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高崎市

高崎スイーツコレクション
ガトーフェスタ ハラダ

ハーゲンダッツ

ガトーフェスタ ハラダは群馬県高崎市に本社を構え、1901年に

群馬県高崎市に、国内唯一の工場があるハーゲンダッツ。

和菓子の製造業者として創業。現在では全国に店舗を展開する人

30年以上、この地からハーゲンダッツアイスクリームをお届けしています。

気の洋菓子ブランドとして広く知られています。

今回、オリジナルセットをご用意しました。

こだわりのフランスパンから作りだされたガトーフェスタ ハラダの

是非、この機会にハーゲンダッツアイスクリームで素敵なひとときを。

代表商品ガトーラスク「グーテ・デ・ロワ」を是非ご賞味下さい。
商品番号
商品番号

15A001

ポピュラーセット

グーテ・デ・ロワ

家族みんなでテーブルを囲んで。ハーゲンダッツの美味しさをたっぷ
り楽しめる人気のフレーバーセットです。※お届け日時をお知らせく
ださい。指定日、時間帯は申し込み日から 2 週間以降で設定してくだ
さい。

小麦の味を賞味するものと称される芳ばしい香りのフランスパンに、
上質なバターなどを使用して丁寧に仕上げたガトーラスク。サクサク
とした食感と芳醇なバターの香りが至福の時間をお届けします。

○商品内容／ミニカップ（バニラ・グリーンティー・チョコレートブラウニー・マカデミ
アナッツ）各 2 個 計 8 個、マルチパック（ラバーズコレクション）1 箱

○商品内容／グーテ・デ・ロワ 2 枚入× 40 袋（80 枚）

商品番号

15A002

GFHガトーセレクション
（GT6）
（夏季バージョン）
ガトーラスク「グーテ・デ・ロワ」をはじめ、ガトーサブレ「グーテ・
デ・プリンセス」などガトーフェスタ ハラダ自慢の多彩な洋菓子を一
度に楽しめる人気のセットです。
○商品内容／グーテ・デ・ロワ 2 枚入× 7 袋（14 枚）、グーテ・デ・プリンセス 3 枚、ティ
グレス 3 個、フィナンシェ 3 個、マドレーヌ（プレーン・クランベリー・チョコレート）
各 1 個、ヌガー・サブレ 3 枚、ウォルナッツ・クッキー 3 枚

商品番号

15A003

グーテ・デ・ロワ／リアンセット
ガトーフェスタハラダのパティスリーとして持ち得る技術を結集させ
て作り上げた、洋風カステラ「リアン」。高品質な発酵バターの贅沢
な香りと、しっとりふわふわの食感を人気のガトーラスクとともにお
楽しみください。
○商品内容／ケーク・オ・ブール リアン 1 本、グーテ・デ・ロワ 2 枚入× 20 袋（40 枚）

商品番号

商品番号

15A000 10,000円以上 30,000円未満 対象商品

商品番号

16A001

GFHガトーセレクション
（GT8）
（冬季バージョン）
ガトーラスク「グーテ・デ・ロワ」をはじめ、冬季限定の「グーテ・デ・
ロワ ホワイトチョコレート」
、
「グーテ・デ・ロワ プレミアム」などガ
トーフェスタ ハラダ自慢の多彩な洋菓子を一度に楽しめる人気のセ
ットです。
○商品内容／グーテ・デ・ロワ 2 枚入× 4 袋（8 枚）、ホワイトチョコレート 4 枚、プレ
ミアム 4 枚、グーテ・デ・プリンセス 3 枚、ティグレス 3 個、フィナンシェ 2 個、マド
レーヌ（プレーン・クランベリー・チョコレート）各 1 個

商品番号

15B001

グーテ・デ・ロワ サンクスギフト

※

商品番号

15B000 30,000円以上 50,000円未満 対象商品

16A002

商品番号

15B002

マルチパックセット

パーティーセット

マルチパックの定番品と期間限定品をセットにしました。季節によっ
て変わるフレーバーをお楽しみください。※お届け日時をお知らせく
ださい。指定日、時間帯は申し込み日から 2 週間以降で設定してくだ
さい。

人気フレーバーと期間限定フレーバー24 個の詰め合わせです（期間限
定フレーバーの指定はできません）。ハーゲンダッツのオリジナルス
プーンもついた特別なセットです。※お届け日時をお知らせくださ
い。指定日、時間帯は申し込み日から2週間以降で設定してください。

○商品内容／ミニカップ（チョコレートブラウニー、マカデミアナッツ）各 2 個 計 4 個、
マルチカップ（ラバーズコレクション）1 箱、マルチパック（期間限定フレーバー）1 箱※
マルチパック期間限定フレーバーは時期により異なります。

○商品内容／ミニカップ（バニラ・ストロベリー・グリーンティー・クッキー & クリーム・
チョコレートブラウニー・マカデミアナッツ）各 2 個 計 12 個、ミニカップ（期間限定
フレーバー）3 種×各 4 個 計 12 個、ハーゲンダッツオリジナルスプーンセット（5 本）
※ミニカップ期間限定フレーバーは時期により異なります。

商品番号

○商品内容／①グーテ・デ・ロワ 2 枚入× 40 袋
（80 枚）②申込期間 4 月上旬 ~9 月下旬
グーテ・デ・ロワ 2 枚入× 7 袋
（14 枚）
、グーテ・デ・プリンセス 3 枚、ティグレス 3 個、
フィナンシェ 3 個、マドレーヌ
（プレーン・クランベリー・チョコレート）各 1 個、ヌガー・
サブレ 3 枚、ウォルナッツ・クッキー 3 枚 / 申込期間 10 月上旬 ~3 月下旬 グーテ・デ・
ロワ 2 枚入× 4 袋
（8 枚）
、ホワイトチョコレート 4 枚、プレミアム 4 枚、グーテ・デ・
プリンセス 3 枚、ティグレス 3 個、フィナンシェ 2 個、マドレーヌ
（プレーン・クランベ
リー・チョコレート）各 1 個 ③ケーク・オ・ブール リアン 1 本、グーテ・デ・ロワ 2 枚
入× 20 袋
（40 枚）を 3 回に分けて発送します。
※写真はGT6。申し込み期間によってお届け内容が異なります。
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15A004

16B001

商品番号

15C001

バラエティセット

アニバーサリーセット

ミニカップとマルチパックに期間限定フレーバーを加えた彩り豊かな
セットです。何のフレーバーが届くか楽しみなセットです。※お届け
日時をお知らせください。指定日、時間帯は申し込み日から 2 週間以
降で設定してください。

ハーゲンダッツのミニカップセット＋オリジナルスプーンセットを年
に 3 回ご指定時期にお届けします。クリスマス、誕生日などの特別な
記念日にお届けすることもできます（天候等により遅れる場合があり
ます）。ハーゲンダッツのオリジナルスプーンもついた特別なセット
です。※お届け日時をお知らせください。指定日、時間帯は申し込み
日から 2 週間以降で設定してください。

○商品内容／ミニカップ（バニラ・ストロベリー・グリーンティー・クッキー＆クリーム・
チョコレートブラウニー・マカデミアナッツ） 各 2 個 計 12 個、ミニカップ（期間限
定フレーバー）2 種×各 2 個 計 4 個、マルチパック（ラバーズコレクション）1 箱、マ
ルチパック（期間限定フレーバー）1 箱、ハーゲンダッツオリジナルスプーンセット（5 本）
※ミニカップ、マルチパックの期間限定フレーバーは時期により異なります。

商品番号

15C000 50,000円以上 100,000円未満 対象商品

○商品内容／ミニカップ（バニラ・ストロベリー・グリーンティー・クッキー＆クリーム・
チョコレートブラウニー・マカデミアナッツ）各 2 個 計 12 個、ハーゲンダッツオリ
ジナルスプーンセット（5 本）

商品番号

15D000 100,000円以上 対象商品
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高崎市ふるさと納税

高崎市ふるさと納税

自信を持ってお届けする

高崎の菓子

万円以上

万円以上

1

1

商品番号

商品番号

15A011

商品番号

商品番号

15A005

商品番号

代表銘菓鉢の木詰め合わせ

15A006

珈琲ぜんざい詰め合わせ
ぷるんとした食感の珈琲ゼリーに上品な甘さの大納言が絶妙に調和した
「珈琲ぜんざい」
の詰め合わせです。日本全国からご注文頂く大人気のお菓
子です。是非ご賞味ください。

○商品内容／鉢の木× 4 個、忠義× 3 個、三箇の荘× 1 本

○商品内容／珈琲ぜんざい× 12 個

有限会社 鉢の木七冨久

有限会社 鉢の木七冨久

TEL：027-322-6001 FAX：027-322-6099
http://www.hachinoki-s.com/

TEL：027-322-6001 FAX：027-322-6099
http://www.hachinoki-s.com/
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ＵH〜米どら焼き・
高崎米粉かりんとうセット

甘納豆詰め合わせ

卵太郎の卵とお菓子のセット

創業 80 年、古ながらの職人技で仕上げた甘納
豆の詰め合わせ。素材にこだわり、しっとりと
蜜を含んだ風味豊かな味わいに仕上げました。
金時豆、白花豆、小豆、青えんどう、あんず、
栗の 6 種の味わいを是非ご堪能ください。

三喜鶏園直営店のたまご市場卵太郎の卵とお菓
子のセットです。榛名山麓で育った鶏から生ま
れた卵は安心・安全・おいしいをモットーにし
ております。手づくりお菓子も卵をたっぷり使
った昔懐かしい味わいです。

米粉を使用したふっくら・しっとりした生地が
自慢のどら焼きと、オリゴ糖を使用したヘルシ
ーなかりんとうのセットです。

○商品内容／栗納糖150g×1、あんず納糖130g×1、甘
納豆うずら140g×1、甘納豆白花140g×1、甘納豆小豆
140g×1、甘納豆青えんどう140g×1

○商品内容／ちゃめっけ卵 6個入×1、こだわり雅味6個入
×1、温泉卵 5個入×1、シューラスク 100g×1、カステラ
1個、マカロン50g×1、バウムクーヘン 1個

JAたかさき

株式会社 一文字屋

たまご市場卵太郎

TEL：027-322-3024 FAX：027-322-1102

TEL：027-343-3884 FAX：027-343-3828
http://sanki-rantaro.com

対象商品

対象商品

いざ鎌倉で知られる高崎が舞台の謡曲「鉢の木」にちなんだ和菓子の詰め
合わせです。代表銘菓鉢の木は求肥と卵白を主体とし、第一回伝統和菓子
職選・和菓子職受賞した半生菓子です。お茶のお供にいかがでしょうか。

15A012

万円未満

万円未満

15A010
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○商品内容／Ｕｈ〜米どら焼き×9個、高崎米粉かりんとう
×4袋

TEL：027-352-5288
【公式 HP】http://www.jagunma.net/takasaki/
【高崎産農産物加工品「かたらい高崎」ネットショップ】
http://www.jagunma.net/takasaki/katarai.html
【お問い合わせ】
email ：homepage@takasaki.jagunma.net

高崎だるま

®

眉毛は鶴、髭は亀を表わす縁起だるまは、
古くから多くの人々に親しまれ、その特徴
は七転び八起きといわれるように、いくら
転がしてもすぐ起き上がります。その重心
の低い安定した形は心の置き所を示し、い
かなる困難にも対処できる、落ち着いた心
商品番号

15A007

六郎の赤飯まんじゅう
3 種類（栗おこわ、醤油おこわ、くるみおこわ）
の赤飯をおまんじゅうの皮で包みました。美味
しい、珍しいと各種メディアに取り上げられて
いる商品です。
○商品内容／栗おこわ× 7 個、醤油おこわ× 7 個、くるみ
おこわ× 6 個の詰め合わせ ※冷凍でお届けします。

株式会社 六郎
TEL・FAX：027-363-1480 http://rokurou.jp

商品番号

15A008

商品番号

15A009

かりんとうまんじゅう
詰め合わせ

観音もなか
高崎のシンボル白衣観音をモデルに作られた
『観音もなか』
の発売は半世紀以上前で、上質な
国産の小豆を用いた小豆あん、風味豊かなゴマ
あんの２種類あります。発売当初から変らぬ穏
やかでかわいらしい姿の観音もなかは、自分の
治したい所から食べて、観音様からご慈悲をい
ただくという縁起物です。
○商品内容／ 35 本入り× 1 箱

日本一硬い「おおみや」のかりんとうまんじゅ
う。沖縄波照間産黒糖を練りこんだ香ばしい生
地でこし餡を包み油でカリッと揚げたおまんじ
ゅうと、地元榛名の梨をすりおろして作った梨
の風味香る餡をビスケット生地で包んだ「なし
っ娘」、孫の名前からつけたりんごの香りひろ
がるアップルガレットの詰め合わせです。
○商品内容／かりんとうまんじゅう
（こし餡）× 5、かりんとうまんじゅ
う
（ごま餡）× 5、なしっ娘 ×5、きはなちゃんのアップルガレット× 5

有限会社 観音屋
TEL：027-325-2000 FAX：027-325-2002

商品番号

商品番号

15A000 10,000円以上 30,000円未満 対象商品

商品番号

栗甘納豆初霜風情

込めてお客様の願い事が叶うように、お作
りしております。

渋皮を付けたままの大粒な国産栗一粒一粒を丸
ごと甘さを抑えて風味豊かに仕上げた商品で
す。渋みと甘味が調和した和風マロングラッセ
です。※賞味期限：14 日（長期保存の場合は冷
凍してください）

商品番号

15A014

高崎だるま®（名入り）

○商品内容／15個入り×1箱

株式会社 横山製菓芳房堂

○商品内容／サイズ：9号
（約28cm）※腹部に名入れ
（3文字まで）※原則、
入れる名前は申込者のお名前
（姓）
ですが、
そ
の他のお名前をご希望の場合はご意見欄にお書きください。

TEL：027-361-4170
http://www.kuri-amanattou.co.jp/

群馬県達磨製造協同組合
TEL：027-323-5223 FAX：027-326-4100
http://takasakidaruma.net

有限会社 おおみや

15B000 30,000円以上 50,000円未満 対象商品

と忍耐力を表わします。群馬県達磨製造協
同組合の職人の皆さんが、一つひとつ心を

TEL・FAX：027-374-0075
http://oomiyakasidokoro.sakura.ne.jp/
newpagetop.html
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15A013

商品番号

15C000 50,000円以上 100,000円未満 対象商品

商品番号

15D000 100,000円以上 対象商品
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高崎市ふるさと納税

高崎市ふるさと納税

GELATO
高崎の牛乳・果実・野菜で
作られた自然な味

万円未満

万円以上

万円以上

1

3

1

万円未満

3

商品番号

15A015

商品番号

15A016

商品番号

角田製菓の酒まんじゅう

みるく工房タンポポ 牧場ジェラートセット

妙見茶屋の
「酒まんじゅう」
は、伝統の製法で生まれた自然な風情を感じさ
せる郷土が育てたふるさとの味。こしあんの甘さをさっぱりとおさえ、ほ
のかなこうじの香りをマッチさせた風味豊かな名物です。

群馬県から優良県産品として認定されている酒まんじゅうを、酒まんじゅ
う専門店の角田製菓より提供。厳選された最良の原材料を使用し、添加物
を一切使用しない本糀の自然発酵による昔ながらの製法によって作られた
酒まんじゅうです。

高崎市で酪農を営む長坂牧場みるく工房タンポポよりお届けします。搾り
たての新鮮な生乳を使用して作り上げた本格ジェラート。種類も、人気の
８種類を詰め合わせたバラエティーセットです。是非、ご賞味下さい。

有限会社 妙見茶屋
TEL：027-373-1217 FAX：027-372-2351

○商品内容／25個入り×1箱 ※冷凍でお届けします。

○商品内容／120ml×8個（みるく、ヨーグルト、ブルーベリー、クリームチーズ、抹茶、海のジェ
ラート、
ミルクティー、
モカ）

角田製菓

みるく工房タンポポ
TEL：027-310-3011 【公式 HP】http://www.tan-popo.co.jp/
【オンラインショップ】https://ss1.valueserver.jp/www.tan-popo.co.jp/cart/shohinpage/netshop.html

TEL・FAX：027-353-6006
http://www.tsunodaseika.com

商品番号

15A017

商品番号

15A018

商品番号

焼きまんじゅうだるまセット

上質な小麦粉を米、米糀で仕込んだ種で練り、
発酵させ蒸し上げました。タレは赤味噌、ザラ
メ等を使い、当店独自の味に仕上げています。
当店の焼きまんじゅうは無添加ですので、安心
してお召し上がりください。

一つ一つ丁寧に作り上げた高崎名物焼きまんじ
ゅう。どこか懐かしい味わいを是非ご賞味くだ
さい。

○商品内容／焼きまんじゅう64個入り×1箱

○商品内容／一口サイズ焼きまんじゅう（４玉×５串）×３袋

若茶屋
TEL：027-388-8346 FAX：027-388-8347
http://aentryfoods.wakatono.jp

有限会社 田舎や
TEL・FAX： 027-343-8548
http://www.inakaya.cc

15A019

㈱ミトモの焼きまんじゅう
オリジナルセット

田舎やの焼きまんじゅうセット

上州名物焼きまんじゅうのこうばしい香りと、
群馬県産の小麦で作ったすいとんのモチモチし
た食感をお楽しみください。また、当店自慢の
シルク入り焼きまんじゅうは通常のものよりふ
んわりした食感で、体にも優しいので是非ご賞
味ください。
○商品内容／焼きまんじゅう16個入り×2、シルク入り焼き
まんじゅう12個入り×1、すいとん（たれ付）300ｇ×2

株式会社 ミトモ
TEL：027-353-5001 FAX：027-352-8903

商品番号

15A000 10,000円以上 30,000円未満 対象商品

商品番号

対象商品

対象商品

上州名物酒まんじゅう

○商品内容／上州名物酒まんじゅう
（30個入り） ※冷凍でお届けします。
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15A020

15B000 30,000円以上 50,000円未満 対象商品

商品番号

15A021

商品番号

15A022

国府野菜本舗
特選ジェラート詰め合わせ

アルベロ．
季節のおすすめジェラートコース

野菜を使ったジェラートは、自然な甘さが生きた農家ならではの味。群馬
名物の焼きまんじゅう味のジェラートは他では味わえない驚きの美味しさ
です。

果樹園が作るジェラートは、素材の味を最大限に活かしたやさしい味。口
いっぱいに果物の魅力が伝わります。

○商品内容／野菜ジェラート×10個（季節の野菜×7個、チョコ、ヘーゼルナッツ、焼きまんじゅ
う 各1個）

農事組合法人 国府野菜本舗
TEL ：027-373-1121 FAX： 027-381-8348
【公式 HP】http://kokufuyasaihonpo.nomaki.jp/
【国府野菜本舗ネットショップ】http://www.kkf-8931.com/

商品番号

15C000 50,000円以上 100,000円未満 対象商品

○商品内容／季節の果物・野菜のジェラート×10個 ※イチゴ、
みかん、
梨、
栗、
洋梨、
他
季節の旬のものをお届けします。

アルベロ．
TEL・FAX：027-340-1235
【公式 HP】http://www.albero-yamakifarm.com/
【予約・通販・お問い合わせ】
http://www.albero-yamakifarm.com/?page=menu5

商品番号

15D000 100,000円以上 対象商品
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高崎市ふるさと納税

高崎市ふるさと納税

からっ風が育て たふるさとの味
商品番号

15A029

JA高崎ハム 尾瀬・榛名セット

万円以上

万円以上

JA 高崎ハムの人気商品です。
「安全で新鮮な国産農畜産物を消費者にお届
けします」の観点から、自然豊かな群馬県で育った豚肉を使用した商品を
取り揃えております。

1

1

○商品内容／尾瀬ボンレスハム300g×1、
榛名山ポークソーセージ300g×1

商品番号

15A023

商品番号

15A024

商品番号

JA高崎ハム バラエティセット

厳選された高崎産小麦「きぬの波」を100％使用し
た
「高崎うどん」
は冴えある色調・もちもち感・滑ら
かさ等、調和のとれた食感が楽しめるうどんです。

群馬県産小麦に人参、紫芋、竹炭、ほうれんそ
う、トマト、うこんを練りこんだ７色のうどん
です。天然素材の深い味わいと高い香り、そし
て絹のようななめらかさをご賞味ください。

○商品内容／うどん：330g × 3、干しうどん：200g × 6

自然豊かな群馬県で育った豚肉を使用した商品を、ご家庭で日々お使いに
なれるようバラエティ豊かなセット内容にしました。
「赤城の郷シリーズ」
は、大人から子供まで楽しめるよう３種類の味でセットいたしました。

地元の食材を使って精根込めた手づくりみそと、
ピーマン嫌いにもオススメのピーマンみそ、はるな
みそに青唐辛子を加えたピリッカラみそはご飯の
おともにだけでなく調味料にもオススメ。榛名の
かあちゃんたちの手づくりの味の詰め合わせです。

対象商品

対象商品

口福七福神うどんセット
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15A025

かあちゃんの
手づくりみそセット

高崎うどんギフトセット

15A030

万円未満

万円未満

商品番号

3

○商品内容／モーニングスタイルロースハム 36g × 3、モーニングスタイルベーコン 36g ×
3、使い切りパックボンレスハム 36g × 3、厚切りロースハム 160g × 1、厚切りベーコン
160g × 1、焼豚 270g × 1、赤城の郷薫 120g × 1、赤城の郷白× 120g × 1、赤城の郷
辛 120g × 1

○商品内容 / 干しうどん：200 ｇ× 5

JAたかさき
TEL：027-352-5288
【公式 HP】http://www.jagunma.net/takasaki/
【高崎産農産物加工品「かたらい高崎」ネットショップ】
http://www.jagunma.net/takasaki/katarai.html
【お問い合わせ】
E-mail：homepage@takasaki.jagunma.net

○商品内容／はるなみそ（大）900g × 1、はるなみそ（小）
450g × 1、 ピ ー マ ン み そ 150g × 1、 ピ リ ッ カ ラ み そ
150g × 1、織姫の小梅干し× 1、小梅干し× 1

高崎弁当 株式会社
TEL：027-346-2571( 代 )
http://www.takaben.co.jp/

JA高崎ハム
TEL：027-265-2911 FAX：027-265-3572
【公式 HP】http://takasakiham.com
【JA 高崎ハムオンラインショッピング】
http://takasakiham.com/products/shopping.php

はるな生活研究グループ加工部
TEL・FAX：027-374-6070

※写真の品と干しいものセットです

商品番号

15A026

だるま食堂の
もつ煮3パックセット
創業 48 年のだるま食堂。秘伝の味噌で時間を
かけて丁寧にじっくりコトコト煮込んだもつ煮
は、ついつい箸がでてしまう、後ひく逸品。だ
るま食堂のもつ煮は、すべて厳選された群馬県
産の良質な上州豚モツだけを使っており、やわ
らかく煮込んであるのでお子様やご年配の方で
も安心して食べていただけます。

商品番号

15A027

商品番号

15A028

箕郷のいちじく・干しいも
詰め合わせ（12月〜3月限定）

箕郷の完熟ジャム
原材料の栽培から加工まで行っており、完熟の
一番美味しいところを瓶詰めにしています。
○商品内容／ブルーベリージャム：180g × 2、梅ジャム：
180g × 1、いちじくジャム：180g × 1、ゆずジャム：
180g × 1、あんずジャム：180g × 1

島方ファーム

原材料の栽培から乾燥まで全て手作り。ドライ
いちじくはヨーグルトに混ぜたり、生ハムと一
緒にワインのお供にしたりと楽しみ方色々。干
しいもは自然な甘さの素朴な味わいです。是非
お試しください。
○商品内容／干いちじく：90g × 3 パック、干芋：180g
×5袋

TEL・FAX：027-371-4833
○商品内容／ 500g × 3 パック

島方ファーム

だるま食堂
（大栄龍）

TEL・FAX：027-371-4833

商品番号

商品番号

15A000 10,000円以上 30,000円未満 対象商品

商品番号

15A032

商品番号

国府白菜漬

米の花 糀たまり漬（5個入）

甘さと柔らかさが自慢のブランド白菜を、素材
の味を活かした漬物にしました。食アメニティ
コンテスト農林水産大臣賞受賞商品です。

創業 450 年来作り続けた米糀の甘さを生かし
た、深いコクと旨みが凝縮されたお漬物です。
子供からお年寄りまでみんなに愛される漬物を
目指して作っています。お食事のお供として、
また、誰にでも喜んで頂ける贈り物として最適
です。

○商品内容／国府白菜漬け（6kg）
【12 月〜 3 月限定】

農事組合法人 国府野菜本舗
TEL：027-373-1121 FAX：027-381-8348
【公式 HP】http://kokufuyasaihonpo.com
【国府野菜本舗ネットショップ】
http://www.kkf-8931.com/

○商品内容／きゅうり 230g ×1、だいこん 230g ×1、しい
たけ150g ×1、しょうが 200g ×1、らっきょう210g ×1

糀屋
TEL：0120-12-5028
http://www.komenohana.com/

TEL：027-363-1728 FAX：027-363-1928
http://www.darumaoyaji.com
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15A031

商品番号

15B000 30,000円以上 50,000円未満 対象商品

商品番号

15C000 50,000円以上 100,000円未満 対象商品

商品番号

15A033

上州あさづけ便り
浅漬彩りセット
群馬県産の新鮮野菜を彩り豊かな浅漬セットに
してお届けします。シャキシャキの歯ごたえと
爽やかで上品な風味。素材と味にこだわり、真
心を込めた手作りならではの逸品をお楽しみい
ただけます。
○商品内容／浅漬胡瓜、ゆず大根、玉宝漬、しそ風味大根、
浅漬きゃべつミックス、松前昆布入り白菜 各180g×1

株式会社 マルカツ
TEL：027-387-3044 FAX：027-387-3091
http://www.e-marukatsu.co.jp

15D000 100,000円以上 対象商品
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万円以上

万円以上

1

万円未満

万円未満

3

高崎市ふるさと納税

榛名山をはじめ上毛三山の源流と
厳選された米から生まれた逸品

高崎市ふるさと納税

1

太陽の恵みた
を凝縮
さ
っぷり
し
農作物のおい

3
商品番号

15A036

商品番号

15A037

うれっ娘トマトジュース

幻の国分人参を100％使用し、ふくよかな甘さにりんご果汁が入ってお子様
でも飲みやすい味になっています。食アメニティコンテスト農林水産大臣
賞受賞商品です。

農家が我が娘のように愛情たっぷりに育てた「うれっ娘トマト」を100％使用
しています。やさしい口当たりで誰にでも飲みやすい商品です。

対象商品

対象商品

国分人参ジュース（りんご入り）

○商品内容／ 1,000ml × 4 本
○商品内容／国分人参ジュース 720ml × 2 本

農事組合法人 国府野菜本舗
TEL：027-373-1121 FAX：027-381-8348
【公式 HP】http://kokufuyasaihonpo.com
【ネットショップ】http://www.kkf-8931.com/

商品番号
商品番号

15A034

美峰酒類㈱ ふるさと2本セット
甕で長期貯蔵し味と香りにより一層の深みが加わった作り手のこだわり
と悠久の時間が生んだ本格麦焼酎と、群馬県産白加賀梅を丁寧に漬け込
み、芳醇な香りのブランデーを加えた上質な梅酒のセットです。
○商品内容／司 25°
（麦焼酎）長期かめ貯蔵 本格焼酎25度720ml×1本、ZUTTO （ずっと）
リキュール14度720ml×1本
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商品番号

15A035

高崎市唯一の地酒
特別純米酒高崎と日本酒梅酒のセット
高崎市唯一の酒蔵、牧野酒造の「特別純米酒高崎」と東日本一の生産量を
誇る高崎の梅「白加賀」で仕込んだ日本酒大盃ベースの梅酒をお届けしま
す。
「高崎」
は米の旨みとまろやかさが調和した 5 年連続金賞の生一本です。
梅酒は香り高く、味わい深く、キレがあります。
○商品内容／特別純米酒高崎720ml×1本、日本酒（大盃）ベースの梅酒720ml×1本

美峰酒類 株式会社

牧野酒造 株式会社

TEL：027-322-2155 FAX： 027-322-0084
http://www.mihoshurui.co.jp

TEL：027-378-2011 FAX：027-378-3954
http://www.makino-sake.co.jp

商品番号

15A000 10,000円以上 30,000円未満 対象商品

商品番号

15B000 30,000円以上 50,000円未満 対象商品

15A038

みるく工房タンポポ
飲むヨーグルトギフトセット

トマト工房
TEL：090-6510-3994
【公式 HP】http://urekko-tomato.com/q&a.html

商品番号

15A039

榛名倶楽部 はるなの里

高崎市で酪農を営む長坂牧場みるく工房タンポポよりお届けします。搾り
たての新鮮な生乳を丹念に発酵させて作り上げた濃厚な飲むヨーグルトで
す。乳酸菌もたくさん活きており、香料や安定剤、保存料などの添加物は
使用しておりませんので安心してお飲みいただけます。

高崎市で生産している果物を加工しました。榛名倶楽部のオリジナル商品
です。

○商品内容／ 900ml × 2 本、150ml × 8 本

榛名倶楽部

みるく工房タンポポ

TEL：027-343-3594
http://www.harunaclub.jp

TEL：027-310-3011
【公式 HP】http://www.tan-popo.co.jp/
【オ ン ラ イ ン シ ョ ッ プ 】https://ss1.valueserver.jp/www.tan-popo.co.jp/
cart/shohinpage/netshop.html

商品番号

15C000 50,000円以上 100,000円未満 対象商品

○商品内容／梅塩 1 個、ブルーべリージャム 150g × 1 個、梨ジャム 150g × 1 個、桃ジャ
ム 150g × 1 個、プラムジャム 150g × 1 個

商品番号

15D000 100,000円以上 対象商品
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豊かな自然に育まれた

万円以上

万円以上

榛名山南麓に広がる梅畑でひとつひとつ丁寧に
手づみされた白加賀青梅を贅沢に使用。すっき
り爽やかなサイダーです。添加物や着色料は一
切使用しておりませんのでお子様でも安心安全
にお召し上がりいただけます。

梅干をはじめ様々な加工品が豊富です

1

○商品内容／梅ちゃんサイダー 3 本入り 2 箱セット

「高崎の梅」をご賞味ください
商品番号

15A043

JAはぐくみの梅加工品セット

15A040

JAはぐくみ
梅部協議会の青梅（白加賀）
JA はぐくみ管内（はるな梅部会・みさと梅部会）の農家が一年間丹精込め
て栽培した白加賀梅です。梅ジュースや梅酒、梅干などの加工に最適で
す。高崎産の旬の生梅をお届けします。
○商品内容／白加賀生梅：4kg

○商品内容／ JA はぐくみの白（濃縮タイプ）510ml × 1 本、
みさと織姫 100g × 1、手作りねり梅 110g × 1、みさと
梅太郎 100g × 1

ＪＡはぐくみ 梅部協議会

JAはぐくみ

TEL：027-344-1424
【公式ＨＰ】http://www.ja-hagukumi.or.jp/
【梅産直ショッピング】http://www.ja-hagukumi.or.jp/goods/

15A045

3

梅ちゃんサイダーと梅干しセット
（とんがら梅、
塩梅）
【限定50セット】
爽やかな梅ちゃんサイダーと、完熟梅を自然塩
で漬け込んだ塩漬け梅、梅干しなのにピリッと
辛い唐辛子入りのとんがら梅を詰め合わせたク
エン酸たっぷりのセットです。

対象商品

対象商品

高崎市は東日本 1 位の生産量を誇る梅の産地
で、梅を使用した加工品も充実しています。今
回はさっぱりとした味わいが特徴の白加賀梅を
使用した梅ジュース（濃縮タイプ）、梅干し 2 種
類、ねり梅をご用意しました。JA はぐくみよ
り梅の香り・味わいをお届けします。

商品番号

万円未満

万円未満

3

商品番号

15A044

梅ちゃんサイダー・ギフトBOX
【限定50セット】

高崎は東日本一の梅の産地
1

高崎市ふるさと納税

高崎市ふるさと納税

高崎の梅

商品番号

○商品内容／梅ちゃんサイダー 3 本入り 1 箱、とんがら梅
180g × 1、塩漬け梅 180g × 1

福島農園
TEL・FAX：027-371-5295
【公式 HP】http://e-kata.net/fukushima/

TEL：027-344-1424
【公式 HP】http://www.ja-hagukumi.or.jp/
【梅産直ショッピング】
http://www.ja-hagukumi.or.jp/goods/

商品番号

15A046

食べてビックリ！農家が作った梅ギョウザ
○商品内容／梅餃子
（70 個）

商品番号

15A047

何個でも食べられる！農家が作った梅シューマイ
商品番号

15A041

商品番号

15A042

商品番号

箕郷の梅干し

梅農家の梅干し 4 種セット

二十年熟成梅干し

平成 2 5 年度「群馬県梅干し品評会」にて県知事
賞を受賞。塩分と酸味の奥から、梅独特の甘味
を感じられる逸品です。

有機主体の減農薬栽培で健康に育てた梅を一番
いい時期に収穫し、 いいあんばい に仕上げた
梅干しです。

○商品内容／大粒パック：200g × 2、中粒パック：200g
× 2、小梅パック：200g × 3、しそ漬パック：200g × 1

○商品内容／手作り織姫：190g × 1、手作り梅郷：200g
×1、しそ漬け織姫：180g ×1、しそ漬け梅郷：200g×1

土壁の倉庫で丁寧にじっくりと大切に長期間寝
かせました。梅干しの周りにゼリー状のエキス
が噴き出した、しょっぱめの和菓子の様な年代
物の味をじっくりとご堪能ください。なお種の
中の「仁」の味も、お楽しみください。

島方ファーム

永井農園

TEL・FAX：027-371-4833

○商品内容／梅焼売
（90 個）

16A003

商品番号

梅ギョウザ・梅シューマイセット
○商品内容／梅焼売（45 個）
・梅餃子（35 個）のセット

地場産の食材をたっぷり使った餡の中
に、高崎市特産の練り梅とカリカリ梅
をほどよく練りこんで、うまみと酸味
をバランスよく仕上げています。さっ
ぱりとして、タレなしで何個でも食べ
られます。

○商品内容／ 130g（木箱入）

TEL：027-371-3684 FAX：027-371-7181
【永井農園 通販サイト（ぐるなび食市場）
】
http://shop.gnavi.co.jp/z379701/

15A048

ゆあさ農園
TEL・FAX：027-374-2792

高崎市農業者先端技術情報化研究会
TEL・FAX：027-346-5177
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商品番号

15A000 10,000円以上 30,000円未満 対象商品

商品番号

15B000 30,000円以上 50,000円未満 対象商品

商品番号

15C000 50,000円以上 100,000円未満 対象商品

商品番号

15D000 100,000円以上 対象商品

12

高崎市ふるさと納税

高崎市ふるさと納税

大地に感謝

こだわりの農産物たち

高 崎そだち

万円未満

万円以上

万円以上

1

3

1

万円未満

3

※写真はイメージです

商品番号

15A049

15A050

商品番号

永井農園のいちご
【限定30セット】
（やよいひめ）

15A051

JAたのふじのいちご
（やよいひめ）

土作りからこだわった金井いちご園のいちごで
す。真心をこめて高鮮度・高品質の美味しいい
ちご作りを心がけています。

土作りや温度管理を徹底して栽培された苺で
す。大きさ、甘さともに自慢の苺を是非ご賞味
ください。

○商品内容／大箱 1 箱

○商品内容／スーパーデラックス（1 パック）× 2

金井いちご園

永井農園

TEL：027-344-1077

携帯 090-1552-1583

JA たのふじより見た目・味ともに厳選したプ
レミアムないちごをお届けします。
○商品内容／ 12 粒× 1 箱、16 粒× 1 箱の計 2 箱セット

JAたのふじ
高崎市吉井パッケージセンター
TEL：027-387-1005
【公式 HP】http://ja-tanofuji.or.jp/

商品番号

15A054

商品番号

15A055

対象商品

対象商品

金井いちご園のいちご
（やよいひめ）Aコース

商品番号

くらぶち小栗の里
特選はんでえ米と手作り味噌セット

季節の野菜詰め合わせ
高崎市全域から農家が丹精込めて栽培した旬野菜を厳選した詰め合わせで
す。新鮮野菜をお届けします。
○商品内容／旬の野菜の詰め合わせです。時期によって内容が異なります

JAたかさき
TEL：027-352-5288
【公式 HP】http://www.jagunma.net/takasaki/
【お問い合わせ】E-mail：homepage@takasaki.jagunma.net

はんでえ米は手間をかけて自然乾燥させることや収穫量が少ない事から、
市場にはほとんど出回らない貴重なお米です。榛名山麓のくらぶちの澄ん
だ空気と清らかで冷たい山間の水で育った稲を古くから伝わるはんでえ干
し、天日乾燥させる事によりミネラルが増し冷めても食感が良いのが特徴
です。無添加手づくりのくらぶち味噌と一緒にお届けします。
○商品内容／くらぶちはんでえ米 5kg、くらぶち味噌 800g

道の駅 くらぶち小栗の里
TEL： 027-384-8282 【公式 HP】http://www.kurabuchi-oguri.com

撮影日：H27.8.5

商品番号

15A052

びっくり舞茸味わいセット
大きさと美味しさに何度もびっくりする
「びっくり舞茸」
。品評会で何度も
金賞を受賞している確かな品質。また、この舞茸をたっぷり使用した炊込
みご飯の素は、パスタやチャーハンにもおすすめの商品です。

商品番号

15A053

山口農園 ぶどうの玉手箱（Aコース）
【限定50セット】
粒の大きさ、見た目の美しさ、そして驚きの甘さ！高崎の隠れた名産品で
す。自慢のぶどうをお届けします。
○商品内容／巨峰× 2 房、藤稔× 1 房

○商品内容／舞茸 黒 1 株、白 1 株、炊込ご飯の素 1 合用 3 袋

株式会社 キノコ・輪大

商品番号

15A056

ホタルのささやき
（コシヒカリ）4kg
手間暇かけて天日干ししたお米を食味計で検査
し、厳選した良質なものだけをお届けします。
○商品内容／米：3kg × 1,1kg × 1

山口農園
TEL ・FAX：027-388-4325

TEL：027-346-6159 FAX： 027-347-0947
【公式ＨＰ】http://www.kinoko-world-maitake.com/

倉渕美味米生産組合

商品番号

15A057

商品番号

JAたのふじ 黄金物語
（オリジナルブランド）
高崎市産のお米
「ゆめまつり」
をパッケージにし
た、JA たのふじオリジナルブランド「黄金物語
（こがねものがたり）」です。スッキリした甘味
のあるお米です。

商品番号

15A000 10,000円以上 30,000円未満 対象商品

倉渕稲作研究会米 5kg
栽培方法にとことんまでこだわり、研究の成果
が生み出す美味しいお米です。是非ご賞味くだ
さい。

○商品内容／米：10kg（5kg × 2 袋）

○商品内容／米：5kg（こしひかり・ひとめぼれ）食味値
会基準以上

JAたのふじ

倉渕稲作研究会

TEL： 027-378-2404
高崎市吉井パッケージセンター
TEL：027-387-1005
【公式 HP】http://ja-tanofuji.or.jp/
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15A058

商品番号

15B000 30,000円以上 50,000円未満 対象商品

商品番号

15C000 50,000円以上 100,000円未満 対象商品

商品番号

TEL：027-378-3110
（JA はぐくみ 西部営農センター くらぶち事業所）

15D000 100,000円以上 対象商品
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高崎市ふるさと納税

高崎市ふるさと納税

万円以上

万円以上

3

3

万円未満

万円未満

5

5

※写真は商品内容とは異なります

商品番号

15B003

商品番号

15B004

商品番号

15B007

15B008

JAたかさき
梨生産組合の梨

※３回（品種ごとに）お届けします。JA はぐくみ管内の農家が一年間丹精
込めて栽培した商品です。甘みと酸味の調和された人気品種から糖度は高
く酸味は少なく日持ちが良く贈答に喜ばれる品種を取り揃えました。時期
に応じて旬のプラムを品種ごとにお届けしますので是非ご賞味ください。

果皮に張りがあり、ジューシーでシャリシャリした歯ざわり。JA たかさ
き梨生産組合より旬の梨をお届けします。

土作りからこだわった金井いちご園のいちごです。真心をこめて高鮮度・
高品質の美味しいいちご作りを心がけています。

高崎市で生産している果物を加工しました。榛名倶楽部のオリジナル商品
です。

○商品内容／ 1 箱：10kg × 2 品種

○商品内容／大箱 3 箱

梨生産組合（JAたかさき）

金井いちご園

○商品内容／ブルーべリージュース
（40％）
720 ml × 2 本、
ブルーべリージャム 150g × 1 個、
梨ジャム 150g × 1 個、桃ジャム 150g × 1 個、プラムジャム 150g × 1 個、ドライフルー
ツティー 3 種
（梨・いちご・桃）、梅塩 1 個、梨のステーキソース 200ml × 2 本

【公式 HP】http://www.jagunma.net/takasaki/
【お問い合わせ】E-mail：homepage@takasaki.jagunma.net

TEL：027-344-1077

榛名倶楽部 はるなの実り

対象商品

対象商品

JAはぐくみ
はるなプラム部のプラム【限定30セット】

○商品内容／各品種 1 ケース 3kg（品種：貴陽、太陽 、秋姫）
貴陽：7 月下旬〜 8 月中、太陽：8 月中旬〜 8 月下旬、秋姫：9 月中旬

金井いちご園のいちご
（やよいひめ）Ｂコース

商品番号

榛名倶楽部
TEL：027-343-3594
http://www.harunaclub.jp

はるなプラム部（JAはぐくみ）
TEL：027-344-1424
【公式 HP】http://www.ja-hagukumi.or.jp/

撮影日：H27.8.5

商品番号

15B005

商品番号

15B006

15B009

JAたかさき
桃生産部会の桃

山口農園
ぶどうの玉手箱（Ｂコース）
【限定30セット】

アルベロ.
豊かな実り・満喫コース

剣崎地区は約 1,400 年前から栽培されている歴史ある産地。栽培された桃
はサッパリした甘さでいくつでも食べられます。

粒の大きさ、見た目の美しさ、そして驚きの甘さ！高崎の隠れた名産品で
す。自慢のぶどうをお届けします。

果樹園が作るジェラートは、素材の味を最大限に活かしたやさしい味。口い
っぱいに果物の魅力が伝わります。また、二十世紀梨のみを使った梨ソーダ
は、爽やかな梨本来の香りと甘み、酸味を味わえます。是非、ご賞味ください。

○商品内容／ 3kg × 2 品種
（品種はその時の旬のもの）

○商品内容／巨峰× 2 房、
藤稔× 1 房、
シャインマスカット× 1 房、
他 2 房 他 2 房は、
ゴルビー、
ブラックビート、伊豆錦、高妻、紅環、ベニバラードの中からの品種となります。品種の選択は
できません。
※天山が入る場合は数量が変わります。

桃生産部会（JAたかさき）
【公式 HP】http://www.jagunma.net/takasaki/
【お問い合わせ】E-mail：homepage@takasaki.jagunma.net

商品番号

15A000 10,000円以上 30,000円未満 対象商品

商品番号

15B000 30,000円以上 50,000円未満 対象商品

商品番号

15B010

完熟梅ジュース 1ケース
完熟梅特有の美しい色合いと甘酸っぱい爽やかな味、トロリとした舌触り
が贅沢なジュースです。カクテルにもオススメですので是非お試しください。
○商品内容／梅ジュース 720ml × 12 本

○商品内容／季節の果物や野菜のジェラート× 12 個、梨ソーダ 6 本、季節のジャム 6 個、ハー
ブティ又は梨のドライチップ 3 パック

アルベロ．

山口農園
TEL ・FAX：027-388-4325
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商品番号

永井農園
TEL：027-371-3684 FAX：027-371-7181
【通販サイト（ぐるなび食市場）】http://shop.gnavi.co.jp/z379701/

TEL・FAX：027-340-1235
【公式 HP】http://www.albero-yamakifarm.com/
【予約・通販・お問い合わせ】
http://www.albero-yamakifarm.com/?page=menu5

商品番号

15C000 50,000円以上 100,000円未満 対象商品

商品番号

15D000 100,000円以上 対象商品
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高崎市ふるさと納税

高崎市ふるさと納税

商品番号

15B015

倉渕稲作研究会米 15kg
栽培方法にとことんまでこだわり、研究の成果が生み出す美味
しいお米です。是非ご賞味ください。

万円以上

万円以上

3

3

○商品内容／米：5kg × 3

倉渕稲作研究会
TEL：027-378-3110
（JA はぐくみ 西部営農センター くらぶち事業所）

万円未満

万円未満

5

5

※写真はイメージです。

商品番号

15B011

商品番号

15B012

しゃぶしゃぶファミリーセット＆
僕らの未来カレーセット

馥郁たる香りと膨よかな味わいの手造り大吟醸と穏やかな果物香を持ち円
やかな米の旨みが調和した純米大吟醸をお届けします。手造り大吟醸は第
74 回関東信越国税局酒類鑑評会にて最優秀賞
（第 1 位）
を受賞した酒の芸術
品です。

家庭用・贈答用としても喜んで頂けるしゃぶしゃぶセットは、多彩なお料
理に使えるお得なセット。さっぱりとしていて甘みのある極上の豚肉「え
ばらハーブ豚未来」。お肉の柔らかさと旨味をぜひご堪能下さい。カレー
は
「えばらハーブ豚未来」
を贅沢に使用した、スパイシーでコクのあるカレ
ー。お店で頂くような上質な味わいを家庭で楽しめます。

商品番号

○商品内容／【しゃぶしゃぶファミリーセット】ロースしゃぶしゃぶ 300g × 3 パック、バラしゃぶしゃ
ぶ 300g × 2 パック
【僕らの未来カレーセット】僕らの未来カレー（レトルトパック）180g × 5 袋

TEL：027-378-2011 FAX： 027-378-3954
http://www.makino-sake.co.jp

有限会社 江原養豚

15B016

くらぶち小栗の里
特選美味しい自然セット

○商品内容／大盃手造り大吟醸 720ml × 1 本、大盃純米大吟醸 720ml × 2 本

牧野酒造 株式会社

対象商品

対象商品

高崎市唯一の地酒
大盃手造り大吟醸至高のセット

くらぶち小栗の里イチオシのセットです。山間の水で育った稲
を古くから伝わるはんでえ干し、天日乾燥させる事によりミネ
ラルが増し冷めても食感が良いのが特徴です。無添加手づくり
のくらぶち味噌と新鮮な高原野菜を使ったストレートジュース
と一緒にお届けします。

TEL：027-352-7661 FAX：027-353-1470
【公式 HP】http://www.ebarayohton.co.jp/

○商品内容／くらぶちはんでえ米 10kg（5kg × 2）、くらぶち味噌 800g × 2、
人参ジュース 720g × 1、トマトジュース 720g × 1

道の駅 くらぶち小栗の里
TEL：027-384-8282
【公式 HP】http://www.kurabuchi-oguri.com/

商品番号

商品番号
商品番号

15B013

びっくり舞茸デラックスセット
大きさと美味しさに何度もびっくりする
「びっくり舞茸」
。品評会で何度も
金賞を受賞している確かな品質。また、この舞茸をたっぷり使用した炊込
みご飯の素はパスタやチャーハンにもおすすめの商品です。
○商品内容／舞茸 黒 2 株、白 1 株、干舞茸 1 袋、炊込ご飯の素 2 合用 3 袋× 2 個、1 合用 5
袋× 2 個

株式会社 キノコ・輪大
TEL：027-346-6159 FAX：027-347-0947
【公式 HP】http://www.kinoko-world-maitake.com/
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商品番号

15A000 10,000円以上 30,000円未満 対象商品

15B014

15B017

ホタルのささやき（コシヒカリ）13kg

高崎うどんバラエティギフトセット

手間暇かけて天日干ししたお米を食味計で検査し、厳選した良
質なものだけをお届けします。

※２回お届けします。
厳選された高崎産小麦
「きぬの波」
を使用した
「高崎うどん」
に、高崎麺類業
組合との共同開発で生まれた
「たかさき福々うどん」
の乾麺を加え、高崎市
学校給食栄養士会との共同開発で生まれた
「高崎しょうゆ」
と高崎しょうゆ
を使用した
「めんつゆ」
をセットにしました。高崎産を使用した安全で美味
しい自慢のものばかりを詰め合わせました。

○商品内容／米：5kg × 2、3kg × 1

倉渕美味米生産組合
TEL：027-378-2404

○商品内容／うどん：330g × 3、干しうどん：200g × 5、福々うどん：200g × 5、濃口しょ
うゆ
【本醸造】
：1,000ml × 1、めんつゆ
【希釈用】
：1,000ml × 1

JAたかさき
TEL：027-352-5288
【公式 HP】http://www.jagunma.net/takasaki/
【お問い合わせ】E-mail：homepage@takasaki.jagunma.net

商品番号

15B000 30,000円以上 50,000円未満 対象商品

商品番号

15C000 50,000円以上 100,000円未満 対象商品

商品番号

15D000 100,000円以上 対象商品
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商品番号

15C005

山口農園
【限定20セット】
ぶどうの玉手箱（Ｃコース）

アルベロ.
豊かな実り・贅沢コース

粒の大きさ、見た目の美しさ、そして驚きの甘さ！高崎の隠れ
た名産品です。自慢のぶどうをお届けします。

果樹園が作るジェラートは、素材の味を最大限に活かしたやさ
しい味。口いっぱいに果物の魅力が伝わります。また、二十世
紀梨のみを使った梨ソーダは、爽やかな梨本来の香りと甘み、
酸味を味わえます。是非、ご賞味ください。

○商品内容／巨峰× 2 房、藤稔× 1 房、シャインマスカット× 1 房、他 4 房
他 4 房は、ゴルビー、ブラックビート、伊豆錦、高妻、紅環、ベニバラードの
中からの品種となります。品種の選択はできません。
※天山が入る場合は数量が変わります。

万円以上

万円以上

5

15C002

高崎市ふるさと納税

高崎市ふるさと納税

商品番号

5

○商品内容／季節の果物や野菜のジェラート× 24 個、梨ソーダ 6 本、季節のジャ
ム 6 個、ハーブティー又は梨のドライチップ 3 パック

山口農園

アルベロ．

TEL ・FAX：027-388-4325

10

万円未満

万円未満

TEL・FAX：027-340-1235
【公式 HP】http://www.albero-yamakifarm.com/
【予約・通販・お問い合わせ】
http://www.albero-yamakifarm.com/?page=menu5

10

撮影日：H27.8.5

15C003

商品番号

JAはぐくみ
里東果実部・里見梨部の梨

対象商品

対象商品

商品番号

15C006

榛名倶楽部 はるなの恵み

明治以降『里見梨』として愛され続けてきた伝統の味。確かな技
術で、甘くてジューシーな梨を栽培しています。食べごろに応じ
て旬の
「榛名の里見梨」
をお届けしますので是非ご賞味ください。

高崎市で生産している果物を加工しました。榛名倶楽部のオリ
ジナル商品です。
○商品内容／ブルーべリージュース（40％）720 ml × 3 本、ブルーべリージャ
ム 150g × 2 個、梨ジャム 150g × 2 個、桃ジャム 150g × 2 個、プラムジャ
ム 150g × 2 個、梅塩 3 個、梨のステーキソース 200ml × 3 本

○商品内容／各品種 1 箱 10kg、品種：豊水、二十世紀 、新高
配送：配送時期は以下のとおりです。
豊水：8 月下旬〜 9 月中旬
二十世紀：9 月中旬〜10 月上旬
新高：10 月上旬〜10 月中旬

榛名倶楽部
TEL：027-343-3594
http://www.harunaclub.jp

JAはぐくみ
TEL：027-344-1424
【公式 HP】http://www.ja-hagukumi.or.jp/

※写真は商品内容とは異なります

商品番号

15C004

商品番号

15C007

JAはぐくみ
久留馬総合選果場梨部の梨

びっくり舞茸
特選おもてなしセット

JAはぐくみ管内の農家が一年間丹精込めて栽培した商品です。
光センサーで糖度を測定し、美味しい梨を厳選してお届けします。

大きさと美味しさに何度もびっくりする
「びっくり舞茸」
。品評
会で何度も金賞を受賞している確かな品質。また、この舞茸を
たっぷり使用した炊込みご飯の素はパスタやチャーハンにもお
すすめの商品です。

○商品内容／各品種 1 箱 10kg、品種：幸水、豊水、新高
配送：配送時期は以下のとおりです。
幸水：8 月中旬〜 8 月下旬
豊水：9 月中旬〜 9 月下旬
新高：10 月中旬〜10 月下旬

○商品内容／舞茸 黒 3 株、白 2 株、干舞茸 2 袋、炊込ご飯の素 2 合用 3 袋× 3 個、
1 合用 5 袋× 3 個

株式会社 キノコ・輪大
JAはぐくみ

TEL：027-346-6159 FAX：027-347-0947
【公式 HP】http://www.kinoko-world-maitake.com/

TEL：027-344-1424
【公式 HP】http://www.ja-hagukumi.or.jp/
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商品番号

15A000 10,000円以上 30,000円未満 対象商品

商品番号

15B000 30,000円以上 50,000円未満 対象商品

商品番号

15C000 50,000円以上 100,000円未満 対象商品

商品番号

15D000 100,000円以上 対象商品
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15C008

商品番号

1.1㎏セット、
しゃぶしゃぶファミリーセット、
焼肉ファミリーセット

15C011

倉渕稲作研究会米 25kg
栽培方法にとことんまでこだわり、研究の成果が生み出す美味
しいお米です。是非ご賞味ください。

5

○商品内容／米：5kg × 5

倉渕稲作研究会
TEL：027-378-3110
（JA はぐくみ 西部営農センター くらぶち事業所）

万円未満

万円未満

○商品内容／【1.1㎏セット】ロース切り身 180g、モモスライス 220g、バ
ラスライス 180g、角切り 220g、切り落とし 150g、ひき肉 150g【しゃぶ
しゃぶファミリーセット】ロースしゃぶしゃぶ 300g × 3 パック、バラしゃぶ
しゃぶ 300g × 2 パック【焼肉ファミリーセット】ローススライス 300g × 2
パック、モモスライス 300g × 2 パック、バラスライス 300g

10

万円以上

万円以上

3 回に分けてお届けします。① 1.1 ｋｇセット：
「えばらハーブ
豚未来」の各部位をご家庭で使いやすい量に分けてお届けする
セットです。②しゃぶしゃぶファミリーセット：多彩なお料理
に使える充実のお得セットです。さっぱりとしていて甘みのあ
る極上の豚肉
「えばらハーブ豚未来」
。お肉の柔らかさと旨味を
ぜひご堪能下さい。③焼肉ファミリーセット：BBQや自宅での
焼肉にぴったり。大満足のボリュームでお届けします。

5

高崎市ふるさと納税

高崎市ふるさと納税

商品番号

10

有限会社 江原養豚
TEL：027-352-7661 FAX：027-353-1470
【公式 HP】http://www.ebarayohton.co.jp/

※写真はイメージです。

15C009

商品番号

対象商品

対象商品

商品番号

15C012

高崎市唯一の地酒
究極の酒秘蔵幻酒

くらぶち小栗の里
特選はんでえ米（玄米）30㎏セット

秘蔵酒とは五年以上の長きに渡り熟成させた超稀少なお酒で
す。大盃秘蔵幻酒は国税局酒類鑑評会に出品した大吟醸酒を低
温にて長期熟成させ神秘なまでに変貌を遂げさせました。日本
酒の奥の深さをご堪能ください。

冷たい山間の水で育った稲を古くから伝わるはんでえ干し、天
日乾燥させる事によりミネラルが増し冷めても食感が良いのが
特徴です。美味しさを保つために玄米でご用意いたしました。
新鮮な高原野菜を使ったストレートジュースと一緒にお届けい
たします。

○商品内容／大盃秘蔵幻酒 1,800ml × 1 本、大盃純米吟醸酒 1,800ml × 1 本

牧野酒造 株式会社

○商品内容／くらぶちはんでえ米（玄米）30kg、人参ジュース 720ml × 1 本、
トマトジュース 720ml × 1 本、果物・野菜ミックスジュース 720ml × 1 本

TEL：027-378-2011 FAX：027-378-3954
http://www.makino-sake.co.jp

道の駅 くらぶち小栗の里
TEL：027-384-8282
【公式 HP】http://www.kurabuchi-oguri.com/

商品番号

15C010

商品番号

15D001

高崎市唯一の地酒
大盃最高品質酒三昧

ホタルのささやき（コシヒカリ）23kg
手間暇かけて天日干ししたお米を食味計で検査し、厳選した良
質なものだけをお届けします。

高崎市唯一の酒蔵、牧野酒造が醸す自信作を揃えました。大吟
醸は華やかな香りと膨よかな味わいのお酒。純米大吟醸は穏や
かな果物香と米の円やかな味わいが調和しています。吟醸酒は
ソフトで軽快な飲み口と吟醸造り特有の果実香を持ったキレの
良い辛口酒です。

○商品内容／米：5kg × 4、3kg × 1

倉渕美味米生産組合
TEL：027-378-2404

○商品内容／大盃手造り大吟醸 1,800ml × 2 本、大盃純米大吟醸 1,800ml
× 2 本、大盃吟醸酒 1,800ml × 2 本

牧野酒造 株式会社
TEL：027-378-2011 FAX：027-378-3954
http://www.makino-sake.co.jp
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商品番号

15A000 10,000円以上 30,000円未満 対象商品

商品番号

15B000 30,000円以上 50,000円未満 対象商品

商品番号

15C000 50,000円以上 100,000円未満 対象商品

商品番号

15D000 100,000円以上 対象商品
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高崎市ふるさと納税

高崎市を拠点とする文化・スポーツ事業
商品番号

15D002

はまゆう山荘ペア宿泊セット

商品番号

高崎市街地から北軽井沢または草津方面にのびる県道沿いにある「はまゆう山荘」

群馬交響楽団
演奏会特別鑑賞回数券

は、天然石をふんだんに使った北欧のシャトーを思わせる優雅なたたずまいで、美
肌の湯として知られる天然温泉は、ナトリウム・カルシウム塩化物・硫酸塩泉と効

高崎市を本拠地として活動する、地方オーケストラの草分け「群馬交響楽
団」
。 定期演奏会をはじめとした各種演奏会をご鑑賞いただける回数券を
お届けします。
（１枚につき１名様分としてご利用いただけます。
）

能たっぷり。夕食は山の幸が豊富な和食会席に倉渕野菜のハーフバイキング、朝食
は倉渕特産の天日干米のおかゆが大好評。

万円以上

10

16A004

○商品内容／はまゆう山荘ペア宿泊券＋ A コースから 1 品選択
○商品内容／演奏会特別鑑賞回数券 2 枚

倉渕川浦温泉はまゆう山荘

群馬交響楽団

TEL：027-378-2333
http://www.hamayu.org

対象商品

商品番号

1945 年、戦後の荒廃の中で文化を通した復興を目指して「高崎市民オーケストラ」が
創設され、翌年「群馬フィルハーモニーオーケストラ」
、
1963 年に「財団法人 群馬交響楽
団」
、
2013 年 4 月に「公益財団法人 群馬交響楽団」と改称して現在に至ります。
1947年5月から始めた移動音楽教室では、
2016年度までに延べ 630万人を超える児童・
生徒が鑑賞しており、群馬県の文化の象徴として県民から幅広く支持されています。

群馬交響楽団
TEL：027-322-4316

15D003

相間川温泉ふれあい館ペア宿泊セット
相間川温泉は、湧出温度 62 度、湯量・湯質・湯温と 3 拍子揃った天然温泉を堪能でき、
商品番号

泉質は塩分濃度が高く、鉄分を多く含んだ温泉で、開放感が味わえる露天風呂が自
慢です。温泉の効能は、疲労回復や神経痛・関節痛と多種多様に効き目があり、緑

16A005

群馬ダイヤモンドペガサス
公式戦観戦チケット

豊かな自然の中、おいしい空気とマイナスイオンを直接肌で感じることができます。
○商品内容／相間川温泉ふれあい館ペア宿泊券＋ A コースから 1 品選択

「群馬ダイヤモンドペガサス」は、プロ野球独立リーグ・ルートイン B Ｃリー
グに所属する群馬県唯一のプロ野球チームです。高崎城南球場をメインに 4
月〜9 月の期間、県内の主要球場でホームゲームを行います。

相間川温泉ふれあい館
TEL：027-378-3834
http://www.aimagawa.co.jp

○商品内容／ルートインＢＣリーグ公式戦観戦チケット 2 枚
（群馬ダイヤモンドペガサス主催試合）

群馬ダイヤモンドペガサス
TEL：027-386-6088

商品番号

群馬ダイヤモンドペガサス
「群馬ダイヤモンドペガサス」は、プロ野球独立リーグ・ルートインBC
（ベースボール
チャレンジ）
リーグ、に所属する群馬県唯一のプロ野球チームです。
高崎城南球場をメインに4月〜9月の期間、県内の主要球場でホームゲームを行います。
2008 年の球団創設以来、2009 年、2014 年、2016 年と 3 度のリーグ優勝を誇る強豪チーム
で、
2016 年度は悲願の独立リーグ日本一の座に輝きました。
現在横浜 DeNAベイスターズ監督のアレックス・ラミレス氏が 2 年間在籍したことで
も知られています。

15D004

榛名湖温泉ゆうすげ元湯ペア宿泊セット
上毛三山のひとつ榛名山を擁する県立榛名公園内に建つ「榛名湖温泉ゆうすげ元湯」
商品番号

は、榛名湖を見渡せる全室レイクビューの温泉旅館。湖畔より湧き出でる温泉は、
ナトリウム・マグネシウム・カルシウムを含む塩化物硫酸塩温泉。肌触りが滑らかで、

16A006

ビックカメラ女子ソフトボール高崎
レプリカユニフォーム

ボートや釣り、サイクリングで汗を流した後の疲れを癒やすには最適な泉質です。
○商品内容／榛名湖温泉ゆうすげ元湯ペア宿泊券＋ A コース
から 1 品選択

サポーターナンバーの「８」が描かれたホームカラーのレプリカユニフォーム

榛名湖温泉ゆうすげ元湯

○商品内容／レプリカユニフォーム 1 着

TEL：027-374-9211
http://www.yusuge.co.jp

商品番号

16A007

ビックカメラ女子ソフトボール高崎
応援グッズ（Ｔシャツ＋メッシュキャップ）
ビックカメラ女子ソフトボール高崎BEE QUEEN
2015 年 1 月に、名門ルネサスエレクトロニクスより、女子ソフトボール部を受け継ぎ
創部しました。高崎市を拠点とすることに誇りを持つ意味も込め、チーム名に
「高崎」
を
入れました。
2015年には、創部一年目で日本女子一部リーグ優勝。2016年には、総合選手権で優勝。
五輪金メダリスト、世界一のピッチャー上野由岐子選手が所属する日本屈指の強豪チー
ムです。
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商品番号

15A000 10,000円以上 30,000円未満 対象商品

商品番号

15B000 30,000円以上 50,000円未満 対象商品

商品番号

15C000 50,000円以上 100,000円未満 対象商品

吸汗性と速乾性に優れたアクティブシーンでも活躍するオリジナルＴシャツ
とチームロゴが描かれたオリジナルメッシュキャップのセットとなります。
○商品内容／Ｔシャツ 1 枚、メッシュキャップ 1 個

ビックカメラ
http://www.biccamera.co.jp/sport̲activity/index.html

商品番号

15D000 100,000円以上 対象商品
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25

26

27

28

29

30

申し込みと納付の方法

インターネットによる申し込み
申し込み

「ふるさとチョイス」内「群馬県

高崎市」からお申し込みください。

「ふるさとチョイス」には、高崎市ホームページからも入れます。
ホーム［ふるさと納税］ ふるさと納税［寄附の申し込み方法］をクリック
（外部リンク：ふるさと納税ポータルサイト
「ふるさとチョイス」
へジャンプします）

納付の方法
クレジットカード決済

「ふるさとチョイス」内の「群馬県高崎市ふるさと納税申し込みフォーム」の「お支払い方法」から「クレジッ
ト決済」を選択すると、お申し込みと同時に決済ができます。

取扱金融機関での入金

「上記申し込みフォーム」の「お支払い方法」から「納付書」を選択すると、お申し込み確認後、専用の納付
書を郵送いたします。
（振込手数料はかかりません）

郵便局での入金

「上記申し込みフォーム」の「お支払い方法」から「払込取扱票」を選択すると、お申し込み確認後、専用の
払込取扱票を郵送いたします。
（振込手数料はかかりません）

インターネット以外による申し込み（Eメール、郵送、FAX）
寄附金申込書に必要事項を記入し、Eメール、郵送、FAXでお申し込みください。
※申込書の入手方法：① 高崎市ホームページからダウンロード ② 電話による請求

〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1 高崎市役所 総務部 企画調整課

furusatonouzei@city.takasaki.gunma.jp

FAX:027-321-1190

納付の方法
寄附金申込書を確認後、専用の
納付書または払込取扱票を郵送
いたしますので、取扱金融機関
または郵便局で納付してくださ
い。
（振込手数料はかかりません）

お礼の品についてのお願い
●掲載している内容は、都合により変更する場合があります。予めご了承ください。●農産物、果物につきましては、天候の影響で収穫量、収穫時期が遅れた場合、
発送が遅れる場合があります。●季節によって詰め合わせる野菜が変更される場合があります。●お中元お歳暮の時期は、時節柄大変混み合っており、お届けが多
少遅れる場合があります。予めご了承ください。●配送日指定のご希望は、可能な限り対応致します。※ 20 歳未満の方の飲酒は法律で禁じられています。酒類は、
20 歳未満の方はお申し込みになれません。

皆さまからいただいた寄附金は、まちづくり事業などに有効活用させていただきます。
寄附をお申し込みの際に下記から希望項目を 1 つ選んでください。

1

健康・福祉
〔すこやかで元気に暮らせるまちづくりに関する事業〕

2

環境・安全
〔安心でやすらぎのあるまちづくりに関する事業〕

3

産業・観光
〔人々がつどう魅力あるまちづくりに関する事業〕

10

ビックカメラ女子ソフトボール高崎に対する活動支援

4

都市・建設
〔便利で快適な住みよいまちづくりに関する事業〕

11

ヤマダ電機陸上競技部に対する活動支援

5

地域・自治
〔市民とつくるみんなのまちづくりに関する事業〕

12

上野三碑保存活用に関する事業

13

その他の事業（上記の事業のいずれかに使用）

6

教育・文化・スポーツ

7

群馬交響楽団に対する活動支援

8

群馬ダイヤモンドペガサスに対する活動支援

9

太陽誘電女子ソフトボール部に対する活動支援

〔豊かな心と体を育むまちづくりに関する事業〕

サラリーマンも
ラクラク
ふるさと納税

高崎市ふるさと納税に
関するお問い合わせ

2

ふるさと納税をすると翌年の住民税などが控除されますが、これには確定申告をする必要がありました。
しかし、平成 27 年 4 月からは、寄付をする自治体に申請をすることで確定申告しなくても済むようになりました。
5自治体を超えると確定申告が必要となります。詳しくは
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」をお調べください。

高崎市役所 総務部 企画調整課

〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
TEL：027-321-1206 FAX：027-321-1190 E-mail：furusatonouzei@city.takasaki.gunma.jp

