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5，000円～9，999円の寄附で選べる特典

「はえぬき」は、日本穀物検定協会の食味ラン
キングで最高の特A評価を連続受賞している
山形の主力品種です。鮮度を保つため低温倉
庫で保管した「はえぬき」5kgに「つや姫」2合
をおまけして、精米したてのお米をお届けしま
す。

特別栽培米 はえぬき
５㎏

飯が豊かな町 いいでのお米

〈発送時期：随時〉

霊峰「飯豊山」のふもとにいだかれて常時０℃
から３℃に保たれた雪室で長期低温貯蔵によ
り熟成された飯豊の地酒を２本セットでお送り
します。飯豊の自然と良質な井戸水で仕込ん
だすっきりとしてまろやかなお酒です。

飯豊の地酒 若乃井酒造

〈発送時期：随時〉

「100%は飯豊町だけ」酸味と甘みがあり栄
養豊富な飯豊産こくわの実（さるなし）を
100%使用し、フルーティーに仕上げた甘口タ
イプのワインです。JTB「日本おみやげアカデ
ミーグランプリ」金賞受賞！

飯豊町のこくわ１００%

〈発送時期：随時〉

飯豊の大自然が育んだ「酒米」と繊細な「仕
込み」が生む気品ある味わい。がまの湯温泉
いいで旅館と白川温泉いいで白川荘、こだわ
りの杜氏が仕込む「飯豊のどぶろく」詰め合
わせを冬季限定「冷凍便」でお届けします。

飯豊のどぶろく 詰合せ
６合程度

飯豊の地酒セット ７２０ml 各１本
大吟醸「飯豊山」+特別純米酒「若乃井」

やまがた 飯豊町こくわワイン
７２０ml ×2本

どぶろく特区 飯豊

飯豊山系の地下岩盤水脈から湧き出る天然
水で、水質は極めて高く、透明に澄みきってい
ます。国内有数のミネラル分含有率を誇る、ま
ろやかな味わいの秘境の湧き水です。

秘境の湧き水
２L ６本入×１箱

霊峰「飯豊山」が育んだ天然湧水

〈発送時期：随時〉 〈発送時期：１月～３月〉

この特典内容は、平成２８年４月１日以
降「いいでめざみの里応援寄附金」に
お申込みいただいた方が対象となり
ます。入金後の特典変更はできませ
んのでご了承ください。
すべての商品について写真はイメー
ジであり、実際に発送される商品とは
異なる場合があります。
季節商品や数量に限りのある商品が
ございます。申込前に町ホームペー
ジなどで受付状況を必ずご確認くだ
さい。
特産品は、寄附のお礼として、寄附者
のご住所宛にお送りします。
寄附1件につき特産品1点をお選び
ください。

特典を選択する前に
必ずお読みください。

10，000円～29，999円の寄附で選べる特典 寄附１件につき１点の特産品をお送りします。希望の商品をご選択ください。

A 1 A 2 B 1 B 2 B 3
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10，000円～29，999円の寄附で選べる特典 10，000円～29，999円の寄附で選べる特典

国内産トップクラスのカルシウムやマグネシウ
ム含有率を誇るミネラルウォーターです。また、
秘境の湧き水に含まれている成分サルフェー
トには生活習慣病予防やデトックス効果も期
待できます。

秘境の湧き水
２L ６本入×３箱

霊峰「飯豊山」が育んだ天然湧水

〈発送時期：随時〉

写真はほんの一例です。田舎のお母さんから
届く「愛と笑いの詰まったあの小包」をじんわ
り懐かしみたい。そんな想いから生まれた飯豊
町産『超！愛情BOX』です。夏野菜などを好き
勝手に詰め込んでお届けするふるさと便をお
楽しみください。

飯豊の特産品
おっかのしゃえっこ 夏編

ふるさとの母から届く段ボール箱

〈発送時期：８月上旬〉

写真はほんの一例です。山菜を中心に「その
季節に一番おいしいもの」と「愛情という名の
母のお節介」を好き勝手に詰め込んでお送り
しますので、内容は特定できません。季節・収
穫量によって商品の中身が変わります。

飯豊の特産品
おっかのしゃえっこ 春編

ふるさとの母から届く段ボール箱

〈発送時期：５月下旬〉

和菓子職人が丹念に練り上げたお茶席にぴっ
たりの柿ようかん。眺山放牧ミルクのジャムは
トーストやアイスにかけてもGOOD！大自然の
恵を真心こめて贈ります。

あまくていいでぇ

〈発送時期：随時〉

全国に誇る和牛ブランド「米沢牛」は置賜の
豊かな自然の中で丁寧に育まれた最高級牛
肉です。鮮度、品質、おいしさ抜群！霜降りが美
しい、きめこまやかで上質なお肉を「冷蔵便」
でお届けします。

米沢牛 すきやき用肉
500g

米沢牛の産地 飯豊町

〈発送時期：随時〉

飯豊連峰を源とする清流「白川」の流域に広
がる肥沃な大地と昼夜の寒暖差が育む栄養
豊富で濃厚な甘みの飯豊産グリーンアスパラ
ガス。朝摘みのみずみずしさをそのままに数量
限定「冷蔵便」でお届けします。

飯豊産グリーンアスパラガス
２㎏

飯豊町 特選旬の味（春）

〈発送時期：平成２９年５月〉※平成28年春発送分受付を終了しました。 ※入金の翌月以降順次発送いたします。

寄附１件につき１点の特産品をお送りします。希望の商品をご選択ください。

B 4 B 5 B 6 ふるさとの母から届く段ボール箱B 7 B 8 B 9

柿ようかん１本、放牧ミルクのジャム１本、
飯豊産はちみつ（とち・きはだ・アカシア各１）



11 12

10，000円～29，999円の寄附で選べる特典 10，000円～29，999円の寄附で選べる特典

飯豊のいいもの！ 健康セット

健 康 で 元 気 に！

〈発送時期：随時〉

地元のお米を使用して昔ながらの二度蒸し製
法でお米屋さんがつくる、なめらかさと弾力を
持つこだわりの団子です。じんだん・ごま・みた
らし・あんこなどの団子10本入り3ケースを
「冷凍便」で配送します。自然解凍してお召し
上がりください。

二度蒸しだんご詰合せ
30本

おいしい米の里においしい団子あり

〈発送時期：随時〉

杵つき餅 詰合せセット（白餅・みそ餅）

食べ継がれてきた郷土の味

〈発送時期：１２月～２月〉

「新雪」を活かし「親切」な心と手間を込め
て。雪室で低温貯蔵したお米は1年中、新米に
近い鮮度とおいしさを保ちます。雪深い飯豊
の地が育んだ雪室貯蔵米「ごしんせつ」桐箱・
ワインボトル入（４合×３本）を「冷蔵便」でお届
けします。

低温貯蔵のうまみ。高鮮度のお米

〈発送時期：２月～９月〉

特別栽培米「つや姫」「はえぬき」「コシヒカ
リ」３種各５㎏の飯豊米プレミアムセット。山形
の主力品種「はえぬき」と、新ブランド米として
最高の食味評価を誇る「つや姫」に、不動の
人気「コシヒカリ」を加えた大満足の１５ｋｇセッ
トです。

飯豊米をぜいたくに食べくらべ！

〈発送時期：随時〉

日本穀物検定協会の食味ランキングで最高
の特A評価を連続２１年間獲得する実績を持
つ「はえぬき」。真心こめて丁寧に育んだ特別
栽培米「はえぬき」新米15㎏を11月～12月の
限定発送でお届けします。おいしい飯豊の新
米をご賞味ください。

飯豊産の新米 はえぬき
１５㎏

飯豊町 特選旬の味（秋）

　雪室貯蔵米「ごしんせつ」
  桐箱・ワインボトル入 ４合×３本

特別栽培米 飯豊米プレミアムセット
「つや姫」「はえぬき」「コシヒカリ」 各５㎏

〈発送時期：１１月～１２月〉

寄附１件につき１点の特産品をお送りします。希望の商品をご選択ください。

B 10 B 11 B 12 B 13 B 14 B 15

おいしくて健康にもうれしい飯豊のいいもの詰
合せギフトです。美味しい飲む酢は、お好みに
応じて炭酸水や水、焼酎で4倍から5倍に希釈
してどうぞ！

山形県の置賜地方に伝わる「みそ餅」はほの
かな甘みが優しいふるさと自慢の一品です。
お子さまのおやつにも最適！白きり餅とセットで
お届けします。

美味しい飲む酢（コクワ酢、グミ酢、柿酢）
柿のコンフィチュール（各１）

みそ餅（青豆・くるみ・ごま）各1袋
白きり餅（2袋）　※1袋:450ｇ（10切）
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10，000円～29，999円の寄附で選べる特典 30，000円～49，999円の寄附で選べる特典

山形花笠まつりで使用されている「花笠」のも
ととなるすげ笠の９割が飯豊町中津川地区で
つくられています。ふるさとに受け継がれる伝
統の技、おばあちゃんの手仕事を心を込めて
お届けします。

飯豊町内の提携宿泊施設でのみ利用できます。
※要事前予約。
現金との引換え・新券との交換はできません。
つり銭はでません。
有効期限は発行日から１年間です。

伝統工芸品 すげ笠

ふるさとに受け継がれる技

〈発送時期：随時〉 〈発送時期：随時〉

飯豊町内提携宿泊施設共通利用券
５，０００円分

のんびり ゆったり 飯豊を満喫

山形の新ブランド米として最高の食味評価を誇る
「つや姫」。栄養豊富な玄米30㎏×2袋（60㎏）を
どんとお届け！安全でおいしい飯豊のお米をご賞味
ください。
※玄米限定商品です。白米でのお届け希望は承
ることができませんのであらかじめご了承ください。

おいしいごはんを召し上がれ！

〈発送時期：随時〉

昔は実際に使われていたわら細工の深靴も、
今ではほとんど目にする機会がなくなりまし
た。雪国の暮らしとふるさとを感じることがで
きる、伝統の技で作られた深靴です。お部屋
のインテリアとしてもいかがでしょうか。

雪国伝統の手仕事

〈発送時期：随時〉

秘境の湧き水 源泉セット わら細工 深靴特別栽培米 つや姫 玄米
60kg

霊峰「飯豊山」が育んだ天然湧水

〈発送時期：随時〉

宿泊プラン・料金・施設の概要等の詳細は各施設にお問い合わせください。
■がまの湯温泉「いいで旅館」
■いいで添川温泉「しらさぎ荘」
■民宿「おじか」
■ホテル「フォレストいいで」
■湯ノ沢間欠泉「湯の華」
■白川温泉「白川荘」
■民宿「あらし」

・・・・・・・☎0238-72-3706
・・・・・☎0238-74-2161

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0238-75-2028
・・・・・・・・・・・☎0238-78-0010
・・・・・・・・・・・☎050-5534-3431

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0238-77-2124
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0238-77-2215

■なかつがわ農家民宿組合（飯豊町観光協会）

■山形屋旅館
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0238-86-2411

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0238-75-2518
（順不同）

http://www.iikanjini.com/tomaru_list.html
施 設 一 覧

飯豊町観光協会 検 索

寄附１件につき１点の特産品をお送りします。希望の商品をご選択ください。

B 16 B 17 C 1 C 2 C 3

飯豊山系の地下岩盤水脈から湧き出る天然
水で、水質は極めて高く、国内有数のミネラル
分含有率を誇る、まろやかな味わいの秘境の
湧き水セットです。

２Ｌ  ６本入り×４箱
５００ｍｌ  ２４本入り×２箱
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50，000円～99，999円 の寄附で
選べる特典

の寄附で
選べる特典

歴史ある優秀な生産農家が多く、米沢牛の約
４割を生産する“米沢牛の郷”飯豊町から、全
国に誇る和牛ブランド「米沢牛」（サーロイン
ステーキ）を「冷蔵便」でお届けします。味わい
深い上質な牛肉をぜひご賞味ください。

米沢牛の産地 飯豊町

〈発送時期：随時〉

希少な地元産の山ぶどうを使って、丁寧に編
み上げたつるかごは、使い込むほどに味わい
が深まる一品です。
H 22cm／W 30cm／D 10cm
※天然素材の手づくり工芸品のため、若干サ
イズが異なる場合があります。

天然素材の工芸品

〈発送時期：随時〉

飯豊のいいもの！ 詰合せセット 山ぶどうつるかご米沢牛サーロインステーキ
２００ｇ×５枚

飯豊の「いいもの」選りすぐり！

〈発送時期：随時〉

30，000円～49，999円の寄附で選べる特典 寄附１件につき１点の特産品を
お送りします。
希望の商品をご選択ください。

飯豊町内の提携宿泊施設でのみ利用できま
す。※要事前予約。
現金との引換え・新券との交換はできません。
また、つり銭はでません。
有効期限は発行日から１年間です。
詳細は特典B17を参照のこと。

のんびり ゆったり 飯豊を満喫

〈発送時期：随時〉

“米沢牛の郷”飯豊町から、全国に誇る和牛ブ
ランド「米沢牛」のサーロインステーキと焼き
肉用をセットにして「冷蔵便」でお届けします。
味わい深い上質な牛肉をぜひご賞味くださ
い。

飯豊町内提携宿泊施設共通利用券
20,000円分

米沢牛 焼き肉用 ８００ｇ +
米沢牛サーロインステーキ ２００ｇ×１枚

米沢牛の産地　飯豊町

〈発送時期：随時〉

米  沢  牛
～自然の恵みと生産者の努力の調 和～

高い品質を維持するブランド牛

米沢牛銘柄推進協議会が認定した飼育者が生
産する生後月齢３２ヶ月以上の黒毛和種の未経
産雌牛で、公益社団法人日本食肉格付協会が
定める３等級以上の外観並びに肉質及び脂質
が優れている枝肉で、山形県の放射性物質全
頭検査において放射性物質が｢不検出｣である
ものです。

～米沢牛とは～

特産品
紹介
特産品
紹介

100，000円
C 4 C 5 D 1 D 2 E 1

つや姫５㎏、コシヒカリ5㎏、椿みそ1㎏3袋、
白切り餅500ｇ2袋、みそ餅500ｇ2袋、だっ
たんそばギフト（そば・パスタ各2袋、お茶1
袋）、雪室コーヒー１０袋、めぐみのタルト・
アーモンドチュイール各10個、美味しい飲
む酢（コクワ、グミ、柿）各1本、柿のコンフィ
チュール1本　詰合せギフト
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200，000円以上の寄附特典

「米沢牛」ステーキセット（ヒレ150g×5枚+
サーロイン200g×5枚)を含む飯豊町自慢の
特産品を月毎にお届けするふるさと定期便。
町の魅力をぎゅっと詰め込んだ限定300セット
の厳選企画です！

魅力ある特産品を毎月お届け！

いいでの恵 ふるさと定期便

〈11月お届け／B14〉 〈12月お届け／B1〉

〈発送日は別途精肉店よりご案内します。〉

〈1月お届け／B2＋B9〉

〈2月お届け／D2〉

〈3月お届け／B4〉

米沢牛 ステーキセット（ヒレ150g×5枚＋サーロイン200g×5枚）

平成28年9月30日（金）までFコースは申込受付 ただし、定数に達し次第受付を終了します

随時発送
11月
12月

１月

2 月
3 月

米沢牛ステーキセット 
飯豊産の新米はえぬき15㎏ 
飯豊の地酒セット 
飯豊のどぶろく詰合せ 
米沢牛すきやき用肉　500g 
飯豊のいいもの！詰合せセット 
秘境の湧き水　2L6本入×3箱 

F 1 インターネット・郵便・FAX・電子メールのいずれかの方法でお申込みください。
申込受付後、飯豊町から寄附申込内容確認書を郵送しますので、寄附者情報等に間違いがないか必ず確認してください。

１.郵便振替・・・飯豊町から専用の払込取扱票を郵送します。ゆうちょ銀行（郵便局）で払込ください。（手数料は無料です）
２.金融機関振込・・・次の口座にお振込みください。（振込み手数料はご負担いただくことになります）　
　【山形おきたま農業協同組合　飯豊支店 （普通）8258580　口座名義：イイデマチカイケイカンリシャ（飯豊町会計管理者）】
３.現金書留・・・現金書留で飯豊町役場まで郵送ください。（郵送料はご負担いただくことになります）
４.飯豊町役場窓口払い・・・飯豊町役場２階総務企画課で受付します。
５.クレジット決済・・・インターネットの申込フォームにてクレジット決済を選択し、決済画面からお手続ください。

寄附のお礼としてお選びいただいた特産品を寄附者のご住所宛にお送りします。
寄附金受領証明書を送付する際、特産品の発送時期についてのお知らせを同封しますので、必ずご確認ください。

入金確認後、飯豊町から寄附金を受領した旨の証明書をお送りします。
寄附した翌年の３月１５日までに最寄の税務署に確定申告します。（所得税申告が不要な方は、住所地の市区町村に住民税申告します）
ワンストップ特例制度の適用を希望される場合は、「市町村民税・道府県民税寄附金税制控除に係る申告特例申請書」（第55号の5様式）を、
寄附した翌年の１月１０日までマイナンバー及び本人確認書類を添えて飯豊町役場へ提出してください。

郵便振替・金融機関振込・現金書留・役場窓口払い・クレジット決済のいずれかの方法で払込みください。

寄附申込

寄附金払込

証明書類の受取
・確定申告

ふるさと納税
特典の受取

手続きの流れ


