〔S…
10,000円
果汁たっぷりの注目株黄金に輝くシナノゴールド
【容量】３キロ贈答箱（玉数８～10玉前後）
→玉数は農園にお任せください。

常温 時間指定

高原の畑でブルーベリー摘み取り体験（
ブルーベリーお土産1キロ付き）〔…
10,000円
家族連れが訪れ、収穫を楽しむ笑顔が励みです【
容量】摘み取り体験チケット1枚につき、お一人
様体験可能
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長野県　佐久穂町

〔AK-02〕特選！朝摘み生ブルーべリー
１箱（250ｇ×4P）【限定10箱】
10,000円
夏空の青に似合う濃い青紫色のブルーベリーをお
届けします【容量】250ｇ×4パック計1kg

冷蔵 時間指定

〔YM-01〕期間限定！生ブルーベリー特
選品１kg（250g×４P）【限定10箱】
10,000円
ギフトに喜ばれています【容量】250g×４P

冷蔵

高見澤プルーン園にお任せ！摘みたてプ
ルーン約2kg×1箱【限定30箱】【先…
10,000円
厳しい目で選び抜いた高品質のプルーンを、一番
美味しい状態で全国へ産地直送【容量】500g×4
パック1箱×約2kg

冷蔵 時間指定

【再々追加掲載！】農家にお任せ！旬の
採れたて生プルーン【期間限定】…
10,000円
実にまとう白い粉は新鮮な証拠。軽く洗ってお召
し上がりください【容量】プルーン２キロ１箱（
約500ｇ×４パック）
１パック約５個～12個
※品種により、個数は異なります。

冷蔵 時間指定

プルーン三昧セット〔SU-02〕

10,000円
満点☆青空レストランで紹介されました！【容量
】・プルーンジュース720mlx１本
・ドライプルーン30g×3パック
・完熟プルーンジャム150g×2個

常温 時間指定

〔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前
菜にぴったりのサーモンです【容量】「醸師(KAM
OSHI)」
信州サーモンユッケ100g×1
信州サーモン塩麹漬け100g×1

冷蔵 冷凍 時間指定

〔YO-10〕八千穂に乾杯!セット

10,000円
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。【容量】＜八千
穂漁業＞
信州サーモンしらかばスモーク100ｇ×1パック
＜黒澤酒造＞

冷蔵 時間指定

〔CH-07〕新鮮野菜セット

10,000円
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。【容量】

冷蔵 時間指定

〔NK-01〕信州北八ヶ岳からお届け～畑
から直送お野菜セット～（２～３人…
10,000円
信州北八ヶ岳からお届け～旬の野菜セット～【容
量】旬の旨み野菜が10種類前後入りますSサイズ
２～３人前

冷蔵 時間指定
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長野県　佐久穂町

〔CH-04〕2種類のリンゴジュースセット

10,000円
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。【容量】紅玉ジュ
ース1000ml
りんごジュース1000ml

常温 時間指定

〔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。【容量】プルーン
ジュース1000ml
ブルーベリージュース1000ml

常温 時間指定

〔CH-06〕老舗の銘菓詰合せ

10,000円
佐久穂町の景勝地にちなんだ手作りお菓子です。
【容量】乙女の滝5個
十石峠5個

常温 時間指定

〔CH-03〕さくほーめんセット

10,000円
お米と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。【容量】玄
米麺120g×2包2袋
米粉麺120g×2包2袋

常温 時間指定

〔CH-01〕相馬醤油のこだわりセット

10,000円
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、熟成させた吟醸限定品です【容量】みそ
１㎏
しょうゆ500ml
あます500ml

常温 時間指定

〔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
。収穫時期が同じものは、果物を組み合わせるこ
ともできます。※季節の果物狩り券をお持ちの…

大自然に囲まれながら、子育てができる
町立保育園応援＋しらかばちゃん…
10,000円
信州やまほいく認定保育園に通う子供たちを応援
！【容量】しらかばちゃんカップ１個

【返礼品詳細】
こちらの「しらかばちゃん植林カップ」をお選び

常温 時間指定

大自然に囲まれながら、子育てができる
町立保育園応援＋lehtiハーブティ…
10,000円
信州やまほいく認定保育園に通う子供たちを応援
！【容量】lehtiハーブティ「高原の光と風」2包
入り

【返礼品詳細】

常温 時間指定

大自然に囲まれながら、子育てができる
町立保育園応援＋lehtiハーブティ…
10,000円
信州やまほいく認定保育園に通う子供たちを応援
！【容量】lehtiハーブティ「ひだまりの夢」2包
入り

【返礼品詳細】

常温 時間指定
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長野県　佐久穂町

大自然に囲まれながら、子育てができる
町立保育園応援＋須田農園りんご…
10,000円
信州やまほいく認定保育園に通う子供たちを応援
！【容量】須田農園りんごジュース2本セットギ
フトBOX入り

【返礼品詳細】

常温 時間指定

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1,123ｍ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酒を味わってみませんか？

朝摘みブルーベリージャム用（ご自宅用
）５００ｇ×４パック計２ｋｇ×１…
11,000円
ご自宅で生ブルーベリーをお楽しみください！【
容量】５００ｇ×４P計２ｋｇ

冷蔵 時間指定

信州生プルーンサマーキュート【期間限
定】〔RS-09〕
11,000円
甘みが強く、ジューシーな果実【容量】２キロ箱
（500ｇ×４パック）

冷蔵 時間指定

〔YG-09〕信州サーモン刺身用

11,000円
舌の上でとろけ、甘みが口の中いっぱいに広がり
、今まで感じたことがない感動を！【容量】フィ
レ1枚600ｇ～700ｇ

冷蔵 日指定 時間指定

〔YG-06〕信州大王イワナ刺身用

11,000円
貴重なイワナの刺身で、晩酌はいかがでしょうか
。【容量】フィレ2枚（1尾分）500ｇ

冷蔵 日指定 時間指定

ありがさん家の旬の野菜セット【Mサイ
ズ】標高1000メートルからお届け〔…
11,000円
旬を大切にし農薬不使用で肥料にもこだわった、
栄養価の高い野菜をお届け【容量】6月～7月はサ
ラダ向き葉物中心、10月～12月は葉物と根菜中心
で、約13種類の野菜を大袋でファミリーや野菜中
心メニューの方向け

常温 冷蔵 日指定 時間指定

〔CH-00〕「さくほの贈りもの」ギフト
１枚
11,000円
旬を大切にし、栽培方法にもこだわり作られた８
商品をカタログギフトにしました。【容量】「さ
くほの贈りもの」ギフト１枚

常温

信州巨峰約1.5～1.6ｋｇ合計４房まるさ
ん農園〔MR-02〕
12,000円
ほおばる幸福感朝採れを直送！【容量】1.5～1.6
ｋｇ合計４房

冷蔵 時間指定
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長野県　佐久穂町

今が旬！果汁溢れるりんご詰合せ５キロ
〔KK-01〕
12,000円
標高900ｍの高冷地にある信州佐久穂町。
抜群の晴天率、雨が少なく、寒暖の差が大きい気
候風土が食感豊かな果実を育みます。

朝晩は10月で１度～３度。

常温 時間指定

〔YA-01〕「山のお皿」箱入り４座セッ
ト
12,000円
佐久穂町のシンボル「茂来山」をはじめとした東
信地域ならではの「山」をモチーフをデザインし
た豆皿４座セットです。
専用の箱入りなので贈答用としてもお使いいただ
けます。

常温 時間指定

舌の上でとろける信州サーモン冷凍４パ
ック〔YG-10〕
13,000円
甘みが口の中いっぱいに広がり、今まで感じたこ
とがない感動が！【容量】４パック合計約600～7
00ｇ

大きなフィレを骨抜き・皮はぎ処理し、背とハラ

冷凍 時間指定

舌の上でとろける信州大王イワナ冷凍２
パック〔YG-11〕
13,000円
甘みが口の中いっぱいに広がり、今まで感じたこ
とがない感動が！【容量】２パック合計約500～6
00ｇ

大きなフィレを骨抜き・皮はぎ処理し、２パック

冷凍 時間指定

農家にお任せ！旬のリンゴ５キロ箱【期
間限定】〔SU-05〕
13,000円
箱を開けたら広がる香りも楽しみにしていてくだ
さい【容量】品種はおまかせリンゴ５キロ１箱

常温 冷蔵 時間指定

信州シャインマスカット約１ｋｇ合計２
房まるさん農園〔MR-01〕
14,000円
ほおばる幸福感朝採れを直送！【容量】約１ｋｇ
合計２房

冷蔵 時間指定

信州シャインマスカット約１ｋｇ合計２
～３房まるさん農園〔MR-04〕
14,000円
ほおばる幸福感朝採れを直送！【容量】少し小ぶ
りな房を２～３房約１ｋｇ

冷蔵 時間指定

特選！朝摘みブルーベリー箱詰め500ｇ
×４パック計２ｋｇ×１箱〔YU-01〕
14,000円
ギフトに喜ばれています！フレッシュなブルーベ
リーは喜ばれます【容量】５００ｇ×４P計２ｋ
ｇ

冷蔵 時間指定

舌の上でとろける信州サーモンカット済
み冷凍４パック〔YG-12〕
14,000円
カット済みだから、解凍してお皿に並べるだけ♪
【容量】４パック150ｇ×４パック
（１パックに約14切れ）

冷凍 時間指定
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長野県　佐久穂町

ありがさん家の旬の野菜セット【Ｓサイ
ズ】標高1000メートルからお届け…
16,000円
季節の移り変わりを感じる野菜定期便【容量】２
か月定期便（月１回２回お届けいたします。）

常温 冷蔵 定期 日指定 時間指定

北八ヶ岳の自然を生かした貯蔵酒定期便
年３回お届け〔KU-05〕
16,000円
冷蔵貯蔵とは一線を画した環境下で貯蔵・熟成し
た純米酒を旬に合わせてお届けします【容量】4
月：3ヶ月間、八千穂高原で氷雪貯蔵した純米生
原酒（１本）・・・720ｍｌ
9月：4か月間、県営余地ダム管理施設内でダム熟

常温 冷蔵 定期 時間指定

信州シャインマスカット巨峰食べ比べセ
ット約1.4～1.5ｋｇ合計３房まる…
17,000円
ほおばる幸福感朝採れを直送！【容量】約1.4～1
.5ｋｇ合計３房

冷蔵 時間指定

苔（コケ）との出会い観察ツアー〔SE-0
1〕
17,000円
ようこそ～神秘的な「苔の森」へ～【容量】１回
のお申し込みで１名ご利用頂けます。

常温

令和４年産新米有機栽培米あきたこまち
10kg〔MA-02〕
20,000円
和食にぴったりふっくらもちもち新米をお届け【
容量】あきたこまち白米10ｋｇ１袋

常温 時間指定

令和４年産新米有機栽培米あきたこまち
玄米10kg〔MA-04〕
20,000円
和食にぴったりふっくらもちもち新米をお届け【
容量】あきたこまち玄米10ｋｇ１袋

常温 時間指定

〔RS‐08〕りんごのクラフトビール6本
入り【限定600本】
20,000円
甘さは控えめなのでフレンチやイタリアンはもち
ろん繊細な日本料理にも合います。【容量】330
㎖瓶×6本

冷蔵 時間指定

黒澤シリーズ白樺ジン・スピリッツセッ
ト〔YO-14〕
20,000円
東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション20
22洋酒部門金賞受賞！【容量】黒澤白樺ジン：50
0ml１本、黒澤酒造樽熟成本格焼酎×白樺樹液ス
ピリッツ720ml×１本

常温 時間指定

〔YO-12〕「さくほの恵みギフトPREMIUM
」1枚
20,000円
長野県佐久穂町と小海町が共同認定したお品物が
お選びいただけます【容量】さくほの恵みギフト
1枚

常温
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長野県　佐久穂町

〔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。

【返礼品名】

常温

大自然に囲まれながら、子育てができる
町立保育園応援＋きたやつハム厳…
20,000円
信州やまほいく認定保育園に通う子供たちを応援
！【容量】信州きたやつハムセット厳選８品セッ
ト

【返礼品詳細】

冷蔵 時間指定

大自然に囲まれながら、子育てができる
町立保育園応援＋八千穂漁業信州…
20,000円
信州やまほいく認定保育園に通う子供たちを応援
！【容量】八千穂漁業信州サーモン「醸師(KAMOS
HI)」セット

【返礼品詳細】

常温 時間指定

大自然に囲まれながら、子育てができる
町立保育園応援＋須田農園プルー…
20,000円
信州やまほいく認定保育園に通う子供たちを応援
！【容量】須田農園が信州佐久穂でりんご、プル
ーンの栽培を始めてから５０年。

この地の果樹農家は、お正月が明けると早速酷寒

常温 時間指定

大自然に囲まれながら、子育てができる
町立保育園応援＋タミーベーカリ…
20,000円
信州やまほいく認定保育園に通う子供たちを応援
！【容量】北八ヶ岳山麓・佐久穂町の透きとおっ
た美味しい水と国産小麦100％で焼き上げた無添
加生地のパンの数々。

時間指定

大自然に囲まれながら、子育てができる
町立保育園応援＋山本屋糀店糀だ…
20,000円
信州やまほいく認定保育園に通う子供たちを応援
！【容量】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

常温 時間指定

大自然に囲まれながら、子育てができる
町立保育園応援＋農産物直売所旬…
20,000円
信州やまほいく認定保育園に通う子供たちを応援
！【容量】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。

常温 時間指定

大自然に囲まれながら、子育てができる
町立保育園応援＋lehtiハーブティ…
20,000円
信州やまほいく認定保育園に通う子供たちを応援
！【容量】レティファームは信州・八ヶ岳のふも
と、佐久穂町のきれいな水と空気から生まれまし
た。
安全で安心なハーブティーを五感で楽しんでいた

常温 時間指定

追加掲載！！生プルーンプレミアムオー
タムキュート「紫稀SHIKI」【限定…
22,000円
糖度２０度以上を保証し厳選されたプルーンの最
高峰【容量】９０ｇ以上の大玉３個入りギフトBO
X２箱セット

冷蔵 時間指定
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長野県　佐久穂町

ありがさん家の旬の野菜セット【Mサイ
ズ】標高1000メートルからお届け２…
22,000円
季節の移り変わりを感じる野菜定期便【容量】２
か月定期便（月１回２回お届けいたします。）

常温 冷蔵 定期 日指定 時間指定

生酛純米吟醸”ダム熟”Vintage呑み比
べセット日本酒限定品〔KU-08〕
22,000円
熟成の違いを楽しめるVintageセットをお楽しみ
ください【容量】純米吟醸㋣礎秋あがりVintage2
021（2022年2月瓶詰）・・・720ml
純米吟醸㋣礎Vintage2017（ダム熟4年）（2018年
2月瓶詰）・・・720ml

常温 時間指定

【ふるさと納税】旨みにんじんジュース
６本セット〔NK-04〕
22,000円
栄養価コンテスト優秀賞10冠達成！！【容量】1
リットル瓶×6本

時間指定

ありがさん家の旬の野菜セット【Ｓサイ
ズ】標高1000メートルからお届け…
24,000円
季節の移り変わりを感じる野菜定期便【容量】３
か月定期便（月１回３回お届けいたします。）

常温 冷蔵 定期 日指定 時間指定

〔GR-01〕シルバーリング作り体験チケ
ット
26,000円
囲炉裏をぐるりと囲んで、ものづくりの楽しさに
出会える、体験型のジュエリー工房です【容量】
該当のワークショップを１つ体験できます。

常温

稜線フリーカップセットー和やかの山か
らー〔YA-02〕
30,000円
工房のある和やか（にこやか）の山からの眺めを
絵付けしたフリーカップセット【容量】４個

時間指定

ありがさん家の旬の野菜セット【Mサイ
ズ】標高1000メートルからお届け３…
33,000円
季節の移り変わりを感じる野菜定期便【容量】３
か月定期便（月１回３回お届けいたします。）

常温 冷蔵 定期 日指定 時間指定

〔GR-03〕シルバーバングル作り体験チ
ケット
33,000円
囲炉裏をぐるりと囲んで、ものづくりの楽しさに
出会える、体験型のジュエリー工房です【容量】
該当のワークショップを１つ体験できます。

常温

信州さくほ駒出池キャンプ場施設使用料
補助券10,000円分〔AD-04〕
34,000円
絶好のロケーションでくつろげる美しいキャンプ
場【容量】施設使用料補助券2,000円×5枚計10,0
00円分
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長野県　佐久穂町

限定槽場（ふなばづめ）詰め直送便セッ
ト定期便計２カ月〔KU-06〕
38,000円
ただの生原酒ではなく、搾り機から搾られてきた
生原酒を槽場（ふなば）詰（搾り機直詰）してそ
のまま出荷いたします。
フレッシュで少しガス感もあり呑み応えある酒で
す。

常温 冷蔵 定期 時間指定

〔GR-02〕シルバーベビーリング作り体
験チケット
41,000円
囲炉裏をぐるりと囲んで、ものづくりの楽しさに
出会える、体験型のジュエリー工房です【容量】
該当のワークショップを１つ体験できます。

常温

４カ月箱いっぱいにお届け！佐久穂町で
育った旬のフルーツ定期便（８月…
45,000円
季節の移り変わりを五感で感じる宝石箱【容量】
・８月（りんご8～10個・プラム３～５個・プル
ーン１０個）
・９月（りんご8～１０個・プルーン２０個・西
洋梨２～５個）

常温 冷蔵 定期 時間指定

ありがさん家の旬の野菜定期便【7か月
分Sサイズ】標高1000メートルから…
53,000円
旬を大切にし農薬不使用で肥料にもこだわった、
栄養価の高い野菜をお届け【容量】6月～7月はサ
ラダ向き葉物中心、10月～12月は葉物と根菜中心
で、10種類程度の2~3人家族向け

常温 冷蔵 定期 日指定 時間指定

限定槽場（ふなばづめ）詰めプレミアム
直送便セット定期便計２カ月〔KU-…
55,000円
希少な槽場詰めの直汲み生原酒を是非この機会に
お楽しみください。【容量】１２月末頃お届け：
純米酒１本、生酛純米酒２本各720ml×計３本計2
,160ml
３月中頃お届け：生酛純米吟醸１本、生酛純米酒

冷蔵 定期 時間指定

信州古民家宿黒澤邸１泊１名様宿泊券〔
KT-01〕
58,000円
日頃過ごしている空間から少し離れて、お過ごし
いただけます【容量】１泊１名様宿泊券1枚

常温

大自然に囲まれながら、子育てができる
町立保育園応援＋黒澤酒蔵井筒長…
60,000円
信州やまほいく認定保育園に通う子供たちを応援
！【容量】信州北八ヶ岳山麓・千曲川上流
標高八百メートルの高原のまち佐久穂町。
全国の酒造場の中でも屈指の高所に立地し、厳し
くも恵まれた自然と澄んだ空気、冷涼な気候。

常温 冷蔵 定期 時間指定

大自然に囲まれながら、子育てができる
町立保育園応援＋yamania稜線フリ…
60,000円
信州やまほいく認定保育園に通う子供たちを応援
！【容量】yamaniaの工房のある和やか（にこや
か）の山からの眺めを絵付けしたフリーカップ４
個セットです。
佐久穂町のシンボル「茂来山」から南八ヶ岳の主

常温 定期 時間指定

大自然に囲まれながら、子育てができる
町立保育園応援＋黒澤酒造ヴイン…
60,000円
信州やまほいく認定保育園に通う子供たちを応援
！【容量】信州北八ヶ岳山麓・千曲川上流
標高八百メートルの高原のまち佐久穂町。
全国の酒造場の中でも屈指の高所に立地し、厳し
くも恵まれた自然と澄んだ空気、冷涼な気候。

常温 時間指定
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長野県　佐久穂町

大自然に囲まれながら、子育てができる
町立保育園応援＋黒澤酒造井筒長…
60,000円
信州やまほいく認定保育園に通う子供たちを応援
！【容量】信州北八ヶ岳山麓・千曲川上流
標高八百メートルの高原のまち佐久穂町。
全国の酒造場の中でも屈指の高所に立地し、厳し
くも恵まれた自然と澄んだ空気、冷涼な気候。

常温 時間指定

大自然に囲まれながら、子育てができる
町立保育園応援＋きたやつハム厳…
60,000円
信州やまほいく認定保育園に通う子供たちを応援
！【容量】きたやつハム人気の８品詰め合わせセ
ット
ロースハム、ベーコンブロック、粗挽ウインナー
、レモンスパイスウインナー、チョリソ、プレミ

冷蔵 時間指定

信州さくほ駒出池キャンプ場施設使用料
補助券20,000円分〔AD-05〕
67,000円
絶好のロケーションでくつろげる美しいキャンプ
場【容量】施設使用料補助券2,000円×10枚計20,
000円分

ありがさん家の旬の野菜定期便【7か月
分Mサイズ】標高1000メートルから…
71,000円
旬を大切にし農薬不使用で肥料にもこだわった、
栄養価の高い野菜をお届け【容量】6月～7月はサ
ラダ向き葉物中心、10月～12月は葉物と根菜中心
で、約13種類の野菜を大袋でファミリーや野菜中
心メニューの方向け

常温 冷蔵 定期 日指定 時間指定

信州古民家宿黒澤邸１泊２名様宿泊券〔
KT-02〕
95,000円
日頃過ごしている空間から少し離れて、お過ごし
いただけます【容量】１泊２名様宿泊券1枚

常温

信州さくほ駒出池キャンプ場施設使用料
補助券30,000円分〔AD-06〕
100,000円
絶好のロケーションでくつろげる美しいキャンプ
場【容量】施設使用料補助券2,000円×15枚計30,
000円分

時間指定

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
、お申込締切日までにご返送ください。

信州古民家宿黒澤邸１泊３名様宿泊券〔
KT-03〕
130,000円
日頃過ごしている空間から少し離れて、お過ごし
いただけます【容量】１泊３名様宿泊券1枚

常温

信州さくほの旬を味わう定期便（グルメ
）12回便〔SA-05〕
142,000円
信州さくほの美味しいものを1年間お届けします
【容量】1カ月に1回、1個ずつ計12回12個お届け

常温 冷蔵 定期 時間指定
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長野県　佐久穂町

蒔絵杯「しらかばちゃん」〔TM-02〕

143,000円
美しくて艶かしい塗肌に可愛いしらかばちゃんが
映える限定1品物【容量】1個

常温 時間指定

卵殻蒔絵「しらかばちゃん」〔TM-01〕

151,000円
美しくて艶かしい塗肌に可愛いしらかばちゃんが
映える限定1品物【容量】1個

常温 時間指定

信州古民家宿黒澤邸１泊４名様宿泊券〔
KT-04〕
160,000円
日頃過ごしている空間から少し離れて、お過ごし
いただけます【容量】１泊４名様宿泊券1枚

常温

〔GR-04〕K18YG/Ptリング作り体験チケ
ット
260,000円
囲炉裏をぐるりと囲んで、ものづくりの楽しさに
出会える、体験型のジュエリー工房です【容量】
該当のワークショップを１つ体験できます。

常温

さくほの贈りもの（ギフト）18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
、お申込締切日までにご返送ください。
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