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5，000円の寄附で選べる特典

いちごの人気品種「とちおとめ」は、形の良さ色

の鮮やかさはもちろん、粒が大きく、味は甘く、

果肉はやわらかく、ジューシーな果汁たっぷり

な美味しいいちごです。大事に育てた大粒の

いちごを丁寧に箱詰めしてお届けします。

とちおとめ「箱入り娘」
大粒15個入り

〈発送時期：1月～3月〉

この特典内容は、平成30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。

特産品を
お選びいただく前に
必ずお読みください

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
2リットル6本入り １箱

〈発送時期：随時〉

1

2

3

00520051
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10，000円の寄附で選べる特典

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。

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

〈発送時期：随時〉

飯豊の大自然が育んだどぶろくは、繊細な仕

込が生む気品ある味わい。こだわりの杜氏が

仕込む「飯豊のどぶろく」を冬季限定「冷凍便」

でお届けします。紅白両方のどぶろくをお楽し

みください。

飯豊のどぶろく詰合せ 750ml

〈発送時期：12月～3月〉

1002

町内産こくわの実（さるなし）を100％使用し、
フルーティに仕上げた甘口タイプのワイン。飯
豊町が加盟する「日本で最も美しい村」の名を
冠した特別純米酒とセットでお送りします。

こくわワインと
純米特別酒「美しい村」セット

〈発送時期：随時〉

10031001

やまがた飯豊町こくわワイン360ml
特別純米酒「美しい村」720ml
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10，000円の寄附で選べる特典

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1kg

〈発送時期：平成30年5月〉

自然あふれる飯豊町で育った放牧牛の乳を
使用し、町産のトチ蜂蜜を入れて煮詰め、濃厚
かつ奥行きのある味わいに仕上がりました。パ
ンやアイスクリーム、ヨーグルト、ホットケーキ、
エスプレッソコーヒーなどさまざまな食べ物と
相性抜群です。

眺山放牧ミルクのジャム190g 5本

〈発送時期：随時〉

1005

飯豊ながめやま牧場は、東北で初めて「放牧

畜産実践牧場」の認証を取得しました。飯豊

の自然豊かな環境で育った乳牛から、新鮮で

こだわりの牛乳とヨーグルトをセットでお届け

します。

放牧酪農牛乳と
ヨーグルトの詰め合わせ

〈発送時期：随時〉

10061004
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10，000円の寄附で選べる特典

お酢を飲みやすく飲用加工したこくわ、グミ、柿

のビネガードリンクです。お酢を美味しく取り

入れることで高い健康効果と美容効果が期待

できます。3種類のうち、いずれか一つをお選び

ください。

ビネガードリンク
（こくわ酢、グミ酢、柿酢のいずれか）300ml

〈発送時期：随時〉

飯豊町の奥山に自生するイタヤカエデの木か

ら、2月～3月の厳冬期のみ採取できる貴重な

樹液を丁寧に煮詰めて作る、自然の甘みをご

賞味ください。

かえでの森
メイプルシロップ 120ml

〈発送時期：随時〉

1008

柿はみかんに比べてビタミンCが2倍が含まれ

る等、抗酸化作用も期待できるなど身近な健

康食品です。町内産の柿とパッションフルーツ

を合わせ、ヨーグルトやパンなどにも合う、さわ

やかな仕上がりになっています。

柿のコンフィチュール（ジャム）
198g 5本

〈発送時期：随時〉

10091007
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10，000円の寄附で選べる特典

山形県が誇るブランド米「つや姫」の特徴は、
甘み、うまみ、艶などに優れているとともに、そ
れらのバランスが絶妙であり、口に入れた時に
広がる甘みと粘り気が人気です。また、お米の
白さや炊き上がりのつやなどの見た目にも定
評があります。

つや姫 白米 7kg

〈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お届けしま

す。

米沢牛 すきやき用肉 300g

〈発送時期：随時〉

1011

飯豊町では、ブランド和牛として名高い「米沢

牛」をはじめとした肉牛の肥育が盛んな町で

す。その「米沢牛」と同じ環境で育った黒毛和

牛の上質な切り落とし肉をたっぷりお得にお

届けします。

町内産黒毛和牛
切り落とし 500g

〈発送時期：随時〉

10121010
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10，000円の寄附で選べる特典

馬肉は牛肉、豚肉よりもコレステロール値が低
く、高たんぱくのヘルシーな食材です。飯豊町
を含む山形県の西置賜地区の一部では、以
前から馬肉を食す文化があり、馬刺しのほか、
チャーシューの入った馬肉ラーメンといった食
文化が根付いています。

馬刺しと
馬チャーシューセット 400g

〈発送時期：随時〉

「米澤豚一番育ち」は澄んだ空気と水の置賜
地方で育ち、肉の柔らかさ、甘さ、脂の旨味ば
バランスが良く、さっぱりとした上品な味わい
が最大の特徴です。もっちりとした舌触りを賞
味できるブランド豚の高級部位ロース肉をお
届けします。

米澤豚一番育ち
豚肉ロース 600g

〈発送時期：随時〉

1014

飯豊町の豊かな自然あふれる環境でのびのび

育った豚肉たっぷり800gお届けします。辛南

蛮をアクセントに、柿酢と合わせてしゃぶしゃ

ぶでお召し上がりください。

柿酢と辛南蛮で食べる
飯豊産豚肉800gのしゃぶしゃぶセット

〈発送時期：随時〉

10151013
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15，000円の寄附で選べる特典

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」金賞受賞のワ

インをお試しください。

やまがた 飯豊町
こくわワイン 720ml 2本

〈発送時期：随時〉

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
2リットル6本入り ３箱

〈発送時期：随時〉

1502

ご自宅で飯豊の晩ごはんはいかがですか。米

沢牛入りの牛肉のうま煮、わらびの煮物、辛南

蛮に、はえぬき・どまんなか・ひとめぼれ・あき

たこまちの銘柄米をお選びいただきセットでお

届けします。

銘柄米別で選ぶ
「飯豊の晩ごはん」

〈発送時期：随時〉

15031501
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15，000円の寄附で選べる特典

日本穀物検定協会の食味ランキングで、22年連
続最高の特A評価を獲得した実績を持つ「はえ
ぬき」です。旨みに優れ、粒がしっかりしており、
粘りもあります。冷えても美味しい食味のため、お
弁当にもぴったりのお米です。真心こめて丁寧に
育てた「はえぬき」の味をご賞味ください。

はえぬき 白米 10kg

〈発送時期：随時〉

杵つき餅 詰合せセット
（白餅・みそ餅）

〈発送時期：11月～2月〉

1505

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

〈発送時期：随時〉

15061504

みそ餅は、昔から食べ継がれてきたふるさとの
味で、くるみ・ごま・青豆などを混ぜてほのかに
甘みを加えたみそ餅です。白きり餅とセットで
お届けします。
白きり餅400g3本、
みそ餅（くるみ、ごま、青豆）400g各1本
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15，000円の寄附で選べる特典

飯豊町の奥山に自生するイタヤカエデの木か

ら、2月～3月の厳冬期のみ採取できる貴重な

樹液を丁寧に煮詰めて作る、自然の甘みをご

賞味ください。

かえでの森
メイプルシロップ 120ml 2本

〈発送時期：随時〉

あまくていいでぇ

〈発送時期：随時〉

1508

3代目、4代目の和洋菓子職人が腕を振るった飯豊の銘
菓を美味しい雪室珈琲と一緒にお楽しみください。ミル
クジャム、メープルシロップも入って、大切な方へのギフ
ト品としても最適。化粧箱、手提げ袋付き。

「日本で最も美しい村」からの
スイートギフト

〈発送時期：随時〉

15091507

眺山放牧ミルクのジャム1本、飯豊かえでの森メイプルシロップ
1本、雪室熟成珈琲5個、めぐみのタルト3個、やまめチュイール
3枚、はちみつカステラ2個、どぶろくケーキ2個、飯豊産小麦の
ラスク2個、いなごクッキー2個

「日本で最も美しい村」連合に加盟する飯豊町で採れた
ものにこだわった逸品です。町内産のトチの蜂蜜、小麦、
どぶろくなどを使用し、和菓子職人とパティシエが丹精
込めて焼き上げました。

眺山放牧ミルクのジャム1本、飯豊かえでの森メイプルシロップ
1本、雪室熟成珈琲5個、めぐみのタルト3個、はちみつカステラ
4個、飯豊産小麦のラスク4個
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20，000円の寄附で選べる特典

山形県が誇るブランド米「つや姫」の特徴は、
甘み、うまみ、艶などに優れているとともに、そ
れらのバランスが絶妙であり、口に入れた時に
広がる甘みと粘り気が人気です。さらに、お米
の白さや炊き上がりのつやなどの見た目にも
美味しいお米です。

つや姫 白米 10kg

〈発送時期：随時〉

日本穀物検定協会の食味ランキングで、22年連
続最高の特A評価を獲得した実績のある品種
「はえぬき」です。旨みに優れ、粒がしっかりしてお
り、粘りもあります。冷えても美味しい食味のた
め、お弁当にもぴったりのお米です。真心こめて
丁寧に育てた「はえぬき」の味をご賞味ください。

はえぬき 白米 15kg

〈発送時期：随時〉

2002

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。

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：随時〉

20032001
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30，000円の寄附で選べる特典

“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
サーロインステーキ 200ｇ 2枚

〈発送時期：随時〉

3001

日本穀物検定協会の食味ランキングで、22年

連続特A評価を獲得した実績のある、山形県

の主力品種の「はえぬき」を大容量25kgでお

届け。豊かな水と大地で、真心こめて丁寧に育

てたお米の味をご賞味ください。

はえぬき 白米 25kg

〈発送時期：随時〉

3002
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
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40，000円の寄附で選べる特典

山形県が誇るブランド米「つや姫」の特徴は、

甘み、うまみ、艶などに優れているとともに、そ

れらのバランスが絶妙であり、口に入れた時に

広がる甘みと粘り気が人気です。

たっぷり大容量25kgをお届けします。

つや姫 白米 25kg

〈発送時期：随時〉

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㎏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。

つや姫 玄米 30kg

〈発送時期：随時〉

4002

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。その中でも希
少部位のサーロイン又はヒレをお任せで750gお届け。
お任せだからこそ可能な希少部位をたっぷりご賞味くだ
さい。
※部位の指定を承ることはできませんので、あらかじめ
ご了承ください。

米沢牛
おまかせステーキセット 750g

〈発送時期：随時〉

50014001

の寄附で
選べる特典50，000円
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秘境の湧き水 源泉セット

〈発送時期：随時〉

7501

の寄附で
選べる特典75，000円

飯豊のいいもの詰合せセット

〈発送時期：随時〉

8501

の寄附で
選べる特典85，000円

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。高級部位であるロース部分をブロックで

たっぷりお得にお届けします。

米沢牛ロースブロック 1.5kg

〈発送時期：随時〉

9901

の寄附で
選べる特典100，000円

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。
2リットル　6本入り　4箱
500ml　24本入り　2箱

つや姫5kg、コシヒカリ5kg、椿みそ1kg3袋、白きり
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、飲む酢（コクワ、グミ、柿）各1本、柿のコンフィ
チュール1本、蜂蜜、季節の漬物、菓子詰め合わせ
セット
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100，000円の寄附で選べる特典

米沢牛の郷、飯豊町からお送りする米沢牛と

豚肉、馬肉のセット品。それぞれのお肉の魅力

を楽しめる大満足のセットです。

米沢牛、豚肉、馬肉の
お肉3種セット

〈発送時期：随時〉

9902

・米沢牛すきやき用肉　900g

・米沢牛おまかせステーキセット　750g

・馬刺しと馬チャーシューセット　400g

・米澤豚一番育ち豚肉ロース　600g








