
長和町ふるさと納税
寄付お礼品カタログ
長和町ふるさと納税
寄付お礼品カタログ

NAGAWA
Aコース

Bコース

～自然豊かなふるさと長和町の自慢の一般をお楽しみください～



A2 アイスクリーム(チョコレート)

　長門牧場は211ヘクタール（東京ドーム45個
分）という広大な牧草地を有し、牛の主食にあた
る粗飼料を自給しています。アイスクリームの甘
みとチョコレートのコクが調和した濃厚な味わい
が特徴です。

　　　　　　　　　　　　　　　　内容量480㎖　数量1個

株式会社　長門牧場

http://www.nagatofarm.com

提
供

A3 ゴーダチーズ・味噌チーズ

　ミルクの風味が生きたコクのある味わいの手
作りゴーダチーズと、長門牧場のナチュラル
チーズを信州味噌と合わせて和風に仕立てた、
日本酒・焼酎によくあう味噌チーズのセットで
す。

　　　　ゴーダチーズ80g×1　味噌チーズ90g×1

株式会社　長門牧場

http://www.nagatofarm.com

提
供

A1 アイスクリーム(バニラ)

　長門牧場は211ヘクタール（東京ドーム45個
分）という広大な牧草地を有し、牛の主食にあた
る粗飼料を自給しています。良質な牛乳のおい
しさをそのままフリージングしたコクのある濃厚
な風味が特徴のバニラアイスです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　内容量480㎖　数量1個

株式会社　長門牧場

http://www.nagatofarm.com

提
供

A5 山女の唐揚げ

　かどや自然園では、イワナ・ヤマメ・ニジマス・
信州サーモンを標高1,000mの自然林から流れ
る清流で養殖しています。カラッと揚がったヤマ
メをお試しください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山女の唐揚 4尾

かどや自然園

http://kakuryu.jp

提
供

A6 野沢菜漬けお試しセット

　土作りからこだわって栽培した地元産の野沢
菜を地下水を汲み上げて昔ながらの製法で漬
けた野沢菜漬各種のセットです。※一部季節物
あり。内容は若干変更になる場合があります。
野沢菜漬200g・きざみわさび野沢菜180g・野沢菜えの
き昆布120g・野沢菜しそ風味(9～3月:白菜と野沢菜ゆ
ず風味)150g・野沢菜油炒め100g　各1個

株式会社　竹内農産

http://www.shinsyu-nozawana.co.jp/

提
供

A4 ﾌﾞﾗｯｸﾍﾟｯﾊﾟｰｺﾞｰﾀﾞﾁｰｽﾞﾞ・味噌ﾁｰｽﾞ

　コクのある風味とペッパーのスパイスがよく合
うブラックペッパーゴーダチーズと味噌チーズの
セットです。

　　　　　  ブラックペッパーゴーダチーズ80g×1
　　　　　　　　　　　      　  　味噌チーズ90g×1

株式会社　長門牧場

http://www.nagatofarm.com

提
供

℡ 0267-55-6969 ℡ 0267-55-6969 ℡ 0267-55-6969

℡ 0267-55-6969 ℡ 0268-88-2017 ℡ 0268-88-2071

注文方法
・別添注文書に必要事項をご記入の上、郵送・FAX・またはTELにてお申し込みください。
・注文に関するお問い合わせは下記担当係までお願いいたします。



A8 黒耀石の根付

　旧石器時代から縄文時代にかけて、長和町
の和田峠や星糞峠産の黒耀石は、日本最古の
ブランドとして全国に流通していました。町のシ
ンボルでもある黒耀石はパワーストーンとしても
有名で、持ち主に幸福をもたらすと言われてい
ます。

　　　　　根付×2（黒耀石とトンボ玉）※色はおまかせ

A9 山ぶどうセット

　ポリフェノールなどが一般の生食ぶどうの8倍
近くあると言われる山ぶどうを6ヶ月以上酢に漬
けて作った山ぶどう酢と、山ぶどうの酸味とワイ
ルドな味わいが絶品の粒タイプのフルーツソー
ス的なブルーベリー&山ぶどうジャムのセット。

                                     山ぶどう酢200㎖×1
                     ブルーベリー&山ぶどうジャム150g×1

オードリーファーム

A7 黒耀みそ

　「安全・安心・無添加」の地元産の大豆・米を
原料に使った昔ながらの純粋な手作り味噌で
す。

　　　　　　　　　　　　　　　　内容量1㎏　数量1個

黒耀石体験ミュージアム

http://www.hoshikuso.jp/

提
供℡ 0268-41-8050

和田農産物加工研究会提
供

℡ 0268-88-0111 http://audreyfarm.ocnk.net/

提
供℡ 0268-60-2788

A10 長和産こしひかり

　長和町の澄んだ空気と美味しいお水で育った
コシヒカリを是非お試しください。

　　　　　　　　　　　　　　　  　 内容量5㎏　数量1袋

株式会社　竹内農産

http://www.shinsyu-nozawana.co.jp/

提
供℡ 0268-88-2071

A12 6割干しダッタンそば

　ルチンを損なわないため、無添加で手打ちそ
ばの巧みの技を活かし、自然送風乾燥でゆっく
り美しいダッタンそばに仕上げました！食塩を
使用しておりませんので、水を少なめにして“茹
で湯”をぜひお召し上がりください。

　　　　　　　　　　　　　  　 内容量200g　数量1袋

A11 焙煎ダッタンそば

提
供

農事組合法人　信濃霧山ダッタンそば

http://www.dattan.jp/
℡ 0268-68-4232

　信濃霧山ダッタンそばの実の皮をむいて、香
ばしく煎り上げました。お茶に炊き込みご飯にお
茶漬けに、サラダやアイスクリームのトッピング
など幅広くお使いいただけます。ルチンが豊富
に含まれていることで最近話題のダッタンそば
をぜひこの機会にお試しください！

　　　　　　　　　　　　　　内容量180g　数量1袋

提
供

農事組合法人　信濃霧山ダッタンそば

http://www.dattan.jp/
℡ 0268-68-4232



注意事項
・お礼品は入金確認後、準備ができ次第発送いたします。
・道路状況等により時間がかかる場合があります。
・お礼品は地元協力業者から発送するため、
　個人情報（住所・氏名・電話番号）を業者へお知らせします。
・業者の都合によりご希望に添えない場合等、
　注文内容についてご連絡を取らせていただく場合があります。

問い合せ窓口
長和町役場企画財政課　管財係
長野県小県郡長和町古町4247-1
℡0268-75-2042　fax0268-68-4139
Mail　kanzai@town.nagawa.nagano.jp
http://www.town.nagawa.nagano.jp

A13 焙煎ダッタンそばお試しセット1 A15 焙煎ダッタンそばお試しセット3A14 焙煎ダッタンそばお試しセット2

　人気の焙煎ダッタンそばと、ダッタンそば粉を
100%使用した甘さ控えめのクッキーがセットに
なったお試しセットです。ダッタンそばの香ばしさ
がくせになります。

　　　　　　　　焙煎ダッタンそば　80g×1
　　　　　　　　花そばクッキー(マーガリン)75g×1
　　　　　　　　雪割り小町×2

　人気の焙煎ダッタンそばと、ダッタンそば粉を
100%使用した甘さ控えめのクッキーがセットに
なったお試しセットです。ダッタンそばの香ばしさ
がくせになります。

　　　　　　　　　　焙煎ダッタンそば　80g×1
　　　　　　　　　　花そばクッキー(バター)90g×1
　　　　　　　　　　パウンドケーキ(カット)×1

　人気の焙煎ダッタンそばと、ダッタンそば粉が
セットになったお得なお試しセットです。ダッタン
そばを主食としている民族には成人病が見られ
ないことから今大注目されるダッタンそばを日常
の食生活に取り入れて、長寿の健康を楽しみま
しょう。

　　　　　　　　　　　　焙煎ダッタンそば　80g×1
　　　　　　　　　　　　ダッタンそば粉　250g×1

提
供

農事組合法人　信濃霧山ダッタンそば

http://www.dattan.jp/
℡ 0268-68-4232

提
供

農事組合法人　信濃霧山ダッタンそば

http://www.dattan.jp/
℡ 0268-68-4232

提
供

農事組合法人　信濃霧山ダッタンそば

http://www.dattan.jp/
℡ 0268-68-4232



B2 アイスクリーム18個セット

　絞りたての牛乳を使って作られるアイスクリー
ムは、濃厚な味わいです。6種類それぞれ違っ
た風味をお楽しみください。

アイスクリーム120㎖×18個
（バニラ・青リンゴ・フローズンヨーグルト・チョコレート・
ストロベリー・抹茶　各3個）

株式会社　長門牧場

http://www.nagatofarm.com

提
供

B3 長門牧場セット１

　自家製の牧草で育てられた乳牛の良質で新鮮な生乳
から作ったヨーグルトが入った人気のセット。余計な添
加物や香料を加えない自然の味です。チーズとヨーグ
ルトの両方の味をお楽しみください。
ゴーダチーズ150g・モツァレラチーズ130g・ブラックペッパーゴー
ダチーズ150g・味噌チーズ90g・ピュアヨーグルト400g・ドリンク
ヨーグルト500㎖・牛乳ジャム190g　各1個

株式会社　長門牧場

http://www.nagatofarm.com

提
供

　信州長和産の信濃霧山ダッタンそばは、高い
成分を保持しながら苦みがほとんどありませ
ん。標高800～1400mの高原で農薬一切不使用
にこだわって丁寧に栽培し、食品添加物に頼る
ことなく安心安全に楽しんでいただる逸品です。
ダッタンそば乾麺8割・6割・焙煎ダッタンそば180g・ダッタンクッ
キー(バター・植物油各1個)・雪わり小町・パウンドケーキミニ3個

農事組合法人　信濃霧山ダッタンそば

http://www.dattan.jp/

提
供℡ 0268-68-4232 ℡ 0267-55-6969 ℡ 0267-55-6969

注文方法
・別添注文書に必要事項をご記入の上、郵送・FAX・またはTELにてお申し込みください。
・注文に関するお問い合わせは下記担当係までお願いいたします。

B5 信州サーモン漬焼・ニジマスの唐揚げ

かどや自然園

http://kakuryu.jp
℡ 0268-88-2017

B6 川魚の干物・山女のマリネ

　自然豊かな長和町で育った川魚の干物セット
です。旨味が凝縮した干物とマリネの組み合わ
せに思わずご飯が欲しくなる！

             山女の干物・岩魚の干物・山女のマリネ

かどや自然園

http://kakuryu.jp

提
供℡ 0268-88-2017

B4 長門牧場セット２

株式会社　長門牧場

http://www.nagatofarm.com

提
供℡ 0267-55-6969

　自家製の牧草で育てられた乳牛の良質で新鮮な生乳
から作ったヨーグルトが多めに入った人気のセット。余
計な添加物や香料を加えない自然の味をお楽しみくだ
さい。
ゴーダチーズ80g・モツァレラチーズ130g・ブラックペッパーゴーダ
チーズ80g・味噌チーズ90g・ピュアヨーグルト400g・ハードヨーグ
ルト400g・ドリンクヨーグルト500㎖・牛乳ジャム100g　各1個

　地元の清流で育てた信州サーモンを2種類の
味付けで仕上げた贅沢な逸品と、頭から尾まで
丸ごと食べられて栄養満点のニジマスの唐揚
げのセットです。

信州サーモン味噌漬・信州サーモンの麹漬・ニジマスの唐揚げ

提
供

※実際の商品写真とは異なります。 ※実際の商品写真とは異なります。

B1 緑の花そばセット「霧」
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　健康に良いとされているルチンを豊富に含ん
でいる長和町名物のダッタンそばが、アイスに
なりました。さっぱりした甘さにダッタンそばの香
ばしさが癖になるおいしさです。

　　　　　アイスだったん(カップ120㎖)×12個

　「安心・安全・無添加」の地元産の大豆・米を
原料に使った昔ながらの純粋な手作り味噌で
す。

　　　　　　　　　　　　       　内容量1㎏　数量7個

和田農産物加工研究会提
供℡ 0268-88-0111

B9 黒耀みそB7 スモークチーズと花豆セット

http://www.famiboku.jp/

提
供

　澄んだ空気、爽やかな高原の牧場で栽培され
た大粒で甘みの多い花豆をふっくらと煮立てた
甘煮と、特製の山桜チップで燻した香り豊かな
スモークチーズのセット。

　　　　　　           　スモークチーズ8個、花豆2袋

℡ 0268-69-0550

B8 野沢菜極本生そばセット+白樺セット

　土作りからこだわり昔ながらの製法で漬けた野沢菜

漬各種・すっきりとした飲み口で優しい甘さがあとを引く
人気のヤーコン焼酎・信州そばのセットです。※一部季
節物あり。内容は若干変更になる場合があります。
◎野沢菜極本生そばセット
野沢菜漬250g×1野沢菜わさび250g×1本生そば2人前×2
◎白樺セット　野沢菜しそ風味150g×1野沢菜漬200g×2美ヶ原しょうゆ味
200g×2きざみわさび野沢菜180g×1ヤーコン焼酎ながわっ娘720㎖×1長芋
梅味260ｇ×1野沢菜油炒め100g×3

http://www.shinsyu-nozawana.co.jp/

提
供℡ 0268-88-2071

株式会社　竹内農産

B10 アイスだったん１2個セット

姫木平アイス工房

http://ice.r-in.net/abouts/

提
供℡ 0268-69-2908

　健康に良いとされているルチンを豊富に含ん
でいる長和町名物のダッタンそばが、アイスに
なりました。さっぱりした甘さにダッタンそばの香
ばしさが癖になるおいしさです。

　　　　　        アイスだったん(カップ120㎖)×12個

B11 ピオーネ・シャインマスカット

農夫と農婦

http://www2.kokuyou.ne.jp/~noufu/

提
供℡ 0268-68-2318

　標高650m、美ヶ原を一望できる場所で低農
薬・低化学肥料で栽培しています。
　※9月中旬～10月中旬限定20セットの期間限
定

　　　　　　        ピオーネ・シャインマスカット2㎏入
　　　　　　　　　　　　　　　　             　　　　4～5房/箱

B12B12 りんごジュース6本セット

農夫と農婦

http://www2.kokuyou.ne.jp/~noufu/

提
供℡ 0268-68-2318

　やさしい甘さが特徴の長野県オリジナルのシ
ナノスイート、芳醇な香りが特徴のシナノゴール
ドそれぞれを美味しさそのままにストレート
ジュースにしました。こだわりのりんごジュースを
ご堪能ください。

　　　            シナノスイート3本・シナノゴールド3本

※実際の商品写真とは異なります。

鷹山ファミリー牧場

品切れ中 季節限定
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B13 山ぶどうワイン・山ぶどう酢のセット

オードリーファーム

http://audreyfarm.ocnk.net/

提
供℡ 0268-60-2788

　ポリフェノールなどが一般の生食ぶどうの8倍
近くあると言われている酸味の強い山ぶどうを、
健康志向の強い女性にも飲んでいただけるよう
に甘口に仕上げたワインと山ぶどう酢のセットで
す。
　　　　　　　　　　　      　山ぶどうワイン500㎖×2
　　　　　　　　　　　             　山ぶどう酢200㎖×1

B14 長和町産こしひかり

株式会社　竹内農産

http://www.shinsyu-nozawana.co.jp/

提
供℡ 0268-88-2071

　長和町の澄んだ空気と美味しいお水で育った
コシヒカリを是非お試しください。

　　　　　　                　　内容量5㎏×1・10㎏×1

提
供

　長和町のスキー場（ブランシュたかやまスキー
リゾート・エコーバレースキー場）のみでご利用
いただけます。※受付は通年ですが、有効期限
は発行から1年のため1シーズン限りです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　大人1名分リフト券

B15 1日リフト優待券(大人1名)

提
供

　長和町の宿泊施設（取扱施設一覧に掲載され
ている施設のみ）で利用できる宿泊補助券で
す。この機会にぜひ一度長和町へお越しくださ
い。四季折々の自然がお出迎えします。

　　　　　　　　　　宿泊料金等から5,000円分を補助

B16 1宿泊補助券
    注意事項

 ・お礼品は入金確認後、準備ができ次第発送いたします。
 ・道路状況等により時間がかかる場合があります。
 ・お礼品は地元協力業者から発送するため、個人情報（住所・氏名・
  電話番号）を業者へお知らせします。あらかじめご了承ください。
 ・業者の都合によりご希望に添えない場合等、注文内容についてご
　連絡を取らせていただく場合があります。
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ふるさと長和町　宿泊補助券　取扱施設一覧

エリア 施設名 TEL ホームページ エリア 施設名 TEL ホームページ

1 姫木平 温泉山岳ホテル　アンデルマット 0268-69-2001 http://www.andermatt.co.jp 19 美し松 ペンシオーネ　美し松 0268-69-2422 http://utukusimatu.com

2 姫木平 ペンション　赤い屋根 0268-69-2641 http://www.janis.or.jp/users/akaiyane/ 20 美ヶ原 山本小屋　ふる里館 0268-86-2311 http://www.furusatokan.jp

3 姫木平 ペンション　アンメモリー 0268-69-2760 http://unmemory.com 21 長久保 濱田屋旅館 0268-68-2109 http://hamadaya2011.blog.fc2.com/

4 姫木平 リゾートハウス　オックス 0268-60-2021 http://www.1-ox.com 22 鷹山 ロッジ　アングラーズ ハット 0268-60-0268 http://anglershut.moo.jp/

5 姫木平 和みの宿　ここっと 0268-69-2908 http://www.cocot.info/ 23 鷹山 ペンショ　ジョイハウス 0268-69-2103 http://homepage2.nifty.com/joy-house/

6 姫木平 ペンション　ＰＥＫＯの家木の実 0268-69-2025 http://www.kokuyou.ne.jp/~konomi/

7 姫木平 ペンション　ステイ 0268-69-2676 http://www.p-stay.jp/

8 姫木平 カントリーイン　ゼフィ－ル 050-3583-1994 http://www.kokuyou.ne.jp/~zephyr//

9 姫木平 ペンション　バケーションイン 0268-69-2693 http://www.janis.or.jp/users/vacation/

10 姫木平 オーベルジュ・ド・バレ　ブランシュ 0268-69-2055 http://www.dia.janis.or.jp/~blanche/

11 姫木平 ペンション　ブルーベリー 0268-69-2720 http://www.kokuyou.ne.jp/~blueberry/

12 姫木平 ロッジ　カナダの森 0268-69-2720 http://www.kokuyou.ne.jp/~free-bird/

13 姫木平 ダーチャ　ベリオスカ 0268-41-8258 http://www.beriosk.com

14 姫木平 ペンション　ホワイトハウス 0268-69-2750 http://www.pwhitehouse.com

15 姫木平 ペンション　もくりん 0268-69-2961 http://www.janis.or.jp/users/mokurin/

16 姫木平 フォレストイン　モーグル 0268-60-2802 http://f-mogul.com

17 姫木平 ペンション　モルゲンローテ 0268-69-2655 http://www.kokuyou.ne.jp/~morgen/

18 姫木平 ペンション　夢風船 0268-69-2701 http://www.janis.or.jp/users/yumefsn/

【宿泊補助券　ご使用上の注意事項】

○当補助券は上記一覧に記載のある施設のみでご利用いただけます。
○必ず事前にお電話にてご予約いただく際に、当補助券でのご利用である
　旨をお伝えください。また、チェックインの際にフロントへお渡しくだ
　さい。
○当補助券は、ご宿泊に関する費用の一部補助券です。
○当補助券は、有効期限内に1回のみご利用いただけます。
○当補助券は、第三者への譲渡や換金はできません。
○当補助券を紛失されても、再発行はいたしません。

　宿泊施設の詳しい情報は、各施設のホームページをご覧いただくか、
  長和町観光協会の公式ホームページ内の協会会員施設案内をご覧ください。
　信州・長和町観光協会　http://www.nagawa.info/

長和町ふるさと納税寄附金受付窓口
   〒386-0603
   長野県小県郡長和町古町4247-1
   長和町役場　企画財政課管財係
   TEL：0268-75-2042 FAX：0268-68-4139
   MAIL：kanzai@town.nagawa.nagano.jp


