
No.2017,7,23 
 

 
  
「ふるさと妹背牛応援寄附」をして下さった皆様方に下記のとおり記念品をお贈りします。 

皆様方のご支援を心よりお待ちいたしております。 
 

○記念品贈呈 
 ・1 回のお手続きで、1 万円以上寄附下さった方 ※何度でもお申込みいただけます。  
○記念品の発送先 
 ・セットごとにお好きなご住所に郵送させていただきます。 
○記念品のセット内容 
 ・町内特選米「北彩香」など、別紙「記念品カタログ」よりお選び下さい。 
  ※記念品の組み合わせも可能です。 
○お申込みの方法 
 ・「Yahoo ふるさとチョイス」又は「寄附申込書」を電子メール、ファックス、郵送のいずれかの方法で

ご連絡ください（お電話も可）。 
○お支払いの方法 
 ・ゆうちょ銀行からの「払込取扱票」による振込（手数料無料）・現金書留（送金費用寄附者負担） 
 ・現金・指定口座への振込み（振込手数料寄附者負担）・Yahoo クレジット決済 
○お問合せ先（受付窓口） 
  〒079-0592 

 北海道雨竜郡妹背牛町字妹背牛 5200 番地 
妹背牛町役場 企画振興課企画振興グループ 

 ☎0164-32-2411 FAX 0164-32-2290 
 E-mail furusato@town.moseushi.lg.jp 

☆詳しい内容は、インターネットで「ふるさと妹背牛」で検索してください。 

 
  

   
カメムシ等の防虫効果があると言われているハーブ（アップルミント）を田んぼのあぜ道に

植栽し、その効果により生まれた妹背牛町のクリーンで安心なお米です。「ゆめぴりか」「なな

つぼし」の２品種をご用意させていただきました。 

いずれも、新米が取れてからの発送となりますので、ご了承ください。 

※それぞれにセット限定がございますのでご了承ください。  

 
創業 50 年の老舗のお菓子屋さんが手掛ける地元食材をふんだんに使った手作りお菓子。記

念品では、自慢のお菓子の中から店主が選ぶ「特選お菓子セット」用意しました。 

管内でも珍しい《源泉かけ流し》「妹背牛温泉ペペル」のコテージ宿泊券とレストランの食

事券、更に隣接公園内施設の「パークゴルフ」又は「カーリング」の体験をセットにしたメニ

ューを用意しました。 

全て手作りのため、生産量が少ない希少な幻のトマトジュースを記念品にしました。 

【１００セット限定】となりますが、この機会に大量生産できない本物のトマトジュースを

ご賞味ください。 
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○お米発送の時期 
 本カタログに掲載の「お米」は全て、平成 29 年度産の新米を発送（10 月下旬発送開始）
となります。選択いただいた記念品によって発送月をご指定いただけるものと、発送月を
指定できないものがありますのでご確認をお願いします。 
 発送月の指定につきましては、最終ページの「◎分割発送指定可能月早見表」をご確認
ください。 

 

[Ａ]妹背牛産【北彩香（ゆめぴりか）】白米 
○本記念品の注目情報 
・「ゆめぴりか」は全国の食味ランキング最高位「特Ａ」評価 
・平成 29 年産新米発送（10 月以降） 
番号 寄附額 記念品の発送 発送指定月 記念品イメージ 

Ａ－１ 10,000 

〈一括発送〉 
5kg× 2 袋 計 10kg 
 

10 月～5 月
 

Ａ－２ 59,000 
〈一括発送〉 
5kg×12 袋 計 60kg 
 

10 月～5 月  

Ａ－３ 59,000 
〈分割発送 3 回〉 
5kg×12 袋 計 60kg 

毎月・隔月 
・3 ヶ月毎 

 

Ａ－４ 98,000 
〈一括発送〉 
5kg×20 袋 計 100kg

10 月～5 月  

Ａ－５ 98,000 
〈分割発送 5 回〉 
5kg×20 袋 計 100kg

毎月・隔月  

[Ｂ]妹背牛産【北彩香（ゆめぴりか）】玄米 
○本記念品の注目情報 
・「ゆめぴりか」は全国の食味ランキング最高位「特Ａ」評価 
・平成 29 年産新米発送（10 月以降） 
番号 寄附額 記念品の発送 発送指定月 記念品イメージ 

Ｂ－１ 10,000 

〈一括発送〉 
5.5kg×2 袋 計 11kg
 

10 月～5 月
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Ｂ－２ 59,000 
〈一括発送〉 
5.5kg×12 袋 計 66kg

10 月～5 月  

Ｂ－３ 59,000 
〈分割発送 3 回〉 
5.5kg×12 袋 計 66kg

毎月・隔月 
・3 ヶ月毎 

 

Ｂ－４ 98,000 
〈一括発送〉 
5.5kg×20 袋 

計 110kg

10 月～5 月  

Ｂ－５ 98,000 
〈分割発送 5 回〉 
5.5kg×20 袋 

計 110kg 

毎月  

[Ｃ]妹背牛産【プレミアム北彩香(ななつぼし)】白米 
○本記念品の注目情報 
・「ななつぼし」は全国の食味ランキング最高位「特Ａ」評価 
・平成２９年度産「北彩香(ななつぼし)」のタンパク値６．８％以下指定米 

（タンパク値は、食味等の一つの基準で、数値が低いほど美味しさが増すと言われています。）
・「ななつぼし」の内、タンパク値６．８％以下のお米は、僅か「３割」以下 
・精米と同時に真空パック包装するので、美味しさが長持ち 
・ふるさと納税限定品 
・平成 29 年産新米発送（10 月以降） 
※冷害・異常気象の影響によりタンパク値 6.8%以下のお米がどうしても数量確保ができない場合、数値を変更の上

発送することがありますのでご了承の上お申し込みください。

番号 寄附額 記念品の発送 発送指定月 記念品イメージ 

Ｃ－１ 10,000 

〈一括発送〉 
5kg× 3 袋 計 15kg 
 

随時発送 
指定不可 

Ｃ－２ 26,000 
〈一括発送〉 
5kg× 8 袋 計 40kg 
 

10 月～4 月

Ｃ－３ 26,000 
〈分割発送 2 回〉 
5kg× 8 袋 計 40kg 

毎月・隔月 
・3 ヶ月毎 

 

Ｃ－４ 39,000 
〈一括発送〉 
5kg×12 袋 計 60kg 
 

10 月～4 月  

Ｃ－５ 39,000 
〈分割発送 3 回〉 
5kg×12 袋 計 60kg 

毎月・隔月 
・3 ヶ月毎 
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Ｃ－６ 52,000 
〈一括発送〉 
5kg×16 袋 計 80kg 
 

10 月～4 月  

Ｃ－７ 52,000 
〈分割発送 4 回〉 
5kg×16 袋 計 80kg 

毎月・隔月  

Ｃ－８ 65,000 
〈一括発送〉 
5kg×20 袋 計 100kg
 

10 月～4 月

Ｃ－９ 65,000 
〈分割発送 5 回〉 
5kg×20 袋 計 100kg

毎月  

[Ｄ]妹背牛産[北彩香]【ゆめぴりかｖｓプレミアムななつぼし】 
特Ａ食べ比べセット（白米 10kg） 
○本記念品の注目情報 
・「ゆめぴりか」「ななつぼし」は、共に全国の食味ランキング最高位「特Ａ」評価 
・「北彩香（ゆめぴりか）」と「プレミアム北彩香(ななつぼし)」の食べ比べ 

※それぞれのお米の特徴は上記Ａ・Ｃの注目情報を参照 
・平成 29 年産新米発送（10 月以降） 

番号 寄附額 記念品の発送 発送指定月 記念品概要 

Ｄ－１ 10,000 

〈一括発送〉 
5kg×2 袋（各品種 1
袋） 計 10kg 
 

10 月～4 月

[Ｅ]妹背牛産★頂寒熟米★【北彩香(特Ａ２品種)】贈答用 
○本記念品の注目情報 
・開けたて新鮮キューブ米が化粧箱（特Ａ２品種 300ｇ×6 個）入りで贈答用に最適 
・「ゆめぴりか」「ななつぼし」は、共に全国の食味ランキング最高位「特Ａ」評価 
・タンパク値 6.8％以下指定米を、約 1 か月間「氷温熟成」させた特別贈答米 
・精米と同時に真空パック包装するので、美味しさが長持ち 
・平成 29 年産新米発送（12 月発送開始） 

番号 寄附額 記念品の発送 発送指定月 記念品概要 

Ｅ－１ 10,000 

〈一括発送〉 
300g×6 個（各品種 3
個）×2 箱 

 計 12 個(3.6kg)
 

随時発送 
指定不可 
12 月以降 
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Ｅ－２ 40,000 

〈一括発送〉 
300g×6 個（各品種 3
個）×12 箱 

 計 72 個(21.6kg)
 

12 月～4 月

Ｅ－３ 40,000 

〈分割発送 2 回〉 
300g×6 個（各品種 3
個）×12 箱 

計 72 個(21.6kg)

毎月・隔月 
・3 ヶ月毎 
12 月以降 

Ｅ－４ 100,000 

〈一括発送〉 
300g×6 個（各品種 3
個）×30 箱 

 計 180 個(54kg)

12 月～4 月

Ｅ－５ 100,000 

〈分割発送 5 回〉 
300g×6 個（各品種 3
個）×30 箱 

 計 180 個(54kg)

指定不可 
12 月～4 ま

で毎月発送 

[Ｆ]大黒屋菓子舗の特選お菓子セット 
○本記念品の注目情報 
・大黒屋菓子舗は、道内各地の大黒屋ファンが訪れる老舗のお菓子屋 
・大黒屋菓子舗店主が選ぶ特選お菓子セット 
・季節によって内容が変更 

番号 寄附額 記念品の発送 発送指定月 記念品概要 

Ｆ－１ 10,000 

化粧箱に詰め、包装 随時発送 
指定不可 

 [Ｇ]お母さんの手作り「無添加完熟トマトジュース」 
○本記念品の注目情報 
・たっぷりと日光浴して育った完熟トマトを使用 
・農家のお母さんたちが、手作りでそのままトマトジュースに！ 
・全て手作りのため大量生産ができないので、ふるさと納税限定 
・限定生産のため、100 セット申込で終了となります。 

番号 寄附額 記念品の発送 発送指定月 記念品概要 

Ｇ－１ 10,000 

190ｍｌ×24 缶 ９月上旬発

送予定 
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[Ｈ]妹背牛温泉ペペルコテージ宿泊＆スポーツ体験セット 
○本記念品の注目情報 
・妹背牛温泉ペペルコテージ１棟（１０名）の宿泊券 
・温泉内レストラン「米里」の食事券 
・パークゴルフ体験（夏期）又はカーリング体験（冬期） 
・妹背牛温泉ペペルは、「源泉かけ流し」「美肌の湯」 
※宿泊及びスポーツ体験は事前予約制 

番号 寄附額 記念品の発送 記念品概要 

Ｈ－１ 50,000 

コテージ１棟（10 名）１泊、

レストラン食事券、スポーツ

体験（１回）セット 
（宿泊・体験日事前予約） 

Ｈ－２ 100,000 

コテージ１棟（10 名）２泊、

レストラン食事券、スポーツ

体験（２回）セット 
（宿泊・体験日事前予約） 

[Ｉ]妹背牛町風景画塗り絵セット 
○本記念品の注目情報 
・妹背牛町の風景などの写真を一枚一枚手書きで作成した塗り絵 
・カレンダー（A3)・塗り絵（A4 10 枚)・ポストカード（ハガキ 10 枚)をセット 
・カレンダーは、ご希望の開始月を指定可能 例：平成 29 年 8 月～平成 30 年 7 月 
・全て「就労継続支援 A 型・B 型事業所㈱ひとみ」で働く皆さんが制作 

番号 寄附額 記念品の発送 発送指定月 記念品概要 

Ｉ－１ 10,000 

カレンダー（A3)・

塗り絵（A4 10 枚)・

ポストカード（ハガ

キ 10 枚)をセット 

随時発送 
指定不可 

◎分割発送指定可能月早見表

回数 番号 「毎月」の発送指定月 「隔月」の発送指定月 「3ヶ月毎」の発送指定月

C-3
①10・11月、②11・12月、③12・1月、

④1・2月、⑤2・3月、⑥3・4月

①10・12月、②11・1月、③12・2月、

④1・3月、⑤2・4月

①10・1月、②11・2月、

③12・3月、④1・4月

E-3 ①12・1月、②1・2月、③2・3月、④3・4月 ①12・2月、②1・3月、③2・4月 ①12・3月、②1・4月

A-3・B-3
①10・11・12月、②11・12・1月、③12・1・2月、

④1・2・3月、⑤2・3・4月、⑥3・4・5月

①10・12・2月、②11・1・3月、

③12・2・4月、④1・3・5月
①10・1・4月、②11・2・5月

C-5
①10・11・12月、②11・12・1月、

③12・1・2月、④1・2・3月、⑤2・3・4月

①10・12・2月、②11・1・3月、

③12・2・4月
①10・1・4月

4回 C-7
①10・11・12・1月、②11・12・1・2月、

③12・1・2・3月、④1・2・3・4月
①10・12・2・4月

A-5・B-5

C-9

2回

3回

5回
①10・11・12・1・2月、②11・12・1・2・3月、③12・1・2・3・4月、④1・2・3・4・5月

①10・11・12・1・2月、②11・12・1・2・3月、③12・1・2・3・4月


