
商品番号 ②-1 商品番号 ②-2 商品番号 ②-3

商品番号 ②-4 商品番号 ②-5 商品番号 ②-6

商品番号 ②-7 商品番号 ②-8 商品番号 ②-9

寄附金額　10,000円 寄附金額　10,000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。

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。

食べやすいアカシア蜜と、柔らかい甘味
があるトチ蜜をご用意しました。

寄附金額　10,000円

【軽米銘菓】千本松クッキー（24枚
入）

【８種類の雑穀使用】
パンケーキミックスPancake８（5袋）

寄附金額　10,000円 寄附金額　10,000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。

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

軽米えごまめん200g×10束
【韃靼蕎麦、あまらんさす、ひえ、南
部小麦】こだわり乾麺6種2セット

天然ハチミツセット

【自然の甘さ】雑穀ケーキセット

軽米町の”ふるさと納税お礼品リスト”　　寄附額　10,000円～19,000円コース

【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×4箱

【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×2箱

寄附金額　10,000円 寄附金額　10,000円

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。

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。

【いわて軽米町産果実100%使用】
さるなしドリンク　30本

寄附金額　10,000円

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。ロングセ
ラーの軽米町定番のお土産品

寄附金額　10,000円

町の特産品である雑穀を使ったスイー
ツです。 焼酎を使った大人のケーキも
用意。飲み物は韃靼そば茶をどうぞ。



商品番号 ②-10 商品番号 ②-11 商品番号 ②-12

商品番号 ②-13 商品番号 ②-14 商品番号 ②-15

商品番号 ②-16 商品番号 ②-17 商品番号 ②-18

【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×12本

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。

寄附金額　11,000円 寄附金額　11,000円

軽米町の”ふるさと納税お礼品リスト”　　寄附額　10,000円～19,000円コース

寄附金額　12,000円

４種の雑穀をブレンドした「彩穀ミックス」
１袋と「もちあわ」「もちきび」「白干しひ
え」「アマランサス」各１袋の５袋セットで
す。

【お米に混ぜて炊くだけ】
雑穀5種セット

【１００％軽米町産】天然ハチミツ
セット（アカシア蜜の450g1本と
200g1本）

【岩手切炭、焼き肉のタレ】バーベ
キューセット

寄附金額　10,000円

100％軽米町で収穫されたアカシア蜜
は、クセが少なくハチミツの王様と呼ば
れることもあり、冬でも固まりにくく透明
感が高いのが特長です。

軽米は日本でも有数の木炭生産地で
す。 その高い品質の木炭と地元の焼き
肉のタレとセットにしました。

【軽米町産】長芋　約5kg

寄附金額　10,000円

軽米町は産地青森に隣接し気候も近
く、古くから栽培されています。お申込
みごとに生産者から仕入れて発送して
います。

季節の新鮮野菜詰め合わせ

寄附金額　10,000円

丹精込めて育てられた季節の新鮮野菜
などを、産地直売所から詰め合わせに
してお届けします。

【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
2本

寄附金額　11,000円

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。

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。

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。

【軽米町産ホップ使用】サッポロ生
ビール黒ラベル350ml缶×12本

【軽米町産えごま100％使用】
えごま油　110g×2本セット

寄附金額　11,000円 寄附金額　12,000円

受付停止中です。

受付停止中です。

受付停止中です。

受付停止中です。



商品番号 ②-19 商品番号 ②-20 商品番号 ②-21

商品番号 ②-22 商品番号 ②-23 商品番号 ②-24

商品番号 ②-25 商品番号 ②-26 商品番号 ②-27

【軽米町産ヤマブドウ使用】　100%
山ぶどうジュース　1000ｍｌ　2本

【軽米町産雑穀を使用した本格焼
酎】あずまえびす　720ｍｌ　3本

【軽米町産完熟サルナシ使用】　さる
なしワイン　360ｍｌ　2本

飼料にこだわったとり肉をお届けしま
す。

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

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。

寄附金額　15,000円 寄附金額　15,000円 寄附金額　16,000円

【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袋入り×2袋）

【オリジナルブレンド】
つきたて米10kg

【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
3本

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。

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のホール
型　各1個入

軽米のおいしいものを使った濃厚ジェ
ラート「軽米SEASONS」。さるなし味８個
セット。「さるなし」のさわやかな酸味を
お楽しみください。

寄附金額　17,000円 寄附金額　18,000円 寄附金額　10,000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。

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。

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。

【軽米町産雑穀を使用した本格焼
酎】あずまえびす　720ｍｌ　2本

寄附金額　12,000円

軽米町の”ふるさと納税お礼品リスト”　　寄附額　10,000円～19,000円コース

寄附金額　15,000円

【軽米町産雑穀使用】
軽米シリアルバウムクーヘン
2ホール入（三穀1、八穀1）

【濃厚ジェラート】軽米SEASONS
《さるなし》８個セット

寄附金額　13,000円

受付停止中です。

受付停止中です。

受付停止中です。



商品番号 ②-28 商品番号 ②-29 商品番号 ②-30

商品番号 ②-31 商品番号 ②-32 商品番号 ②-33

商品番号 ②-34 商品番号 ②-35 商品番号 ②-36

焼肉のたれ　アリラン４本セット
（甘口・辛口）

かるまい純木炭
【軽米町産】サンフジリンゴ 約５㎏
（16～18個入り）

果樹園で収穫した４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。

丸大豆醬油 吟香200ｍｌ、ひえ麹味噌
500ｇ、五穀麹味噌500ｇのセットです。

国産大豆使用の天然醸造の豆味噌で
す。長年、皆様に愛され続けている人
気製品です。

寄附金額　11,000円 寄附金額　19,000円

寄附金額　17,000円 寄附金額　13,000円 寄附金額　11,000円

とても甘く、コクがある林檎です。
カットして、そのままお召し上がりいただ
いても良し。お菓子やジャムなどにして
お召し上がりいただくのもおすすめで
す。

軽米町の”ふるさと納税お礼品リスト”　　寄附額　10,000円～19,000円コース

【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

1000ｍｌ 4種セット

【昔懐かしい　ふるさとの味】
豆味噌　５㎏入

寄附金額　13,000円 寄附金額　13,000円

吟香・ひえ麹味噌・五穀麹味噌
３点セット

寄附金額　11,000円

寄附金額　12,000円

軽米は日本でも有数の木炭生産地で
す。 その高い品質の木炭と地元の焼き
肉のタレとセットにしました。

甘味・酸味・歯ごたえの三拍子がそろっ
た人気品種です。また、蜜が入りやすい
のも特長のひとつです。ご贈答用にお
すすめです。

甘味・酸味・歯ごたえの三拍子がそろっ
た人気品種です。また、蜜が入りやすい
のも特長のひとつです。

【かるまい純木炭、焼き肉のタレ】
バーベキューセット

【今が旬！　軽米町産りんご】
サンふじ５㎏箱入り（16玉×１段）
ご贈答用向き

【今が旬！　軽米町産りんご】
サンふじ10㎏箱入り（18玉×2段）
自家消費用向き

本場の焼肉、焼肉屋専門店の美味しい
たれをご家庭で味わえます。色々な料
理に使える万能なたれです。

自然豊かな軽米町で育った「ならの木」
を原料に焼き上げた、BBQで使いやす
い木炭です。

受付停止中です。

受付期間外です。受付期間外です。

受付期間外です。



商品番号 ②-37 商品番号 ②-38 商品番号 ②-39

商品番号 ②-40

軽米町の”ふるさと納税お礼品リスト”　　寄附額　10,000円～19,000円コース

【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×２箱

【昔ながらのこだわり製法】
醬油　白菊　1.8Ｌ×６本

【軽米町自慢の旨い醬油】
醬油　寿1.8Ｌ×６本

寄附金額　13,000円 寄附金額　16,000円 寄附金額　16,000円

大黒セットＤＸ

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。

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。

醬油、味噌、つゆ、こうじなんばんが
入った大黒醤油株式会社の定番セット
です。色々な料理にお使いいただけま
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。

寄附金額　14,000円


