
商品番号 ①-1 商品番号 ①-2 商品番号 ①-3

商品番号 ①-4 商品番号 ①-5 商品番号 ①-6

商品番号 ①-7 商品番号 ①-8 商品番号 ①-9

【軽米町産雑穀使用】
軽米シリアルバウムクーヘン（三穀）
6分の1カット4個入

寄附金額　5,000円

【軽米町特産サルナシを使ったス
イーツ】さるなしふわり　10個入×1
箱

寄附金額　5,000円

寄附金額　5,000円

軽米町産の雑穀（三穀粉）を使用し、地
元産のハチミツを加えて焼き上げたバ
ウムクーヘンです。

さるなし果汁入り生地の中にカスタード
クリーム、中央にさるなしジャムが入っ
たふわふわケーキです。

軽米町産の雑穀を使用し、地元産のハ
チミツを加えて焼き上げたバウムクーヘ
ンです。三穀使用と八穀使用をそれぞ
れ2個ずつ詰め合わせた4個入です。

軽米町産のえごまパウダーを使用した
焼菓子（フィナンシェ）です。甘さを極力
おさえ、えごま外皮のシャリシャリとした
食感を生かしました。

さるなし果汁入り生地の中にカスタード
クリーム、中央にさるなしジャムが入っ
たふわふわケーキです。

軽米町産の雑穀（八穀粉）を使用し、地
元産のハチミツを加えて焼き上げたバ
ウムクーヘンです。

【軽米銘菓】　千本松クッキー（12枚
入）

寄附金額　5,000円

町の銘木「千本松」の樹皮を模したクッ
キーです。一般的なクッキーやサブレと
も違う食感をお試し下さい。

【軽米町産雑穀使用】
軽米シリアルバウムクーヘン　6分の1
カット4個入（三穀2個、八穀2個）

【軽米町産えごまパウダーを使用し
たスイーツ】えごまフィナンシェ10個
入

【軽米町産雑穀使用】
軽米シリアルバウムクーヘン（八穀）
6分の1カット4個入

寄附金額　5,000円寄附金額　5,000円

軽米町の”ふるさと納税お礼品リスト”　　寄附額　5,000円～9,000円コース

老舗の穀物屋が十五の穀物で作った
ケーキです。雑穀は農薬を使用せずに
栽培。栄養素は健康維持や美容に役立
ちます。

ビタミン豊富な地元産の珍しい果実「さ
るなし」を使用した缶ジュースです。ロン
グセラーの軽米町定番のお土産品で
す。

寄附金額　5,000円

【軽米町特産サルナシを使ったス
イーツ】さるなしふわり　5個入×2箱

寄附金額　5,000円

寄附金額　5,000円

【いわて軽米町産果実100%使用】
さるなしドリンク　12本

【雑穀・古代米・豆・麦】十五穀シリ
アルパウンドケーキ

受付停止中です。



商品番号 ①-10 商品番号 ①-11 商品番号 ①-12

商品番号 ①-13 商品番号 ①-14 商品番号 ①-15

商品番号 ①-16 商品番号 ①-17 商品番号 ①-18

【植物工場で育ったレタス】
レタスの学校１週間分（７袋）

寄附金額　5,000円

町内の廃校舎（旧笹渡小中学校）を活
用し、水耕栽培により生産されたレタス
２種類をお届けします。洗わずにそのま
ま召し上がることができます。

韃靼そば茶は100%国産原料。ポリフェ
ノールの一種「ルチン」が、日本そばの
約百倍含まれています。

寄附金額　5,000円

あわ、ひえ、きび、たかきび、アマランサ
スの５種のスティックと４種の雑穀をブレ
ンドした「彩穀ミックス」１袋のセットで
す。

【お米に混ぜて炊くだけ】雑穀お試し
セット

【亜麻仁を配合した飼料で育ったと

り肉】 亜麻仁の恵み®鶏（冷凍むね肉

２kg入）

寄附金額　5,000円

寄附金額　5,000円 寄附金額　5,000円

【軽米の果実を使用したリキュール】
さるなしの雫　500ml×1本

そのまま炊ける「八穀米」、白米に混ぜ
るだけの「十五穀米」、おやつ感覚「サク
サク有機玄米と雑穀」です。

蕎麦と小麦の三角の麺を茹でニンニク
味噌をつけて食べる軽米の郷土食
「かっけ」です。食べ始めたら止まらない
ですよ。

韃靼そば茶と千本松クッキー（6枚
入）

寄附金額　5,000円

【古代米、雑穀入り】お手軽雑穀セッ
ト

【郷土食】【ソウルフード】かっけセット

寄附金額　5,000円

飼料にこだわったお肉をお届けします。

軽米町の”ふるさと納税お礼品リスト”　　寄附額　5,000円～9,000円コース

寄附金額　5,000円

軽米の特産品「雑穀」と創業明治42年、
古舘製麺の伝統の技が一つになること
で生まれた麺です。

ビタミン豊富な地元産の珍しい果実「さ
るなし」を使用したリキュールです。甘口
で女性に大人気です。

軽米えごまめん200g×5束

寄附金額　5,000円

注目されているエゴマ。その粉末を練り
込んだ、香ばしい風味ともちもち食感が
自慢の麺です。

【韃靼蕎麦、あまらんさす、ひえ、南
部小麦】こだわり乾麺6種セット



商品番号 ①-19 商品番号 ①-20 商品番号 ①-21

商品番号 ①-22 商品番号 ①-23 商品番号 ①-24

商品番号 ①-25 商品番号 ①-26 商品番号 ①-27

【すっぱさがからだにここちいい】
果汁100%さるなしジュース　500ｍｌ

1本

【軽米町産ヤマブドウ使用】　100%
山ぶどうジュース　500ｍｌ　1本

【圧搾製法】【軽米産100％】
えごま油(110g)1本

軽米町特産のサルナシをまるごと搾っ
た「さるなしジュース（100％果汁）」で
す。

アマランサス、ヒエ、アワなど、８種類の
雑穀を使ったご当地パンケーキミックス

【軽米町産ホップ使用】サッポロ生
ビール黒ラベル350ml缶×6本

寄附金額　6,000円

サッポロ生ビール黒ラベルには、サッポ
ロビール（株）との協働栽培契約によっ
て作られた軽米町産のホップも使われ
ています。

【軽米町産さるなし果汁使用】
さるなしサイダー　330ｍｌ　6本

寄附金額　7,000円

軽米町産「サルナシ」の果汁入りサイ
ダーです。サルナシの特徴である酸味、
甘味が感じられるさわやかな炭酸飲料
です。

【軽米町産雑穀を使用した本格焼
酎】あずまえびす　720ｍｌ　1本

寄附金額　6,000円

軽米町産のひえ、あわ、きび、アマラン
サスなどの雑穀を使用した焼酎です。

話題の健康成分α-リノレン酸を多く含
む軽米産100％のえごま油です。昔なが
らの圧搾製法で搾っています。

寄附金額　5,000円

寄附金額　6,000円 寄附金額　6,000円

【2022年収穫軽米産ホップ使用】
サッポロ生ビール黒ラベル東北ホッ
プ100%　350ml缶×6本

寄附金額　6,000円

寄附金額　6,000円

【８種類の雑穀使用】
パンケーキミックスPancake８（3袋）

軽米町産の山ぶどうを使用した100%
ジュースです。芳醇な甘さを是非お楽し
みください。

寄附金額　6,000円

軽米町の”ふるさと納税お礼品リスト”　　寄附額　5,000円～9,000円コース

2022年収穫の軽米町産ホップを使用し
た、東北限定発売のビールです。今年
収穫したホップならではの華やかな香り
をお楽しみください。

【BBQに、調湿に】岩手切炭　なら堅
一級　3kg

軽米は日本でも有数の木炭の生産地で
す。その品質は高く、火付きがよく、燃
焼中に弾けることも少ないと評判です。

受付停止中です。



商品番号 ①-28 商品番号 ①-29 商品番号 ①-30

商品番号 ①-31 商品番号 ①-32 商品番号 ①-33

商品番号 ①-34 商品番号 ①-35 商品番号 ①-36

果樹園で収穫した５種のりんごを皮ごと
丸絞りにした100％ストレートジュースで
す。

軽米町産のサルナシ100％を使用した
フルーティーで少し酸味のある、やや甘
口ワインです。

寄附金額　8,000円 寄附金額　8,000円

軽米町産の雑穀（三穀粉）を使用し、地
元産のハチミツを加えて焼き上げたバ
ウムクーヘンです。

軽米町産の雑穀（八穀粉）を使用し、地
元産のハチミツを加えて焼き上げたバ
ウムクーヘンです。

岩手県産「ひえ」と大豆を使用した天然
醸造のお味噌です。ひえのやさしい甘
みが特長です。

【軽米町産雑穀使用】
軽米シリアルバウムクーヘン（三穀）
1ホール

【軽米町産雑穀使用】
軽米シリアルバウムクーヘン（八穀）
1ホール

寄附金額　5,000円 寄附金額　6,000円

寄附金額　8,000円 寄附金額　8,000円 寄附金額　8,000円

主に軽米町で採れた「あきたこまち」「い
わてっこ」「かけはし」を「高常商店」が独
自にブレンド

飼料にこだわったとり肉をお届けしま
す。

【軽米町産ヤマブドウ使用】　100%
山ぶどうジュース　1000ｍｌ　1本

寄附金額　9,000円

軽米町産の山ぶどうを使用した100%
ジュースです。芳醇な甘さを是非お楽し
みください。

寄附金額　6,000円

飼料にこだわったとり肉をお届けしま
す。

【軽米町産完熟サルナシ使用】　さる
なしワイン　360ｍｌ　1本

【こだわり手づくり味噌】　ひえ味噌
（400ｇ入）　2袋

【果樹園がつくった品種別りんご
ジュース】　100％りんごジュース

180ｍｌ 5種セット

【オリジナルブレンド】
つきたて米５kg

【亜麻仁を配合した飼料で育ったと

り肉】 亜麻仁の恵み®鶏（冷凍もも

肉２kg入）

【亜麻仁を配合した飼料で育ったと

り肉】 亜麻仁の恵み®鶏（冷凍むね肉

２kg入×2袋）

軽米町の”ふるさと納税お礼品リスト”　　寄附額　5,000円～9,000円コース

受付停止中です。 受付停止中です。



商品番号 ①-37 商品番号 ①-38 商品番号 ①-39

商品番号 ①-40 商品番号 ①-41 商品番号 ①-42

商品番号 ①-43 商品番号 ①-44 商品番号 ①-45

軽米町の”ふるさと納税お礼品リスト”　　寄附額　5,000円～9,000円コース

【ご飯のお供に】びんもの３点セット
【昔ながらのこだわり製法】

醬油　白菊　１Ｌ６本入
吟香・岩手米３点セット

寄附金額　8,000円 寄附金額　9,000円 寄附金額　8,000円

大黒醤油株式会社製造の米麹と町の
椎茸を使用した「こうじなんばん」。
岩手県三陸産めかぶ入り「めかぶなん
ばん」、オリジナル味噌と町産にんにく
を使用した「にんにくみそ」の３点セット。

昔ながらのこだわり製法で、丁寧に仕
上げております。さっぱりとした味で、お
料理をより綺麗においしく引き立たせま
す。

丸大豆醬油「吟香」（200ml）、岩手県産
米「金色の風」「銀河のしずく」（各300ｇ）
の３点セットです。

【軽米町自慢の旨い醬油】
醬油　寿１L　６本入

【軽米町産サルナシを使ったお菓子】
さるなしたまご ９個入×１箱

【亜麻仁を配合した飼料で育ったと

り肉】 亜麻仁の恵み®鶏（冷凍ササ

ミ１kg×２袋）

寄附金額　9,000円 寄附金額　7,000円 寄附金額　6,000円

飼料にこだわったとり肉をお届けしま
す。ジップ式の冷凍パックでお届けしま
すので、調理にも保存にも便利です。

飼料にこだわったとり肉をお届けしま
す。ジップ式の冷凍パックでお届けしま
すので、調理にも保存にも便利です。

丹精込めて育てられた人気品種、「サン
ふじ」「王林」「はるか」をセットにしてお
届けします。ご贈答用におすすめです。

素材の色を生かし、素材の味を邪魔し
ない、まろやかで優しい味です。ほんの
り甘い優しく整った味は、かけ醬油にも
煮物にも、幅広くお使いいただけます。

特産のさるなしを使った、たまご型のス
イーツ。爽やかな風味がお口の中に広
がります。

【亜麻仁を配合した飼料で育ったと

り肉】 亜麻仁の恵み®鶏（冷凍手羽

先１kg×２袋）

【亜麻仁を配合した飼料で育ったと

り肉】 亜麻仁の恵み®鶏（冷凍モモ

肉切り身600g×２袋）

【今が旬！　軽米町産りんご】
「サンふじ」「王林」「はるか」３㎏
詰め合わせ

寄附金額　6,000円 寄附金額　7,000円 寄附金額　8,000円

飼料にこだわったとり肉をお届けしま
す。ジップ式の冷凍パックでお届けしま
すので、調理にも保存にも便利です。

受付停止中です。

受付停止中です。

受付停止中です。


