
青 木 村

ふるさと納税

記念品カタログ

長野 県小県郡



青木村は、全国で唯一 国宝（大法寺 三重塔）を

有する村としてその名を全国に発信しているとともに、

青木三山と田沢・沓掛の二つの温泉に恵まれた

「現代の桃源郷」とも呼ばれる自然豊かな田園風景に溢れた村です。

このたび「ふるさと寄附金」を通じて、多くの皆さまに村づくりに参加していただき、観

光・教育・福祉等の諸施策に活用させていただきたいと考えております。

ぜひ、青木村の未来を応援してくださいますようよろしくお願いいたします。

青木村長

イラスト：村のイメージキャラクター「アオキノコちゃん」

写真：浦野川から遠く「十観山」をバックに、映える桜並木と村中心部を望む



「ふるさと寄附金」における税軽減のしくみ

●お寄せいただいた寄附金は、ふるさと納税制度による税制上の優遇措

置が適用されます。

「ふるさと納税制度」とは、青木村へ寄附を行った方が確定申告またはワンストップ特例

の申告をすることにより、所得税およびお住まいの市区町村へ納める住民税から、寄附

金分を差し引くという制度です。

【所得税の所得控除による軽減税額】

寄附金の合計額から2,000円を控除した額が所得金額から控除されます。

ただし、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄

附金と合わせて、年間の総所得金額の40%が限度です。

【住民税の税額控除】

次の算式により計算した額が、翌年の住民税額（所得割額）から控除されます。

【Ａ】（その年の寄附金の合計額－2,000円）×10%

【Ｂ】（その年の寄附金の合計額－2,000円）×（90%－所得税の税率）

税額控除額＝【Ａ】＋【Ｂ】

ただし、【Ｂ】の額については、個人住民税所得割額の2割を限度とします。また、控

除の対象となる寄附金の額は地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わ

せて、年間総所得金額の30%が限度です。

●ふるさと寄附金はインターネットでのお申し込みも可能です。

外部サイト（さとふる）から寄附のお申し込みができます。
お礼品の選択までワンストップで行え、短時間で手続きが完了します。是非ご活用くだ

さい！
さとふるからのお申し込みの場合、お支払方法は以下の６つからお選びいただけます。

（1）クレジットカード決済
（2）コンビニ決済
（3）ペイジー決済
（4）ソフトバングまとめて支払い
（5）ａｕかんたん決済
（6）ドコモ ケータイ払い https://www.satofull.jp/vill-aoki-nagano/



写真

そば～む

写真

日本で唯一青木村村が限定栽培している、
蕎麦の新種「タチアカネ」の蕎麦粉です。
風味は「さわやかな香り」と「ほのかな甘み」
が特徴の、まさに見て良し！香り良し！食
べて良し！の蕎麦粉です。

[約500ｇ×3袋]

ほのかな甘みとさわやかな風味が特徴の青
木村特産「タチアカネ」を、遠方の方にもご
賞味いただけるように干しそばにしました。
ぜひご賞味ください。

[（めん80ｇ×3食）×3箱、めんつゆ付]

発送時期▶入金から2週間 申込期限▶無

青木村の有志でつくる青木村NI(に)きたい
会が、「杜仲葉の商品化と産直市で地域に
元気を生み出す」を合言葉に製造した、杜
仲そばと杜仲茶のセットです。
杜仲の香りと風味をご堪能ください。

[杜仲そば200ｇ×2袋 、 杜仲茶60ｇ
（3ｇ×20袋）×2袋]

青木村限定タチアカネ蕎麦粉

道の駅あおき

☎0268-49-0333

青木村特産タチアカネ使用

信州手折りそば（干しそば）

道の駅あおき

☎0268-49-0333

発送時期▶入金から2週間 申込期限▶無

山里育ち

杜仲そば・杜仲茶セット

道の駅あおき

☎0268-49-0333

発送時期▶入金から2週間 申込期限▶無発送時期▶入金から2週間 申込期限▶無

青木村産タチアカネ使用

信州そば～む＆抹茶そば～む

道の駅あおき

☎0268-49-0333

青木村特産の蕎麦粉「タチアカネ」を使って
焼き上げたバウムクーヘンセットです。
しっとりした舌触りや素朴な甘さ、ほのかな
蕎麦の香りをお楽しみください。

[プレーン味×１、抹茶味×１]

1万円コース 1万円コース

1万円コース 1万円コース



青木村の小さな工房で職人が１つずつ手
作りしているおもちゃのセットです。
工房で一番人気の木の音が優しいラトル
「びーんず」と「ぼくのくるま」をセットにしている
ので出産お祝いにぴったりです。

[カゴサイズ 約220×160×70 ㎜]

発送時期▶入金から2週間 申込期限▶無

手ずくな工房 のこのこーば

✉hahikofu@ybb.ne.jp

1万円コース

“手ずくな”な木工品

プチベビーギフト

一本一本手で包んだ春巻と、一個一個手で
盛りつけたグラタンのセットです。
冷凍便でお届けしますので、ご家庭で作りたて
熱々の味をご賞味ください。

[春巻：3種類 × 各7本]
[グラタン：2種類 × 各3個]
※春巻・グラタンの種類はおまかせにてお送りい
たします。

愛情こもった手造りの一品

春巻・グラタン セット

沓掛冷食

☎0268-49-2454

1万円コース冷凍

甘味と酸味のバランスが絶妙な、長野県オ
リジナルの品種です。果汁をたっぷりと含み、
濃厚な味わいが特徴です。香り豊かな美味
しいりんごをご賞味ください。

[1箱（5kg）]

青木村産

りんご（秋映）5kg

青木村役場

☎0268-49-0111

発送時期▶10月上旬から 申込期限▶9月10日

※ 写真はイメージです 1万円コース

写真

青木村産のトマトをはじめ、地元産食材を
使用したこだわりの加工品詰め合わせです。
食事のお供にいかがでしょうか。

[トマトジャム(140ｇ)、トマトジュース
(180ml)トマトケチャップ(230ｇ)、 パスタ
ソース(360ｇ)、サルサソース(130ｇ)]

青木村産

トマト加工品5種詰め合わせ

道の駅あおき

☎0268-49-0333

発送時期▶入金から2週間 申込期限▶無

1万円コース

発送時期▶入金から2週間 申込期限▶無



青木村役場

☎0268-49-0111

青木村産

りんご（シナノスイート）5kg

発送時期▶10月上旬から 申込期限▶9月10日

※ 写真はイメージです

長野を代表する「りんご三兄弟」（シナノス
イート・秋映（あきばえ）、シナノゴールド）
の一つで、長野県のオリジナル品種です。
酸味が少なくすっきりとした甘さが特徴的で
す。

[1箱（5kg）]

1万円コース

青木村産

りんご（シナノゴールド）5kg

青木村役場

☎0268-49-0111

発送時期▶10月下旬から 申込期限▶9月30日

※ 写真はイメージです

長野を代表する「りんご三兄弟」（シナノス
イート・秋映（あきばえ）、シナノゴールド）
の一つで、長野県のオリジナル品種です。
今、人気急上昇中のこのりんごは、ほどよい
甘みとすっきりした酸味が特徴的です。

[1箱（5kg）]

1万円コース

青木村産

シャインマスカット 2kg

青木村役場

☎0268-49-0111

発送時期▶9月下旬から 申込期限▶8月20日

皮が薄く柔らかく種もないため、大粒の果肉
をそのままお召し上がりいただけます。
独特のパリッとした食感の中から、濃厚な甘
さと控えめの酸味があるジューシーな果汁を
お楽しみください。

[1箱（2kg）]

1万円コース

青木村産

りんご（サンふじ）5kg

※ 写真はイメージです

発送時期▶12月上旬から 申込期限▶11月10日

青木村役場

☎0268-49-0111

地元農家が丹精込めて育てた美味しい青
木村産の「サンふじ」です。蜜がたっぷり入っ
ていて、果汁も多く甘くて美味しいりんごを、
是非ご賞味ください。

[1箱（5kg）]

1万円コース



青木村役場

☎0268-49-0111

平成30年産米

青木村産 コシヒカリ 10kg

道の駅あおき

☎0268-49-0333

青木村産

ラ・フランス 5kg

ジューシーでとろけるような食感で、ほどよい
甘みとやさしい酸味があり、心地よい香りも
楽しむことができます。
地元農家が丹精込めて育てた美味しいラ・
フランスをご堪能ください。

[1箱（5kg）]

青木村は昼夜の温度差が大きく、お米づく
りに最も適した産地です。
「味・香り・粘り」ともに最高のコシヒカリをご
堪能ください。

[コシヒカリ10kg×1袋]

発送時期▶入金から2週間 申込期限▶無

1万円コース

1万5千円コース

青木村役場

☎0268-49-0111

ぶどうの女王と呼ばれる「マスカット・オブ・アレ
キサンドリア」と「ロザキ」の交配品種。
果肉がぎっしりつまって薄皮なので、パリッとし
た食感で皮ごと手軽にお召し上がりいただけ
ます。

[1箱（2kg）]

発送時期▶10月上旬から 申込期限▶9月10日

1万円コース

道の駅あおき

☎0268-49-0333

発送時期▶入金から2週間 申込期限▶無

平成30年産米

青木村産 風さやか 10kg

「風さやか」は、平成25年3月に登録された
新品種の信州ブランド米です。
お米づくりに最も適したこの青木村で育ち、
ほのかな甘い香りと豊かな旨味が感じられる
風さやかをご堪能ください。

[風さやか10kg×1袋]

1万5千円コース

発送時期▶10月中旬から 申込期限▶9月10日

青木村産

ロザリオビアンコ (種あり) 2kg



発送時期▶入金から2週間 申込期限▶無

青木村役場

☎0268-49-0111

“手ずくな”な木工品

色いろかたち

長野県生まれの黄金色のりんご「シナノゴー
ルド」と、多くの国内生産量を誇り皆様に親
しまれている品種「サンふじ」を使った100％
ストレートジュースです。りんごそのものの味、
香りそして栄養素も生きたまま！ぜひご賞味
ください！！

[1000ml ×6本]

手ずくな工房 のこのこーば

✉hahikofu@ybb.ne.jp

発送時期▶入金から2週間 申込期限▶無

青木村の小さな工房で職人が１つずつ手
作りしているおもちゃです。
12色のきれいな色と色の名前とつなぎ目の
形をよく見て型はめパズルとして遊びながら、
幾何認知を高め、自然と色の名前やひらが
なを覚える勉強になる知育玩具です。

[サイズ 150×275×15 ㎜]

青木村産

りんごジュース（100％）

手ずくな工房 のこのこーば

✉hahikofu@ybb.ne.jp

発送時期▶入金から2週間 申込期限▶無

1万5千円コース

2万円コース 2万円コース

青木村の小さな工房で職人が１つずつ手
作りしているおもちゃです。
中学校で習うピタゴラスの定理（三平方の
定理）が成り立つ理由を視覚的に理解で
きるキューブブロックです。

[サイズ 約310×280×25㎜]

“手ずくな”な木工品

キューブdeピタゴラスの定理

信州ハム

爽やか信州こだわりセット

道の駅あおき

☎0268-49-0333

発送時期▶入金から2週間 申込期限▶無

信州ハム「爽やか信州」シリーズより、自慢
のこだわり品を詰め合わせました。

[熟成ロースハム(580ｇ)、つるし燻りベーコ
ン(280ｇ)、つるし燻りももハム(220ｇ)、
肩ロースチャーシュー(230ｇ)]

1万5千円コース

受付期間外



“手ずくな”な木工品

う～たん

手ずくな工房 のこのこーば

✉hahikofu@ybb.ne.jp

発送時期▶入金から2週間 申込期限▶無

“手ずくな”な木工品

信州・森の動物パズル

手ずくな工房 のこのこーば

✉hahikofu@ybb.ne.jp

発送時期▶入金から2週間 申込期限▶無

青木村の小さな工房で職人が１つずつ手
作りしているおもちゃです。
う～たんはマレー語で森の意味。お部屋に
飾るだけではなく、森の中のような様々な樹
種をかたどった葉のピースをパズルやバランス
積み木としても遊べるインテリアです。

[サイズ 約200×200×30 ㎜]

青木村の小さな工房で職人が１つずつ手
作りしているおもちゃです。
シカ、カモシカ、クマ、イノシシなど信州の森に
棲む動物たちを集めてパズルにしました。イン
テリアにも最適なデザインです。

[サイズ 260×340×35 ㎜]

3万円コース

3万5千円コース

発送時期▶入金から2週間 申込期限▶無

手ずくな工房 のこのこーば

✉hahikofu@ybb.ne.jp

“手ずくな”な木工品

信州出産祝いセット

青木村の小さな工房で職人が１つずつ手
作りしているおもちゃのセットです。
りんごや信州の森の動物パズル※など長野ら
しいデザインの商品を含んだ、赤ちゃんから
幼児期まで遊べる、ラトル・くるま・パズルの3
点をそろえた出産祝いセットです。
※ 動物パズルはミニサイズのものになります。

[カゴサイズ 約220×160×70 ㎜]

2万5千円コース

りんごの木オーナー（シナノゴールド）

収穫日▶10月26日(土)、10月27日(日)
申込期限▶7月31日

青木村の豊かな自然の中で育ったりんごの
木を１年間オーナーとして借り受け、秋の収
穫期に実ったりんごを、自らの手でもぎ取り
味わっていただこうという制度です。
ほどよい甘みとすっきりした酸味が特徴のシ
ナノゴールドのオーナーになりませんか？

※りんごの木の管理は栽培農家が行います。

６万円コース

青木村役場

☎0268-49-0111



収穫日▶10月19日(土)、10月20日(日)
申込期限▶7月31日

青木村の豊かな自然の中で育ったりんごの
木を１年間オーナーとして借り受け、秋の収
穫期に実ったりんごを、自らの手でもぎ取り
味わっていただこうという制度です。
酸味が少なくすっきりとした甘さが特徴のシナ
ノスイートのオーナーになりませんか？

※りんごの木の管理は栽培農家が行います。

８万円コース

収穫日▶11月9日(土)、11月10日(日)、
11月16日(土)、11月17日(日)

申込期限▶7月31日

青木村の豊かな自然の中で育ったりんごの
木を１年間オーナーとして借り受け、秋の収
穫期に実ったりんごを、自らの手でもぎ取り
味わっていただこうという制度です。
蜜がたっぷり入っていて、果汁も多く甘くて美
味しいサンふじのオーナーになりませんか？

※りんごの木の管理は栽培農家が行います。

８万円コース

青木村役場

☎0268-49-0111

青木村役場

☎0268-49-0111

りんごの木オーナー（サンふじ） りんごの木オーナー（シナノスイート）

元気で豊かな

日本一住みたい村！

青木村

〒386-1601 長野県小県郡青木村大字田沢111

TEL 0268-49-0111

http://www.vill.aoki.nagano.jp/


