
ふるさと見附応援寄附金　お礼品一覧                                     ご注文の時期によって品切れになる場合がございます。あらかじめご了承ください。

返礼品
コード 返礼品写真 返礼品名 寄附額 商品説明

NA1
どまいち商品詰合せ
（3～４品程度） 10,000円

見附市が運営するインターネットショッピングモールサイト「どまいち」の商品詰合せです。
古くより繊維のまちとして発展した見附市は、全国から訪れる商人で賑わっておりました。そうした舌の肥えた商人を満足
させてきた、伝統ある料亭・割烹の味は今も職人の技として脈々と受け継がれています。この詰合せは、こうした職人の味
や、見附の風土に根付いた味、懐かしい故郷の味をギュッと詰合せた、どまいちならではの「見附の味」となっております。
季節に合わせた商品を厳選し、ご飯によく合う逸品をお届けいたします。

NA2 みつけ銘菓詰合せ 10,000円

受け継がれてきた老舗の味や、全国菓子博で金賞を受賞した商品などの詰合せです。
見附産の素材を使用した商品や、地元の製法にこだわった商品など、見附らしさを感じていただける本返礼品は、その素朴
な味わいから毎日食べたいスイーツとして子供から大人まで愛されています。
見附市自慢のスイーツたちをぜひご賞味ください。
※詰合せ内容はお任せになります。

NA3
みつけ銘菓詰合せ
（冷蔵） 10,000円

受け継がれてきた老舗の味や、全国菓子博で金賞を受賞した商品などの詰合せです。
見附産の素材を使用した商品や、地元の製法にこだわった商品など、見附らしさを感じていただける本返礼品は、その素朴
な味わいから毎日食べたいスイーツとして子供から大人まで愛されています。
見附市自慢のスイーツたちをぜひご賞味ください。※詰合せ内容はお任せになります。
※冷蔵商品が中心です。

NＡ9
発芽にんにく元気まるご
とセット 10,000円

内容：発芽にんにく20個、ガーリックオイル2瓶
本返礼品の発芽にんにくは、土を使わず、農薬を使用しない、全国でも珍しい水耕栽培です。根も茎もまるごと食べられる
上に、普通のニンニクよりも栄養価が高いのが特徴。発芽にんにくはアリシン、スコルジン、ミネラル、鉄分が豊富に含まれて
おり、エイジングケアや美肌効果、胃腸病予防、そして免疫力向上に効果が期待できるそうです。さらに、発芽時ににおい成
分が減少するので、食後4～5時間でにおいが消えます。女性や接客業の方にもうれしいにんにくです。

NＡ10
ミルクヨーカン
（500ｇ×8本セット） 10,000円

牛乳パックに入っているけど牛乳じゃない、見附市民が愛してやまない牛乳寒天、それが「ミルクヨーカン」です。
見附市近郊の酪農家で搾られる新鮮な生乳を９０％以上使用していて、牛乳の栄養価をそのままおいしくとることができま
す。牛乳と砂糖と寒天のみで添加物は使用していませんので、乳幼児からご年配の方まで安心してお召し上がりいただけま
す。
甘すぎない素朴な味わいは、どこかなつかしく、なぜか無性に食べたくなります。ご家庭でのおやつに、ぜひ見附市の「ミル
クヨーカン」をご賞味ください！

NDR9
【定期便】ミルクヨーカン
（500ｇ×8本セット×１０
カ月連続）

100,000円

牛乳パックに入っているけど牛乳じゃない、見附市民が愛してやまない牛乳寒天、それが「ミルクヨーカン」です。
見附市近郊の酪農家で搾られる新鮮な生乳を９０％以上使用していて、牛乳の栄養価をそのままおいしくとることができます。牛乳と砂糖と寒天
のみで添加物は使用していませんので、乳幼児からご年配の方まで安心してお召し上がりいただけます。
甘すぎない素朴な味わいは、どこかなつかしく、なぜか無性に食べたくなります。TVやネットで取り上げられる度に、注文が殺到し手に入りづら
い状態が続く「ミルクヨーカン」。定期便なら毎月必ずあなたのもとへお届けします。もうミルクヨーカンの在庫を気にする必要はありません。そ
う、これはミルクヨーカンのサブスク。

NA11 太田鮮魚店 特選 詰合せ 15,000円

太田鮮魚店は昭和5年創業の老舗魚屋。その自慢の味を詰合せにしました！お中元、お歳暮はもちろん、ご自宅用のお取り寄せにも。
・越後豚ロースの塩麹漬け（1枚）×２
・越の鶏香味漬け（300g）×１
・キングサーモンの味噌漬（2切）×2
・真いかの味噌漬（1杯）×１

大人気‼



ご注文の時期によって品切れになる場合がございます。あらかじめご了承ください。

返礼品
コード 返礼品写真 返礼品名 寄附額 商品説明

NＡ12
太田鮮魚店 キングサー
モンの味噌漬け 12,000円

【内容量】2切×2パック／3切×1パック
太田鮮魚店は昭和5年創業の老舗魚屋。本返礼品は、脂がのったキングサーモンを新潟切り(角切り）にして食べやす
い大きさにしました。キングサーモンの脂と味噌は相性抜群。お中元、お歳暮はもちろん、ご自宅用のお取り寄せにも
人気の商品です。
味噌の香りが食欲をそそります！

NＡ14
新潟名物　笹だんご20
個 13,000円

笹だんごは、あんこ入りのヨモギ団子を数枚の笹で包み蒸して作る、新潟県を代表する和菓子です。
端午の節句の供物とされ、現在でも多くの方々に新潟県のお土産やご自宅用として愛されています。見附を代表する
老舗「あわづや」では、長年の経験と研究で培ったもち粉・うるち粉・天然よもぎを絶妙なバランスで使い、ベテランの
方々がひとつひとつ心を込めて丁寧に作っています。

NＡ15
七彩の野菜とコシヒカリ
のミックススープ 16,000円

1パック200ｇを５パックお届け。
見附市の人気洋食レストラン「Chez NoA（シェ　ノア）」。「安心、安全、ヘルシー」をモットーに、地元産の食材を主に使
い、素材本来の味を生かした料理をすべて手作りで提供しています。本返礼品「七彩（なないろ）の野菜とコシヒカリの
ミックススープ」は、シェノアの看板料理の一つ。7種類の野菜（人参、かぼちゃ、トマト、セロリ、玉ねぎ、じゃがいも、
キャベツ）とコシヒカリを3日間かけて仕込んだ後、何度も濾して滑らかに。野菜本来の甘み・旨みが凝縮された一品で
す。

NＡ16
華クッキー（1口サイズの
ラングドシャ）30個×2
缶

11,000円

華クッキーは、戦前から続く見附の西洋和菓子店「ドルチェ小川」の看板商品の一つです。
焼きたてのラング・ド・シャ生地を熱いうちに人の手で一気に巻き上げることで、かわいらしい華の形に成型します。
幾層にも重なり合った、一口サイズのラング・ド・シャ生地は、口の中でサクサクとほどけ、口いっぱいにバターの風味が
贅沢に広がります。平成元年に開催された第21回全国菓子大博覧会で金賞を受賞した人気の洋菓子です。

NＡ17
見附市産クラフトビール
3本飲み比べセット 10,000円

見附市内にある小さなビール工場「MITSUKE Local Brewery」、通称MLBのクラフトビールは地元が愛してやま
ないビールです。その味わいは一度飲むとやみつきになる美味しさ！オーナーが丁寧に作り上げるビールは、大量生
産こそできませんが、どれも味わい深い逸品です。
本返礼品は、銘柄（①ゴールデンエール、②セッションIPA、③IPA、④期間限定ビール）のビールの中から3種類を1本
ずつ、セットにしてお送りします。醸造したてをお送りしますので、銘柄はお任せください。1本 330ｍｌ

NＡ２１
見附市産クラフトビール
6本飲み比べセット 20,000円

見附市内にある小さなビール工場「MITSUKE Local Brewery」、通称MLBのクラフトビールは地元が愛してやま
ないビールです。その味わいは一度飲むとやみつきになる美味しさ！オーナーが丁寧に作り上げるビールは、大量生
産こそできませんが、どれも味わい深い逸品です。
本返礼品は、銘柄（①ゴールデンエール、②セッションIPA、③IPA、④ペールエール、⑤セゾン、⑥期間限定ビール）の
ビールの中から別々の６種類を1本ずつ、セットにしてお送りします。醸造したてをお送りしますので、銘柄はお任せく
ださい。1本 330ｍｌ

A2301 谷信アイス詰合せ（冷凍） 15,000円

変わらぬ味を半世紀以上守り続ける街の名物アイス。見附の夏の風物詩

アイスクリームとジェラートのいいとこどり！すっきりとした甘さ、軽い食感が評判の手作りアイスクリームです。食べ
終わりはすっきりさわやかでべたつきません。白アイスやアヅキアイスをはじめ、ひき茶やチーズケーキなど、谷信お薦
めのアイスを是非お楽しみ下さい。夏の贈り物に、ご自宅用に喜ばれています。季節のおススメカップアイス15個詰合
せ※内容はお任せください。

定番‼

担当者 おすすめ

担当者 おすすめ



ご注文の時期によって品切れになる場合がございます。あらかじめご了承ください。

返礼品
コード 返礼品写真 返礼品名 寄附額 商品説明

B１
どまいち商品詰合せ（6
品程度） 30,000円

見附市が運営するインターネットショッピングモールサイト「どまいち」の商品詰合せです。
 古くより繊維のまちとして発展した見附市は、全国から訪れる商人で賑わっておりました。
そうした舌の肥えた商人を満足させてきた、伝統ある料亭・割烹の味は今も職人の技として脈々と受け継がれています。
この詰合せは、こうした職人の味や、見附の風土に根付いた味、懐かしい故郷の味をギュッと詰合せた、どまいちならで
はの「見附の味」となっております。季節に合わせた商品を厳選し、ご飯によく合う逸品をお届けいたします。

B２ みつけ銘菓詰合せ 30,000円
伝統ある老舗で受け継がれてきた味や、全国菓子博で金賞を受賞した逸品の詰合せです。
見附市自慢の甘味は、その素朴な味わいから毎日食べたいスイーツとして子供から大人まで愛されています。
ぜひご家族でお召し上がりください

B１１ 見附産おくるみ 31,000円
「安くて大量に」ではない、丁寧に作り上げる見附の「モノづくり」をお届けします。チクチクしない、上質なおくるみです。
（編地の柄が３種類ございますので、ご希望の場合はご相談ください）

C１
どまいち商品詰合せ(8
～10品程度) 50,000円

見附市が運営するインターネットショッピングモールサイト「どまいち」の商品詰合せです。
 古くより繊維のまちとして発展した見附市は、全国から訪れる商人で賑わっておりました。
そうした舌の肥えた商人を満足させてきた、伝統ある料亭・割烹の味は今も職人の技として脈々と受け継がれています。
この詰合せは、こうした職人の味や、見附の風土に根付いた味、懐かしい故郷の味をギュッと詰合せた、どまいちならで
はの「見附の味」となっております。季節に合わせた商品を厳選し、ご飯によく合う逸品をお届けいたします。

C５
「REANT」一泊朝食付き
二名様 50,000円

隣接するイングリッシュガーデンの心地よい風を感じながら、 イギリスのお城のようなホテルで、ガーデンリゾートを満
喫
一泊朝食付き二名様でご利用になれます。
その他追加された内容の料金は別途現地にてご精算ください。
(要予約)
8/2.8/3はご利用できません。

C６
「ホテルつるや」一泊朝食
付き二名様 50,000円

スタイリッシュな和風ホテルをコンセプトにした「ホテルつるや」。檜の香り漂う大浴場で旅の疲れを癒しながら、時の流れ
をゆっくりとお過ごしください。一泊朝食付き二名様でご利用になれます。
その他追加された内容の料金は別途現地にてご精算下さい。(要予約)
8/2、8/3、8/13～8/15、12/30～1/3　はご利用できません。

C8
新潟の味定期便「見附の
旬の味」 50,000円

【お届け内容】農産物、季節のおすすめ食品（農産物、加工品、菓子類等）を３回お届け
【１回目】寄附から２カ月程度で、「コシヒカリ５㎏」と「季節のおすすめ品を」同梱してお届け
【２回目】５月～６月頃に「ファーム小栗山のアスパラ500g」と「季節のおすすめ品」を同梱してお届け
【３回目】７月～９月頃に「見附市産枝豆1kg」と「季節のおすすめ品」を同梱してお届け
※【２回目】と【３回目】はお申し込みの時期によって発送のタイミングが前後します。



ご注文の時期によって品切れになる場合がございます。あらかじめご了承ください。

返礼品コード 返礼品写真 返礼品名 寄附額 商品説明

GS１
ガトウセレクション（詰め合わ
せ） 11,000円

新潟県民に広く親しまれている人気洋菓子店・ガトウ専科。見附工房で製造された人気スイーツ詰め合わせです。

【内容】
りんごチョコレート、フロランタン、焼きモンブラン、スイートポテト、新潟県産キャラメル ル・レクチエ、ホワイト・ラヴ、
天使サチ（ガトウ・ショコラ）※季節によって詰め合わせの内容や内容量が若干変更になる場合があります。

GS3
新潟県産キャラメル・ル・レク
チェ　15個入り 10,000円

新潟特産の西洋梨「ル・レクチェ」。美味しさを皆様にお届けしたくてガトウ専科が美味しいお菓子に仕上げました。ふわふわ生地にコクのあ
るキャラメル、カスタードクリーム、そして、ル レクチェの果肉をはさみ込みしっとりとした口あたりに焼き上げました。

ASK4076
イカに恋してる。船内凍結する
めいか(3尾×2パック) 10,000円

日本近海でとれた船内凍結するめいかを見附の工場からお届けします！

船内凍結するめいかとは水揚げ後、新鮮なうちに船内で急速凍結させたもので、いかの身も肝もとても新鮮。

お刺身はもちろん、ゴロ焼き、煮つけ、揚げ物などなど、アレンジ次第で様々な料理に。
イカの肝も鮮度抜群で、濃厚ながらも臭みやえぐみが少なく、ハマると病みつきになること間違いなし！

ASK4077
イカに恋してる。船内凍結する
めいか（3尾×4パック） 20,000円

日本近海でとれた船内凍結するめいかを見附の工場からお届けします！

船内凍結するめいかとは水揚げ後、新鮮なうちに船内で急速凍結させたもので、いかの身も肝もとても新鮮。

お刺身はもちろん、ゴロ焼き、煮つけ、揚げ物などなど、アレンジ次第で様々な料理に。
イカの肝も鮮度抜群で、濃厚ながらも臭みやえぐみが少なく、ハマると病みつきになること間違いなし！

ASK4078
イカに恋してる。船内凍結する
めいか（3尾×6パック） 30,000円

日本近海でとれた船内凍結するめいかを見附の工場からお届けします！

船内凍結するめいかとは水揚げ後、新鮮なうちに船内で急速凍結させたもので、いかの身も肝もとても新鮮。

お刺身はもちろん、ゴロ焼き、煮つけ、揚げ物などなど、アレンジ次第で様々な料理に。
イカの肝も鮮度抜群で、濃厚ながらも臭みやえぐみが少なく、ハマると病みつきになること間違いなし！

ASK4079
イカに恋してる。新鮮ないかと
お出汁の詰め合わせセットA 10,000円

さまざまな料理にお使いいただける人気の商品をセットにしました！
【詰め合わせAの内容】
・船内凍結するめいか（３尾）
・いかの肝醤油（200ml）
・魚屋の八方だし（８ｇ×７包）

ASK4080
イカに恋してる。新鮮ないかと
お出汁の詰め合わせセットB 20,000円

さまざまな料理にお使いいただける人気の商品をセットにしました！
【詰め合わせBの内容】
・船内凍結するめいか（３尾×２パック）
・いかの肝醤油（200ml×２本）
・魚屋の八方だし（８ｇ×２１包）

ASK4081
イカに恋してる。新鮮ないかと
お出汁の詰め合わせセットC 30,000円

さまざまな料理にお使いいただける人気の商品をセットにしました！
【詰め合わせCの内容】
・船内凍結するめいか（３尾×４パック）
・いかの肝醤油（200ml×３本）
・魚屋の八方だし（８ｇ×２１包）

大人気‼



【新潟県産米シリーズ】見附の特別栽培米コシヒカリと新之助！　※ご注文の時期によって品切れになる場合がございます。あらかじめご了承ください。

返礼品
コード 返礼品写真 返礼品名 寄附額 商品説明

ＡＲ3
県認証特別栽培米コシヒ
カリ　湧水コシヒカリ精米
5kg

10,000円

安心・安全・美味しいを一つに豊かな山の恵みを受けて育った「湧水コシヒカリ」
新潟の自然が生み出すコシヒカリをぜひご賞味ください。見附市東部の山間にしみ込んだ雪解け水の湧水を、麓の田
んぼに灌漑して大切に育てています。有機肥料である鶏ふんを使用するなど土壌にこだわり、手間を惜しまず化学肥
料や農薬の使用を極力控えた新潟県認証の特別栽培米です。

ＡＲ7
県認証特別栽培米コシヒ
カリ
「大丈夫」精米5kg

9,000円
安心して食べてほしいから「大丈夫」。ブレンドでなく単一農家米だからこその「品質」と「信頼」。見附市今町地区にて、
母なる大河信濃川の支流、刈谷田川の清流で育んだ、こだわりのお米です。御祖父様の代から変わらず直販のみ。
スーパーマーケットや顧客の方々に御贔屓いただいているそうで、確かな品質と長年の信頼が、今に繋がっています。

ＡＲ９
県認証特別栽培米コシヒ
カリ　「甘うまミネラル米
獅子米」精米5kg

9,000円

山からの水が豊富に湧き出る小栗山地域は、古くより農業が栄えて来ました。集落営農の代表である三沢さんは、なん
と11代目。米を美味しく育てる技術と知恵が脈々と受け継がれています。
土壌づくりに使うのは、ぼかし昆布。土に混ぜることで「うまみ」を加えます。さらに、稲穂が出る前には魚エキスを肥料
に使い「甘み」を加えています。有機肥料を活用し、化学肥料の使用を控えて栽培されたお米は、新潟県から、安心、安
全、おいしい「特別栽培米コシヒカリ」の認証を受けています。

ＡＲ１０
県認証特別栽培米コシヒ
カリ「鳥屋脇町生産組合
コシヒカリ」精米5㎏

10,000円

農薬・化学肥料を基準値の半分以下で栽培した、県が認証する特別栽培米コシヒカリです。収穫量は減りますが、おい
しさと安心・安全を追求して取り組んでいます。
刈谷田川上流から取水する鳥屋脇町の水は、山からの養分を含んだ湧水が豊富に流れ込むため、おいしいお米に育ち
ます。
新潟の自然が生み出したコシヒカリを、ぜひご賞味ください！

ＡＲ１３
【数量限定】 新潟県産 新
之助 精米 ５㎏ 11,000円

日本一栽培が難しいと言われたコシヒカリをトップブランドへと育て上げた、農家の伝統。何代にもわたって独自の方
法を築きイノベーションを重ね続けた、研究の軌跡。そんな米どころとしての歴史を誇る新潟が、今、新たに現代の食風
景と向き合い、かつてない「米づくり」に挑戦しました。ついに誕生した新潟米「新之助」は、きらめく大粒にコクと甘み
が満ちていてごはんの可能性が、無限に広がります。日本の食の未来を切り開くお米です。

定番‼

定番‼

大人気‼



【新潟県産米シリーズ】見附の特別栽培米コシヒカリと新之助を定期配送！　※ご注文の時期によって品切れになる場合がございます。あらかじめご了承ください。

返礼品
コード 返礼品写真 返礼品名 寄附額

ＮＤＲ1
新潟県認証特別栽培米コシ
ヒカリ　湧水コシヒカリ精米
40kg

80,000円
定期配送

10kg×
4か月

安心・安全・美味しいを一つに豊かな山の恵みを受けて育った「湧水コシヒカリ」
新潟の自然が生み出すコシヒカリをぜひご賞味ください。見附市東部の山間にしみ込んだ雪
解け水の湧水を、麓の田んぼに灌漑して大切に育てています。有機肥料である鶏ふんを使用
するなど土壌にこだわり、手間を惜しまず化学肥料や農薬の使用を極力控えた新潟県認証の
特別栽培米です。

ＮＤＲ2
新潟県認証特別栽培米コシ
ヒカリ
「大丈夫」精米40kg

72,000円
定期配送

10kg×
4か月

安心して食べてほしいから「大丈夫」。
ブレンドでなく単一農家米だからこその「品質」と「信頼」。見附市今町地区にて、母なる大河信
濃川の支流、刈谷田川の清流で育んだ、こだわりのお米です。御祖父様の代から変わらず直販
のみ。
スーパーマーケットや顧客の方々に御贔屓いただいているそうで、確かな品質と長年の信頼
が、今に繋がっています。

ＮＤＲ4
新潟県認証特別栽培米コシ
ヒカリ　「甘うまミネラル米
獅子米」精米40kg

72,000円
定期配送

10kg×
4か月

山からの水が豊富に湧き出る小栗山地域は、古くより農業が栄えて来ました。
集落営農の代表である三沢さんは、なんと11代目。
米を美味しく育てる技術と知恵が脈々と受け継がれています。
土壌づくりに使うのは、ぼかし昆布。土に混ぜることで「うまみ」を加えます。さらに、稲穂が出
る前には魚エキスを肥料に使い「甘み」を加えています。有機肥料を活用し、化学肥料の使用
を控えて栽培されたお米は、新潟県から、安心、安全、おいしい「特別栽培米コシヒカリ」の認証
を受けています。

ＮＤＲ５
新潟県認証特別栽培米コシ
ヒカリ「鳥屋脇町生産組合
コシヒカリ」精米40kg

80,000円
定期配送

10kg×
4か月

農薬・化学肥料を基準値の半分以下で栽培した、県が認証する特別栽培米コシヒカリです。
収穫量は減りますが、おいしさと安心・安全を追求して取り組んでいます。
刈谷田川上流から取水する鳥屋脇町の水は、山からの養分を含んだ湧水が豊富に流れ込むた
め、おいしいお米に育ちます。
新潟の自然が生み出したコシヒカリを、ぜひご賞味ください！

ＮＤＲ8
新潟県産 新之助 精米
40kg 88,000円

定期配送

10kg×
4か月

日本一栽培が難しいと言われたコシヒカリをトップブランドへと育て上げた、農家の伝統。
何代にもわたって独自の方法を築きイノベーションを重ね続けた、研究の軌跡。
そんな米どころとしての歴史を誇る新潟が、今、新たに現代の食風景と向き合い、かつてない
「米づくり」に挑戦しました。ついに誕生した新潟米「新之助」は、きらめく大粒にコクと甘みが
満ちていてごはんの可能性が、無限に広がります。日本の食の未来を切り開くお米です。

商品説明

定番‼



【新潟県産米シリーズ】見附の特別栽培米コシヒカリと新之助を定期配送！　　　　　　※ご注文の時期によって品切れになる場合がございます。あらかじめご了承ください。

返礼品
コード 返礼品写真 返礼品名 寄附額

ＤＲ１
新潟県認証特別栽培米コシ
ヒカリ　湧水コシヒカリ精米
60kg

120,000円
定期配送

10kg×
6か月

安心・安全・美味しいを一つに豊かな山の恵みを受けて育った「湧水コシヒカリ」
新潟の自然が生み出すコシヒカリをぜひご賞味ください。見附市東部の山間にしみ込んだ雪解け水の湧水を、
麓の田んぼに灌漑して大切に育てています。有機肥料である鶏ふんを使用するなど土壌にこだわり、手間を
惜しまず化学肥料や農薬の使用を極力控えた新潟県認証の特別栽培米です。

DR2CR3
新潟県認証特別栽培米コシ
ヒカリ
「大丈夫」精米60kg

100,000円
定期配送

10kg×
6か月

安心して食べてほしいから「大丈夫」。ブレンドでなく単一農家米だからこその「品質」と「信頼」。見附市今町地
区にて、母なる大河信濃川の支流、刈谷田川の清流で育んだ、こだわりのお米です。御祖父様の代から変わら
ず直販のみ。
スーパーマーケットや顧客の方々に御贔屓いただいているそうで、確かな品質と長年の信頼が、今に繋がって
います。

DR4CR3
新潟県認証特別栽培米コシ
ヒカリ　「甘うまミネラル米
獅子米」精米60kg

100,000円
定期配送

10kg×
6か月

山からの水が豊富に湧き出る小栗山地域は、古くより農業が栄えて来ました。集落営農の代表である三沢さ
んは、なんと11代目。米を美味しく育てる技術と知恵が脈々と受け継がれています。
土壌づくりに使うのは、ぼかし昆布。土に混ぜることで「うまみ」を加えます。さらに、稲穂が出る前には魚エキ
スを肥料に使い「甘み」を加えています。有機肥料を活用し、化学肥料の使用を控えて栽培されたお米は、新
潟県から、安心、安全、おいしい「特別栽培米コシヒカリ」の認証を受けています。

ＤＲ５
新潟県認証特別栽培米コシ
ヒカリ「鳥屋脇町生産組合コ
シヒカリ」精米60kg

120,000円
定期配送

10kg×
6か月

農薬・化学肥料を基準値の半分以下で栽培した、県が認証する特別栽培米コシヒカリです。収穫量は減ります
が、おいしさと安心・安全を追求して取り組んでいます。
刈谷田川上流から取水する鳥屋脇町の水は、山からの養分を含んだ湧水が豊富に流れ込むため、おいしいお
米に育ちます。
新潟の自然が生み出したコシヒカリを、ぜひご賞味ください！

ＤＲ８ 【数量限定】 新潟県産 新之
助 精米 60kg

132,000円
定期配送

10kg×
6か月

日本一栽培が難しいと言われたコシヒカリをトップブランドへと育て上げた、農家の伝統。何代にもわたって
独自の方法を築きイノベーションを重ね続けた、研究の軌跡。そんな米どころとしての歴史を誇る新潟が、今、
新たに現代の食風景と向き合い、かつてない「米づくり」に挑戦しました。ついに誕生した新潟米「新之助」は、
きらめく大粒にコクと甘みが満ちていてごはんの可能性が、無限に広がります。日本の食の未来を切り開くお
米です。

商品説明

キャンペーン中

キャンペーン中
定番‼



おいしいお米をたっぷり大容量！新潟県産米シリーズ　※ご注文の時期によって品切れになる場合がございます。あらかじめご了承ください。

返礼品
コード 返礼品写真 返礼品名 寄附額

ＭＴＨ１
新潟県産コシヒカリ
7㎏（精米） 10,000円

1回のみの
配送

新潟・越後平野の中央に位置し、信濃川・五十嵐川・刈谷田川などの整流豊かな穀倉地帯で育まれた見附市産地直送の
こしひかりです。清流の恵みをたっぷりと受けた上質なお米なので、お米のもつ甘み・粘り・艶・香りすべてにバランスを
備えたお米です。冷めてもおいしく召し上がっていただけるので、お弁当に最適で、じっくりと登熟したお米は噛むと甘
い味が広がります！

ＭＴＢＫ１
新潟県産こしいぶき
8㎏（精米） 10,00０円

1回のみの
配送

新潟・越後平野の中央に位置し、信濃川・五十嵐川・刈谷田川などの整流豊かな穀倉地帯で育まれた産地直送のこしい
ぶきです。ふっくらとしてツヤもよく、しっかりとした食感が特徴です。コシヒカリのおいしさを受け継ぐこしいぶき。炊
きあがりはツヤツヤ、硬さやねばりのバランスの良さも抜群のお米です！

ＭＴＨ３
【3カ月連続お届け】
新潟県産コシヒカリ　7㎏
（精米）

30,000円
定期配送
７kg×
３か月

新潟県産 コシヒカリ　７㎏（精米）を3カ月連続、合計21㎏をお届けします！
新潟・越後平野の中央に位置し、信濃川・五十嵐川・刈谷田川などの整流豊かな穀倉地帯で育まれた見附市産地直送の
こしひかりです。清流の恵みをたっぷりと受けた上質なお米なので、お米のもつ甘み・粘り・艶・香りすべてにバランスを
備えたお米です。冷めてもおいしく召し上がっていただけるので、お弁当に最適で、じっくりと登熟したお米は噛むと甘
い味が広がります！

ＭＴＢＫ３
【3カ月連続お届け】
新潟県産こしいぶき　8㎏
（精米）

30,000円
定期配送
７kg×
３か月

新潟県産 こしいぶき　8㎏（精米）を3カ月連続、合計24㎏をお届けします！
新潟・越後平野の中央に位置し、信濃川・五十嵐川・刈谷田川などの整流豊かな穀倉地帯で育まれた産地直送のこしい
ぶきです。ふっくらとしてツヤもよく、しっかりとした食感が特徴です。コシヒカリのおいしさを受け継ぐこしいぶき。炊
きあがりはツヤツヤ、硬さやねばりのバランスの良さも抜群のお米です！

ＭＴＨ６
【6カ月連続お届け】新潟
県産コシヒカリ　7㎏（精
米）

60,000円
定期配送
７kg×
６か月

新潟県産 コシヒカリ　７㎏（精米）を６カ月連続、合計４２㎏をお届けします！
新潟・越後平野の中央に位置し、信濃川・五十嵐川・刈谷田川などの整流豊かな穀倉地帯で育まれた見附市産地直送の
こしひかりです。清流の恵みをたっぷりと受けた上質なお米なので、お米のもつ甘み・粘り・艶・香りすべてにバランスを
備えたお米です。冷めてもおいしく召し上がっていただけるので、お弁当に最適で、じっくりと登熟したお米は噛むと甘
い味が広がります！

ＭＴＢＫ６
【6カ月連続お届け】新潟
県産こしいぶき　8㎏（精
米）

60,000円
定期配送
８kg×
６か月

新潟県産 こしいぶき　8㎏（精米）を６カ月連続、合計４８㎏をお届けします！
新潟・越後平野の中央に位置し、信濃川・五十嵐川・刈谷田川などの整流豊かな穀倉地帯で育まれた産地直送のこしい
ぶきです。ふっくらとしてツヤもよく、しっかりとした食感が特徴です。コシヒカリのおいしさを受け継ぐこしいぶき。炊
きあがりはツヤツヤ、硬さやねばりのバランスの良さも抜群のお米です！

ＭＴＨ９
【9カ月連続お届け】
新潟県産コシヒカリ　7㎏
（精米）

90,000円
定期配送
７kg×
９か月

新潟県産 コシヒカリ　７㎏（精米）を9カ月連続、合計63㎏をお届けします！
新潟・越後平野の中央に位置し、信濃川・五十嵐川・刈谷田川などの整流豊かな穀倉地帯で育まれた見附市産地直送の
こしひかりです。清流の恵みをたっぷりと受けた上質なお米なので、お米のもつ甘み・粘り・艶・香りすべてにバランスを
備えたお米です。冷めてもおいしく召し上がっていただけるので、お弁当に最適で、じっくりと登熟したお米は噛むと甘
い味が広がります！

ＭＴＢＫ９
【9カ月連続お届け】
新潟県産こしいぶき　8㎏
（精米）

90,000円
定期配送
８kg×
９か月

新潟県産 こしいぶき　8㎏（精米）を9カ月連続、合計72㎏をお届けします！
新潟・越後平野の中央に位置し、信濃川・五十嵐川・刈谷田川などの整流豊かな穀倉地帯で育まれた産地直送のこしい
ぶきです。ふっくらとしてツヤもよく、しっかりとした食感が特徴です。コシヒカリのおいしさを受け継ぐこしいぶき。炊
きあがりはツヤツヤ、硬さやねばりのバランスの良さも抜群のお米です！

商品説明

新米



おいしい！新潟県産米シリーズ（コシヒカリ・コシヒカリ無洗米5㎏シリーズ）　※商品説明は既存の7kg・8kgと同様です。

返礼品
コード 返礼品写真 寄附額 返礼品

コード 返礼品写真 寄附額

110
1回のみの

配送
新潟県産コシヒカリ
5㎏（精米） 7,300円 210

1回のみの
配送

無洗米
新潟県産コシヒカリ
5㎏（精米）

7,600円

120
定期配送
５kg×
3か月

【3カ月連続お届け】
新潟県産コシヒカリ　5
㎏（精米）

21,900円 220
定期配送
５kg×
3か月

無洗米【3カ月連続お届
け】
新潟県産コシヒカリ　5㎏
（精米）

22,800円

130
定期配送
５kg×
６か月

【6カ月連続お届け】新潟
県産コシヒカリ　5㎏（精
米）

43,800円 230
定期配送
５kg×
６か月

無洗米【6カ月連続お届
け】新潟県産コシヒカリ　5
㎏（精米）

45,600円

140
定期配送
５kg×
９か月

【9カ月連続お届け】
新潟県産コシヒカリ　5
㎏（精米）

65,700円 240
定期配送
５kg×
９か月

無洗米【9カ月連続お届
け】
新潟県産コシヒカリ
5㎏（精米）

68,400円

150
定期配送
５kg×
12か月

【12カ月連続お届け】新
潟県産コシヒカリ　5㎏
（精米）

87,600円 250
定期配送
５kg×
12か月

無洗米【12カ月連続お届
け】
新潟県産コシヒカリ　5㎏
（精米）

91,200円

返礼品名 返礼品名

新米 新米

定番‼ 大人気‼



おいしい！新潟県産米シリーズ（こしいぶき・こしいぶき無洗米5㎏シリーズ）　※商品説明は既存の7kg・8kgと同様です。

返礼品
コード 返礼品写真 寄附額 返礼品

コード 返礼品写真 寄附額

160
1回のみの

配送
新潟県産こしいぶき
5㎏（精米） 6,600円 260

1回のみの
配送

無洗米
新潟県産こしいぶき
5㎏（精米）

6,900円

170
定期配送
５kg×
3か月

【3カ月連続お届け】
新潟県産こしいぶき
5㎏（精米）

19,800円 270
定期配送
５kg×
3か月

無洗米
【3カ月連続お届け】
新潟県産こしいぶき
5㎏（精米）

20,700円

180
定期配送
５kg×
６か月

【6カ月連続お届け】新潟
県産こしいぶき　5㎏（精
米）

39,600円 280
定期配送
５kg×
６か月

無洗米
【6カ月連続お届け】新潟
県産こしいぶき　5㎏（精
米）

41,400円

190
定期配送
５kg×
９か月

【9カ月連続お届け】
新潟県産こしいぶき
5㎏（精米）

59,400円 290
定期配送
５kg×
９か月

無洗米
【9カ月連続お届け】
新潟県産こしいぶき
5㎏（精米）

62,100円

200
定期配送
５kg×
12か月

【12カ月連続お届け】新
潟県産こしいぶき　5㎏
（精米）

79,200円 300
定期配送
５kg×
12か月

無洗米
【12カ月連続お届け】新
潟県産こしいぶき　5㎏
（精米）

82,800円

返礼品名 返礼品名

新米

新米

新米

定番‼ 大人気‼


