
※季節野菜につきましては、発送時期に旬な野菜となります。

さくらんぼジャム・
いちごジャムセット

数量限定

※写真はイメージです

新潟県聖籠産「さくらんぼ」
と「いちご‐越後姫‐」をごろ
ごろとした果肉たっぷりの
ジャムにしました。
手作りで作っており、ゲル化
剤や・保存料などは一切加
えておりません。
素材の自然な甘さとレモン
果汁のほどよい酸味、ごろ
ごろの果肉の食感をお楽し
みいただけます。
パンはもちろん、ヨーグルト
やアイスクリームにかけて
ぜひお召し上がりください。

容量：さくらんぼジャム1瓶
　　　　いちごジャム1瓶

申込：7月～

配送：7月～

新潟県　聖籠町 ふるさと応援寄附金
選べるお礼の品　一覧表

【注意事項】

・お礼の品をお贈りするのは、聖籠町外に在住の方が対象です。
・お礼の品をお贈りする回数の制限はありませんので、寄附いただいた回数分、お礼の品をお贈りいたし
ます。
・お礼の品は数量に限りがありますので、ご希望いただいてもお贈りできない場合があります。ご希望の品
がお贈りできない場合は、こちらからご連絡しますので、別のお礼の品をお選びください。
・受付期間が限定されている品は、寄附のお申し込みがその期間内に限りお選びいただけます。
・お礼の品の写真はイメージですので、実際にお手元に届く品は写真と異なる場合がございます。
・お礼の品（及びお礼状・寄附金受領証明書）の発送は、ご入金が確認できてからとさせていただきます。
発送時期を定めているお礼の品を除き、お申し込みから３～４週間ほどかかる場合もございますので、予
めご了承ください。
・品質管理には万全を期していますが、万一破損や品質劣化がありましたら、お礼の品到着日の翌日まで
に、同封の問い合わせ先までご連絡ください。状況をお伺いし、対応させていただきます。
・生鮮品等は、発送前に事業者からご連絡を差し上げます。お届け先がご不在で、お届けできないことに
よって品質劣化や破損等が生じた場合は、再配送はできません。
・農産物につきましては、天候等の影響でサイズや発送時期などに変更が生じる場合があります。

　　　【５，０００円以上の寄附でお贈りします】



ダルカレーキット
3袋

水饅頭（6種）12個入
1箱セット

※写真はイメージです ※写真はイメージです
4種類のパキスタン産の豆に新
潟県産コシヒカリをブレンドした
とっても健康的でナチュラルな
カレーキットです。
家カレーやキャンプでも本格的
パキスタンカレーが楽しめる
キットになります。出来上がり
にお好みで、パクチーやバター
をのせても美味しいです。ぜひ
一度作ってみてください。

提供事業者：アジアン料理　ミ
ルチリオ

聖籠町の果物を使った季節限
定の水饅頭です。
冷やしてお召し上がりいただく
涼菓子です。
冷凍した状態でお届けいたし
ます。解凍してお召し上がりい
ただくのはもちろんのこと、半
冷凍でアイスのようにお召し上
がりいただくのもおいしくてお
すすめです。

提供事業者：江戸屋餅菓子舗

容量：白い豆のダルカレー
キット2袋、半皮付きのダル
カレーキット1袋

容量：こしあん2個、抹茶あん2個、
きんかん2個、はまなすの実2個、
いちじく2個、ぶどう2個（計12個）

申込：通年 申込：4月～11月上旬まで

配送：通年 配送：6月～11月下旬まで

聖籠産米
コシヒカリ ５kg

聖籠産枝豆1.5ｋｇ
（朝採れ）［藤井農園］

シブヤの味噌
減塩味噌セット

数量限定

シブヤの味噌
十五割麴味噌セット

数量限定

※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです
飯豊連峰からの雪解け水と
豊かな土壌で、低農薬で栽
培された自慢の聖籠産コシ
ヒカリ。
炊き立ての甘い香りともちも
ちふっくらは最高のごちそう
です。

ゆでた時の甘く芳醇な香り、旨
味のバランスは一度食べたら
やみつきになること間違いな
し。藤井農園では、作物ごとに
最適な有機肥料・ボカシ肥料を
与え、「美味しさ」にこだわって
農作物を作っています。品種
は届いてからお楽しみ♪
主な品種
・神風香
・おつな姫
・湯上がり娘
・茶豆

提供事業者：藤井農園

創業80年、今も変わらず品質本位
をモットーに美味しさと安全を求め
続けております。原料にこだわり、
手間暇惜しまず造り上げたシブヤ
のお味噌をぜひお召し上がりくだ
さい。
■減塩味噌
塩分を２０％カット（当社比）して仕
込んだ、特別な限定品のお味噌で
す。
■十五割味噌
新潟県産の米、大豆１００％と麹を
たっぷり使い、じっくりと長期熟成
させた贅沢な15割麹みそです。

提供事業者：渋谷商店

創業80年、今も変わらず品質本位
をモットーに美味しさと安全を求め
続けております。原料にこだわり、
手間暇惜しまず造り上げたシブヤ
のお味噌をぜひお召し上がりくだ
さい。
■減塩味噌
塩分を２０％カット（当社比）して仕
込んだ、特別な限定品のお味噌で
す。
■十五割味噌
新潟県産の米、大豆１００％と麹を
たっぷり使い、じっくりと長期熟成
させた贅沢な16割麹みそです。

提供事業者：渋谷商店

容量：コシヒカリ５kg 容量：1.5㎏（500ｇ×３袋）
容量：減塩味噌500ｇ×2
        十五割麴味噌500ｇ×1

容量：十五割麴味噌500ｇ×2
        減塩味噌500ｇ×2

申込：通年 申込：5月～8月 申込：通年（製造によります） 申込：通年（製造によります）

配送：通年 配送：7月～９月中旬 配送：通年（製造によります） 配送：通年（製造によります）

　　　【８，０００円以上の寄附でお贈りします】

　　　【６，０００円以上の寄附でお贈りします】



食卓を彩るお漬物
6Pセット

※写真はイメージです
お惣菜漬物の詰め合わせセットで
す。
その日の気分に合わせてお好き
な漬物をチョイスするのはいかが
ですか？
一日の活動の源である朝ごはん。
忙しい朝も、朝から食欲が出ない
方も、お漬物があるだけで、ごは
んがすすむこと間違いなしです。
朝だけでなく、夕飯にもう一品おか
ずが欲しい時や酒の肴としても大
活躍！
豆腐や納豆など、さまざまな食材
と合わせてアレンジすれば、いつ
もと違う一品が楽しめます。

容量：
数の子わさび山海漬（１６０g）、野沢菜
こんぶ（１５０g）、野沢菜茎わさびこん
ぶ（１４０g）、数の子ハリハリ大根（１４０
g）、割干松前（１４０g）
松前漬（１３０g）

申込：通年

配送：通年

サーモン塩辛2本セッ
ト

サーモン塩辛
食べ比べセット

杵つき餅
4種食べ比べセット

（各1袋入）

※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです
脂ののったサーモンのハラ
スを、独自製法で旨味を引
き出した新潟産麹・塩ととも
にじっくり熟成し、とろける美
味しさに仕上げました。真紅
に輝くいくら、糀の白、サー
モンのピンク色が一層食欲
をそそります。他では真似で
きない唯一の逸品です。

提供事業者：三幸

【サーモン】脂ののったサー
モンのハラスを、独自製法
で旨味を引き出した新潟産
麹・塩とともにじっくり熟成。
とろける美味しさです。
【かんずり入】上越妙高伝統
の調味料「かんずり」を加え
たことで、まろやかな辛さと
ゆずの爽やかな風味が後を
引く逸品。

提供事業者：三幸

聖籠町にある契約農家で生
産される、江戸屋餅菓子舗
専用の「こがねもち米」。「は
さかけ」で手間をかけながら
天日干しすることで、一層風
味豊かに仕上がります。無添
加で素材の味をダイレクトに
感じられるこの杵つき餅だか
らこそ、この風味が存分に活
きるのです。舌ざわりもなめ
らかで、やさしい味わいに懐
かしさがこみあげます。

提供事業者：江戸屋餅菓子
舗

容量：サーモン塩辛200ｇ×2
本

容量：サーモン塩辛200ｇ×1
本、生かんずり入サーモン
塩辛200ｇ×1本

容量：杵つき餅　8切入×4
袋
（白餅・豆餅・草餅・ごま餅
各1袋）

申込：通年 申込：通年 申込：8月～3月上旬

配送：通年 配送：通年 配送：10月～3月

　　　【９，０００円以上の寄附でお贈りします】



聖籠産さくらんぼ
500ｇ（佐藤錦）

数量限定

聖籠産さくらんぼ
500ｇ（紅秀峰）

数量限定

聖籠産
シャインマスカット

数量限定

聖籠産いちご
2パック（越後姫）

数量限定

※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです

飯豊連峰から日本海に向
かって広がる砂丘地で栽培
された聖籠産さくらんぼ。
上品な甘みとやさしい酸味、
果肉のみずみずしさはまさ
にさくらんぼの王様。
聖籠の初夏を彩る果物で
す。

果実が大きくしっかりとした
食べごたえで果汁もたっぷ
り！
果肉は乳白色で酸味は少な
く、甘みが強く感じられる人
気の品種です。
やや日持ちするため、おい
しさが長持ちします。

皮ごと食べられる種なしぶ
どうとして人気の高いシャイ
ンマスカット。
酸味が少なく、マスカットの
芳醇な香りと糖度の高さが
特徴です。

新潟を代表するブランドいち
ご『越後姫』。
赤く輝く姿はまるでお姫さま
のような愛らしさ♡
芳醇な香りとジューシーな食
感、糖度の高さが特徴で
す。

容量：Ｌ型　５００ｇ（手詰め） 容量：２Ｌ型　５００ｇ（手詰め） 容量：２房（１㎏以上）
容量：２Ｌ～３Ｌ型　２パック
（１パック：12～15粒入）

申込：２月～ 申込：２月～ 申込：６月～ 申込：11月～

配送：６月中旬～下旬 配送：６月下旬～７月上旬 配送：９月中旬～下旬 配送：２月上旬～５月上旬

聖籠産
エゴマ油2本セット

聖籠産梨
（新美月）
数量限定

聖籠産梨
（新王）

数量限定

聖籠産枝豆2.4kg
（朝採れ）
数量限定

※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです

豊かな自然の中、有機栽培
で丹精込めて育てられたエ
ゴマ。それを無添加・低温圧
搾でじっくり生搾りしたの
が、このエゴマ油。安心して
毎日の食事にご利用いただ
けます。
おひたしやお味噌汁にかけ
たり、ドレッシングとして野菜
に和えたり、食べ方いろい
ろ！

提供事業者：水戸部憲男

聖籠町に在る新潟県農業総
合研究センターにて育成さ
れ、平成25年に品種登録さ
れた新品種。県内農家にし
か苗木の販売を行わない新
潟限定梨です！
濃厚な甘さと爽やかな酸味
の絶妙なバランスが特徴。
『新潟』生まれ、甘みと酸味
のバランスが良く『美味しい』
ことと、日本の梨を『月』に例
えて命名されました。

聖籠町に在る新潟県農業総
合研究センターにて育成さ
れ、平成25年に品種登録さ
れた新品種。県内農家にし
か苗木の販売を行わない新
潟限定梨です！
味わい深いザクッとした歯ざ
わりですが、決して硬くはな
く、口の中に広がる強く
ジューシーな甘さが特徴。
『新潟』生まれ、おいしさは
日本トップレベルの『王様』
を目指して命名。

ゆでた時の甘く芳醇な香り、
旨味のバランスは一度食べ
たらやみつきになること間違
いなし。キンキンに冷えた
ビールと一緒にどうぞ！品
種は届いてからお楽しみ♪
・初だるま（６月中旬）
・いきなまる（６月下旬）
・おつな姫（７月上旬～中旬）
・湯上がり娘（７月中旬～８月
上旬）
・茶豆（８月中旬～９月上旬）

容量：110cc×２本 容量：約３kg 容量：約３kg 容量：２．４㎏（800ｇ×３袋）

申込：通年 申込：８月～ 申込：８月～ 申込：５月～

配送：通年 配送：９月中旬～下旬 配送：９月下旬～10月上旬 配送：６月中旬～９月上旬

　　　【１０，０００円以上の寄附でお贈りします】



聖籠産枝豆2ｋｇ
（朝採れ）［藤井農園］

ぶどうと枝豆のセット 聖籠産　落花生
聖籠産新之助 ５㎏

数量限定

※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです
ゆでた時の甘く芳醇な香り、
旨味のバランスは一度食べ
たらやみつきになること間違
いなし。藤井農園では、作物
ごとに最適な有機肥料・ボカ
シ肥料を与え、「美味しさ」に
こだわって農作物を作って
います。品種は届いてから
お楽しみ♪
主な品種
・神風香
・おつな姫
・湯上がり娘
・茶豆

提供事業者：藤井農園

季節ものである聖籠産のぶ
どうと枝豆を一緒にお届けし
ます。
　キンキンに冷えたビールと
一緒に枝豆を食べ、ぶどう
はデザートとしてお楽しみく
ださい。
　どちらも品種は届いてから
のお楽しみです。

聖籠産の落花生を、農家さ
んが美味しく、安全に食べて
もらえるよう、手間をかけて
作っています！
作るからには、お客様に美
味しいと喜んで頂く為に、肥
料にもこだわっており、焙煎
については、工夫して作った
自家製の機械で1時間半
炒っています。
とにかく、美味しく、尚且つ、
安心してお召し上がれるよ
う、日々努力しております。
ぜひ、ご賞味ください。

米どころ新潟が誇る新品
種。
甘み、コク、旨味すべてにお
いてトップレベル！
時間が経っても硬くなりにく
く、冷めてもおいしさを保ち
ます。
また、長期貯蔵しても品質
劣化しにくく、いつでもおいし
く食べられるのも特徴。

容量：2㎏（500ｇ×4袋）
容量：ぶどう2房
        枝豆300g×2袋

容量：150g×５個 容量：新之助５kg

申込：5月～8月 申込：７月～ 申込：通年 申込：通年

配送：7月～９月中旬 配送：８月下旬～ 配送：通年 配送：通年

聖籠産米切り餅

数量限定

ご飯とお酒の
お供セット

カステラ・焼きドーナツ
詰め合わせセット

全種味噌セット
（つぶタイプ）

※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです

清流加治川の水と豊かな土
壌で育てられた聖籠産こが
ねもちを１００％使用。
杵つき製法で作られたおも
ちは上質でコシのある粘りと
風味豊かな香りが魅力。

ご飯のお供、お酒のおつま
み、お茶漬けなどにもお使
いいただける国産原料を使
用した味わい豊かな和惣菜
のセットです。

提供事業者：アベシュウ

越後姫やル・レクチェ、
ジャージー牛乳、雪国紅茶、
いもジェンヌなどなど新潟県
自慢の特産品を贅沢に使っ
たふわふわしっとりのカステ
ラと焼きドーナツのセットで
す。

提供事業者：しばうま本舗

創業80年、手間暇惜しまず造
り上げたシブヤのお味噌です。

【別製つぶ】国産米麹入り赤味
噌。まろやかでコクのある風
味。
【特撰つぶ】上質な国産米麹を
たっぷり使った白味噌風越後
味噌。上品でさわやかな風味。
【吟醸つぶ】国産米、国産大
豆、天日塩を使った、極上の甘
口越後味噌。マイルドな風味。

提供事業者：渋谷商店

容量：こがねもち米切り餅
　　　　８枚入（430ｇ）×６Ｐ

容量：のんべえ150ｇ、めし喰
らい150ｇ、薄切り生姜の佃
煮140ｇ、きゃらぶき生姜
140g、里ごぼう梅肉和え150
ｇ

容量：カステラ４種（ブルーベ
リー、紅茶、ミルク、はちみつ）
焼きドーナツ８個（ストロベ
リー、メープル、ル・レクチェ、
スイートポテト　各２個ずつ）

容量：別製つぶ味噌1ｋｇ×1
個、特撰つぶ味噌1ｋｇ×1
個、吟醸つぶ味噌1ｋｇ×2個

申込：９月～ 申込：通年 申込：通年 申込：通年

配送：12月上旬～１2月下旬 配送：通年 配送：通年 配送：通年



全種味噌セット
（こし入りタイプ）

新潟県産米こうじだけ
でつくった糀ふんわり

甘酒　5個セット

笹だんご
2種食べ比べセット

ダルカレーキット
5袋

※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです
創業80年、手間暇惜しまず造
り上げたシブヤのお味噌です。

【別製こし※】国産米麹入り赤
味噌。まろやかでコクのある風
味。
【特撰こし※】上質な国産米麹
をたっぷり使った白味噌風越
後味噌。上品でさわやかな風
味。
【吟醸つぶ】国産米、国産大
豆、天日塩を使った、極上の甘
口越後味噌。マイルドな風味。
※麹の粒を漉して見えなくした
もの。
提供事業者：渋谷商店

味噌醸造業創業84年以来、
品質本位ひとすじで地道に
つちかわれた職人の技と県
産米100％上質仕上げの糀
で丁寧に造られた甘酒です。
糀のいい香りとクセのないス
イーツのような甘さをお楽し
みください。甘酒は独特の風
味というイメージですが、糀
ふんわり甘酒を召し上がって
頂くと純粋な甘さだけを感じ
るはずです。甘酒が特別なも
のではなく、生活の中でもっ
と気軽に取り入れることがで
きるという私たちの想いを「糀
ふんわり甘酒」に詰め込みま
した。
提供事業者：渋谷商店

昔ながらの手作りにこだわ
り、一つ一つ丁寧に作り上
げられた笹だんご。いい香り
の笹を剥けば、とぅるんと
もっちり至福の一口にありつ
けます。甘さも絶妙な塩梅
で、ついつい「もう1個・・・」と
手が伸びてしまうはず。添加
物が一切入っていないた
め、保存期間は短いですが
冷凍すれば長期保存も可能
です。

提供事業者：江戸屋餅菓子
舗

4種類のパキスタン産の豆
に新潟県産コシヒカリをブレ
ンドしたとっても健康的でナ
チュラルなカレーキットで
す。
家カレーやキャンプでも本格
的パキスタンカレーが楽し
めるキットになります。出来
上がりにお好みで、パクチー
やバターをのせても美味し
いです。ぜひ一度作ってみ
てください。

提供事業者：アジアン料理
ミルチリオ

容量：別製こし味噌1ｋｇ×1
個、特撰こし味噌1ｋｇ×1
個、吟醸つぶ味噌1ｋｇ×2個

容量：甘酒400g×5個
         濃縮タイプ

容量：笹だんご20個
（つぶあん、こしあん　各10
個）

容量：白い豆のダルカレー
キット3袋、半皮付きのダル
カレーキット2袋

申込：通年 申込：通年 申込：通年 申込：通年

配送：通年 配送：通年 配送：通年 配送：通年

米粉入りクッキーセッ
ト

米粉シフォンケーキ
セット

焼き菓子
詰め合わせセット

焼鮭ほぐし・鮭プッチン
詰め合わせセット

※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです
バターの風味と米粉を使用
していることでよりサクサク
した食感が楽しめます。
添加物や保存料をなるべく
使用せず、一つ一つ心を込
めて手作りしています。

※８月１日よりクッキー１袋
あたりの内容量が１００ｇか
ら８０ｇに変更になりました。

提供事業者：杉の子の家

町内でとれたお米を使用し
た米粉100％のシフォンケー
キは、しっとりふわふわの
口どけの良い食感と、米粉
の素朴な味わいが楽しめま
す。
３種類の味を食べくらべてみ
てください。
提供事業者：杉の子の家

杉の子の家の大人気商品
「米粉シフォンケーキ＆米粉
入りクッキー」をたっぷり詰
め合わせました。米粉の風
味を堪能できる嬉しいセット
です。

※８月１日よりクッキー１袋
あたりの内容量が１００ｇか
ら８０ｇに変更になりました。

提供事業者：杉の子の家

焼鮭ほぐし：鮭を手作業でほ
ぐし、香ばしく焼き上げまし
た。脂がのった秋鮭と程よ
い塩加減、香ばしい風味が
後引く美味しさです。
鮭プッチン：脂がのった秋鮭
にプチプチ食感のシシャモ
卵とコクのあるたらこを混ぜ
ました。

提供事業者：三幸

容量：プレーン、チョコ、ごま
各５袋

容量：プレーン、抹茶、バナ
ナ　各６個

容量：シフォンケーキ10個（プ
レーン、抹茶 各５個）
※抹茶はバナナに変更可
クッキー６袋（プレーン、チョコ、
ごま 各２袋）

容量：焼鮭ほぐし100g×５本
　　　 鮭プッチン100g×５本

申込：通年 申込：通年 申込：通年 申込：通年

配送：通年 配送：通年 配送：通年 配送：通年



鮭ぷっちん10本詰合せ
鮭フレーク3種詰合せ

セット
新潟東港管理釣り場

特別入場回数券

サトウのごはん
宮城県産ひとめぼれ

200g × 20個

※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです

脂の乗った秋鮭にたらこを
合わせコクを出し、ぷちぷち
食感の数の子を混ぜ込みま
した。
おにぎりやパスタ・卵焼きの
具材にもぴったり！子どもに
人気のある鮭フレークです

提供事業者：三幸

焼鮭ほぐし：国産秋鮭を風
味良く焼き上げた、ソフト食
感の鮭フレーク
鮭ごのみ：国産秋鮭使用の
鮭フレークにタラコを合わせ
コクを出し、プチプチ食感の
数の子を混ぜ合わせた子供
に人気のある鮭フレーク
金ごま入り鮭わかめ：お弁
当・おにぎりの具材として人
気のある鮭フレークに相性
の良い「わかめ」と香りの良
い「金ごま」を合わせ、食欲
のそそる「しそ風味」に仕上
げました

提供事業者：三幸

季節ごとに様々な魚が釣れ
る、足場のしっかりした防波
堤管理釣り場の入場券3枚
セット。当入場券ご利用の方
には、無料でライフジャケッ
ト及び貸竿をお貸しします。
利用可能期間は、返礼品と
して受け取った年から、翌年
の営業期間終了まで。
気軽に新潟の新鮮な魚を
釣ってみませんか？詳細は
ハッピーフィッシングのＨＰを
ご確認ください。
提供事業者：ハッピーフィッ
シング

レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯。
味と香りが良い「ひとめぼ
れ」を使用したサトウのごは
ん。
最もスタンダードな200gのサ
イズです。
最高のお米を使い、厚釜で
１食ずつ炊きあげ、いつでも
炊きたてのごはんが味わえ
る逸品です。
聖籠町内にあるサトウ食品
株式会社の工場にて製造さ
れています。

容量：焼鮭ほぐし100g×５本
　　　 鮭プッチン100g×５本

容量：200g×20個
容量：3枚綴り
（１枚につき１名入場できま
す）

容量：200g×20個

申込：通年 申込：通年 申込：通年 申込：通年

配送：通年 配送：通年 配送：通年 配送：通年

サトウのごはん
コシヒカリ

200g × 20個

サトウのごはん
銀シャリ

200g × 20個

聖籠観音の湯
ざぶ～ん館優待券
（割引入浴券７枚）

純米酒　緑丸伝説
720ml　２本セット

※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです
レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯。
国内産のコシヒカリを使用し
たサトウのごはん。
最もスタンダードな200gのサ
イズです。
最高のお米を使い、厚釜で
１食ずつ炊きあげ、いつでも
炊きたてのごはんが味わえ
る逸品です。
聖籠町内にあるサトウ食品
株式会社の工場にて製造さ
れています。

レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯。
複数の国内産米をサトウ独
自のブレンドでバランス良く
仕上げております。
最もスタンダードな200gのサ
イズです。
最高のお米を使い、厚釜で
１食ずつ炊きあげ、いつでも
炊きたてのごはんが味わえ
る逸品です。
聖籠町内にあるサトウ食品
株式会社の工場にて製造さ
れています。

聖籠観音の地下1,100メート
ルから湧き出す自慢の温泉
は、塩分の強い泉質のため
湯冷めしにくく、アトピーや
皮膚病に効能があるといわ
れています。

聖籠町の町名の由来となっ
た「緑丸伝説」を冠する純米
酒です。
米の旨味を生かしたすっき
りした辛口の味わいのお酒
は、新潟の酒米五百万石を
原料とし雪原の澄んだ大気
と飯豊山系の伏流水で育ま
れた地酒の逸品です。

容量：200g×20個 容量：200g×20個
容量：７枚綴り
（１枚につき大人350円で入
浴できます）

容量：純米酒　緑丸伝説
　　　　720ml×２本

申込：通年 申込：通年 申込：通年 申込：通年

配送：通年 配送：通年 配送：通年 配送：通年



コシヒカリ精米5kgと
もち麦セット

※写真はイメージです
農家直送です。栽培期間中、
化学肥料と農薬を慣行栽培の
半分以下に抑えて、新潟県特
別栽培米の認証を取得してい
ます。令和3年産米は食味スコ
ア85で、最高のSランクを獲得
しました。たくさんの消費者の
皆さまから「美味しかった！」
「お米の輝きが違う！」と喜び
の声をいただいています。もち
麦は水溶性と不溶性の食物繊
維が豊富です。
提供事業者：金助農業

容量：コシヒカリ精米５kg
　　　　もち麦450ｇ

申込：通年

配送：通年

農家のおすすめ
ぶどうバラエティセット

数量限定

聖籠産
種無しぶどう詰め合わせ

数量限定

聖籠産長芋
(ねばり芋)

聖籠産とうもろこし

数量限定

※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです
「もっといろんな品種のぶどう
を食べてほしい！」
そんな農家さんたちの熱いリ
クエストに応え、その日にと
れた、１番おいしい＆オスス
メのぶどうを組み合わせてお
送りします。
（種の有無、品種は選べませ
ん）

巨峰、ロザリオビアンコをは
じめ、多くの品種のぶどうを
栽培している聖籠町より、種
無しぶどうを詰め合わせて
お届けします。
太陽の恵みをいっぱいに浴
びた自慢の聖籠産ぶどうを
この機会にぜひご堪能くだ
さい。

砂丘地で栽培され、余分な水
分の代わりに甘みを蓄えた
長芋「ねばり芋」。その美味し
さは、ホテルや飲食店から名
指しで注文が入るほど。
生で食べれば、その瑞々しさ
と粘りをまとった旨みを堪能
でき、熱を通せばほっくりした
食感に芋の味がふわりと広
がります。ぜひ、いろいろな
食べ方でお楽しみください。
贈答用の箱に籾殻と一緒に
詰めてお送りするため、長持
ちする上、贈り物にも最適で
す！

とれたてを急速冷蔵するた
め新鮮さと甘みが凝縮さ
れ、蒸しても焼いても美味し
いとうもろこしです。
シャキッとジューシーな食感
をお楽しみください。

容量：約３kg 容量：約２kg 容量：５ｋｇ 容量：2L～3Lサイズ　18本

申込：６月～ 申込：６月～ 申込：12月～ 申込：５月～

配送：８月下旬～９月下旬 配送：８月下旬～９月下旬 配送：12月～３月下旬 配送：７月上旬～下旬

　　　【１１，０００円以上の寄附でお贈りします】



新潟三幸珍味詰合せ
熟成黒にんにく

『スイートパワー』
３パックセット

水饅頭（6種）12個入
2箱セット

※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです
【サーモン】脂ののったサーモ
ンのハラスを、独自製法で旨味
を引き出した新潟産麹・塩とと
もにじっくり熟成。とろける美味
しさです。
【かんずり入】上越妙高伝統の
調味料「かんずり」を加えたこと
で、まろやかな辛さとゆずの爽
やかな風味が後を引く逸品。
【ままかり】ご飯を隣の家に借り
に行くほど美味しいということ
から「飯借り⇒ままかり」と呼ば
れる海魚を、魚卵、菜の花、
しょうが、人参とともにサッパリ
甘酢味に仕上げました。

提供事業者：三幸

国産にんにく100％で、調味
料等を一切使用していない
自然食品です。
米・大豆・こぬかから作られ
る有機発酵肥料『バイオアー
ス』をふんだんに施肥して育
てられたにんにくを中心に使
用。独自の熟成釜で本来の
美味しさを逃さないよう、じっ
くりと熟成させます。まろやか
な甘みがあり、大変おいしく
仕上がっております。

提供事業者：バイオアース

聖籠町の果物を使った季節
限定の水饅頭です。
冷やしてお召し上がりいただ
く涼菓子です。
冷凍した状態でお届けいたし
ます。解凍してお召し上がり
いただくのはもちろんのこと、
半冷凍でアイスのようにお召
し上がりいただくのもおいしく
ておすすめです。

提供事業者：江戸屋餅菓子
舗

容量：サーモン塩辛100ｇ×2
袋、生かんずり入サーモン塩
辛100×2袋、黄金ままかり170
ｇ×1袋

容量：100ｇ×３パック

容量：こしあん4個、抹茶あ
ん4個、きんかん4個、はまな
すの実4個、いちじく4個、ぶ
どう4個（計24個）

申込：通年 申込：通年 申込：4月～11月上旬まで

配送：通年 配送：通年 配送：6月～11月下旬まで

サトウのごはん
新潟県産こしひかり

かる～く一膳
130g × 20個

サトウのごはん
九州産ひのひかり

200g × 20個

聖籠産米切り餅
季節野菜セット

数量限定

聖籠産枝豆2.5ｋｇ
（朝採れ）［藤井農園］

※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです
レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯。
サトウのごはんの看板商品
『新潟県産コシヒカリ』。
バランスの取れた美味しさ
と、冷めても味がおちないの
で、お弁当やおにぎりに向い
ています。
かる～く一膳食べれる130g
のサイズです。
最高のお米を使い、厚釜で１
食ずつ炊きあげ、いつでも炊
きたてのごはんが味わえる
逸品です。
聖籠町内にあるサトウ食品
株式会社の工場にて製造さ
れています。

レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯。
九州を代表する米”ひのひか
り”。やや小粒で厚みのある
食感と食味。料理を選ばない
お米です。
最もスタンダードな200gのサ
イズです。
最高のお米を使い、厚釜で１
食ずつ炊きあげ、いつでも炊
きたてのごはんが味わえる
逸品です。
聖籠町内にあるサトウ食品
株式会社の工場にて製造さ
れています。

清流加治川の水と豊かな土
壌で育てられた聖籠産こが
ねもちを１００％使用。杵つき
製法で作られたおもちは上
質でコシのある粘りと風味豊
かな香りが魅力。
旬の野菜とセットでお届けし
ます。

ゆでた時の甘く芳醇な香り、
旨味のバランスは一度食べ
たらやみつきになること間違
いなし。藤井農園では、作物
ごとに最適な有機肥料・ボカ
シ肥料を与え、「美味しさ」に
こだわって農作物を作ってい
ます。品種は届いてからお楽
しみ♪
主な品種
・神風香
・おつな姫
・湯上がり娘
・茶豆

提供事業者：藤井農園

容量：130g×20個 容量：200g×20個
容量：こがねもち米切り餅
　　　　８枚入（430ｇ）×３Ｐ
　　　  季節野菜詰合せ

容量：2.5㎏（500ｇ×5袋）

申込：通年 申込：通年 申込：９月～ 申込：5月～8月

配送：通年 配送：通年 配送：12月上旬～１2月下旬 配送：7月～９月中旬

　　　【１２，０００円以上の寄附でお贈りします】



　　　【１３，０００円以上の寄附でお贈りします】

聖籠産米
コシヒカリ １０kg

聖籠産玄米
コシヒカリ １０㎏

聖籠産有機米
コシヒカリ ５㎏

聖籠産米
砂里芋セット

数量限定

※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです

飯豊連峰からの雪解け水と
豊かな土壌で、低農薬で栽
培された自慢の聖籠産コシ
ヒカリ。
炊き立ての甘い香りともちも
ちふっくらは最高のごちそう
です。

聖籠産コシヒカリを玄米のま
まお届けします。
玄米には、『フィチン』と呼ば
れる解毒作用（デトックス）
がある栄養素が多く含まれ
ています。
ガン予防をはじめ健康・美
容に役立つ嬉しい効果があ
ると言われています。

飯豊連峰からの雪解け水と
豊かな土壌、有機肥料で栽
培された聖籠産コシヒカリ。
除草剤、殺虫剤、殺菌剤、
化学肥料不使用のＪＡＳ認
証米です。

聖籠町にある砂地で作られ
るブランド里芋「砂里芋（さり
いも）」。真っ白でキメが細か
く、ねっとり、もっちりとした
口当たり。里芋の味が濃い
のに、上品な甘さが広がり
ます。コシヒカリとセットでお
届けします。
◆「満天★青空レストラン」
でも紹介されました。

容量：コシヒカリ１０kg 容量：玄米コシヒカリ１０kg 容量：有機米コシヒカリ５kg
容量：砂里芋L 2.5kg
　　　  コシヒカリ２kg

申込：通年 申込：通年 申込：通年 申込：９月～

配送：通年 配送：通年 配送：通年 配送：10月下旬～３月上旬

聖籠産砂里芋（３Ｌ）

数量限定

杵つき餅
4種食べ比べセット

（6袋入）

サトウのごはん
新潟県産こしひかり

200g × 20個

※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです

聖籠町にある砂地で作られ
るブランド里芋「砂里芋（さり
いも）」。真っ白でキメが細か
く、ねっとり、もっちりとした
口当たり。里芋の味が濃い
のに、上品な甘さが広がり
ます。
５kgをど～んとお届けします
ので、ご近所へのおすそ分
けにもぴったりです！
2016年10月15日放送の「満
点★青空レストラン」でも紹
介されました！

聖籠町にある契約農家で生
産される、江戸屋餅菓子舗
専用の「こがねもち米」。「は
さかけ」で手間をかけながら
天日干しすることで、一層風
味豊かに仕上がります。無添
加で素材の味をダイレクトに
感じられるこの杵つき餅だか
らこそ、この風味が存分に活
きるのです。舌ざわりもなめ
らかで、やさしい味わいに懐
かしさがこみあげます。

提供事業者：江戸屋餅菓子
舗

レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯。
サトウのごはんの看板商品『新
潟県産コシヒカリ』。
バランスの取れた美味しさと、
冷めても味がおちないので、お
弁当やおにぎりに向いていま
す。
最もスタンダードな200gのサイ
ズです。
最高のお米を使い、厚釜で１
食ずつ炊きあげ、いつでも炊き
たてのごはんが味わえる逸品
です。
聖籠町内にあるサトウ食品株
式会社の工場にて製造されて
います。

容量：３Lサイズ ５kg

容量：杵つき餅　8切入×6
袋
（白餅・草餅　各2袋、豆餅・
ごま餅　各1袋）

容量：200g×20個

申込：９月～ 申込：8月～3月上旬 申込：通年

配送：11月中旬～３月上旬 配送：10月～3月 配送：通年



　　　【１4，０００円以上の寄附でお贈りします】

聖籠産米
季節野菜セット

聖籠産有機米
季節野菜セット

サトウのごはん
岩船産コシヒカリ

180g × 20個

純米酒　緑丸伝説
720ml　3本セット

※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです
飯豊連峰からの雪解け水と
豊かな土壌で、低農薬で栽
培された聖籠産コシヒカリ。
農家さんが丹精込めて作っ
た旬の野菜とセットでお届け
します。

飯豊連峰からの雪解け水と
豊かな土壌、有機肥料で栽
培された聖籠産コシヒカリ。
農家さんが丹精込めて作っ
た旬の野菜とセットでお届け
します。

レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯。
新潟県岩船産のこしひかり
は、魚沼産こしひかりに匹敵
する食味を持つおいしいお
米です。
最もスタンダードな200gのサ
イズです。
最高のお米を使い、厚釜で
１食ずつ炊きあげ、いつでも
炊きたてのごはんが味わえ
る逸品です。
聖籠町内にあるサトウ食品
株式会社の工場にて製造さ
れています。

聖籠町の町名の由来となっ
た「緑丸伝説」を冠する純米
酒です。
米の旨味を生かしたすっき
りした辛口の味わいのお酒
は、新潟の酒米五百万石を
原料とし雪原の澄んだ大気
と飯豊山系の伏流水で育ま
れた地酒の逸品です。

容量：コシヒカリ５kg
　　　  季節野菜詰合せ

容量：有機米コシヒカリ２kg
　　　  季節野菜詰合せ

容量：180g×20個
容量：純米酒　緑丸伝説
　　　　720ml×3本

申込：通年 申込：通年 申込：通年 申込：通年

配送：通年 配送：通年 配送：通年 配送：通年

笹だんご
3種食べ比べセット

※写真はイメージです
昔ながらの手作りにこだわ
り、一つ一つ丁寧に作り上
げられた笹だんご。いい香り
の笹を剥けば、とぅるんと
もっちり至福の一口にありつ
けます。甘さも絶妙な塩梅
で、ついつい「もう1個・・・」と
手が伸びてしまうはず。添加
物が一切入っていないた
め、保存期間は短いですが
冷凍すれば長期保存も可能
です。

提供事業者：江戸屋餅菓子
舗

容量：笹だんご30個
（つぶあん、こしあん、みそ
あん　各10個）

申込：通年

配送：通年



　　　【１５，０００円以上の寄附でお贈りします】

聖籠産砂里芋（２Ｌ）
数量限定

特選おせちセット
サトウのごはん

新潟県産 新之助
150g × 20個

サトウのごはん
コシヒカリ

200g × 36個

※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです
聖籠町にある砂地で作られ
るブランド里芋「砂里芋（さり
いも）」。真っ白でキメが細か
く、ねっとり、もっちりとした口
当たり。里芋の味が濃いの
に、上品な甘さが広がりま
す。
５kgをど～んとお届けします
ので、ご近所へのおすそ分け
にもぴったりです！
2016年10月15日放送の「満
点★青空レストラン」でも紹
介されました！

おしゃれでインスタ映えするワ
ンプレートおせち用にピッタ
リ！お重にもワンプレートにも
使いやすいおせちセットです。
化粧箱入で、お歳暮の品として
も喜ばれます。

提供事業者：一正蒲鉾

レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯。
新潟県の新品種【新之助】を使
用したごはん。
粒が大きくコクがあるのが特徴
のお米です
ちょっとひかえめなサイズ150ｇ
です。
最高のお米を使い、厚釜で１
食ずつ炊きあげ、いつでも炊き
たてのごはんが味わえる逸品
です。
聖籠町内にあるサトウ食品株
式会社の工場にて製造されて
います。

レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯。
国内産のコシヒカリを使用し
たサトウのごはん。
最もスタンダードな200gのサ
イズです。
最高のお米を使い、厚釜で１
食ずつ炊きあげ、いつでも炊
きたてのごはんが味わえる
逸品です。
聖籠町内にあるサトウ食品
株式会社の工場にて製造さ
れています。

容量：２Lサイズ ５kg 容量：おせち商品７点セット 容量：150g×20個
容量：200g×36個
（3食パック×12セット）

申込：９月～ 申込：10月～12月中旬 申込：通年 申込：通年

配送：11月中旬～３月上旬 配送：12月下旬 配送：通年 配送：通年

サトウのごはん
銀シャリ

200g × 36個

サトウのごはん
麦ごはん

150g × 24個

※写真はイメージです ※写真はイメージです
レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯。
複数の国内産米をサトウ独
自のブレンドでバランス良く
仕上げております。
最もスタンダードな200gのサ
イズです。
最高のお米を使い、厚釜で１
食ずつ炊きあげ、いつでも炊
きたてのごはんが味わえる
逸品です。
聖籠町内にあるサトウ食品
株式会社の工場にて製造さ
れています。

レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯の健康米シリーズ。
大麦には食物繊維やビタミン
が豊富含まれています。 高血
糖、高血圧、高コレステロー
ル、便秘の改善など、期待でき
る健康効果が多くあります。
国内産の大麦を３０％配合した
麦ごはんです。
厚釜で１食ずつ炊きあげ、いつ
でも炊きたてのごはんが味わ
える逸品です。
聖籠町内にあるサトウ食品株
式会社の工場にて製造されて
います。

容量：200g×36個
（3食パック×12セット）

容量：150g×24個
（6食パック×4セット）

申込：通年 申込：通年

配送：通年 配送：通年

　　　【１６，０００円以上の寄附でお贈りします】



サトウのごはん
宮城県産ひとめぼれ

200g × 36個

※写真はイメージです
レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯。
味と香りが良い「ひとめぼれ」
を使用したサトウのごはん。
最もスタンダードな200gのサ
イズです。
最高のお米を使い、厚釜で１
食ずつ炊きあげ、いつでも炊
きたてのごはんが味わえる
逸品です。
聖籠町内にあるサトウ食品
株式会社の工場にて製造さ
れています。

容量：200g×36個
（3食パック×12セット）

申込：通年

配送：通年

聖籠産紫アスパラ 厳選おせちセット

※写真はイメージです ※写真はイメージです
栽培面積が少なく、希少価値
の高い「紫アスパラ」を聖籠
町からお届けします。
普段よく口にするグリーンア
スパラと比べて糖度が１～２
度程高く、柔らかいのが特
徴。
アントシアニン等のポリフェ
ノールやビタミンＣを多く含ん
でいるため、ぜひ生のままサ
ラダ等でお召し上がりくださ
い。シャキシャキの食感と
瑞々しい甘みをお楽しみいた
だけます。
※紫色の素であるアントシア
ニンは熱に弱く、火を通すと
緑色になります。

いちまさが原材料まで純国
産100%にこだわって作った、
純シリーズが全て入った通販
オリジナルおせちセットです。

提供事業者：一正蒲鉾

容量：１ｋｇ 容量：おせち商品8点セット

申込：２月～５月上旬 申込：10月～12月中旬

配送：４月中旬から５月下旬 配送：12月下旬

　　　【１６，０００円以上の寄附でお贈りします】

　　　【１７，０００円以上の寄附でお贈りします】



サトウのごはん
発芽玄米ごはん

150g × 24個

サトウのごはん
銘柄米食べ比べセット

24個

※写真はイメージです ※写真はイメージです
レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯の健康米シリーズ。
発芽玄米には、生活習慣病に
効果があると言われる通称
ギャバ（ガンマ・アミノ酪酸）を
始めとし た成分が含まれてお
ります。
国内産の発芽玄米を３０％配
合した発芽玄米ごはんです。
厚釜で１食ずつ炊きあげ、いつ
でも炊きたてのごはんが味わ
える逸品です。
聖籠町内にあるサトウ食品株
式会社の工場にて製造されて
います。

レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯。
銘柄別に食べ比べが出来る贅
沢なバラエティセットです。
◆新潟県産コシヒカリ
◆山形県さんつや姫
◆九州産ひのひかり
◆宮城県産ひとめぼれ
敦窯で1色ずつ炊き上げ、いつ
でも炊き立てのごはんが味わ
える逸品です。
聖籠町内にあるサトウ食品株
式会社の工場にて製造されて
います。

容量：150g×24個
（6食パック×4セット）

容量：
新潟県産コシヒカリ　200g×6個
山形県産つや姫　　　200g×6個
九州産ひのひかり　　200g×6個
宮城県産ひとめぼれ　200g×6個

申込：通年 申込：通年

配送：通年 配送：通年

聖籠産さくらんぼ
1ｋｇ（佐藤錦）

数量限定

サトウのごはん
魚沼産こしひかり

150g × 24個

サトウのごはん
スーパー大麦ごはん

150g × 24個

※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです
飯豊連峰から日本海に向
かって広がる砂丘地で栽培
された聖籠産さくらんぼ。
上品な甘みとやさしい酸味、
果肉のみずみずしさはまさ
にさくらんぼの王様。
聖籠の初夏を彩る果物で
す。

レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯。
銘柄米の最高峰「魚沼産こし
ひかり」を使用したサトウのご
はん。
ちょっとひかえめなサイズ150ｇ
です。
最高のお米を使い、厚釜で１
食ずつ炊きあげ、いつでも炊き
たてのごはんが味わえる逸品
です。
聖籠町内にあるサトウ食品株
式会社の工場にて製造されて
います。

レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯の健康米シリーズ。
健康訴求商品として、スーパー
フードを採用した商品。
一般の大麦に比べて食物繊維
が豊富な「スーパー大麦 バー
リーマックス」を２０％配合した
ごはん。
食物繊維で始めるおいしい新
健康生活を応援します。
厚釜で１食ずつ炊きあげ、いつ
でも炊きたてのごはんが味わ
える逸品です。
聖籠町内にあるサトウ食品株
式会社の工場にて製造されて
います。

容量：Ｌ型　５００ｇ×2箱（手詰め）
容量：150g×24個
（6食パック×4セット）

容量：150g×24個
（6食パック×4セット）

申込：２月～ 申込：通年 申込：通年

配送：６月中旬～下旬 配送：通年 配送：通年

　　　【１９，０００円以上の寄附でお贈りします】

　　　【１８，０００円以上の寄附でお贈りします】

　　　【２０，０００円以上の寄附でお贈りします】



熟成黒にんにく
『スイートパワー』

５パックセット

聖籠産いちご
４パック（越後姫）

数量限定

サトウのごはん
九州産ひのひかり

200g × 36個

サトウのごはん
新潟県産こしひかり

かる～く一膳
130g × 36個

※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです
国産にんにく100％で、調味
料等を一切使用していない
自然食品です。
米・大豆・こぬかから作られ
る有機発酵肥料『バイオアー
ス』をふんだんに施肥して育
てられたにんにくを中心に使
用。独自の熟成釜で本来の
美味しさを逃さないよう、じっ
くりと熟成させます。まろやか
な甘みがあり、大変おいしく
仕上がっております。

提供事業者：バイオアース

新潟を代表するブランドいち
ご『越後姫』。
赤く輝く姿はまるでお姫さま
のような愛らしさ♡
芳醇な香りとジューシーな食
感、糖度の高さが特徴で
す。

レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯。
九州を代表する米”ひのひ
かり”。やや小粒で厚みのあ
る食感と食味。料理を選ば
ないお米です。
最もスタンダードな200gのサ
イズです。
最高のお米を使い、厚釜で
１食ずつ炊きあげ、いつでも
炊きたてのごはんが味わえ
る逸品です。
聖籠町内にあるサトウ食品
株式会社の工場にて製造さ
れています。

レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯。
サトウのごはんの看板商品『新
潟県産コシヒカリ』。
バランスの取れた美味しさと、
冷めても味がおちないので、お
弁当やおにぎりに向いていま
す。
かる～く一膳食べれる130gの
サイズです。
最高のお米を使い、厚釜で１
食ずつ炊きあげ、いつでも炊き
たてのごはんが味わえる逸品
です。
聖籠町内にあるサトウ食品株
式会社の工場にて製造されて
います。

容量：100ｇ×５パック
容量：２Ｌ～３Ｌ型　４パック
（１パック：12～15粒入）

容量：200g×36個
（3食パック×12セット）

容量：130g×36個
（3食パック×12セット）

申込：通年 申込：11月～ 申込：通年 申込：通年

配送：通年 配送：２月上旬～５月上旬 配送：通年 配送：通年

サトウのごはん
魚沼産こしひかり

200g × 24個
コシヒカリ精米１０㎏

※写真はイメージです ※写真はイメージです
レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯。
銘柄米の最高峰「魚沼産こし
ひかり」を使用したサトウのご
はん。
最もスタンダードな200gのサイ
ズです。
最高のお米を使い、厚釜で１
食ずつ炊きあげ、いつでも炊き
たてのごはんが味わえる逸品
です。
聖籠町内にあるサトウ食品株
式会社の工場にて製造されて
います。

農家直送です。栽培期間中、
化学肥料と農薬を慣行栽培の
半分以下に抑えて、新潟県特
別栽培米の認証を取得してい
ます。令和3年産米は食味スコ
ア85で、最高のSランクを獲得
しました。たくさんの消費者の
皆さまから「美味しかった！」
「お米の輝きが違う！」と喜び
の声をいただいています。
提供事業者：金助農業

容量：200g×24個
（6食パック×4セット）

容量：コシヒカリ精米１０㎏

申込：通年 申込：通年

配送：通年 配送：通年

　　　【２１，０００円以上の寄附でお贈りします】

　　　【２０，０００円以上の寄附でお贈りします】



サトウのごはん
コシヒカリ　大盛
300g × 24個

サトウのごはん
麦ごはん　150g × 36個

※写真はイメージです ※写真はイメージです
レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯。
国内産のコシヒカリを使用した
サトウのごはん。
大盛な300gのサイズです。
最高のお米を使い、厚釜で１
食ずつ炊きあげ、いつでも炊き
たてのごはんが味わえる逸品
です。
聖籠町内にあるサトウ食品株
式会社の工場にて製造されて
います。

レンジでチンしてすぐ出来るパック
ご飯の健康米シリーズ。
大麦には食物繊維やビタミンが豊
富含まれています。 高血糖、高血
圧、高コレステロール、便秘の改
善など、期待できる健康効果が多
くあります。
国内産の大麦を３０％配合した麦
ごはんです。
厚釜で１食ずつ炊きあげ、いつで
も炊きたてのごはんが味わえる逸
品です。
聖籠町内にあるサトウ食品株式会
社の工場にて製造されています。

容量：300g×24個
（6食パック×4セット）

容量：150g×36個
（3食パック×12セット）

申込：通年 申込：通年

配送：通年 配送：通年

サトウのごはん
新潟県産こしひかり

200g × 36個

※写真はイメージです
レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯。
サトウのごはんの看板商品『新
潟県産コシヒカリ』。
バランスの取れた美味しさと、
冷めても味がおちないので、お
弁当やおにぎりに向いていま
す。
最もスタンダードな200gのサイ
ズです。
最高のお米を使い、厚釜で１
食ずつ炊きあげ、いつでも炊き
たてのごはんが味わえる逸品
です。
聖籠町内にあるサトウ食品株
式会社の工場にて製造されて
います。

容量：200g×36個
（3食パック×12セット）

申込：通年

配送：通年

　　　【２３，０００円以上の寄附でお贈りします】

　　　【２２，０００円以上の寄附でお贈りします】

　　　【２４，０００円以上の寄附でお贈りします】



【定期便】
聖籠産米

コシヒカリ ５kg×3ヶ月

サトウのごはん
岩船産コシヒカリ

180g × 36個

※写真はイメージです ※写真はイメージです

飯豊連峰からの雪解け水と
豊かな土壌で、低農薬で栽
培された自慢の聖籠産コシ
ヒカリ。
5ｋｇを3ヶ月続けてお届けし
ます。
炊き立ての甘い香りともちも
ちふっくらは最高のごちそう
です。

レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯。
新潟県岩船産のこしひかり
は、魚沼産こしひかりに匹敵
する食味を持つおいしいお
米です。
最もスタンダードな200gのサ
イズです。
最高のお米を使い、厚釜で
１食ずつ炊きあげ、いつでも
炊きたてのごはんが味わえ
る逸品です。
聖籠町内にあるサトウ食品
株式会社の工場にて製造さ
れています。

容量：コシヒカリ５kg×3ヶ月
容量：180g×36個
（3食パック×12セット）

申込：通年 申込：通年

配送：通年 配送：通年

聖籠産有機米
コシヒカリ 10㎏

サトウのごはん
新潟県産 新之助

150g × 36個

サトウのごはん
発芽玄米ごはん

150g × 36個

※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです

飯豊連峰からの雪解け水と
豊かな土壌、有機肥料で栽
培された聖籠産コシヒカリ。
除草剤、殺虫剤、殺菌剤、
化学肥料不使用のＪＡＳ認
証米です。

レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯。
新潟県の新品種【新之助】を使
用したごはん。
粒が大きくコクがあるのが特徴
のお米です
ちょっとひかえめなサイズ150ｇ
です。
最高のお米を使い、厚釜で１
食ずつ炊きあげ、いつでも炊き
たてのごはんが味わえる逸品
です。
聖籠町内にあるサトウ食品株
式会社の工場にて製造されて
います。

レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯の健康米シリーズ。
発芽玄米には、生活習慣病に
効果があると言われる通称
ギャバ（ガンマ・アミノ酪酸）を
始めとし た成分が含まれてお
ります。
国内産の発芽玄米を３０％配
合した発芽玄米ごはんです。
厚釜で１食ずつ炊きあげ、いつ
でも炊きたてのごはんが味わ
える逸品です。
聖籠町内にあるサトウ食品株
式会社の工場にて製造されて
います。

容量：有機米コシヒカリ
　　　　　　　　５kg×2袋

容量：150g×36個
（3食パック×12セット）

容量：150g×36個
（3食パック×12セット）

申込：通年 申込：通年 申込：通年

配送：通年 配送：通年 配送：通年

　　　【２７，０００円以上の寄附でお贈りします】

　　　【２４，０００円以上の寄附でお贈りします】

　　　【２６，０００円以上の寄附でお贈りします】



サトウのごはん
魚沼産こしひかり

150g × 36個

※写真はイメージです
レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯。
銘柄米の最高峰「魚沼産こし
ひかり」を使用したサトウの
ごはん。
ちょっとひかえめなサイズ150
ｇです。
最高のお米を使い、厚釜で１
食ずつ炊きあげ、いつでも炊
きたてのごはんが味わえる
逸品です。
聖籠町内にあるサトウ食品
株式会社の工場にて製造さ
れています。

容量：150g×36個
（3食パック×12セット）

申込：通年

実施：通年

郵便局みまもり訪問
サービス（３か月）

【６ヶ月定期便】
コシヒカリ精米２㎏

※写真はイメージです ※写真はイメージです
ふるさと聖籠町で暮らす親御
さんのご自宅に、郵便局社員
等が毎月１回訪問し、生活状
況を確認して、その結果をご
家族へお知らせするサービ
ス。訪問時に10問をお伺い
し、ご要望により写真を添え
て報告します。
詳細及び利用規約、需要事
項についてはお近くの郵便
局にてご確認ください。
※みまもりを受ける方が聖籠
町に居住していることが必要
です。

提供事業者：日本郵便
（電話：0120-23-28-86）
（携帯：0570-046-666）

農家直送です。栽培期間中、
化学肥料と農薬を慣行栽培の
半分以下に抑えて、新潟県特
別栽培米の認証を取得してい
ます。令和3年産米は食味スコ
ア85で、最高のSランクを獲得
しました。たくさんの消費者の
皆さまから「美味しかった！」
「お米の輝きが違う！」と喜び
の声をいただいています。
提供事業者：金助農業

期間：３ヶ月 容量：コシヒカリ精米２㎏×6ヶ月

申込：通年 申込：通年

実施：通年 配送：通年

　　　【２７，０００円以上の寄附でお贈りします】

　　　【２８，０００円以上の寄附でお贈りします】



【数量限定】
旬の果物お届け便

【定期便】
聖籠産新之助
５㎏×３ヶ月

サトウのごはん
魚沼産こしひかり

200g × 36個

【3ヶ月定期便】
サトウのごはん

宮城県産ひとめぼれ
200g × 20個

※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです
果樹栽培が盛んな聖籠町で
は、砂地を活かした栽培によ
り、美味しさがギュッと詰まった
果物が季節ごとに町中を彩り
ます。そんな聖籠町の旬の味
を、一年を通してお届けしま
す。
まずは、上品な甘さと瑞々しい
食感が一押しの「さくらんぼ」。
秋には、農家さんがその日一
番美味しいものを厳選して詰
合せる「ぶどう」。
そして濃厚な香りとジューシー
な果汁溢れる「いちご」。
どうぞお楽しみください。

米どころ新潟が誇る新品種。
甘み、コク、旨味すべてにお
いてトップレベル！
冷めてもおいしく食べられる
のも特徴です。
そんな最高のお米５kgを３ヶ
月連続でご自宅へお届けし
ます。

レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯。
銘柄米の最高峰「魚沼産こし
ひかり」を使用したサトウのご
はん。
最もスタンダードな200gのサイ
ズです。
最高のお米を使い、厚釜で１
食ずつ炊きあげ、いつでも炊き
たてのごはんが味わえる逸品
です。
聖籠町内にあるサトウ食品株
式会社の工場にて製造されて
います。

レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯。
味と香りが良い「ひとめぼれ」
を使用したサトウのごはん。
最もスタンダードな200gのサイ
ズです。
200ｇ×20個を毎月1回3ヶ月連
続でお届けします。
最高のお米を使い、厚釜で１
食ずつ炊きあげ、いつでも炊き
たてのごはんが味わえる逸品
です。
聖籠町内にあるサトウ食品株
式会社の工場にて製造されて
います。

容量：さくらんぼ(佐藤錦)500
ｇ、ぶどう約3ｋｇ、いちご(越後
姫)12～15粒×2パック

容量：新之助５kg×３ヶ月
容量：200g×36個
（3食パック×12セット）

容量：200g×20個×3ヶ月

申込：２月～６月 申込：通年 申込：通年 申込：通年

配送：６月～翌年５月 配送：通年 配送：通年 配送：通年

【3ヶ月定期便】
サトウのごはん

新潟県産こしひかり
200g × 20個

※写真はイメージです
レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯。
サトウのごはんの看板商品『新
潟県産コシヒカリ』。
バランスの取れた美味しさと、
冷めても味がおちないので、お
弁当やおにぎりに向いていま
す。
最もスタンダードな200gのサイ
ズです。
200ｇ×20個を毎月1回3ヶ月連
続でお届けします。
最高のお米を使い、厚釜で１
食ずつ炊きあげ、いつでも炊き
たてのごはんが味わえる逸品
です。
聖籠町内にあるサトウ食品株
式会社の工場にて製造されて
います。

容量：200g×20個×3ヶ月

申込：通年

実施：通年

　　　【３９，０００円以上の寄附でお贈りします】

　　　【３０，０００円以上の寄附でお贈りします】



聖籠産米
コシヒカリ ３０kg

【定期便】
聖籠産米コシヒカリ

 10㎏×３ヶ月

聖籠産玄米
コシヒカリ ３０㎏

【定期便】
聖籠産玄米

コシヒカリ 10㎏×3ヶ月

※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです

飯豊連峰からの雪解け水と
豊かな土壌で、低農薬で栽
培された自慢の聖籠産コシ
ヒカリ。
炊き立ての甘い香りともちも
ちふっくらは最高のごちそう
です。
ご家族が多い方や、たくさん
食べたいアナタに！

自慢の聖籠産米コシヒカリ
10ｋｇを３ヶ月連続でご自宅
にお届けします。
米農家が低温で保管します
ので、鮮度を保ったままの
美味しいお米を堪能してい
ただける定期便です！

聖籠産コシヒカリを玄米のま
まお届けします。
玄米には、『フィチン』と呼ば
れる解毒作用（デトックス）
がある栄養素が多く含まれ
ています。
ガン予防をはじめ健康・美
容に役立つ嬉しい効果があ
ると言われています。

聖籠産コシヒカリを玄米のま
まお届けします。
玄米には、『フィチン』と呼ば
れる解毒作用（デトックス）
がある栄養素が多く含まれ
ています。
ガン予防をはじめ健康・美
容に役立つ嬉しい効果があ
ると言われています。
10ｋｇを3ヶ月連続でお届けし
ます。

容量：コシヒカリ１０kg×３
容量：コシヒカリ10kg×３ヶ
月

容量：玄米１０kg×３ 容量：玄米１０kg×３ヶ月

申込：通年 申込：通年 申込：通年 申込：通年

配送：通年 配送：通年 配送：通年 配送：通年

聖籠町を食べ尽くせ！
お楽しみセット①

聖籠町を食べ尽くせ！
お楽しみセット②

聖籠町を食べ尽くせ！
お楽しみセット③

聖籠観音の湯
ざぶ～ん館宿泊券

（１泊２食付・１名分）

※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです

聖籠産米コシヒカリをはじ
め、町で栽培された季節の
野菜や、加工品を詰め合わ
せました。

聖籠産玄米コシヒカリをはじ
め、町で栽培された季節の
野菜や、加工品を詰め合わ
せました。

有機肥料で栽培された聖籠
産コシヒカリをはじめ、町で
栽培された季節野菜や果
物、加工品を詰め合わせま
した。
（発送時期により果物は含
まれない場合もございます
のでご了承ください。）

温泉で満足。
泊まって満足。
飲んで食べてさらに満足。
露天風呂や歩行風呂、ジャ
グジーなど８種の湯船が愉
しめ、ゆっくりのんびりくつろ
ぐことができます。

容量：コシヒカリ１０kg×２
　　　 季節野菜、果物、
　　　 加工品 詰合せ

容量：玄米１０kg×２
　　　 季節野菜、果物、
　　　 加工品詰合せ

容量：有機米１０kg
　　　　季節野菜、果物、
　　　　加工品詰合せ

容量：ざぶ～ん館宿泊券
　　　　（１泊２食付・1名分）

申込：通年 申込：通年 申込：通年 申込：通年

配送：通年 配送：通年 配送：通年 配送：通年

　　　【４０，０００円以上の寄附でお贈りします】



【3ヶ月定期便】
サトウのごはん

麦ごはん
150g × 24個

※写真はイメージです
レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯の健康米シリーズ。
大麦には食物繊維やビタミン
が豊富含まれています。 高血
糖、高血圧、高コレステロー
ル、便秘の改善など、期待でき
る健康効果が多くあります。
国内産の大麦を３０％配合した
麦ごはんです。
150ｇ×24個を毎月1回3ヶ月連
続でお届けします。
厚釜で１食ずつ炊きあげ、いつ
でも炊きたてのごはんが味わ
える逸品です。
聖籠町内にあるサトウ食品株
式会社の工場にて製造されて
います。

容量：150g×24個（6食パッ
ク×4セット）×3ヶ月

申込：通年

配送：通年

聖籠産有機米
コシヒカリ 20㎏

※写真はイメージです

飯豊連峰からの雪解け水と
豊かな土壌、有機肥料で栽
培された聖籠産コシヒカリ。
除草剤、殺虫剤、殺菌剤、
化学肥料不使用のＪＡＳ認
証米です。

容量：有機米コシヒカリ
　　　　　　　　５kg×４袋

申込：通年

配送：通年

　　　【４５，０００円以上の寄附でお贈りします】

　　　【５２，０００円以上の寄附でお贈りします】



【3ヶ月定期便】
サトウのごはん
発芽玄米ごはん

150g × 24個

【3ヶ月定期便】
サトウのごはん

銘柄米食べ比べセット 24個

【１２ヶ月定期便】
コシヒカリ精米２㎏

※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです
レンジでチンしてすぐ出来るパック
ご飯の健康米シリーズ。
発芽玄米には、生活習慣病に効
果があると言われる通称ギャバ
（ガンマ・アミノ酪酸）を始めとし た
成分が含まれております。
国内産の発芽玄米を３０％配合し
た発芽玄米ごはんです。
150ｇ×24個を毎月1回3ヶ月連続
でお届けします。
厚釜で１食ずつ炊きあげ、いつで
も炊きたてのごはんが味わえる逸
品です。
聖籠町内にあるサトウ食品株式会
社の工場にて製造されています。

計24個を毎月1回3ヶ月連続でお
届けします。
レンジでチンしてすぐ出来るパック
ご飯。
銘柄別に食べ比べが出来る贅沢
なバラエティセットです。
◆新潟県産コシヒカリ
◆山形県さんつや姫
◆九州産ひのひかり
◆宮城県産ひとめぼれ
敦窯で1色ずつ炊き上げ、いつで
も炊き立てのごはんが味わえる逸
品です。
聖籠町内にあるサトウ食品株式会
社の工場にて製造されています。

農家直送です。栽培期間中、化学
肥料と農薬を慣行栽培の半分以
下に抑えて、新潟県特別栽培米
の認証を取得しています。令和3
年産米は食味スコア85で、最高の
Sランクを獲得しました。たくさんの
消費者の皆さまから「美味しかっ
た！」「お米の輝きが違う！」と喜
びの声をいただいています。
提供事業者：金助農業

容量：150g×24個（6食パッ
ク×4セット）×3ヶ月

容量：下記24個×3ヶ月
新潟県産コシヒカリ　200g×6個
山形県産つや姫　　　200g×6個
九州産ひのひかり　　200g×6個
宮城県産ひとめぼれ　200g×6個

申込：通年 申込：通年 申込：通年

配送：通年 配送：通年 配送：通年

郵便局みまもり訪問
サービス（６か月）

※写真はイメージです
ふるさと聖籠町で暮らす親御さ
んのご自宅に、郵便局社員等
が毎月１回訪問し、生活状況を
確認して、その結果をご家族へ
お知らせするサービス。訪問時
に10問をお伺いし、ご要望によ
り写真を添えて報告します。
詳細及び利用規約、需要事項
についてはお近くの郵便局に
てご確認ください。
※みまもりを受ける方が聖籠
町に居住していることが必要で
す。

提供事業者：日本郵便
（電話：0120-23-28-86）
（携帯：0570-046-666）

期間：６ヶ月

申込：通年

実施：通年

　　　【５５，０００円以上の寄附でお贈りします】

　　　【５４，０００円以上の寄附でお贈りします】



【定期便６ヶ月】
コシヒカリ精米５㎏

※写真はイメージです
農家直送です。栽培期間中、
化学肥料と農薬を慣行栽培の
半分以下に抑えて、新潟県特
別栽培米の認証を取得してい
ます。令和3年産米は食味スコ
ア85で、最高のSランクを獲得
しました。たくさんの消費者の
皆さまから「美味しかった！」
「お米の輝きが違う！」と喜び
の声をいただいています。
提供事業者：金助農業

容量：コシヒカリ精米５㎏×６ヶ月

申込：通年

実施：通年

【6ヶ月定期便】
サトウのごはん

宮城県産ひとめぼれ
200g × 20個

※写真はイメージです
レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯。
味と香りが良い「ひとめぼれ」
を使用したサトウのごはん。
最もスタンダードな200gのサ
イズです。
200ｇ×20個を毎月1回6ヶ月
連続でお届けします。
最高のお米を使い、厚釜で１
食ずつ炊きあげ、いつでも炊
きたてのごはんが味わえる
逸品です。
聖籠町内にあるサトウ食品
株式会社の工場にて製造さ
れています。

容量：200g×20個×6ヶ月

申込：通年

実施：通年

　　　【６０，０００円以上の寄附でお贈りします】

　　　【５７，０００円以上の寄附でお贈りします】



【3ヶ月定期便】
サトウのごはん

魚沼産こしひかり
200g × 24個

※写真はイメージです
200ｇ×24個を毎月1回3ヶ月
連続でお届けします。
レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯。
銘柄米の最高峰「魚沼産こし
ひかり」を使用したサトウの
ごはん。
最もスタンダードな200gのサ
イズです。
最高のお米を使い、厚釜で１
食ずつ炊きあげ、いつでも炊
きたてのごはんが味わえる
逸品です。
聖籠町内にあるサトウ食品
株式会社の工場にて製造さ
れています。

容量：200g×24個（6食パック
×4セット）×3ヶ月

申込：通年

実施：通年

脳ドック　簡易コース

※写真はイメージです

自分が、いつ、どこで、どん
な病気になるのかは誰にも
わかりませんが、だからこ
そ、自分の脳の健康に気を
遣いたいという方がいらっ
しゃると思います。
自分の「脳」に興味のある方
は、一度、受けてみてはい
かがでしょうか。
すでに人間ドックなどを受け
ており、頭部MRI検査だけを
希望する方や、若い方、ま
た、ふるさとの両親など大切
な人への贈り物にもおすす
めです。

内容：頭部MRI・MRA、頸部
MRA

申込：通年

実施：通年

　　　【６３，０００円以上の寄附でお贈りします】

　　　【６８，０００円以上の寄附でお贈りします】

　　　【６６，０００円以上の寄附でお贈りします】



聖籠観音の湯
ざぶ～ん館
ペア宿泊券
（１泊２食付）

※写真はイメージです

温泉で満足。
泊まって満足。
飲んで食べてさらに満足。
露天風呂や歩行風呂、ジャ
グジーなど８種の湯船が愉
しめ、ゆっくりのんびりくつろ
ぐことができます。

容量：ざぶ～ん館宿泊券
　　　　（１泊２食付・２名分）

申込：通年

配送：通年

聖籠産有機米
コシヒカリ 30㎏

【6ヶ月定期便】
サトウのごはん

新潟県産こしひかり
200g × 20個

※写真はイメージです ※写真はイメージです

飯豊連峰からの雪解け水と
豊かな土壌、有機肥料で栽
培された聖籠産コシヒカリ。
除草剤、殺虫剤、殺菌剤、
化学肥料不使用のＪＡＳ認
証米です。

レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯。
サトウのごはんの看板商品『新
潟県産コシヒカリ』。
バランスの取れた美味しさと、
冷めても味がおちないので、お
弁当やおにぎりに向いていま
す。
最もスタンダードな200gのサイ
ズです。
200ｇ×20個を毎月1回6ヶ月連
続でお届けします。
最高のお米を使い、厚釜で１
食ずつ炊きあげ、いつでも炊き
たてのごはんが味わえる逸品
です。
聖籠町内にあるサトウ食品株
式会社の工場にて製造されて
います。

容量：有機米コシヒカリ
　　　　　　　　５kg×６袋

容量：200g×20個×6ヶ月

申込：通年 申込：通年

配送：通年 配送：通年

　　　【６８，０００円以上の寄附でお贈りします】

　　　【７８，０００円以上の寄附でお贈りします】



【定期便】
聖籠産米コシヒカリ

10㎏×６ヶ月

【定期便】
聖籠産玄米

コシヒカリ 10㎏×6ヶ月

※写真はイメージです ※写真はイメージです

自慢の聖籠産米コシヒカリ
10ｋｇを６ヶ月連続でご自宅
にお届けします。
米農家が低温で保管します
ので、鮮度を保ったままの
美味しいお米を堪能してい
ただける定期便です！

聖籠産コシヒカリを玄米のま
まお届けします。
玄米には、『フィチン』と呼ば
れる解毒作用（デトックス）
がある栄養素が多く含まれ
ています。
ガン予防をはじめ健康・美
容に役立つ嬉しい効果があ
ると言われています。
10ｋｇを6ヶ月連続でお届けし
ます。

容量：コシヒカリ10kg×６ヶ
月

容量：玄米10kg×６ヶ月

申込：通年 申込：通年

配送：通年 配送：通年

【6ヶ月定期便】
サトウのごはん

麦ごはん
150g × 24個

※写真はイメージです
レンジでチンしてすぐ出来るパック
ご飯の健康米シリーズ。
大麦には食物繊維やビタミンが豊
富含まれています。 高血糖、高血
圧、高コレステロール、便秘の改
善など、期待できる健康効果が多
くあります。
国内産の大麦を３０％配合した麦
ごはんです。
150ｇ×24個を毎月1回6ヶ月連続
でお届けします。
厚釜で１食ずつ炊きあげ、いつで
も炊きたてのごはんが味わえる逸
品です。
聖籠町内にあるサトウ食品株式会
社の工場にて製造されています。

容量：150g×24個（6食パッ
ク×4セット）×6ヶ月

申込：通年

配送：通年

　　　【９０，０００円以上の寄附でお贈りします】

　　　【８０，０００円以上の寄附でお贈りします】



【6ヶ月定期便】
サトウのごはん
発芽玄米ごはん

150g × 24個

【6ヶ月定期便】
サトウのごはん

銘柄米食べ比べセット 24個

※写真はイメージです ※写真はイメージです
レンジでチンしてすぐ出来るパック
ご飯の健康米シリーズ。
発芽玄米には、生活習慣病に効
果があると言われる通称ギャバ
（ガンマ・アミノ酪酸）を始めとし た
成分が含まれております。
国内産の発芽玄米を３０％配合し
た発芽玄米ごはんです。
国内産の発芽玄米を３０％配合し
た発芽玄米ごはんです。150ｇ×
24個を毎月1回6ヶ月連続でお届
けします。
厚釜で１食ずつ炊きあげ、いつで
も炊きたてのごはんが味わえる逸
品です。
聖籠町内にあるサトウ食品株式会
社の工場にて製造されています。

計24個を毎月1回6ヶ月連続でお
届けします。
レンジでチンしてすぐ出来るパック
ご飯。
銘柄別に食べ比べが出来る贅沢
なバラエティセットです。
◆新潟県産コシヒカリ
◆山形県さんつや姫
◆九州産ひのひかり
◆宮城県産ひとめぼれ
敦窯で1色ずつ炊き上げ、いつで
も炊き立てのごはんが味わえる逸
品です。
聖籠町内にあるサトウ食品株式会
社の工場にて製造されています。

容量：150g×24個　（6食パッ
ク×4セット）×6ヶ月

容量：下記24個×6ヶ月
新潟県産コシヒカリ　200g×6個
山形県産つや姫　　　200g×6個
九州産ひのひかり　　200g×6個
宮城県産ひとめぼれ　200g×6個

申込：通年 申込：通年

配送：通年 配送：通年

郵便局みまもり訪問
サービス（12か月）

※写真はイメージです
ふるさと聖籠町で暮らす親御
さんのご自宅に、郵便局社員
等が毎月１回訪問し、生活状
況を確認して、その結果をご
家族へお知らせするサービ
ス。訪問時に10問をお伺い
し、ご要望により写真を添え
て報告します。
詳細及び利用規約、需要事
項についてはお近くの郵便
局にてご確認ください。
※みまもりを受ける方が聖籠
町に居住していることが必要
です。

提供事業者：日本郵便
（電話：0120-23-28-86）
（携帯：0570-046-666）

期間：12ヶ月

申込：通年

実施：通年

　　　【１０８，０００円以上の寄附でお贈りします】

　　　【１１０，０００円以上の寄附でお贈りします】



【12か月定期便】
コシヒカリ精米５㎏

【6か月定期便】
コシヒカリ精米１０㎏

※写真はイメージです ※写真はイメージです
農家直送です。栽培期間
中、化学肥料と農薬を慣行
栽培の半分以下に抑えて、
新潟県特別栽培米の認証を
取得しています。令和3年産
米は食味スコア85で、最高
のSランクを獲得しました。た
くさんの消費者の皆さまから
「美味しかった！」「お米の
輝きが違う！」と喜びの声を
いただいています。
提供事業者：金助農業

農家直送です。栽培期間
中、化学肥料と農薬を慣行
栽培の半分以下に抑えて、
新潟県特別栽培米の認証を
取得しています。令和3年産
米は食味スコア85で、最高
のSランクを獲得しました。た
くさんの消費者の皆さまから
「美味しかった！」「お米の
輝きが違う！」と喜びの声を
いただいています。
提供事業者：金助農業

容量：コシヒカリ精米５㎏×１２ヶ月 容量：コシヒカリ精米10㎏×6ヶ月

申込：通年 申込：通年

配送：通年 配送：通年

【12ヶ月定期便】
サトウのごはん

宮城県産ひとめぼれ
200g × 20個

※写真はイメージです
レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯。
味と香りが良い「ひとめぼれ」
を使用したサトウのごはん。
最もスタンダードな200gのサ
イズです。
200ｇ×20個を毎月1回12ヶ月
連続でお届けします。
最高のお米を使い、厚釜で１
食ずつ炊きあげ、いつでも炊
きたてのごはんが味わえる
逸品です。
聖籠町内にあるサトウ食品
株式会社の工場にて製造さ
れています。

容量：200g×20個×12ヶ月

申込：通年

配送：通年

　　　【１２０，０００円以上の寄附でお贈りします】

　　　【１１２，０００円以上の寄附でお贈りします】



【6ヶ月定期便】
サトウのごはん

魚沼産こしひかり
200g × 24個

※写真はイメージです
200ｇ×24個を毎月1回6ヶ月
連続でお届けします。
レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯。
銘柄米の最高峰「魚沼産こし
ひかり」を使用したサトウの
ごはん。
最もスタンダードな200gのサ
イズです。
最高のお米を使い、厚釜で１
食ずつ炊きあげ、いつでも炊
きたてのごはんが味わえる
逸品です。
聖籠町内にあるサトウ食品
株式会社の工場にて製造さ
れています。

容量：200g×24個（6食パック
×4セット）×6ヶ月

申込：通年

配送：通年

脳ドック
認知症・脳卒中コース

※写真はイメージです
自分が、いつ、どこで、どん
な病気になるのかは誰にも
わかりませんが、だからこ
そ、自分の脳の健康に気を
遣いたいという方がいらっ
しゃると思います。
自分の「脳」に興味のある方
は、一度、受けてみてはい
かがでしょうか。
脳や脳血管の状態を診断し
ますので、脳卒中や脳腫
瘍・認知症などが心配な方
や、ふるさとの両親など大切
な人への贈り物にもおすす
めです。

内容：頭部MRI・MRA、頸部
MRA、ブイエスラド、脳波検
査・心電図・認知機能検査

申込：通年

実施：通年

　　　【１２６，０００円以上の寄附でお贈りします】

　　　【１５６，０００円以上の寄附でお贈りします】

　　　【１３２，０００円以上の寄附でお贈りします】



【12ヶ月定期便】
サトウのごはん

新潟県産こしひかり
200g × 20個

※写真はイメージです
レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯。
サトウのごはんの看板商品
『新潟県産コシヒカリ』。
バランスの取れた美味しさ
と、冷めても味がおちないの
で、お弁当やおにぎりに向い
ています。
最もスタンダードな200gのサ
イズです。
200ｇ×20個を毎月1回12ヶ月
連続でお届けします。
最高のお米を使い、厚釜で１
食ずつ炊きあげ、いつでも炊
きたてのごはんが味わえる
逸品です。
聖籠町内にあるサトウ食品
株式会社の工場にて製造さ
れています。

容量：200g×20個×12ヶ月

申込：通年

配送：通年

【12ヶ月定期便】
サトウのごはん

麦ごはん
150g × 24個

※写真はイメージです
レンジでチンしてすぐ出来る
パックご飯の健康米シリー
ズ。
大麦には食物繊維やビタミン
が豊富含まれています。 高
血糖、高血圧、高コレステ
ロール、便秘の改善など、期
待できる健康効果が多くあり
ます。
国内産の大麦を３０％配合し
た麦ごはんです。
150ｇ×24個を毎月1回12ヶ月
連続でお届けします。
厚釜で１食ずつ炊きあげ、い
つでも炊きたてのごはんが味
わえる逸品です。
聖籠町内にあるサトウ食品
株式会社の工場にて製造さ
れています。

容量：150g×24個　（6食パッ
ク×4セット）×12ヶ月

申込：通年

配送：通年

　　　【１８０，０００円以上の寄附でお贈りします】

　　　【１５６，０００円以上の寄附でお贈りします】



【12ヶ月定期便】
サトウのごはん
発芽玄米ごはん

150g × 24個

【12ヶ月定期便】
サトウのごはん

銘柄米食べ比べセット 24個

※写真はイメージです ※写真はイメージです
レンジでチンしてすぐ出来るパック
ご飯の健康米シリーズ。
発芽玄米には、生活習慣病に効
果があると言われる通称ギャバ
（ガンマ・アミノ酪酸）を始めとし た
成分が含まれております。
国内産の発芽玄米を３０％配合し
た発芽玄米ごはんです。
150ｇ×24個を毎月1回12ヶ月連続
でお届けします。
厚釜で１食ずつ炊きあげ、いつで
も炊きたてのごはんが味わえる逸
品です。
聖籠町内にあるサトウ食品株式会
社の工場にて製造されています。

計24個を毎月1回12ヶ月連続でお
届けします。
レンジでチンしてすぐ出来るパック
ご飯。
銘柄別に食べ比べが出来る贅沢
なバラエティセットです。
◆新潟県産コシヒカリ
◆山形県さんつや姫
◆九州産ひのひかり
◆宮城県産ひとめぼれ
敦窯で1色ずつ炊き上げ、いつで
も炊き立てのごはんが味わえる逸
品です。
聖籠町内にあるサトウ食品株式会
社の工場にて製造されています。

容量：150g×24個　（6食パック×4
セット）×12ヶ月

容量：下記24個×12ヶ月
新潟県産コシヒカリ　200g×6個
山形県産つや姫　　　200g×6個
九州産ひのひかり　　200g×6個
宮城県産ひとめぼれ　200g×6個

申込：通年 申込：通年

配送：通年 配送：通年

【１２か月定期便】
コシヒカリ精米１０㎏

※写真はイメージです
農家直送です。栽培期間中、
化学肥料と農薬を慣行栽培の
半分以下に抑えて、新潟県特
別栽培米の認証を取得してい
ます。令和3年産米は食味スコ
ア85で、最高のSランクを獲得
しました。たくさんの消費者の
皆さまから「美味しかった！」
「お米の輝きが違う！」と喜び
の声をいただいています。
提供事業者：金助農業

容量：コシヒカリ精米１０㎏×12ヶ月

申込：通年

配送：通年

　　　【２１６，０００円以上の寄附でお贈りします】

　　　【２１９，０００円以上の寄附でお贈りします】



【12ヶ月定期便】
サトウのごはん

魚沼産こしひかり
200g × 24個

※写真はイメージです
200ｇ×24個を毎月1回12ヶ月連続
でお届けします。
レンジでチンしてすぐ出来るパック
ご飯。
銘柄米の最高峰「魚沼産こしひか
り」を使用したサトウのごはん。
最もスタンダードな200gのサイズ
です。
最高のお米を使い、厚釜で１食ず
つ炊きあげ、いつでも炊きたての
ごはんが味わえる逸品です。
聖籠町内にあるサトウ食品工業株
式会社の工場にて製造されていま
す。

容量：200g×24個（6食パック×4
セット）×12ヶ月

申込：通年

配送：通年

　　　【２５２，０００円以上の寄附でお贈りします】

【お申込み・お問合せ先】

新潟県聖籠町役場 総合政策課 政策係 ふるさと納税担当

TEL：０２５４－２７－２１１１（内線２６３）

MAIL：sousei@town.seiro.niigata.jp

【インターネットからのお申込み】

「ふるさとチョイス 新潟県聖籠町」

「楽天ふるさと納税 新潟県聖籠町」

「ふるなび 新潟県聖籠町」

「さとふる 新潟県聖籠町」 で検索


