
◇内容量：畑のずんだ・畑のいちご各30ｇ4個、ずんだジャム90ｇ1本
◇賞味期限：発送日より 畑のずんだ・いちご60日、

生ジャムずんだ90日
◇事業社名：有限会社パレット TEL：0228-22-8010

ふるさとくりはら応援寄附金
お礼の品一覧

◇内容量：金のいぶき 1kg（1kg × 1袋）
◇賞味期限：調製年月日より６ヶ月
◇事業者名：株式会社ライシー宮城 TEL：0228-43-1012

申込
番号 ＡＪ01

寄附
金額 5,000円以上

数 量

金のいぶき高機能玄米協会認定 高性能玄米

栗原の地酒 特別純米酒
「栗駒山」 720ｍｌ

畑のずんだ 4個入り・畑のいちご 4個入り・
くりはら生ジャムずんだ 90ｇ1本のセット

申込
番号 ＡＢ01

寄附
金額 5,000円以上

◇内容量：720ｍｌ1本 化粧箱入
◇賞味期限：出荷後 1年間
◇事業者名：白鳥酒店

TEL：0228-42-1489

申込
番号 ＡＧ03

寄附
金額 5,000円以上

くりはら生ジャムギフト 3本入り

◇内容量：ずんだジャム、苺ジャム、ブルーベリージャム 各90ｇ 1本
◇賞味期限：ずんだジャム90日、苺・ブルーベリージャム180日
◇事業者名：有限会社パレット TEL：0228-22-8010

申込
番号 ＡＢ02

寄附
金額 5,000円以上

宮城県産こだわりトマトゼリー 5個入り
(夢風船フルーツトマトとデリシャストマト)

◇内容量：夢風船フルーツトマトゼリー2個、デリシャストマトゼリー3個
◇賞味期限：発送日より95日
◇事業者名：有限会社パレット TEL：0228-22-8010

申込
番号 ＡＢ03

寄附
金額 5,000円以上

常 温常 温

常 温

常 温

冷 蔵



◇内容量：6種類 各2個(90ｇ × 12個)
◇賞味期限：10日間
◇事業者名：有限会社川口納豆 TEL：0228-54-2536

申込
番号 ＡＵ01

寄附
金額 5,000円以上

大粒・中粒・小粒、ひきわり等
国産大豆を使用した納豆

申込
番号 ＡＴ01

寄附
金額 5,000円以上

くりでんポン菓子詰め合わせ

申込
番号 ＡＴ02

寄附
金額 5,000円以上

菓子工房ポップマロンの菓子詰め合わせ

◇内容量：しんこもち 7種、のりべもち １個
エビしそもち 1個、ちーず心こ福 1個

◇賞味期限：90日（冷凍）
◇事業者名：有限会社もちっ小屋でん TEL：0228-52-2602

申込
番号 ＡＰ01

寄附
金額 5,000円以上

栗原山麓のめぐみ しんこもち10品セット

冷 凍

◇内容量：1切れもち 9種、しんこもち(こしあん)1個、ずんだしんこ 1個
◇賞味期限：90日（冷凍）
◇事業者名：有限会社もちっ小屋でん TEL：0228-52-2602

申込
番号 ＡＰ02

寄附
金額 5,000円以上

栗原山麓のめぐみ でんの餅の食べくらべセット

冷 蔵 常 温

◇内容量：のーまる・きゃらめる・ここあ 各80g、マカロニ・豆 各100g
◇賞味期限：発送日より１ヶ月
◇事業者名：わかやなぎ農産物直売所くりでん

TEL：0228-32-7707 

◇内容量：クッキー(ヨーグルト・チョコチップ・プレーン)・ダックワーズ
◇賞味期限：発送日より１ヶ月
◇事業者名：わかやなぎ農産物直売所くりでん

TEL：0228-32-7707 
常 温

冷 凍



◇内容量：ジャンボ椎茸 1パック、乾燥椎茸スライス 1袋
椎茸チップス 2袋

◇賞味期限：出荷後5日
◇事業者名：農事組合法人水鳥 TEL：0228-21-2751

申込
番号 ＡＲ01

寄附
金額 5,000円以上

栗原産肉厚椎茸セット

◇内容量：5ｋｇ×1袋
◇賞味期限：精米年月日を商品に記載しております
◇事業者名：株式会社大場商店 TEL：0228-44-2024

申込
番号 ＡＫ01

寄附
金額 10,000円以上

栗原産野菜セット

◇内容量：パプリカ 赤・黄・オレンジ 各1個、サンチュ 10枚 2袋
サラダ菜 2個、ケール 10枚×3袋、みつば 50ｇ 2袋
スイスチャード 10枚×1袋、ホワイトセロリ 50g×3袋
しいたけ 220g 1袋

◇事業者名：有限会社耕佑 TEL：0228-52-2140

申込
番号 ＡＮ03

寄附
金額 10,000円以上

宮城県栗原産 特別栽培米ササニシキ5kg

◇内容量：宮城県産ひとめぼれ 精米5ｋｇ
◇事業者名：有限会社耕佑 TEL：0228-52-2140

申込
番号 ＡＮ02

寄附
金額 10,000円以上

伊達の米ひとめぼれ 5kg

宮城県産 ひとめぼれ

◇内容量：5ｋｇ
◇賞味期限：精米日から1ヶ月
◇事業者名：株式会社おてんとさん TEL：0229-27-1070

申込
番号 ＡＤ01

寄附
金額 10,000円以上

冷 蔵 常 温

数 量

常 温

常 温

数 量

数 量

常 温



自然豊かな優しい色合い！
桜染めストール
（シルク100％・手染め）

申込
番号 ＡＭ03

寄附
金額 10,000円以上

栗原の地酒
萩の鶴 極上純米酒・手造り
純米酒の720ｍｌ 2本セット

◇内容量：720ｍｌ 2本セット
◇賞味期限：出荷後 1年間
◇事業者名：白鳥酒店

TEL：0228-42-1489

申込
番号 ＡＧ02

寄附
金額 10,000円以上

宮城県産つや姫

◇内容量：5ｋｇ
◇賞味期限：精米日から１ヶ月
◇事業者名：株式会社おてんとさん

TEL：0229-27-1070

申込
番号 ＡＤ02

寄附
金額 10,000円以上

宮城・美しい栗原の自慢酒
萩の鶴 純米大吟醸 美山錦

◇内容量：720ｍｌ 1本
◇賞味期限：約1年間
◇事業者名：有限会社中條酒店

TEL：0228-22-2162

申込
番号 ＡＥ01

寄附
金額 10,000円以上

栗駒山 720ｍｌ 2本入

◇内容量：720ｍｌ 2本詰め合わせ
◇賞味期限：6ヶ月
◇事業者名：有限会社三浦酒舗

TEL：0228-45-2003

申込
番号 ＡＶ01

寄附
金額 10,000円以上

綿屋 萩の鶴 720ml 2本入

◇内容量：720ｍｌ 2本詰め合わせ
◇賞味期限：6ヶ月
◇事業者名：有限会社三浦酒舗

TEL：0228-45-2003

申込
番号 ＡＶ02

寄附
金額 10,000円以上

◇内容量：白米品種「ひとめぼれ」と「ササニシキ」各3ｋｇのセット
◇賞味期限：精米年月日を商品に記載しております
◇事業者名：くりこま高原ファーム TEL：0228-45-2893

申込
番号 ＡＦ01

寄附
金額 10,000円以上

くりこま高原米 味くらべセット

◇内容量：720ｍｌ 2本詰め合わせ
◇賞味期限：2年
◇事業者名：有限会社三浦酒舗 TEL：0228-45-2003

申込
番号 ＡＶ03

寄附
金額 10,000円以上

栗駒神酒 720ml 2本入

数 量

冷 蔵

数 量

常 温 常 温

常 温 常 温

常 温 常 温

◇内容量：1枚(約36cm×140cm)
素材：シルク

◇事業者名
栗駒鶯沢商工会女性部
TEL：0228-45-2191



◇内容量：100ｇ×10パック
◇賞味期限：製造日から180日
◇事業者名：株式会社ダイチ TEL:0228-22-3110

申込
番号 ＡＣ01

寄附
金額 10,000円以上

【地元ブランド】漢方三元豚モモ厚切り タレ漬け

◇内容量：環境保全米ひとめぼれ5ｋｇ(5ｋｇ×1袋)
◇賞味期限：精米年月日から3ヶ月
◇事業者名：株式会社ライシー宮城 TEL：0228-43-1012

申込
番号 ＡＪ02

寄附
金額 10,000円以上

環境保全米ひとめぼれ5ｋｇ【29年産】

◇内容量：ずんだしんこ 6個、ずんだ大福 5個、ずんだ餅(6切入)2個
◇賞味期限：90日（冷凍）
◇事業者名：有限会社もちっ小屋でん TEL：0228-52-2602

申込
番号 ＡＰ03

寄附
金額 10,000円以上

栗原山麓のめぐみ でんのずんだセット

◇内容量：エコ・せみね米 5ｋｇ、栗駒漬 180ｇ
◇賞味期限：エコ・せみね米：精米年月日のみ表示

栗駒漬：製造から4ヶ月
◇事業者名：栗っこ農業協同組合 TEL：0228-23-2108

申込
番号 ＡＳ01

寄附
金額 10,000円以上

エコ・せみね米 ひとめぼれ5ｋｇ、栗駒漬セット

◇内容量：ひとめぼれプレミアム1ｋｇ、つや姫1ｋｇ、ササひとめ1ｋｇ、
米麺(白米と玄米)各2袋＋
1袋2食つゆ付314ｇ(1食120ｇ×2、つゆ37ｇ×2)

◇賞味期限：米2ヶ月（夏場1ヶ月）、米麺 袋右下の表示製造より3ヶ月
◇事業者名：ｎａｎｏ悠久農産株式会社 TEL：0228-24-7062

申込
番号 ＡＬ01

寄附
金額 20,000円以上

栗原産米と米粉で作った麺

冷 凍 冷 凍

常 温 常 温

常 温



◇内容量：乾燥納豆65ｇ 3本、粉末納豆75ｇ 2本
◇賞味期限：６ヶ月
◇事業者名：有限会社川口納豆 TEL：0228-54-2536

申込
番号 ＡＵ02

寄附
金額 20,000円以上

乾燥納豆、粉末納豆詰め合わせ

◇内容量：120ｃｃ 12個入り
◇賞味期限：規定なし
◇事業者名：もぎたてフルーツ工房土里夢 TEL：0228-24-8377

申込
番号 ＡＡ01

寄附
金額 20,000円以上

シャーベットセット 栗駒山のめぐみ

◇内容量：5ｋｇ×2袋
◇賞味期限：精米年月日を商品に記載しております
◇事業者名：株式会社大場商店 TEL：0228-44-2024

申込
番号 ＡＫ02

寄附
金額 20,000円以上

宮城県栗原産 特別栽培米ササニシキ10ｋｇ

◇内容量：1個(約6.5ｃｍ×6.5ｃｍ)
◇製作期間：1～3ヶ月程度
◇事業者名：栗駒鶯沢商工会女性部 TEL：0228-45-2191

申込
番号 ＡＭ02

寄附
金額 20,000円以上

栗駒文字地区の特産品「正藍染」使用！
正藍染カメリア

◇内容量：デニムランチバック1点、てぬぐい(橙)1本
ラバーキーホルダー1本、1合枡

◇事業者名：一般社団法人栗原市観光物産協会
ＴＥＬ：0228-25-4166

申込
番号 ＡＱ03

寄附
金額 20,000円以上

大人気！栗原市マスコットキャラクター
「ねじりほんにょ」グッズセット

常 温 冷 凍

常 温 数 量

数 量



◇内容量：宮城県産ひとめぼれ 精米5ｋｇ
宮城県産つや姫 精米5ｋｇ

◇事業者名：有限会社耕佑 TEL：0228-52-2140

申込
番号 ＡＮ01

寄附
金額 20,000円以上

伊達の米 10ｋｇ(ひとめぼれ5ｋｇ つや姫 5kg)

◇内容量：風呂敷(赤)または(紺)綿100％ 約94ｃｍ×94ｃｍ
◇事業者名：一般社団法人くりはらツーリズムネットワーク

TEL：0228-24-8588

申込
番号

（赤）ＡＨ02ａ
（紺）ＡＨ02ｂ

寄附
金額 20,000円以上

明治末期より現役の織機で織り上げられた「若柳地織」
風呂敷(赤)または(紺)

◇内容量：綿100％ 約88ｃｍ×35ｃｍ
◇事業者名：一般社団法人くりはらツーリズムネットワーク

TEL：0228-24-8588

申込
番号 ＡＨ03

寄附
金額 20,000円以上

日本最古の染色技法「正藍染」手ぬぐい

◇内容量：納豆6種類各2個（90ｇ×12個）、乾燥納豆65g1本
粉末納豆75ｇ1本、ふりかけ25ｇ、35ｇ各1袋
川口納豆卵6個入り1パック、ササニシキ1ｋｇ
川口納豆煎餅6枚入り1袋

◇賞味期限：納豆10日間、煎餅5ヶ月、卵2週間、乾燥納豆・粉末納豆6ヶ月
◇事業者名：有限会社川口納豆 TEL：0228-54-2536

申込
番号 ＡＵ03

寄附
金額 20,000円以上

納豆、乾燥納豆、粉末納豆
ふりかけ、卵、米、納豆煎餅

栗原の地酒
純米大吟醸「萩の鶴」1.8Ｌ

◇内容量：1.8Ｌ 1本、化粧箱入
◇賞味期限：出荷後1年間
◇事業者名：白鳥酒店

TEL：0228-42-1489

申込
番号 ＡＧ01

寄附
金額 20,000円以上

栗原3酒造の純米吟醸
綿屋・栗駒山・萩の鶴
飲み比べ 3本詰合せ

◇内容量：720ｍｌ 各1本 計3本
◇賞味期限：約1年間
◇事業者名：有限会社中條酒店

TEL：0228-22-2162

申込
番号 ＡＥ02

寄附
金額 20,000円以上

常 温 数 量

数 量

数 量

冷 蔵

冷 蔵

冷 蔵

数 量



◇内容量：500ｇ
◇賞味期限：製造日から90日
◇事業者名：株式会社ダイチ TEL：0228-22-3110

申込
番号 ＡＣ02

寄附
金額 20,000円以上

【地元ブランド】漢方和牛カタロース焼肉用500ｇ

◇内容量：つや姫5ｋｇ、環境保全ひとめぼれ5ｋｇ 合計10ｋｇ
◇賞味期限：精米年月日から3ヶ月
◇事業者名：株式会社ライシー宮城 TEL：0228-43-1012

申込
番号 ＡＪ03

寄附
金額 20,000円以上

つや姫5ｋｇ＋ひとめぼれ5ｋｇ【29年産】

申込
番号 ＡＨ01

寄附
金額 50,000円以上

明治末期より現役の織機で織り上げられた

「若柳地織」割烹エプロン

申込
番号 ＡＫ03

寄附
金額 50,000円以上

【６ヶ月定期便】毎月5ｋｇ×6ヶ月
宮城県栗原産 特別栽培米ササニシキ白米

申込
番号 ＡＥ03

寄附
金額 50,000円以上

栗原3酒造の大吟醸 綿屋・栗駒山・萩の鶴
飲み比べ5本詰合せ

申込
番号 ＡＷ01

寄附
金額 50,000円以上

ハイルザーム栗駒温泉宿泊券

◇内容量：綿100％、身丈約97㎝、身幅約110㎝、フリーサイズ
◇事業者名：一般社団法人くりはらツーリズムネットワーク

TEL：0228-24-8588

◇内容量：5㎏×6ヶ月
◇賞味期限：精米年月日を商品に記載しております
◇事業者名：株式会社大場商店 TEL：0228-44-2024

◇内容量：720ｍｌ 各1本 合計5本入詰合せ
◇賞味期限：約1年間
◇事業者名：有限会社中條酒店 TEL：0228-22-2162

冷 凍 常 温

数 量

冷 蔵

◇内容：温泉宿泊券1枚（1名宿泊）
◇有効期限：平成30年4月2日～平成31年3月31日
◇事業者名：ハイルザーム栗駒 TEL：0228-43-4100

期 間

常 温

受付期間
2018/04/02
-2019/3/15



申込
番号 ＡＱ02

寄附
金額 100,000円以上

マガンの飛び立ち観察と農家民泊

栗駒独自飾り！
正藍染のつるし飾り（輪飾り）

申込
番号 ＡＭ01

寄附
金額 100,000円以上

申込
番号 ＡＱ01

寄附
金額 100,000円以上

くりこま荘ペア宿泊券（8畳間トイレ別）＋
陶芸体験（当館指定日）＋地酒4合瓶

申込
番号 ＡＣ03

寄附
金額 100,000円以上

【地元ブランド】
漢方和牛3種ロースセット1,740ｇ

申込
番号 ＡＸ01

寄附
金額 100,000円以上

【数量限定】ＧＩＮＺＡｋａｎｓｅｉペアお食事招待券

◇内容：大人2名様【1泊2食付】
◇有効期限：発行日より1年間有効
◇事業者名：栗原市観光物産協会 TEL：0228-25-4166

◇内容：大人2名様【1泊2食付】
◇有効期限：平成30年10月20日～12月7日
◇申込期間：平成30年9月15日～11月23日希望日の一週間前までにご予約ください。

◇事業者名：栗原市観光物産協会 TEL：0228-25-4166

◇内容量：1,740ｇ
◇賞味期限：製造日から90日
◇事業者名：株式会社ダイチ TEL：0228-22-3110

◇内容量：1個（輪の直径約25㎝～30㎝、
飾った際の長さ約85㎝、
収納箱35㎝×35㎝）

◇事業者名：栗駒鶯沢商工会女性部
TEL：0228-45-2191

数 量

数 量

期 間

数 量

冷 凍

◇内容量：2名様
◇有効期限：平成31年3月31日まで
◇申込期間：平成30年4月2日～平成31年2月15日
◇事業者名：株式会社TYクリエイションGINZAｋａｎｓｅｉ

TEL：03-6264-3319
数 量

期 間

受付期間
2018/04/02
-2019/2/15

受付期間
2018/09/15
-2018/11/23



お礼の品の見方

お礼品の申込番号

冷 蔵

お礼品名

内容量/賞味期限
お礼の品に関する問合せ先

お礼品の寄附金額

・・冷蔵で配送されます。

お礼品贈呈の注意事項

○お届けの日時指定はお受けしておりません。 ○長期不在のご予定や配送曜日希望等があれば、寄附申込書の要望欄にご記
入ください。尚、長期不在等により、お礼品をお受取りできなかった場合、再発送はできません。あらかじめご了承ください。 ○のし、
包装、名入れのご希望はお受けしておりません。 ○お申込み完了後のお礼の品の変更は受けかねますので、ご了承ください。
○ご注文の状況によって、一時的に品切れが発生する場合があります。 ○メーカーの都合により、仕様が変更される場合がありま
す。 ○色調が実物と異なる場合があります。 ○写真はイメージです。小物類は商品に含まれません。

アイコンの見方

◇内容量：金のいぶき 1kg（1kg × 1袋）
◇賞味期限：調製年月日より６ヶ月
◇事業者名：ライシー宮城 TEL：0228-43-1012

申込
番号 ＡＪ01

寄附
金額 5,000円以上

金のいぶき高機能玄米協会認定 高性能玄米

インターネットにて詳細を御覧いただけます。
「ふるさとチョイス 栗原市」と検索してください。
https://www.furusato-tax.jp/

冷 凍

常 温

期 間

・・冷凍で配送されます。

・・常温で配送されます。

申込期限や配送期限が
設けられているお礼の品
(期間内のみ申し込み可)

Sample

数 量
数量限定の品となります
ので、お申込み時により、
ご注文が出来ない場合
がございます。


