
 ⑥ 弥彦村コシヒカリ

 10kg(5kg×2袋)  13,000円
              (清水米穀店）

 ⑧ みずほの輝き

 10kg(5kg×2袋)  11,000円
                (藤井商店）

  ⑦ 弥彦村こしいぶき

 12kg(5kg×2袋+2kg)  13,500円
                  (清水米穀店）

【美しく透き通る

          マスカット系葡萄】

ロザリオ・ビアンコ　4㎏

 　　　　　　      18,000円

※写真はイメージです。

巨峰　　約３kg

                   10,000円

果汁が多く、種ありだからこそ

コクと旨味　　　　　　　

　　　　　　　(石川ぶどう園）

ふるさと納税 お礼品の紹介

……令和２年産　その他のお米……

いやひこまい

① ふるさと納税協力会

 5kg(5kg×1袋)    9,000円

10kg(5kg×2袋)   14,000円

30kg(5kg×6袋)   42,000円

⑤ パックごはん

150g入り×12パック   10,000円
150g入り×18パック   17,000円
　　　　　　　　(第四生産組合） 
お召し上がり方は、
 電子レンジ（500～600w)で1分30秒
 湯煎で約25分加熱になります。   

【弥彦むすめ】

枝付き枝豆約２把(正味約0.5kg)
野菜ソムリエ監修レシピ×1  
                     6,000円
      （JA越後中央　弥彦支店)
申込受付期間 2021年6月10日迄

ANA国際線ビジネスクラス機内食にも採用されました。（令和2年12月～令和3年2月）
農薬・化学肥料を50％以上減らし生産している特別栽培米コシヒカリです。
弥彦村の農家が作った美味しい「伊彌彦米」をお楽しみ下さい。

【令和元年産
　　・新潟県特別栽培】
 「新之助」
 
　8㎏(2㎏×４袋)18,000円
　　　　　　(第四生産組合）
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加工品・小麦

果物

 弥彦の枝豆うどん 

 (乾麺) 

 　　　　　　 10,000円

【希少】

 絞りたて牛乳で製造した

 『やひこジェラート』×8個

 (酒粕・いちご・巨峰・枝豆)

 　　　　　　       12,000円

『やひこジェラート』×16個

(酒粕・いちご・巨峰・枝豆)

 　　　　　　       24,000円

【越の鶏】ちゃんこ鍋セット

 ・越の鶏モモ肉切身 300gx1

 ・越の鶏つみれ(ゆず風味) 250gx1

 ・五目肉だんご 8個/P

 ・米粉入りうどん 100gx4

 ・和風鍋スープ 100gx1

 ・越後の辛子味噌 30gx2

 ・餅入り巾着 4個       10,000円

【弥彦名物】

きんぴらだんごと

しゅうゆおこわ饅の詰め合わせ

(12個入り) 

                    8,000円

巨峰
ロザリオ・ビアンコ
シャインマスカット　　
（3種詰め合わせ約1.5㎏）10,000円

香り、糖度、食感など３種食べ比べ
をお楽しみください。　　　　　　　　　
　　　　　　　　　（石川ぶどう園）

2020年8月下旬より順次発送

【弥彦名物】

お饅頭6種類と

笹おこわ6種類の詰合せ

 　　　　　　   

             　13,000円

【弥彦産石挽き小麦粉

　　　ゆきちから100％】

お米の産地で生まれた国産石挽

き小麦「ゆきちから」手作りパ

ンにも最適です。

　　　　　　2㎏　　9,000円

【弥彦かたもちセット】

寒づくり、伝統を守りぬいた、

昔ながらの味

　　　　　　　　　10,000円　  

【令和元年産

　・新潟県特別栽培】

　こがねもちの「切り餅」

    1㎏　　　6,000円

こがねもち杵つき

「弥彦もち」

白、まめ、玄米6個セット  

 　　　　　　    11,000円

 【天然醸造】

 弥彦味噌750g×4個セット  

 　　　　　　  　  10,000円

※配送期間
2019 年 12 月中旬頃～順次

※年内の配送をご希望の場合は

12 月 15 日 ( 土 ) までにお申し込みください。

受付期間外

受付期間外

【新潟名物】

鶏の半羽唐揚げ
（カレー味×１枚　旨塩味×２枚セット）    9,000 円

鶏の半羽唐揚げ
（カレー味×２枚　旨塩味×１枚セット）    9,000 円
                               ( やひこ食品（株））

【弥彦村産豚肉】

1.2kg セット（ロース）
1.5kg セット（肩ロース・バラ）
1.5kg セット（肩ロース・モモ・バラ）
2.0kg セット（ロース）
2.2kg セット（ロース・肩ロース・バラ）
2.4kg セット（肩ロース・バラ）
                           （JA 越後中央　弥彦支店）

14,000 円
14,000 円
14,000 円
21,000 円
21,000 円
20,000 円

　　　令和２年産　特別栽培米コシヒカリ「伊彌彦米」

「お問い合わせはこちら」
〒959-0392
新潟県西蒲原郡弥彦村大字矢作 402
弥彦村役場　総務課　企画財政係
☎0256-94-3131

“さとふる”には 100 種類以上の

　お礼品が掲載されています。

　　詳しくはここをチェック‼

　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

➂ 藤井商店

 5kg(5kg×1袋)    7,500円

10kg(5kg×2袋)   13,500円

② 第四生産組合
（平成30年皇室献上）

 5kg(5kg×1袋)    9,000円

10kg(5kg×2袋)   14,000円

④ 無洗米
　第四生産組合
（平成30年皇室献上）

 5kg(5kg×1袋)   10,000円

10kg(5kg×2袋)   18,000円

➄ 玄米
　第四生産組合

（平成30年皇室献上）

  30kg       40,000円



純錫 ぐい呑み　40cc 
          18,000 円
　（鎚起工房　清雅堂）

弥彦温泉ご利用補助券
3,000 円分×1枚
弥彦温泉観光旅館組合加盟施設
でご利用いただける補助券です。
使用期限：発送日から１年 
          　　10,000 円
（弥彦温泉観光旅館組合）

15,000 円

弥彦 2018

マスカットベイリー A

自然派

スパーリングワイン 2種

　　　　　23,000 円

ぬくもり伝わる木の積み木
                27,000 円
（アウトマウントファニチャー）

ステンレス保存容器セット　　　　　　     
・ストッカー /ミニ×4  小×2　 
    スリム×1  中×1  大×1
・水切りザル / 小×1  中×1 
    大×1         33,000 円
　               （ヨシカワ）

寄附のお申し込みは、さとふる・ふるさとチョイスもしくは弥彦村 HP からお願いいたします。

受付期間外

【希少】

 絞りたて牛乳で製造した

 『やひこジェラート』×8個

 (酒粕・いちご・巨峰・枝豆)

 　　　　　　       13,000円

『やひこジェラート』×16個

(酒粕・いちご・巨峰・枝豆)

 　　　　　　       24,000円

　　　　　　　　（弥彦酒造）

【弥彦名物】
きんぴらだんごと
しゅうゆおこわ饅の詰め合わせ
(12個入り) 
 　　　　　　　　　8.000円
お饅頭６種と
笹おこわ６種類の詰め合わせ
　　　　　　　　　13,000円
　　　　　　　（三笠屋製菓）

マスカットベイリー A
弥彦 2019
        　9,000 円
　　　（レスカルゴ）
 

　 

弥彦村初のクラフトビール
　　　　　　　　（発泡酒）
伊彌彦エール
      6 本セット   13,500 円
     12 本セット   24,000 円
伊彌彦枝豆エール
     12 本セット　 24,000 円
　　　　　　　　（酒屋やよい）
　　　　　

【全国梅酒品評会 2015
　　　　　金賞受賞‼】
こしのはくせつ梅酒
　　　　　　9,000 円
　　　　(まるい酒屋）

泉流こしのはくせつ淡麗辛口
飲み比べセット（720ml×5 本）　
・普通酒
・吟醸酒
・純米吟醸酒
・大吟醸酒
・純米大吟醸酒
各 720ml 1 本　   　31,000 円　　　　　　　
     　　　　 　(まるい酒屋）

加工品・小麦

【弥彦かたもちセット】
昔ながらの味
・弥彦かたもちまめ〔250g×1個]
・弥彦かたもちしそ〔250g×1個]
・弥彦かたもちのり〔250g×1個]
・弥彦かたもちごま〔250g×1個] 
　　　　　　　　　　　10,000円
　　　　　　　（麓二区生産組合）  

 【天然醸造】
 弥彦味噌750g×4個セット  

　　　　　　　　10,000円
　　　　（麓二区生産組合）
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