飯山のおいしいお米を「ふるさと納税」で！

新米
ご予約特典受付中！
ふるさと納税で多くの皆様にご好評をいただいているコシヒカリ新米の予約受付を今年も開始しました。
毎年コシヒカリの特 A 産地認定を受ける「米どころ」飯山市は、各生産者がこだわりを持って日々お米の
栽培を行っています。出来上がったお米は、甘みと粘りが強いのは
もちろん、そのこだわりにより独特の味わいがプラスされます。
今年も各生産者のお米の中から皆様にお気に入りの一品を見つ
けていただきたく、昨年以上に多種の新米特典をご用意しており
ます。９月末までの受付限定となります。ぜひこの機会にお申込み
ください。

お申し込み時の留意事項
①申込締切は９月末です。（ただし期間内でも限定数量を超えた場合は受付終了となります）
最終ページにある「悠久のふるさと飯山応援金申出書」にご記入の上、締切までに郵
送またはＦＡＸ等で送付いただきますようお願いします。
②寄付金のご入金は、お申込後に当市よりお送りする専用の郵便振替用紙で、郵便局に
てお振込みください。
※「申出書」を送付いただいた後、2 週間以上経っても当市より郵便振替用紙が届かな
い場合は、当市までご連絡ください。
）
③返礼品の発送は本年 10 月（中・下旬）～１１月末の期間となります。申し込み順に順次
各事業者より発送しますが、発送開始時期は事業者により異なります
④配送日指定はできません。（お申し込み順に一括発送となるため、「時期をずらして分
割発送」
「来年○○月に送付希望」等は対応できません）ただし、長期不在の時期があ
りましたら、備考に記載いただければ配送期間内でお受取可能な時期に配送します。
⑤寄付者様の住所・氏名と別の場所に配送を希望される場合は、申出書（本パンフレッ
ト最終ページ）の「備考」欄に記載をお願いします。なお、発送準備の都合上、配送先
が異なる場合は通常よりも発送が遅れる場合もありますのでご了承ください。
⑥申込後、ご住所が変わった場合は、飯山市役所企画財政課ふるさと応援係（下記連絡
先）までご連絡いただきますようお願いいたします。
【お申込み・お問い合わせ先】

飯山市役所企画財政課ふるさと応援係

〒389-2292 長野県飯山市大字飯山 1110-1

電 話：0269-62-3111（代表） FAX：0269-62-5990

メール：furusatonouzei@city.iiyama.nagano.jp

※インターネットでのお申し込みはふるさとチョイス、ふるなび、ふるさとプレミアム、さとふる、楽天ふるさと納税各サ
イトから。クレジットカード決済も可能で、こちらに掲載されていない魅力的な返礼品がいっぱいです！
（サイトにより、掲載されていない品目や寄附金額が異なる場合がありますのでご了承ください）

返礼品の内容は次ページ以降をご覧ください

令和元年度

新米予約取扱品目一覧

・以下「玄米」の表記があるもの以外は精米したお米となります
・米の品種は「風さやか」と表記のあるもの以外はすべて「コシヒカリ」となります
№

寄附金額
（円）

品名

1 幻の米

5㎏（5kg×1）

2 幻の米

10㎏（5kg×2）

特徴

8,000

毎年ご好評をいただいているコシヒカ
リ最上級米「幻の米」。飯山市内で生

3 幻の米

15㎏（5kg×3）

15,000

白
米

22,000

産されるコシヒカリの中でも厳選され
たお米です。

ほんのりとした甘みと粘り気のある舌
触り、炊きたてはもちろん冷めても美

幻の米 定期便 10㎏×5回
4 【配送月：令和元年11月、令和2
年1月、同3月、同5月、同7月】

味しい幻の米をぜひ一度ご賞味くださ

73,000

い。

玄
米

幻の米 玄米
5
（10kg×1）

10㎏

6

幻の米 玄米
（10kg×2）

20㎏

7

かまくらの里コシヒカリ
5㎏（5kg×1袋）

7,000

8

かまくらの里コシヒカリ
10㎏（5kg×2袋）

14,000

今年初登場では2か月に1度、お米をお
届けする「定期便」もおすすめです。

13,000
24,000

かまくらの里コシヒカリ
定期便 5㎏×6回
9 【配送月：令和元年10月、同11
月、同12月、令和2年1月、同2
月、同3月】
かまくらの里コシヒカリ
定期便 10㎏×6回
10 【配送月：令和元年10月、同11
月、同12月、令和2年1月、同2
月、同3月】
金崎さんちのお米
11
（5kg×1）

5㎏

金崎さんちのお米
12
（5kg×2）

10㎏

金崎さんちのお米
13
（5kg×4）

20㎏

【提供事業者：ＪＡながの みゆき宅配センター】
“信州の環境にやさしい農産物認証制
度”で認証されたお米「かまくらの里コ
シヒカリ」。お米が生産される外様地区
は、冬には雪が多く積もる「かまくらの
里」としても知られており、その雪解け
水により育まれる米のおいしさをお試し
ください。

42,000

お贈りするお米は農薬、化学肥料を通常
の使用量より50％以上減らして栽培され
た「特別栽培米」です。
毎月、全6回お届けする「定期便」もござ
います。食べる量にあわせ5kg又は10㎏よ

84,000

りお選びください。

【提供事業者：株式会社とざま】
金崎さんちのお米は涌井清水の湧き水と

9,000

雪解け水が運んだミネラルたっぷりの土
壌で育まれ、農薬5割減・化学肥料6割減

の「特別栽培米」です。田んぼへの施肥
量を極力減らし、収穫時期を通常より１

18,000
白米

週間早めるという「量より質」を重視し
た栽培方法で「甘み・ツヤ・粘り」を最
大限に生み出しています。

36,000

平成13年に皇室新嘗祭献穀米に選定され
皇室献上されたほか、数々のコンクール

金崎さんちのお米
14
30kg（30kg×1）

玄米

での受賞歴を誇るお米です。菊の御紋が

44,000

玄米

入った和紙札を入れてお届けします。

【提供事業者：金崎さんちのお米 金崎隆】

№

寄附金額
（円）

品名

15

やなぎはらの米 こしひかり
10㎏（紙袋5kg×2）

16,000

16

やなぎはらの米 風さやか
10㎏（紙袋5kg×2）

16,000

17

やなぎはらの米 こしひかり
4kg（紙袋2㎏×2）

7,000

18

やなぎはらの米 風さやか
4kg（紙袋2㎏×2）

7,000

19

やなぎはらの米 こしひかり
4kg（真空包装2㎏×2）

8,000

20

やなぎはらの米 風さやか
4kg（真空包装2㎏×2）

8,000

21

こだわりコシヒカリ
（1㎏×4）

4kg

特徴
【提供事業者：金崎さんちのお米 金崎隆】

紙袋（画像はコシヒカリ）

「やなぎはらの米」は斑尾山麓の水を蓄
えた「希望湖」の湖水を源泉として育ま
れたおいしいお米です。
【コシヒカリ】米・食味分析鑑定コン
クール国際大会において、平成26年・27
年と2年連続で特別優秀賞を受賞するなど
噛むほどに甘さが堪能できます。
【風さやか】長野県農業試験場が開発し
た新しい品種。炊き上がりのほのかな香
りと甘味、食感をお楽しみください。
いずれも農薬、化学肥料を通常の使用量
より50％以上減らして栽培された「特別
栽培米」です。

真空包装袋

【提供事業者：農事組合法人やなぎはら】

27,000

こだわりコシヒカリ

22

農薬不使用栽培こだわりこしひか
り 4kg（1㎏×4）

40,000

23

ピロールコシヒカリ
5kg（5kg×1）

20,000

ピロールコシヒカリ

服部農園は長野県が推進するエコファー
マーの資格を持ち、米･食味分析鑑定コン
クール･金賞（2015年）・特別優秀賞
（2009年）受賞、そして東洋ライス(株)
の『世界最高米TM』の玄米提供者(2015年
度)に認定されました。
【こだわりコシヒカリ】化学肥料に頼ら
ず、堆肥と有機肥料による、極低農薬栽
培のピロールコシヒカリです。
【農薬不使用栽培こだわりコシヒカリ】
農薬を全く使用しないで、発酵モミガラ
堆肥と魚粉有機肥料によって、香りと甘
みにすぐれたピロールコシヒカリです。
【ピロールコシヒカリ】低農薬、ピロー
ル農法栽培のコシヒカリです。

【提供事業者：服部農園 服部秀人】

24 708米【極】5kg（5kg×1）

40,000

極

25 708米【蛍】5kg（5kg×1）

22,000

26 708米【黒】10㎏（10kg×1）

23,000

蛍

708米スペシャルパッケージ
2.7㎏（450g×6）
27

17,000
※【極】【蛍】【黒】の3種類
（各2袋）をセットしました。

黒

平成27年 米・食味分析コンクール金賞、
翌年は特別優秀賞受賞したコシヒカリ。2
年連続でギネス認定世界最高米の原料米に
も採用されました。
【極】FaithFarm最高の水田のみで育てた
完全数量限定の自信作。長年、土作りを重
ねて様々な生物が生息する水田、最高の環
境、かつピロール農法による弱アルカリ性
の強い生命力で育ったお米。旨みと甘み、
栄養価の高さにこだわり抜いた一品です。
【蛍】関田山脈から流れる名水「日光雪清
水」が一番に注ぐ山間地域の水田で栽培。
蛍が飛び交う場所で栽培期間中の農薬・化
学肥料不使用、ピロール農法で高栄養価を
目指して栽培したお米です。
【黒】有機肥料のみを使用し、除草剤のみ
使用の減農薬で栽培したお米。ピロール農
法を採用し高栄養価を重視したお米です。

【提供事業者：FaithFarm

水野尚哉】

№

28

寄附金額
（円）

品名

ときわ米

10㎏（5kg×2）

（みずほ食品

野沢菜油炒め付）

特徴
昨年も好評頂いた「ときわ米」ですが、
本年度は「10㌔＋野沢菜油炒め1袋」の限
定商品。平成27年大阪府民いっちゃんう
まい米コンテスト最優秀賞受賞米の佐藤
さんを筆頭に、4名の農家が丹精込めて作
りあげた、１等新米コシヒカリです。

15,000

【提供事業者：ときわ米生産組合】

29

ブナのささやきコシヒカリ
5kg（5kg×1）

10,000

30

ブナのささやきコシヒカリ
10㎏（5kg×2）

19,000

31

飯山こしひかり
（5kg×1）

飯山こしひかり
32
（5kg×2）

5kg

ブ
コナ
シの
ヒさ
カさ
リや
き

8,000

10㎏

16,000

33

飯山こしひかり玄米30kg
（30kg×1）

40,000

34

飯山こしひかり白米5kg+ぶなのさ
さやき白米5㎏（5kg×2）

18,000

飯
山
こ
し
ひ
か
り

【ブナのささやきこしひかり】
寒暖の差の大きい飯山市温井地区で育っ
た地域限定のこしひかりを精米翌日に発
送致します。

【飯山こしひかり】
寒暖の差の大きい飯山で育ったこしひか
りを精米翌日に発送致します。

【提供事業者：アグリプロ（株）】

悠久のふるさと飯山応援金申出書（令和元年産新米ご予約専用）

Ａ

以下をご記入いただき、飯山市役所ふるさと応援係あてにファックスまたはご郵送ください。
（FAX）0269-62-5990（郵送先）389-2292 長野県飯山市大字飯山 1110-1 飯山市役所ふるさと応援係 宛

申込締切：９月３０日

【ご寄付いただく方】

令和元年

〒

月

日

ご住所
お名前

（フリガナ）

電話番号

ファックス番号

私は、飯山市を応援するために寄付したいので申し出します。

寄付者様が飯山市にお住まいの
場合は特典をお送りできません。

記
１ ご希望の特典
２ 応援金申出金額

円

申込後に当市よりお送りする専用の郵便振替
用紙で、郵便局にてお振込みください。

３ 飯山市への応援金について、どのような取り組みへの活用を希望されますか。
□地方創生・まちづくり

□自然・景観・観光

□農業・農産物生産振興

□特に希望なし

□文化・歴史

□教育・福祉・子育て

□地域中核医療の充実

（いずれか１つに ✓ をお願いします）

備考 （寄付者様と別の送付先に配送を希望される場合もこちらにご記入ください）

