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長野県が約 10 年の歳月をかけ、研

究を重ねて生み出したのが、ニジマ

スとブラウントラウトを掛け合わせた

「信州サーモン」です。信州サーモ

ンは、銀色の身体に虹色の身。き

め細かく、トロリととろける舌ざわり

と濃厚な旨味が特徴です。

「大町黒豚」は肉質が柔らかく霜降り状

の脂がのっておりビタミンの含有量も多く

甘みの強いのが特徴です。飼料となる野

菜や穀類を地元産より取り入れ、北アル

プス山麓の清冽な水と澄んだ空気、山

に囲まれた自然豊かな大町市で育った

黒豚です。「北アルプス山麓ブランド」に

も認定されている限定品種、「幻の豚」

とも云われている美味しい黒豚です。

520pt

○セット内容／岩魚郷の信州サーモンの詰め合わせ。刺身100ｇ、パストラミ

100ｇ、くんせい100ｇ、味噌漬け２切（40ｇ×2切）。

○事業者／株式会社岩魚郷 ☎0261-22-2435

申込

番号

交　換
ポイントG202

信州サーモン詰め合わせ

※掲載しているセット内容は、季節等の都合により内容変更または同類相当の商品に変更となる場合があります。予めご了承ください。※中元歳暮時期は、季節柄大変混み合っており、お届けが多少遅れる場合があります。
予めご了承ください。※写真はすべてイメージです。記載内容以外の食材や薬味、容器等は含まれません。※商品はなくなり次第終了とさせて頂きます。※賞味期限等商品詳細に関しては大町市ふるさと納税特典品ホームページ
http://furu-po.com/omachiをご覧下さい。1

豊かな自然の恩恵を受けて育まれる、信州の味覚。信州サーモンや信州黄金シャモ、

北アルプスの清冽な水から造る地酒など、まちが誇る逸品をご紹介します。

信州サーモン

400pt

○セット内容／黒豚ロース500ｇ（100ｇ×5枚）黒豚バラ肉スライス400ｇ

○事業者／有限会社だいこく食品 ☎0261-22-5087

申込

番号

交　換
ポイントAC201

北アルプス山麓ブランド
【大町黒豚】ロース・バラ肉セット

長野県で育成された「信州黄金シャモ」は「北アルプス山麓ブラ

ンド」にも認定されている美味しい地鶏です。北アルプス山麓の

広 と々した農場で、清冽な水と米を使用した飼料を与えて育てて

います。「歯ごたえ・美味み・風味」の 3 拍子が揃っており、脂

肪分が少なく低カロリーな一方、旨み系アミノ酸の含有率が高い

ことが美味さの秘密です。

760pt
申込

番号

交　換
ポイントN201

○ セット内容／オス1羽分（モモ・ムネ・ササミ・手羽先・手羽元　約1㎏）

○事業者／松下農園 ☎090-4230-9198

信州黄金シャモ （オス 1㎏）

信州黄金シャモ

大大町黒豚

信
濃
大
町
逸
品



※掲載しているセット内容は、季節等の都合により内容変更または同類相当の商品に変更となる場合があります。予めご了承ください。※中元歳暮時期は、季節柄大変混み合っており、お届けが多少遅れる場合があります。
予めご了承ください。※写真はすべてイメージです。記載内容以外の食材や薬味、容器等は含まれません。※商品はなくなり次第終了とさせて頂きます。※賞味期限等商品詳細に関しては大町市ふるさと納税特典品ホームペー
ジhttp://furu-po.com/omachiをご覧下さい。※酒類は20歳未満の方はお申し込み頂けません。 2

信濃大町蔵元三社、金蘭黒部、白馬錦、北安大國の個性あふれる

12 種類（180㎖×1 本、300㎖×11 本）の味わいが楽しめるセット。
※お酒の種類が異なる場合がありますので、ご了承ください。※画像はイメージです。

信濃大町の蔵元三社、金蘭黒部・白馬錦・北安醸造の吟醸酒詰合せ。

【白馬錦：雪どけ吟醸】さらりとした甘みの中にくせのない辛さが味を引き締めます。

【金蘭黒部：氷筍水仕込み】仕込み水は北アルプス赤沢岳の地下 700mに湧くミネラル分豊富な中硬水 「氷筍

水（ひょうじゅんすい）」、信州産酒造好適米「美山錦」で仕込んだ引き締まった味わいのお酒です。やや辛口。

【北安大國：いいずら】「いいずら」とは「いいでしょ」の意を持つ当地方の言葉。長野県産ひとごこちを伝統の

濃醇仕込みより醸しました。濃縮された米の旨みとコクを味わえるお酒です。

600pt

○ セット内容／日本酒（吟醸酒720㎖×3本 箱入）、金蘭黒部　黒部の氷筍水仕込み、白馬錦　雪どけ吟醸、北安大

國　純米吟醸いいずら

○事業者／いーずら大町特産館 ☎0261-23-7511

申込

番号

交　換
ポイントA241

信濃大町 吟醸酒 味めぐりセット

信濃大町の蔵元三社、金蘭黒部・白馬錦・北安醸造

の大吟醸酒の詰合せ。

良質の安曇野産酒米、北アルプス山麓の清冽な水、

伝統の杜氏の技に恵まれ、それぞれに特長のある酒造

りを心がけています。蔵元伝承の技が醸しだす大町酒

蔵ならではの味わいをお楽しみください。

1,360pt

○ セット内容／日本酒（大吟醸720㎖×3本 箱入）　

金蘭黒部　大吟醸原酒、白馬錦　純米大吟醸極酒、

北安大國　大吟醸あづみ野育ち

○事業者／いーずら大町特産館 ☎0261-23-7511

申込

番号

交　換
ポイントA238

信濃大町三蔵
厳選 大吟醸セット

○ セット内容／日本酒 180㎖×1本、300㎖×11本　

金蘭黒部（大吟醸原酒・黒部の氷筍水仕込・辛口黒部・にごり酒）白馬錦（梅酒・雪どけ吟

醸・氷筍水・純米酒・白馬錦）北安大國（いいずら・白馬紫雲・濃醇原酒・豊響）簡易包装

○事業者／いーずら大町特産館 ☎0261-23-7511

960pt
申込

番号

交　換
ポイントA239

信濃大町三蔵地酒 12 種ほろ酔い呑み比べ

信
濃
大
町
逸
品



北アルプス山麓ブランドに登録されている特

別栽培米の「稜線(りょうせん)の風」は、

減農薬で有機肥料を使い栽培しています。

程よくモッチリとして食感が柔らかく、全ての

面でソフトな味わいのため、いろいろな料理

に合わせることができる品種です。

北アルプス・黒姫妙高の清流、有機肥料

100％、農薬は慣行の1/2、こだわりの栽培

基準のもと大切に栽培したお米を3ヶ月間お

届けいたします。

280pt

○セット内容／５㎏

○事業者／ライスファーム野口 ☎0261-23-3038

申込

番号

交　換
ポイントR201

特別栽培米 稜線の風 （ひとめぼれ） 5㎏

1,600pt

○セット内容／月一回、３ヶ月間、毎月コシヒカリ５㎏をお届けします

○事業者／大町市花き協会 ☎0261-23-4522

申込

番号

交　換
ポイントH202

≪頒布会≫特別栽培米 こしひかり 5㎏×3ヶ月

○セット内容／カラフル野菜も含め5品目以上の野菜のセット。※野菜の種類はおまかせとなります。

※箱サイズ100㎝ ※季節により冷蔵または常温での発送となります。

○事業者／アルプス  八幡農園 ☎090-3653-7965

560pt
申込

番号

交　換
ポイントQ201

無農薬☆旬の野菜セット

※掲載しているセット内容は、季節等の都合により内容変更または同類相当の商品に変更となる場合があります。予めご了承ください。※中元歳暮時期は、季節柄大変混み合っており、お届けが多少遅れる場合があります。
予めご了承ください。※写真はすべてイメージです。記載内容以外の食材や薬味、容器等は含まれません。※商品はなくなり次第終了とさせて頂きます。※賞味期限等商品詳細に関しては大町市ふるさと納税特典品ホームページ
http://furu-po.com/omachiをご覧下さい。3

私達は、農薬・除草剤・化学肥料不使用で自然環境に負荷を与え

ず、環境保全型の農業をめざした野菜栽培に挑戦しています。

たくさんの生き物たちが活躍できる環境を整えながら、土づくりと野菜作

りを進めています。

なによりも体にとって安心・安全な野菜、そして、美味しい！と“こころ”

で感じていただける野菜作りに励んでいます。

ふるさとの味を
お届けします！

2018/6/1~

2019/2/15

信
濃
大
町　

ふ
る
さ
と
便



※掲載しているセット内容は、季節等の都合により内容変更または同類相当の商品に変更となる場合があります。予めご了承ください。※中元歳暮時期は、季節柄大変混み合っており、お届けが多少遅れる場合があります。
予めご了承ください。※写真はすべてイメージです。記載内容以外の食材や薬味、容器等は含まれません。※商品はなくなり次第終了とさせて頂きます。※賞味期限等商品詳細に関しては大町市ふるさと納税特典品ホームページ
http://furu-po.com/omachiをご覧下さい。 4

天然酵母を使用したもっちりした食感。

野沢菜・なす・切干大根・おから・かぼちゃ・粒あん・

信州きのこ・きんぴらの具の味わいが楽しみな詰合せ。

400pt

○セット内容／野沢菜・なす・切干大根・おから・かぼちゃ・粒あん・信州

きのこ・きんぴらなど。季節により詰合せが異なります。化粧箱入。

○事業者／いーずら大町特産館 ☎0261-23-7511

交　換
ポイントA214

もっちり食感！信濃おやき幸庵の
天然酵母おやき16個セット

申込

番号

標高 900メートルの高冷地、美

麻新行で無農薬栽培したソバ

100％使用。無添加、『風味とコシ』

にこだわった干しそばです。パスタ

としてもお楽しみいただけます。

1,000pt

○セット内容／新行七割そば ２５０ｇ×６本入り

○事業者／合同会社 菜の花ステーション ☎0261-85-8040

申込

番号

交　換
ポイントB203

新行干しそば （250g）６本入り

信州で４０年以上も愛され続けて

いる欧風焼き菓子【雷鳥の里】

２５個入りと１６個入りの２箱をセッ

トにしました。サクサクとした香ば

しさとクリームのハーモニーが美

味しいロングセラー商品です。

280pt

○セット内容／雷鳥の里２５個入り１箱、雷鳥の里１６個入り１箱

○事業者／いーずら大町特産館 ☎0261-23-7511

申込

番号

交　換
ポイントA271

雷鳥の里 （大・小）2箱セット

信
濃
大
町　

ふ
る
さ
と
便



大町の大 地からの贈り物
リンゴジュースや蜂蜜など

大町市自慢のスイーツを集めました。

もぎたての美味しさそのまま、自

家栽培・自家しぼり。

峯村農園の大町産りんごを使

用した果汁100％のストレート

ジュース。

荒山林業の蜂蜜セット。 豊富な種類の天然広葉樹の森、大町の北山

の荒山林業地内を中心に採蜜した純粋蜜です。高温処理や濾過をせず

手詰めで作られています。

※掲載しているセット内容は、季節等の都合により内容変更または同類相当の商品に変更となる場合があります。予めご了承ください。※中元歳暮時期は、季節柄大変混み合っており、お届けが多少遅れる場合があります。
予めご了承ください。※写真はすべてイメージです。記載内容以外の食材や薬味、容器等は含まれません。※商品はなくなり次第終了とさせて頂きます。※賞味期限等商品詳細に関しては大町市ふるさと納税特典品ホームページ
http://furu-po.com/omachiをご覧下さい。
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480pt
申込

番号

交　換
ポイントA213

畑で搾った りんごじゅーす6本セット

○セット内容／瓶入1リットル×6本 箱入

○事業者／いーずら大町特産館 ☎0261-23-7511

5

「紅花いんげん蒸し羊羹」

大町産紅花いんげん豆の餡で作った蒸し羊羹

「塩の道」

和三盆糖使用、くるみ入高級塩羊羹

「嶺雲」

栗入柔らか餡を浮島生地（蒸しカステラ風）

で挟んだ品

600pt

○セット内容／紅花いんげん蒸し羊羹400g、塩の道160g、嶺雲380g、化粧箱入り

○事業者／御菓子司　柴田 ☎0261-22-0474

申込

番号

交　換
ポイントS201

山岳都市大町和菓子詰合せ

1,080pt
申込

番号

交　換
ポイントA278

信濃大町の蜂蜜
「山の木の花・草の花蜂蜜」６本セット

○セット内容／瓶入180ｇ×6本、百花、山桜、山栗、キハダ、菜の花、栃の花、し

なの木、りんごの中から6種類。簡易包装 ※種類はお任せとなります。

※１歳未満の乳児には与えないでください。

○事業者／いーずら大町特産館 ☎0261-23-7511

大
町
の
大
地
か
ら
の
贈
り
物



※掲載しているセット内容は、季節等の都合により内容変更または同類相当の商品に変更となる場合があります。予めご了承ください。※中元歳暮時期は、季節柄大変混み合っており、お届けが多少遅れる場合があります。
予めご了承ください。※写真はすべてイメージです。記載内容以外の食材や薬味、容器等は含まれません。※商品はなくなり次第終了とさせて頂きます。※賞味期限等商品詳細に関しては大町市ふるさと納税特典品ホームページ
http://furu-po.com/omachiをご覧下さい。 6

リンゴをたっぷり1.3㎏使用したキャラメリゼが魅力のデザート。欧米でリン

ゴのケーキといえば 『タルトタタン』。食品添加物を一切使わず、伝統的な製

法で地元県産リンゴを8時間かけてじっくりと焼きあげています。お酒にもよ

く合うヘルシーな大人のスイーツです。

〇資生堂ご当地スイーツ総選挙 長野県代表 〇北アルプスブランド認定品

「ばいはるちゃに農園」産の真っ赤に完熟した旬のトマトに、隠し

味の伊豆大島の海の精（塩）を加えることにより、トマト本来の

味が一層引立ち美味しく仕上がりました。

手軽な飲み切りサイズで、トマトの自然な味をお楽しみ下さい。

560pt
申込

番号

交　換
ポイントV206

「ばいはるちゃに農園」産
絞りたて100％トマトジュース 10本セット

○セット内容／トマトジュース 200㎖×10本

○事業者／地域活動支援センター ばいはるちゃに みとろ

☎0261-85-0243

400pt
申込

番号

交　換
ポイントP201

タタンおばさんのひっくり返したアップルパイ
【タルトタタン】約18㎝

○セット内容／直径18㎝、大町市産リンゴ1.3㎏使用、バター、砂糖

パイ生地：安曇野産小麦粉、卵、バター、砂糖、塩、水

○事業者／ビストロみぃーや ☎0261-23-1187

創業明治 37 年（1904 年）の老

舗和菓子屋がうまい餡で作るか

ら美味しい！

北アルプスから湧き出す清らかな

水で仕込み、職人が一枚一枚丁

寧に手焼きしたしっとりどら皮に、

大町市常盤産の完熟ブルーベ

リー餡クリームをサンドしたどら

焼きと、信州産ふじりんご入り白

餡クリームをサンドしたどら焼き

の詰合せです。信濃大町の大地

の恵みをお楽しみください。

360pt

○セット内容／大町ブルーベリー生どら5個、

信州りんご生どら5個

○事業者／御菓子司 喜久龍

☎0261-22-0183

申込

番号

交　換
ポイントD201

大町ブルーベリー生どら
信州りんご生どら詰合せ

大町市の酒蔵の酒粕と信州産チーズを使用したスフレチーズケーキ

です。しっとりとした食感の中に酒粕の芳醇な香りが広がります。

2017/9/15~

2018/8/8

○セット内容／4号サイズ1台

○事業者／コンディトライ・アン・マリーレ ☎0261-85-0702

320pt
申込

番号

交　換
ポイントK203

酒粕チーズケーキ

大
町
の
大
地
か
ら
の
贈
り
物



800pt

○セット内容／おおまぴょんのふんわりカスタード（8個 箱入）・おおまぴょんのプリントクッキー（12

枚箱入）クリアファイル・シール・ラバーストラップ・ストラップ・ピンバッジ・缶バッジ・ボールペン・

絆創膏・メモ帳など※内容はおまかせとなります。※デザインが変更となる場合がございます。

○事業者／いーずら大町特産館 ☎0261-23-7511

申込

番号

交　換
ポイントA242

大町市ご当地キャラクター
「おおまぴょん大集合」

大町市ご当地キャラクター「おおまぴょん」は爺ヶ岳とカモシカを

モチーフにした人気者です。お菓子やおおまぴょんグッズが楽しめる

「おおまぴょん大集合」です。

黒部ダムの玄関口である大町市。信濃大町地サイダー製作委員会が企画した、

ご当地サイダー「ハサイダー」です。北アルプスの地下に位置し、ダム建設

工事の際にぶつかった長さ80mにおよぶ破砕帯。その破砕帯から湧き出す、

摂氏４度の清冽な天然水で作りました。

大町産メルロー 100％を使用した赤ワイ

ンと大町産シャルドネ100％を使用した

白ワインセットです。ぶどうの栽培者は

大町ワインぶどう生産組合です。商品

名の「Nishina」は大町市民の皆さ

んの公募により決まりました。「仁科」と

は・・・かつて大町地域で栄えていた

豪族「仁科氏」に由来します。国宝

の仁科神明宮や仁科三湖など、現在

でも市内各地の名称となっています。

560pt 640pt

○セット内容／瓶入り250㎖×24本（簡易箱入り）

○事業者／いーずら大町特産館 ☎0261-23-7511

○セット内容／メルロー：720㎖×1本、シャルドネ：720㎖×１本、栽培者：大町ぶどう生産

組合、製造者：(株 )あづみアップル ○事業者／いーずら大町特産館 ☎0261-23-7511

申込

番号

申込

番号

交　換
ポイント

交　換
ポイントA243 A262

摂氏４度の清冽な天然水を使用
「ハサイダー24本」

「Nishina メルロー・シャルドネ 」ワインセット

バ
ラ
エ
テ
ィ
商
品

※掲載しているセット内容は、季節等の都合により内容変更または同類相当の商品に変更となる場合があります。予めご了承ください。※中元歳暮時期は、季節柄大変混み合っており、お届けが多少遅れる場合があります。
予めご了承ください。※写真はすべてイメージです。記載内容以外の食材や薬味、容器等は含まれません。※商品はなくなり次第終了とさせて頂きます。※賞味期限等商品詳細に関しては大町市ふるさと納税特典品ホームペー
ジhttp://furu-po.com/omachiをご覧下さい。※酒類は20歳未満の方はお申し込み頂けません。7



信濃大町からの玉手箱
「大町甘味セット」

他品種と交雑しにくい元スキー場で

育てられた菜種は乾燥保管され、注

文がある毎に搾られます。添加物や

薬品は一切使わず、自家焙煎・圧搾

抽出・無圧ろ過という製法です。菜

の花オイルは、悪玉コレステロール

を抑える効果のあるオレイン酸をはじ

め、α－リノレン酸、天然ビタミン E

も豊富な、健康志向の調味用ヴァー

ジンオイルです。菜種本来の自然の

風味や栄養素を生かした新鮮でヘル

シーな味わいをお楽しみください。

松崎和紙は北アルプスに源を発する高瀬川の清らかな水と楮、楡など豊

富な原料、伝統の紙漉き技術による長い歴史の中で培われた手漉き和

紙工芸品です。和紙の持つ自然のぬくもりをお届けします。

800pt

○セット内容／100㎖×3本

○事業者／合同会社 菜の花ステーション ☎0261-85-8040

申込

番号

交　換
ポイントB201

菜の花オイル （100㎖）３本セット

880pt

○ セット内容／手文庫、便箋、葉書、ペン皿、一閑張皿（大）、一閑張皿（中）、ブックカ

バー、茶托、銘々皿、おたよりセット等※内容が変わる場合がございます。

○事業者／いーずら大町特産館 ☎0261-23-7511

申込

番号

交　換
ポイントA219

1000年以上続く伝統の
手漉き和紙 松崎和紙セット

800pt

○セット内容／おすすめの特産品詰め合わせ（化粧箱入）

※写真は全てイメージです。

※季節により詰合せの内容が異なります。

※内容はおまかせとなります。

○事業者／いーずら大町特産館 ☎0261-23-7511

申込

番号

交　換
ポイントA202

赤沢岳の雪解け水は、長い歳月の果てに不純物を取り除かれ、厳冬期に『氷筍』

と呼ばれる神秘的な氷柱を作ります。単結晶で不純物をほとんど含まない『氷筍』。

その氷筍を作る、自然のままの清冽な湧水を、ペットボトルに閉じ込めました。

加熱以外の処理や成分調整は行わず、自然のままのミネラルと美味しさをお楽

しみいただけます。

アルピナは北アルプスの標高 1220メートルの人踏まれな水源の名水から生まれ

ます。水源近くのオールロボットによる最先端の工場で、人の手を介さず RO

処理によって99.9% の不純物を除去したピュアウォーターにすることで、デリケー

トな赤ちゃんからお年寄りまで、どなたでも安心・安全でやわらかな味わいのお

水になりました。

400pt

○セット内容／ＰＥＴ500㎖×２４本　簡易箱入

○事業者／いーずら大町特産館 ☎0261-23-7511

申込

番号

交　換
ポイントA217

アルピナウォーター （500㎖24本）

400pt

○セット内容／ＰＥＴ500㎖×２４本　簡易箱入

○事業者／いーずら大町特産館 ☎0261-23-7511

申込

番号

交　換
ポイントA216

黒部の氷筍水 （500㎖24本）

バ
ラ
エ
テ
ィ
商
品

※掲載しているセット内容は、季節等の都合により内容変更または同類相当の商品に変更となる場合があります。予めご了承ください。※中元歳暮時期は、季節柄大変混み合っており、お届けが多少遅れる場合があります。
予めご了承ください。※写真はすべてイメージです。記載内容以外の食材や薬味、容器等は含まれません。※商品はなくなり次第終了とさせて頂きます。※賞味期限等商品詳細に関しては大町市ふるさと納税特典品ホームページ
http://furu-po.com/omachiをご覧下さい。 8

信濃大町の和洋菓子、加工品等、いーずら大町特

産館おすすめの特産品を詰め合わせて発 送いたし

ます。ロングセラーの大町銘菓や老舗菓子司の和菓

子、手造りジャムや地元採集の蜂蜜などやさしい甘

さがいっぱいの玉手箱です。



北アルプス山麓の涼しい

風を受けて育った藍の葉

を、乾燥させてから煮出

した液で染めた涼やか

で優しいブルーが特長の

ストールです。

480pt

○ セット内容／30g・49㎝×180㎝・綿50％、シルク40％、レーヨン10％・染色用生地イン

ド産・染料大町市産

○事業者／信州草木染  木崎工房 ☎ 090-2674-8572

申込

番号

交　換
ポイントT201

藍染めコットンボールストール

※掲載しているセット内容は、季節等の都合により内容変更または同類相当の商品に変更となる場合があります。予めご了承ください。※中元歳暮時期は、季節柄大変混み合っており、お届けが多少遅れる場合があります。
予めご了承ください。※写真はすべてイメージです。記載内容以外の食材や薬味、容器等は含まれません。※商品はなくなり次第終了とさせて頂きます。※賞味期限等商品詳細に関しては大町市ふるさと納税特典品ホームページ
http://furu-po.com/omachiをご覧下さい。9

自然に囲まれた大町市に工場を構え

るラインハルト株式会社は、ヘアサ

ロン業 界向け「業務用シャンプー」

のメーカーとして、プロの方々に長

年愛用され続けています。ミネラル

成分をバランスよく含む『海泥』とコ

エンザイム Q10 などの美髪キープ成

分が、加齢により衰えていく髪にや

さしく働きかけ、活力ある健やかな

髪に補修するシャンプー、ヘアトリー

トメントです。

広葉樹材を使った一品製作の手

作り椅子。「暮らしの中の木の椅

子展」入 選作で、工房で人気の

高いスツールです。カウンターで、

キッチンワークにも使えます。自然

塗料で仕上げてあります。

黒部ダムレストハウス、扇沢レス

トハウスで人気の長野県大町市の

「ご当地カレー」です。ココナッツ

ミルク、ほうれん草ペースト、マッ

シュルーム、豚肉、グリーンカレー

ペーストなどでダム湖をイメージし

たグリーンカレー。

広葉樹材を使った一品製作の手作

り椅子。クルミ・桜・ウォールナッ

トを使用し、それぞれの持ち味を生

かしたウィンザー風チェア。自然塗

料で仕上げてあります。

バ
ラ
エ
テ
ィ
商
品

520pt

○ セット内容／スーパーリバイブ シャンプー Q10（300㎖）、スーパーリバイブ ヘアパック 

Q10（210g）各1

○事業者／大和  商品配送センター ☎0263-60-1418

申込

番号

交　換
ポイントYM203

マッドテラピー
スーパーリバイブ ヘアケアセット

7,080pt

○ セット内容／1脚　W430・D430・H600

※受注生産のため注文を受けてから2～3ヶ月で

のお届けとなります。

○事業者／α空間工房 ☎ 0261-23-3541

申込

番号

交　換
ポイントAA205

木の椅子展入選作の
ハイスツール

80pt

○ セット内容／レトルトカレー×1袋（200ｇ）

○事業者／いーずら大町特産館 ☎ 0261-23-7511

申込

番号

交　換
ポイントA252

ダム湖をイメージした
辛口のグリーンカレー「黒部ダムカレー」

9,480pt

○ セット内容／1脚 W470・D530・SH410・H880

※受注生産のため注文を受けてから2～3ヶ月で

のお届けとなります。

○事業者／α空間工房 ☎ 0261-23-3541

申込

番号

交　換
ポイントAA204

３種類の広葉樹を使った
ハンドメイドチェア『REN』



※掲載しているセット内容は、季節等の都合により内容変更または同類相当の商品に変更となる場合があります。予めご了承ください。※中元歳暮時期は、季節柄大変混み合っており、お届けが多少遅れる場合があります。
予めご了承ください。※写真はすべてイメージです。記載内容以外の食材や薬味、容器等は含まれません。※商品はなくなり次第終了とさせて頂きます。※賞味期限等商品詳細に関しては大町市ふるさと納税特典品ホームページ
http://furu-po.com/omachiをご覧下さい。 10

ふるぽ 検 索ふるぽ

詳しくはWebで「ふるぽ」を検索！

http://furu-po.com/

長野県大町市内スキー場
リフト１日券引換券

2018/11月上旬~
2019/3月上旬

400pt
申込

番号

交　換
ポイントE201

○ セット内容／リフト引換券（大人1名様）

○引換所／HAKUBA VALLEY 鹿島槍スキー場：中綱チケット売り

場、セントラルプラザ1130中央チケット売り場 /HAKUBA VALLEY  

爺が岳スキー場：リフト券出札窓口

※ご注文頂いてから1週間程度でお届けいたします。※リフト券引

換券は郵送にて発送いたします。スキー場リフト券売り場でお引換え

ください。※商品の受付期間が変更になる場合がございます。

※商品については発送事業者へお問合せください。

○事業者／大町地区スキー場管理者協議会 ☎0261-23-1231

鹿島槍スキー場または爺ガ岳スキー場でご利用

いただけるリフト1 日券の引換券です。

日本が世界に誇るギターメーカー、フジゲン

が作るウクレレ。オリジナルブランドモデルです。

単板のマホガニーで構成されたコンサートサ

イズのウクレレ。シンプルで飽きのこないルック

スも魅力です。ペグには GOTOH のギア式

のものを採用することで、フリクション式に比べ

チューニングしやすくなっています。

バ
ラ
エ
テ
ィ
商
品

5,200pt

○ セット内容／約450g

出荷前に再度最終検品・調整を行います。調整箇所に

よっては発送が遅れる場合があります。

○事業者／フジゲン株式会社 大町工場

☎ 0261-23-4708

申込

番号

交　換
ポイントU207

コンサートサイズ ウクレレ 
pupukea UF-C40



特典品をお申込みの前にご確認ください

●掲載しているセット内容は、都合により内容変更または同類相当の特典品に変更となる場合があります。予めご了承ください。 ●農産物（生鮮食品）につきましては、天候の影響で収穫量・収穫時期が遅れた場

合、発送が遅れる場合があります。 ●季節によって詰め合わせる野菜が変更される場合があります。 ●季節によって特典品の内容が変更になる場合があります。 ●中元歳暮時期は、季節柄大変混み合っており、

お届けが多少遅れる場合があります。予めご了承ください。 ●写真は全てイメージです。記載内容以外の食材や薬味、容器等は含まれません。 ●特典品は無くなり次第終了とさせていただきます。 ●不在等による

配送日指定のご希望は可能な限り対応致します。

監修／一般社団法人 地域交流推進協議会 000081A

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁じられています。 酒類は20歳未満の方はお申込みになれません。

給与収入 独身または共働き
夫婦 または共働きで

子1人（高校生）

共働きで
子1人（大学生）

夫婦＋子1人
（高校生）

共働きで子2人
（大学生と高校生） 

夫婦＋子2人
（大学生と高校生） 

300万円 28,000 19,000 15,000 11,000 7,000 ー

350万円 34,000 26,000 22,000 18,000 13,000 5,000

400万円 42,000 33,000 29,000 25,000 21,000 12,000

450万円 52,000 41,000 37,000 33,000 28,000 20,000

500万円 61,000 49,000 44,000 40,000 36,000 28,000

550万円 69,000 60,000 57,000 48,000 44,000 35,000

600万円 77,000 69,000 66,000 60,000 57,000 43,000

650万円 97,000 77,000 74,000 68,000 65,000 53,000

700万円 108,000 86,000 83,000 78,000 75,000 66,000

750万円 118,000 109,000 106,000 87,000 84,000 76,000

800万円 129,000 120,000 116,000 110,000 107,000 85,000

850万円 140,000 131,000 127,000 121,000 118,000 108,000

900万円 151,000 141,000 138,000 132,000 128,000 119,000

950万円 163,000 154,000 150,000 144,000 141,000 131,000

1000万円 176,000 166,000 163,000 157,000 153,000 144,000

1500万円 389,000 377,000 373,000 366,000 361,000 350,000

2000万円 564,000 552,000 548,000 540,000 536,000 524,000

全額※控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安 ※2,000円を除く

※「ふるさと納税」は、年内の寄附分を翌年度の住民税から控除するものです。そのため年内の所得がいくらになるかわからない場合は、上限額はあくまでも目安です。年収に変動がある方は注意が必要です。

総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」は、寄附金控除額の計算（シミュレーション）もできます。あくまで目安であり、具体的な計算は、お住まい（ふるさと納税翌年1月1日時点）の市区町村にお尋ねください。
（単位：円）

カタログの見方

申し込み期限や配送期限が設けられている

特典品です（期間内のみ申し込み可）

受付数量が設けられている

特典品です

特典品の配送状態です

（常温・冷蔵・冷凍）

インターネットでの

お申込み限定です

2017/10/1~

2018/4/30

* 7 5 1 8 1 2 0 *

特典品に関する問い合わせ先

特典品が配送される時期

特典品の申込番号

※自治体ごとにポイント表記が異なります

特典品の交換ポイント数

長野県大町市

ふるさと納税の活用方法

● 協働のまちづくり推進のために

● 未来を担う子どもたちのために

● 山岳観光都市の振興のために

● 芸術文化の振興のために

● 移住・定住の促進のために

● 自然環境を守るために

● 高齢者のいきがいづくりのために

● 山村留学事業推進のために

● 起業・創業の支援のために

● 市長におまかせ

市内ゲレンデ

黒部ダム

恋人の聖地

雷鳥

○ セット内容／りんご5㎏ 
○配送期間／10月下旬～12月下旬
○事業者／りんご農園 ☎0000-00-0000

100pt交　換
ポイントA000

信州りんご

申込

番号


