
令和４年４月発行有効期限　令和４年４月１日～令和５年３月 31 日 １

伯耆町では、『ふるさと納税』（寄附金）を活用して“福祉の充実”や“大山の環境保全と活性化”、“地域コミュニティ環
境整備”などの取組みをおこなっています。『ふるさと納税』で、伯耆町のまちづくりを応援してください。

【問合せ先】  伯耆町 総務課 ふるさと納税担当
〒689-4133　鳥取県西伯郡伯耆町吉長 37 番地 3　電話 0859-68-3111

ふるさとチョイスほうきちょう
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備　考 日　　 附　　 印

口　　座　　記　　号　　番　　号 千　百　十　万　千　百　十　円

千　百　十　万　千　百　十　円

この受領証は、大切に保管してください。

（郵便番号　　　　　　　　　　）

おところ

おなまえ

（電話番号　　　　　－　　　　　－　　　　　）

裏面の注意事項をお読みください。（ゆうちょ銀行）（承認番号広第 10113 号）

※伯耆町のまちづくりにご意見・ご要望がありましたらご記入ください。

私は伯耆町に対してふるさと納税（寄附）をします。

お礼の品

伯耆町会計管理者

伯耆町会計管理者

これより下部には何も記入しないでください。
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407 大山平原ゴルフクラブ　
平日プレー券１枚

寄附金５万円以上

寄附金２万円以上

ゆうあいパル
改修工事のお知らせ

寄附金２万円以上

寄附金 1 万５千円以上

寄附金 1 万円以上

寄附金 1 万円以上

寄附金 5 千円以上

261 温泉入浴券 12 枚

108

・岸本温泉ゆうあいパルの大山の麓地
下 1,150ｍから湧き出るアルカリ性単
純泉の湯は肌触りが柔らかく美肌の
温泉です。

250 天空リフト
年間パスポート

HOTEL&RESORT 狗賓ご優待券
A01 HOTEL&RESORT 狗賓ご優待券（3）

寄附金 3 万円以上A02 HOTEL&RESORT 狗賓ご優待券（9）

寄附金５万円以上A03 HOTEL&RESORT 狗賓ご優待券（15）

寄附金 10 万円以上A04 HOTEL&RESORT 狗賓ご優待券（30）

232 フォト・ダイアリー
“ＤＡＹ ＢＹ ＤＡＹ”

・大山桝水高原天空リフトの年間パスポート。
発行から 1 年間天空リフトの運行中は何度で
も！何回でも！乗車できます。大山隠岐国立公
園大山桝水高原の絶景広がる感動大パノラマが
望める天空リフト。
　「展望台」からの眺めは最高。景色の良さやそ
の開放感から「恋人の聖地」に認定されました。

・岸本温泉ゆうあいパルの温泉
分析値を基にブレンドした、オ
リジナルの温泉の素です。ご家
庭のお風呂に入れて、温泉気分
をお楽しみください。 

【内容】25ｇ（１回分）×10 袋

・日常の何気ない出来事、
小さな感動を書きためる、
自由で気ままな日記帖 植
田正治写真美術館オリジ
ナル、フォト・ダイアリー
“DAY BY DAY”
１ 冊 168×168 ミ リ・上
製本・252 頁　1 年分対応

262 水中歩行プール券 12 枚

・岸本温泉ゆうあいパルの気泡温泉
プールで楽しく温泉効果とともに健康
増進。水着着用で利用する温泉プール
です。

ゆうあいパル
温泉の素（10 回分）

植田正治写真美術館
１年間鑑賞券 寄附金 1 万円以上

名峰大山のふもと、米子市内・皆生温泉からわずか 25 分、米子空港から 50 分という交通至便の地にあり、
名設計者として名高い富沢誠造氏のレイアウトによるプロ絶賛の本格的チャンピオンコースです。

大山隠岐国立公園にある愛犬同伴型宿泊施設
HOTEL&RESORT 狗賓。
地元素材の魅力を最大限に引き出した本格懐石
料理をご堪能し、愛犬と貴重な時間をお過ごし
ください。

令和４年１月 17 日からゆうちょ料金の現金利用加算に伴い、口座（ゆうちょの通帳又はキャッシュカード）からの払込は手数料は無料ですが、
現金での払込の場合は現金支払い加算料金 110 円の負担をお願いします。

226

ふるさと納税で

伯耆町を

応援してください

ほうきちょう

　伯耆町ふるさと納税のご案内

令和
4年度

ゆうあいパルは令和４年６月から令和５年２月まで改修工事の為閉鎖します。回数券は使用期限はありませんので、令和５年３月以降も使用できます。

・大山平原ゴルフクラブでの無料平日プレー券
（４月～11月プレー券）（平日使用/カートフィー・キャディフィー含む）１枚。



伯耆町ふるさと納税お礼の品

３２

植田正治写真美術館招待券
ご寄附を頂いた方全員に、植田正治写真美術館招待券をお送りします

「広報ほうき」　
伯耆町広報誌

　生地である山陰の自然を舞台に、
被写体をオブジェのように配置する
独特の技法で多くの有名作品を残し
てきた写真家植田正治氏（1913 年 3
月 27 日 ～ 2000 年 7 月 4 日）の作
品を展示しています。植田正治氏は、
鳥取県西伯郡境町（現境港市）出身。
植田の独特な「演出写真」は写真誕
生の地であるフランスで「Ueda-cho
（植田調）」という言葉で広く紹介さ
れ、国内のみならず世界的にも評価
の高い写真家です。鳥取砂丘を舞台
にした「砂丘シリーズ」の大胆な空
間構成は、今なお色あせることなく、
私たちに新鮮なインパクトを与えて
くれます。

　ご希望により広報
ほうきを 1 年間無料
でお送りします

　お寄せいただいた寄附の金額に応じて、お好きな
ものをお選びください。

お好きなものをお選びください
　年度内の寄附回数の制限はございません。寄附をお
寄せいただくたびに、お礼の品をお贈りいたします。

お礼の気持ちは何度でも　

●ご入金を確認後に、事業者へ発送依頼を行うため、お礼の品が届くまでに２週間～２ヶ月程度かかります。
●お礼の品は事業者からお届けするため、ご住所・お名前・電話番号を事業者にお知らせしますので、ご了承ください。
　お礼の品は、季節等で変わる場合があります。
●お礼の品は伯耆町外にお住まいの方のみにお贈りしています。

ご 注 意

ページ

ふるさと納税制度について【制度の概要】
■都道府県・市区町村に対してふるさと納税（寄附）をすると、ふるさと納税（寄附）額のうち2,000円を
超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。

■控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に、確定申告を行うことが必要です。

■確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先
団体に申請することにより確定申告不要で控除を受けられる手続の特例（ふるさと納税ワンストップ
特例制度）が創設されました。

寄　　　附　　　金

適用下限額
2,000円

所得税・住民税の控除
※控除の上限額は所得状況により異なります
※寄附された年の所得税および翌年度の住民税から控除されます

（例：年収700万円の給与所得者(夫婦子なし)が、30,000円のふるさと納税をすると、2,000円を除く28,000円が控除されます。）

※伯耆町へ寄附をされた場合は入金確認後に確定申告用の寄附証明書とワンストップ特例申請のお知らせ(申請書)をお送りします

寄附をお寄せいただく方法
■郵便局から振込（手数料は無料です。）
　最終ページの「振込取扱票」に必要事項をご記入のうえ、最寄りの郵便局で払い込みください。　
令和４年１月17日からゆうちょ料金の現金利用加算に伴い、口座（ゆうちょの通帳又はキャッシュカード）からの払込は手数料は無料で
すが、現金での払込の場合は現金支払い加算料金110円の負担をお願いします。

■クレジット決済（手数料は無料です。）
　クレジットカードにより、自宅に居ながら、申込みから決済までワンストップで手続きを行うことができます。
　ホームページより、「ふるさとチョイス」のサイトにアクセスし手続きへお進みください。

ホームページ ふるさとチョイスほうきちょう

二部地区にある二部公民館は、地域住民の生涯学習の拠点としてだけでなく、住民相互の連帯と自主
性を基本として、地域の活性化と発展を図り、民主的で明るい地域づくりを目的として活動している

「二部地区活性化推進機構」の活動の中心となっています。

伯耆町立二部公民館

伯耆町の
ふるさと納税を活用した取組

町立図書館、小中学校の図書室、保育所の
本のコーナーの図書の充実のために本を購入しました。

二部公民館図書室

平成28年３月に廃校となった日光小学校は、現在は日光公民館として日光地区の地域づくりの拠点
となっています。日光地区協議会では「農業振興」と「交流促進」を主目的に農家食堂の運営や地区内
外との交流イベントなど様々な活動に取り組んでいます。

伯耆町立日光公民館 日光公民館図書室

自然環境の保全

　大山、日野川などの豊かな
自然環境保全のため、リサイ
クルの推進や一斉清掃などの
環境美化活動などを通して、
自然の大切さを学ぶ事業など
に活用します。

●生ごみ減量化事業
●自然公園事業
●有害鳥獣駆除事業　　など

健康・医療・福祉の確保

　少子高齢化が進行する中で、
住民だれもが健康で明るく過
ごすために、高齢者福祉の充
実や将来の伯耆町を担う次世
代の育成などに関する各種事
業に活用します。

●障害者社会参加推進拠点運営事業
●小中学校の少人数学級実施
●学校図書の充実　　など

まちづくりの促進

　地域の自主的な活動などへ
のコミュニティ活動助成や地
域の防火水槽・消火用ホース
格納庫の改修などの住民が安
心して暮らせる防災活動への
支援事業などに活用します。

●ＬＥＤ街灯整備事業
●消防施設整備事業
●防災体制整備事業　　 など
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伯耆町の特産品
豊饒な黒ぼくから生まれる、

５４

　栄養たっぷりの “黒ぼく” に育つ牧草を食べ、澄んだ空気、広大な大地での
びのびと成長した伯耆町の牛は、ストレスなどもなく、ピュアな旨味、そして
抜群の身の張りとサシを誇ります。生産者が一頭一頭に丹精をこめた逸品です。

寄附金
30 万円以上

寄附金 1 万円以上

鳥取和牛 
ヒレステーキ 

季節の野菜セット

・150g×5 枚

赤身と脂の旨みのバランスが良い
ロース肉を、ステーキで お楽し
みください。

寄附金
10 万円以上

鳥取和牛 厳選モモブロック 

・約 500g×3p

大山山麓の黒ぼくで育った新鮮野菜。その季節の旬の物をお届け。

寄附金 1 万円以上伯耆町産コシヒカリ・5kg
大山の名水とこだわりの有機肥料、減農薬でおいしく作り上げました。大山の清らか
な伏流水で育てたお米です。寄附の入金を確認してから精米したものをお届けします。

寄附金 10 万円以上伯耆町産米・10kg×3 回
第 1 回 食味の良い ひとめぼれ、第２回 甘みの強い コシヒカリ、第３回 太陽の恵みいっ
ぱいのはで干し米。10kg を３回お届けします。それぞれの風味をお楽しみください。

寄附金 1 万円以上コシヒカリ（玄米）・5kg

寄附金 3 万円以上農家のお米・コシヒカリ 3kg×3 回

寄附金３万円以上農家のお米（玄米）・コシヒカリ 9kg

寄附金５万円以上農家のお米・コシヒカリ 3kg×5 回

「黒ぼく」
　大山の火山灰の土壌であり、その名のとおり黒い色を
している土を「黒ぼく」と言います。実は黒ぼくそのも
のだけでは、農産物に適した肥沃な土地にはなりません。
　火山灰である黒ぼくには、小さな穴がいくつもあり、
人々が与えた肥料をたっぷりと吸収し、微生物のすみか
にもなっています。つまり、手をかければかけるほど、
おいしい農産物ができるのです。

くろ

寄附金 5 万円以上

鳥取和牛肩ローススライス1㎏

・1kg 寄附金 3 万円以上

鳥取和牛ミックス焼肉

・600g 寄附金 1 万円以上

寄附金４万円以上

寄附金５万円以上

鳥取和牛ミックススライス

・300g

寄附金
30 万円以上

・鳥取和牛ロースステーキ 200g×4 枚、
八郷 1.8L×2 本、季節の野菜セット（8
～ 9 種）伯耆町産米（ひとめぼれ）5kg

地酒「八郷」は八郷産山田錦と伏流水
で醸造した特別純米酒。すっきりと口
当たりの良い爽やかなお酒です。

寄附金
10 万円以上

鳥取和牛スライス1kgと季節の野菜と地酒八郷

・季節の野菜セット（8 ～ 9 種）、
鳥取和牛ミックススライス 1kg、
八郷 1.8L×2 本

様々な部位の美味しさが楽しめる
ミックススライスのセットです。

寄附金
５万円以上

401

寄附金
５万円以上

404 ＢＢＱ用和牛と野菜のセット

・バーベキュー用鳥取和牛　ミックス焼肉　800g、野菜　３種

B07 鳥取和牛すき焼きセット２～３人前◎

・鳥取和牛肩ローススライス、モモスライス各 200g
・白菜、白ネギ、椎茸（４個）、割り下（360ml）

・鳥取和牛肩ローススライス、モモスライス各 300g
・白菜、白ネギ、椎茸（６個）、割り下（360ml）

B08 鳥取和牛すき焼きセット４～５人前 

・鳥取和牛ロースステーキ 200g×2 枚、
大山 G ビール 3 種 3 本

赤身と脂の旨みのバランスが良いロー
ス肉を、ステーキでお楽しみください。

鳥取和牛ロースステーキと
大山Gビール

地酒と和牛ステーキと季節の野菜と伯耆町産米

208

207

504

222

310

311

408

603 503

B03 303 209

鳥 取 和 牛

伯耆町特産品セット

602

501



伯耆町の特産品
豊饒な黒ぼくから生まれる、

５４

　栄養たっぷりの “黒ぼく” に育つ牧草を食べ、澄んだ空気、広大な大地での
びのびと成長した伯耆町の牛は、ストレスなどもなく、ピュアな旨味、そして
抜群の身の張りとサシを誇ります。生産者が一頭一頭に丹精をこめた逸品です。

寄附金
30 万円以上

寄附金 1 万円以上

鳥取和牛 
ヒレステーキ 

季節の野菜セット

・150g×5 枚

赤身と脂の旨みのバランスが良い
ロース肉を、ステーキで お楽し
みください。

寄附金
10 万円以上

鳥取和牛 厳選モモブロック 

・約 500g×3p

大山山麓の黒ぼくで育った新鮮野菜。その季節の旬の物をお届け。

寄附金 1 万円以上伯耆町産コシヒカリ・5kg
大山の名水とこだわりの有機肥料、減農薬でおいしく作り上げました。大山の清らか
な伏流水で育てたお米です。寄附の入金を確認してから精米したものをお届けします。

寄附金 10 万円以上伯耆町産米・10kg×3 回
第 1 回 食味の良い ひとめぼれ、第２回 甘みの強い コシヒカリ、第３回 太陽の恵みいっ
ぱいのはで干し米。10kg を３回お届けします。それぞれの風味をお楽しみください。

寄附金 1 万円以上コシヒカリ（玄米）・5kg

寄附金 3 万円以上農家のお米・コシヒカリ 3kg×3 回

寄附金３万円以上農家のお米（玄米）・コシヒカリ 9kg

寄附金５万円以上農家のお米・コシヒカリ 3kg×5 回

「黒ぼく」
　大山の火山灰の土壌であり、その名のとおり黒い色を
している土を「黒ぼく」と言います。実は黒ぼくそのも
のだけでは、農産物に適した肥沃な土地にはなりません。
　火山灰である黒ぼくには、小さな穴がいくつもあり、
人々が与えた肥料をたっぷりと吸収し、微生物のすみか
にもなっています。つまり、手をかければかけるほど、
おいしい農産物ができるのです。

くろ

寄附金 5 万円以上

鳥取和牛肩ローススライス1㎏

・1kg 寄附金 3 万円以上

鳥取和牛ミックス焼肉

・600g 寄附金 1 万円以上

寄附金４万円以上

寄附金５万円以上

鳥取和牛ミックススライス

・300g

寄附金
30 万円以上

・鳥取和牛ロースステーキ 200g×4 枚、
八郷 1.8L×2 本、季節の野菜セット（8
～ 9 種）伯耆町産米（ひとめぼれ）5kg

地酒「八郷」は八郷産山田錦と伏流水
で醸造した特別純米酒。すっきりと口
当たりの良い爽やかなお酒です。

寄附金
10 万円以上

鳥取和牛スライス1kgと季節の野菜と地酒八郷

・季節の野菜セット（8 ～ 9 種）、
鳥取和牛ミックススライス 1kg、
八郷 1.8L×2 本

様々な部位の美味しさが楽しめる
ミックススライスのセットです。

寄附金
５万円以上

401

寄附金
５万円以上

404 ＢＢＱ用和牛と野菜のセット

・バーベキュー用鳥取和牛　ミックス焼肉　800g、野菜　３種

B07 鳥取和牛すき焼きセット２～３人前◎

・鳥取和牛肩ローススライス、モモスライス各 200g
・白菜、白ネギ、椎茸（４個）、割り下（360ml）

・鳥取和牛肩ローススライス、モモスライス各 300g
・白菜、白ネギ、椎茸（６個）、割り下（360ml）

B08 鳥取和牛すき焼きセット４～５人前 

・鳥取和牛ロースステーキ 200g×2 枚、
大山 G ビール 3 種 3 本

赤身と脂の旨みのバランスが良いロー
ス肉を、ステーキでお楽しみください。

鳥取和牛ロースステーキと
大山Gビール

地酒と和牛ステーキと季節の野菜と伯耆町産米

208

207

504

222

310

311

408

603 503

B03 303 209

鳥 取 和 牛

伯耆町特産品セット

602

501



オーダーメイド
ポロシャツ

315 オーダーメイド
レディースカットソー

316

寄附金
１万５千円以上

ととりこ黒豚
しゃぶしゃぶセット

・バラ 400ｇ、ロース 400ｇ 寄附金
１万５千円以上 ・120g×10 枚 寄附金

１万５千円以上 ・１㎏

ととりこ黒豚ロースカツ ととりこ黒豚生姜焼き用241 B01 B02

寄附金５千円以上・2Ｌ×6 本

森の水だより大山山麓

６ ７

森の水だより大山山麓

３D シミュレーションシステムを使って、生地、衿、袖、ボタン等を選んでお好きなポロシャツ又はレディース
カットソーを作ることができます。　※オーダーにはインターネット環境（PC またはスマートフォン）が必要です。

裁断、縫製、仕上げ、検品まで、商品作りに関わる全ての工程を、伯耆町の
工場で一貫して行っています。日本製の確かな品質をお試し下さい。

寄附金３万円以上 寄附金３万円以上

ポロシャツ　ボーダー 半袖 メンズ
寄附金２万円以上

植田正治写真美術館　オリジナル Tシャツ

寄附金１万５千円以上

寄附金１万円以上

寄附金１万５千円以上

大山から生まれる
いのちの水

　中国地方最高峰である大山は、古くから信仰の山と
して崇められています。大山に降り積もった雪は、百
年という時をかけて解けながら浄化され、山のミネラ
ルを含んだ名水になります。

いろはす・555ml×24 本 ×５箱セット 寄附金 5 万円以上

いろはす・555ml×24 本 ×３箱セット 寄附金 3 万円以上

204

305

405

いろはす
・555ml×24 本 寄附金 1 万円以上

101

231

251 輝太郎（きたろう）柿

平成 22 年 3 月に品種登録され
た期待の新品種、鳥取県限定の
柿「輝太郎（きたろう）」です。
なめらかな食感と上品な甘味を
御堪能ください。

【お申込】4 月～ 9 月 15 日までに
寄附手続き完了分

【お届け】10 月 （お届け予定日
をご連絡します）

寄附金
２万円以上

寄附金
２万円以上

252 富有（ふゆう）柿

果肉が柔らかくジューシーな果
汁甘さがあり、ビタミンＡやビ
タミンＣが豊富に含まれていま
す。大きさ、味、一度口にした
ら忘れられないほどの絶品です。

【お申込】4 月～ 10 月 15 日までに
寄附手続き完了分

【お届け】11 月（お届け予定日を
ご連絡します）

・6.5kg・3kg

「へのへのもへの」
ホワイト

グレー ネイビー サックス

C81（グレー・M サイズ）
C82（グレー・L サイズ）
C83（グレー・LL サイズ）

C91（ネイビー・M サイズ）
C92（ネイビー・L サイズ）
C93（ネイビー・LL サイズ）

ポロシャツ　格子柄　長袖 メンズ
寄附金２万円以上

 「へのへのもへの」
サンドカーキ

「砂丘モード」
ホワイト

「砂丘モード」
サンドカーキ

B25「夢のひととき」
三種詰め合わせ
　　　　（３袋）

C11 「へのへのもへの」ホワイトXS（160）
C12 「へのへのもへの」ホワイトS
C13 「へのへのもへの」ホワイトM
C14 「へのへのもへの」ホワイトL
C15 「へのへのもへの」ホワイトXL

C31 「砂丘モード」ホワイトXS(160)
C32 「砂丘モード」ホワイトS 
C33 「砂丘モード」ホワイトM 
C34 「砂丘モード」ホワイトL
C35 「砂丘モード」ホワイトXL

「ととりこ黒豚」鳥取、大山の山麓で遺伝子組換えではない肥料を食べて育った、年間流通が非常にわずかな黒豚です。

【お申込】9 月～ 3 月 15 日までに寄附手続き完了分
【お届け】10 月～ 3 月末

寄附金
２万円以上258 かも鍋セット◎ 

・合鴨肉 400g（200g×２パック）、合鴨の肉
団子（かもつくね）、しいたけ、えのきたけ、
白ネギ、生はるさめ、自家製特製スープ

化学調味料を全く使わず、昔ながらの手作り
スープと合鴨の油の甘みが絶品のお鍋です。

寄附金
３万円以上

寄附金
２万円以上

313 なんばのかも鍋
地酒セット 
かも鍋セットと地酒のセットです。

【お届け】通年お届け

259

かも三昧

・かもの酒蒸し 430g、かものからし風味 230g、かものオレンジソース
160g、かもの博多巻 550g、かもの味噌漬 320g

紅茶エキスで臭みを取った合鴨肉の５種類の味をお楽しみください。

【お申込】4 月～ 9 月 15 日までに寄附手続き完了分
【お届け】4 月～ 9 月末

B24 伯耆町産米＆
かも肉（炊き込みごはん用）セット

・伯耆町産米 2 合 ×2 パック、自家製特製スープ 200cc×2 パック、 紅茶鴨モモ
炭火焼き 100g×2 パック

・旨塩タン 160g、赤カレイの煮付１尾、
しゃぶしゃぶわかめ 30g×4 包

B26「夢のひととき」
三種詰め合わせ
　　　　（５袋）

・旨塩タン 160g、赤カレイの煮付１尾 ×２袋、
しゃぶしゃぶわかめ 30g×4 包 ×２袋

（伯耆町内の大山工場で採水）
硬度 28.8 ～ 44.0mg/L のおいしい水を採水しています。
軟水で、子どもから大人まで安心して飲用でき、赤ちゃん
のミルクづくりにも使用できます。

寄附金 1 万円以上・2Ｌ×6 本（２箱セット）

C21 「へのへのもへの」サンドカーキXS（160）
C22 「へのへのもへの」サンドカーキS
C23 「へのへのもへの」サンドカーキM
C24 「へのへのもへの」サンドカーキL
C25 「へのへのもへの」サンドカーキXL

C41 「砂丘モード」サンドカーキXS(160)
C42 「砂丘モード」サンドカーキS 
C43 「砂丘モード」サンドカーキM 
C44 「砂丘モード」サンドカーキL
C45 「砂丘モード」サンドカーキXL

C51（グレー・M サイズ）　C52（グレー・L サイズ） 　C61（ネイビー・M サイズ）
C62（ネイビー・L サイズ）　C63（ネイビー・LL サイズ）　C71（サックス・M サイズ）

D11（ベージュ・M サイズ）　　D12（ベージュ・L サイズ）
D13（ベージュ・LL サイズ）

ネイビーグレー ベージュ

寄附金
１万５千円以上



オーダーメイド
ポロシャツ

315 オーダーメイド
レディースカットソー

316

寄附金
１万５千円以上

ととりこ黒豚
しゃぶしゃぶセット

・バラ 400ｇ、ロース 400ｇ 寄附金
１万５千円以上 ・120g×10 枚 寄附金

１万５千円以上 ・１㎏

ととりこ黒豚ロースカツ ととりこ黒豚生姜焼き用241 B01 B02

寄附金５千円以上・2Ｌ×6 本

森の水だより大山山麓

６ ７

森の水だより大山山麓

３D シミュレーションシステムを使って、生地、衿、袖、ボタン等を選んでお好きなポロシャツ又はレディース
カットソーを作ることができます。　※オーダーにはインターネット環境（PC またはスマートフォン）が必要です。

裁断、縫製、仕上げ、検品まで、商品作りに関わる全ての工程を、伯耆町の
工場で一貫して行っています。日本製の確かな品質をお試し下さい。

寄附金３万円以上 寄附金３万円以上

ポロシャツ　ボーダー 半袖 メンズ
寄附金２万円以上

植田正治写真美術館　オリジナル Tシャツ

寄附金１万５千円以上

寄附金１万円以上

寄附金１万５千円以上

大山から生まれる
いのちの水

　中国地方最高峰である大山は、古くから信仰の山と
して崇められています。大山に降り積もった雪は、百
年という時をかけて解けながら浄化され、山のミネラ
ルを含んだ名水になります。

いろはす・555ml×24 本 ×５箱セット 寄附金 5 万円以上

いろはす・555ml×24 本 ×３箱セット 寄附金 3 万円以上

204

305

405

いろはす
・555ml×24 本 寄附金 1 万円以上

101

231

251 輝太郎（きたろう）柿

平成 22 年 3 月に品種登録され
た期待の新品種、鳥取県限定の
柿「輝太郎（きたろう）」です。
なめらかな食感と上品な甘味を
御堪能ください。

【お申込】4 月～ 9 月 15 日までに
寄附手続き完了分

【お届け】10 月 （お届け予定日
をご連絡します）

寄附金
２万円以上

寄附金
２万円以上

252 富有（ふゆう）柿

果肉が柔らかくジューシーな果
汁甘さがあり、ビタミンＡやビ
タミンＣが豊富に含まれていま
す。大きさ、味、一度口にした
ら忘れられないほどの絶品です。

【お申込】4 月～ 10 月 15 日までに
寄附手続き完了分

【お届け】11 月（お届け予定日を
ご連絡します）

・6.5kg・3kg

「へのへのもへの」
ホワイト

グレー ネイビー サックス

C81（グレー・M サイズ）
C82（グレー・L サイズ）
C83（グレー・LL サイズ）

C91（ネイビー・M サイズ）
C92（ネイビー・L サイズ）
C93（ネイビー・LL サイズ）

ポロシャツ　格子柄　長袖 メンズ
寄附金２万円以上

 「へのへのもへの」
サンドカーキ

「砂丘モード」
ホワイト

「砂丘モード」
サンドカーキ

B25「夢のひととき」
三種詰め合わせ
　　　　（３袋）

C11 「へのへのもへの」ホワイトXS（160）
C12 「へのへのもへの」ホワイトS
C13 「へのへのもへの」ホワイトM
C14 「へのへのもへの」ホワイトL
C15 「へのへのもへの」ホワイトXL

C31 「砂丘モード」ホワイトXS(160)
C32 「砂丘モード」ホワイトS 
C33 「砂丘モード」ホワイトM 
C34 「砂丘モード」ホワイトL
C35 「砂丘モード」ホワイトXL

「ととりこ黒豚」鳥取、大山の山麓で遺伝子組換えではない肥料を食べて育った、年間流通が非常にわずかな黒豚です。

【お申込】9 月～ 3 月 15 日までに寄附手続き完了分
【お届け】10 月～ 3 月末

寄附金
２万円以上258 かも鍋セット◎ 

・合鴨肉 400g（200g×２パック）、合鴨の肉
団子（かもつくね）、しいたけ、えのきたけ、
白ネギ、生はるさめ、自家製特製スープ

化学調味料を全く使わず、昔ながらの手作り
スープと合鴨の油の甘みが絶品のお鍋です。

寄附金
３万円以上

寄附金
２万円以上

313 なんばのかも鍋
地酒セット 
かも鍋セットと地酒のセットです。

【お届け】通年お届け

259

かも三昧

・かもの酒蒸し 430g、かものからし風味 230g、かものオレンジソース
160g、かもの博多巻 550g、かもの味噌漬 320g

紅茶エキスで臭みを取った合鴨肉の５種類の味をお楽しみください。

【お申込】4 月～ 9 月 15 日までに寄附手続き完了分
【お届け】4 月～ 9 月末

B24 伯耆町産米＆
かも肉（炊き込みごはん用）セット

・伯耆町産米 2 合 ×2 パック、自家製特製スープ 200cc×2 パック、 紅茶鴨モモ
炭火焼き 100g×2 パック

・旨塩タン 160g、赤カレイの煮付１尾、
しゃぶしゃぶわかめ 30g×4 包

B26「夢のひととき」
三種詰め合わせ
　　　　（５袋）

・旨塩タン 160g、赤カレイの煮付１尾 ×２袋、
しゃぶしゃぶわかめ 30g×4 包 ×２袋

（伯耆町内の大山工場で採水）
硬度 28.8 ～ 44.0mg/L のおいしい水を採水しています。
軟水で、子どもから大人まで安心して飲用でき、赤ちゃん
のミルクづくりにも使用できます。

寄附金 1 万円以上・2Ｌ×6 本（２箱セット）

C21 「へのへのもへの」サンドカーキXS（160）
C22 「へのへのもへの」サンドカーキS
C23 「へのへのもへの」サンドカーキM
C24 「へのへのもへの」サンドカーキL
C25 「へのへのもへの」サンドカーキXL

C41 「砂丘モード」サンドカーキXS(160)
C42 「砂丘モード」サンドカーキS 
C43 「砂丘モード」サンドカーキM 
C44 「砂丘モード」サンドカーキL
C45 「砂丘モード」サンドカーキXL

C51（グレー・M サイズ）　C52（グレー・L サイズ） 　C61（ネイビー・M サイズ）
C62（ネイビー・L サイズ）　C63（ネイビー・LL サイズ）　C71（サックス・M サイズ）

D11（ベージュ・M サイズ）　　D12（ベージュ・L サイズ）
D13（ベージュ・LL サイズ）

ネイビーグレー ベージュ

寄附金
１万５千円以上



８ ９

のお礼の品

覗きガエルの
　　　ペンダント

Td1

・縦 2cm× 横 1.2 cm× 奥行 0.7 cm　チェーン約 70cm

ペンダントトップの小さな穴の向こうから生物が！つるり
とした silver の輝きごしに、可愛いカエルがのぞいています。

寄附金５万円以上

大山友禅染
シルクストール桜 若緑色

Tc1

・若緑色　横 50cm× 長さ 176cm　鳥取県指定郷土工芸品 

日本の象徴「桜」を手描染めしました。 

寄附金１0 万円以上

カエルフィギュア
「ナメコとヒキガエルの樹」

Tv2

・幅 7.5ｃｍ× 奥行 10ｃｍ× 高さ 9ｃｍ

都会ではあまり見る事のない小さな生物達を、フィギュ
アとして再現。茸に集まる虫を食べに来たヒキガエル。
大山でも目にする光景です。

寄附金 7 万 5 千円以上

手造り味噌Ta1 玉鋼　盃Tb2

・径8cm×高さ3.5cm　鳥取県指定郷土工芸品　

タタラ製鉄の理論を焼物に応用した、金属色の発色が
個性的に光ります。  

寄附金 7 万 5 千円以上

米粉のシフォンケーキセット240葉月クッキーギフト缶セット239

・【こどもくっきー】１缶　
　　ビーツ、にんじん、モロヘイヤ
　（時期によりほうれんそうに変更）（各５枚）
　【おとなくっきー】1缶　
　　葉月(３枚)、ビターココアクッキー(４枚)、
　　大山抹茶(３枚)、紅茶(３枚)、
　　無農薬レモン(３枚)

鳥取県産の米粉を使った完全グルテンフ
リーのクッキー　２缶

寄附金１万円以上

・プレーン（2個）、レモン（2個）、
　抹茶（2個）、紅茶（2個）　
　冷凍でお届けします。

鳥取県産の米粉を使った完全グルテ
ンフリーのシフォンケーキ

寄附金１万円以上

米粉のバスクチーズケーキB09

・バスクチーズケーキ１本　
　16㎝×７㎝　約500ｇ

鳥取県産の米粉を使った
バスクチーズケーキ

寄附金１万円以上
抹茶とブルーベリーのパウンドケーキB04

・抹茶パウンドケーキ×２個、
　ブルーベリー
　パウンドケーキ ×1 個

寄附金１万円以上

おからかりんとうＡ104

・おから、かぼちゃ、くるみ
寄附金 5 千円以上

おからかりんとうＢ107

・ブルーベリー、梨、ねぎみそ
寄附金 5 千円以上

　「夢食研」自慢の、さっくり、しっとりとした食感のおからかり
んとう。丸大豆おから（遺伝子組み換えでない）と国産小麦粉を
主原料としています。
　特許を取得している食品酵素「夢 21」の効果により、低温で揚
げて、油をあまり吸わず、サクッとしたソフトな歯ごたえがあり、
その食感はクッキーのようなまろやか新感覚のかりんとうです。
　「ゆめ工房」は、震災前は宮城県女川町で製造していましたが、
津波で事業所が全て流されてしまい、伯耆町に工場を建設。現在
は女川にも工場が再建されました。

・１年熟成味噌 1.5㎏×２
　２年熟成味噌 1.5㎏×１
　ゆず金山みそ 180ｇ×１

店主こだわりの味噌とごはんによく合う味噌加工品
をセットでお届けします。

寄附金２万円以上
　金山寺みそ　 180ｇ×１
　するめ糀漬　 180ｇ×１

寄附金
１万円以上

・バウムクーヘン×1個、マドレーヌ×3個、
みるくまんじゅう×5個

B16 大山焼き菓子詰合せ

・特選大山おいしい牛乳900ml×１、大山おい
しいカフェ・オ・レ900ml×１、鳥取大山のむ
ヨーグルト750ml×2

B15 大山おいしいミルク＆
のむヨーグルト

B18 大山ブルーベリー
ヨーグルトムース

寄附金
１万円以上

B17

寄附金
３万５千円以上

・白バラプレミアムアイスクリーム×
12個（ミルク 、抹茶、いちご、ラム
レーズン、ブルーベリー&クリーム
チーズ、黒蜜きなこ　各２個）
ロールケーキ264g×1個、チーズケーキ －ラムレーズン入り－188g×1個
牛乳900ml×1本、カフェ・オ・レ900ml×1本、のむヨーグルト750ml×2本

寄附金
２万円以上

・牛乳900ml×1本、カフェ・オ・レ900ml×1本、のむヨーグルト750ml×2本、
バウムクーヘン×1個、マドレーヌ×3個、みるくまんじゅう×5個

B23B22 白バラギフト３品セット

寄附金
２万円以上

・白バラプレミアムアイスクリーム×8個（バニラ、抹茶、いちご、ベリー&ベリー　各2個）
ロールケーキ264g×1個 、チーズケーキ －ラムレーズン入り－188g×1個

寄附金
１万６千円円以上
・白バラプレミアムアイスクリーム×12個（ミルク110ml×2個、抹茶110ml×2個、
いちご95ml×2個、ラムレーズン　110ml×2個、ブルーベリー&クリームチーズ
95ml×2個、黒蜜きなこ95ml×2個）

みるく畑とケーキセット

B21B20 ミルク＆のむヨーグルトと焼菓子詰合せ 実りの収穫祭（アイスクリーム）

寄附金
８千円以上

B12 大山バターケーキ＆
チョコバターケーキギフト

・大山バターケーキ ×1 個、大山チョコバターケーキ ×1 個

B19 大山デコレーションケーキ

寄附金
８千円以上

B13 大山おいしい贈り物
（牛乳とカフェ・オ・レ）

・特選大山おいしい牛乳900ml×１、
大山おいしいカフェ・オ・レ900ml×１

寄附金
１万円以上

B14 まきばのみるく畑
（アイスクリーム）

・白バラプレミアムアイスクリーム×8（ミルク110ml×2個、
いちご95ml×2個、ブルーベリー&クリームチーズ95ml×2個、
黒蜜きなこ95ml×2個）

大山乳業のお礼の品

「大山ブランド会」とは大山の恵みを頂戴
し、食品を製造する業界それを流通する業
界や団体等を中心に、「大山を “食べて！
知って！来ていただく！”」をテーマとし
て、鳥取大山の更なる認知度向上、ひいて
は観光促進の為に一致団結し大山ブランド
食品を中心に大山圏域を盛り上げ、地域経
済の活性化及び地域生活の向上に寄与する
ことを目的に結成された団体です。

　伯耆町にある標高 540 ～ 690m、約 137ha の広さを誇る「大
山放牧場」。
　国立公園内の大山を背に広がるのどかな放牧場牧場です。
　夏期は放牧と牧草収穫、冬は２ｍ近い雪があり、牛舎内で
飼育します。
　間近に迫る大山を背に、また振り返れば美しく弧を描く弓ヶ
浜の海岸線を含む市街地のパノラマが広がる抜群のロケー
ションの中で牛が放牧されています。

大山放牧場
寄附金

１万円以上

ティータイムギフト
（ロールケーキとチーズケーキ）

・ロールケーキ264g×1個、
チーズケーキ －ラムレーズン入り－188g×1個

寄附金
１万２千円以上
・ケーキ 438g×1個、チョコレート8g×1枚、
着色料製剤（メッセージシート）×1枚

寄附金
１万２千円以上
・ケーキ498g×1個、チョコレート 8g×1枚、
着色料製剤（メッセージシート）×1枚



８ ９

のお礼の品

覗きガエルの
　　　ペンダント

Td1

・縦 2cm× 横 1.2 cm× 奥行 0.7 cm　チェーン約 70cm

ペンダントトップの小さな穴の向こうから生物が！つるり
とした silver の輝きごしに、可愛いカエルがのぞいています。

寄附金５万円以上

大山友禅染
シルクストール桜 若緑色

Tc1

・若緑色　横 50cm× 長さ 176cm　鳥取県指定郷土工芸品 

日本の象徴「桜」を手描染めしました。 

寄附金１0 万円以上

カエルフィギュア
「ナメコとヒキガエルの樹」

Tv2

・幅 7.5ｃｍ× 奥行 10ｃｍ× 高さ 9ｃｍ

都会ではあまり見る事のない小さな生物達を、フィギュ
アとして再現。茸に集まる虫を食べに来たヒキガエル。
大山でも目にする光景です。

寄附金 7 万 5 千円以上

手造り味噌Ta1 玉鋼　盃Tb2

・径8cm×高さ3.5cm　鳥取県指定郷土工芸品　

タタラ製鉄の理論を焼物に応用した、金属色の発色が
個性的に光ります。  

寄附金 7 万 5 千円以上

米粉のシフォンケーキセット240葉月クッキーギフト缶セット239

・【こどもくっきー】１缶　
　　ビーツ、にんじん、モロヘイヤ
　（時期によりほうれんそうに変更）（各５枚）
　【おとなくっきー】1缶　
　　葉月(３枚)、ビターココアクッキー(４枚)、
　　大山抹茶(３枚)、紅茶(３枚)、
　　無農薬レモン(３枚)

鳥取県産の米粉を使った完全グルテンフ
リーのクッキー　２缶

寄附金１万円以上

・プレーン（2個）、レモン（2個）、
　抹茶（2個）、紅茶（2個）　
　冷凍でお届けします。

鳥取県産の米粉を使った完全グルテ
ンフリーのシフォンケーキ

寄附金１万円以上

米粉のバスクチーズケーキB09

・バスクチーズケーキ１本　
　16㎝×７㎝　約500ｇ

鳥取県産の米粉を使った
バスクチーズケーキ

寄附金１万円以上
抹茶とブルーベリーのパウンドケーキB04

・抹茶パウンドケーキ×２個、
　ブルーベリー
　パウンドケーキ ×1 個

寄附金１万円以上

おからかりんとうＡ104

・おから、かぼちゃ、くるみ
寄附金 5 千円以上

おからかりんとうＢ107

・ブルーベリー、梨、ねぎみそ
寄附金 5 千円以上

　「夢食研」自慢の、さっくり、しっとりとした食感のおからかり
んとう。丸大豆おから（遺伝子組み換えでない）と国産小麦粉を
主原料としています。
　特許を取得している食品酵素「夢 21」の効果により、低温で揚
げて、油をあまり吸わず、サクッとしたソフトな歯ごたえがあり、
その食感はクッキーのようなまろやか新感覚のかりんとうです。
　「ゆめ工房」は、震災前は宮城県女川町で製造していましたが、
津波で事業所が全て流されてしまい、伯耆町に工場を建設。現在
は女川にも工場が再建されました。

・１年熟成味噌 1.5㎏×２
　２年熟成味噌 1.5㎏×１
　ゆず金山みそ 180ｇ×１

店主こだわりの味噌とごはんによく合う味噌加工品
をセットでお届けします。

寄附金２万円以上
　金山寺みそ　 180ｇ×１
　するめ糀漬　 180ｇ×１

寄附金
１万円以上

・バウムクーヘン×1個、マドレーヌ×3個、
みるくまんじゅう×5個

B16 大山焼き菓子詰合せ

・特選大山おいしい牛乳900ml×１、大山おい
しいカフェ・オ・レ900ml×１、鳥取大山のむ
ヨーグルト750ml×2

B15 大山おいしいミルク＆
のむヨーグルト

B18 大山ブルーベリー
ヨーグルトムース

寄附金
１万円以上

B17

寄附金
３万５千円以上

・白バラプレミアムアイスクリーム×
12個（ミルク 、抹茶、いちご、ラム
レーズン、ブルーベリー&クリーム
チーズ、黒蜜きなこ　各２個）
ロールケーキ264g×1個、チーズケーキ －ラムレーズン入り－188g×1個
牛乳900ml×1本、カフェ・オ・レ900ml×1本、のむヨーグルト750ml×2本

寄附金
２万円以上

・牛乳900ml×1本、カフェ・オ・レ900ml×1本、のむヨーグルト750ml×2本、
バウムクーヘン×1個、マドレーヌ×3個、みるくまんじゅう×5個

B23B22 白バラギフト３品セット

寄附金
２万円以上

・白バラプレミアムアイスクリーム×8個（バニラ、抹茶、いちご、ベリー&ベリー　各2個）
ロールケーキ264g×1個 、チーズケーキ －ラムレーズン入り－188g×1個

寄附金
１万６千円円以上
・白バラプレミアムアイスクリーム×12個（ミルク110ml×2個、抹茶110ml×2個、
いちご95ml×2個、ラムレーズン　110ml×2個、ブルーベリー&クリームチーズ
95ml×2個、黒蜜きなこ95ml×2個）

みるく畑とケーキセット

B21B20 ミルク＆のむヨーグルトと焼菓子詰合せ 実りの収穫祭（アイスクリーム）

寄附金
８千円以上

B12 大山バターケーキ＆
チョコバターケーキギフト

・大山バターケーキ ×1 個、大山チョコバターケーキ ×1 個

B19 大山デコレーションケーキ

寄附金
８千円以上

B13 大山おいしい贈り物
（牛乳とカフェ・オ・レ）

・特選大山おいしい牛乳900ml×１、
大山おいしいカフェ・オ・レ900ml×１

寄附金
１万円以上

B14 まきばのみるく畑
（アイスクリーム）

・白バラプレミアムアイスクリーム×8（ミルク110ml×2個、
いちご95ml×2個、ブルーベリー&クリームチーズ95ml×2個、
黒蜜きなこ95ml×2個）

大山乳業のお礼の品

「大山ブランド会」とは大山の恵みを頂戴
し、食品を製造する業界それを流通する業
界や団体等を中心に、「大山を “食べて！
知って！来ていただく！”」をテーマとし
て、鳥取大山の更なる認知度向上、ひいて
は観光促進の為に一致団結し大山ブランド
食品を中心に大山圏域を盛り上げ、地域経
済の活性化及び地域生活の向上に寄与する
ことを目的に結成された団体です。

　伯耆町にある標高 540 ～ 690m、約 137ha の広さを誇る「大
山放牧場」。
　国立公園内の大山を背に広がるのどかな放牧場牧場です。
　夏期は放牧と牧草収穫、冬は２ｍ近い雪があり、牛舎内で
飼育します。
　間近に迫る大山を背に、また振り返れば美しく弧を描く弓ヶ
浜の海岸線を含む市街地のパノラマが広がる抜群のロケー
ションの中で牛が放牧されています。

大山放牧場
寄附金

１万円以上

ティータイムギフト
（ロールケーキとチーズケーキ）

・ロールケーキ264g×1個、
チーズケーキ －ラムレーズン入り－188g×1個

寄附金
１万２千円以上
・ケーキ 438g×1個、チョコレート8g×1枚、
着色料製剤（メッセージシート）×1枚

寄附金
１万２千円以上
・ケーキ498g×1個、チョコレート 8g×1枚、
着色料製剤（メッセージシート）×1枚



寄附金７万 5 千円以上

・大山Gビール330ml×12本
（ピルスナー・ペールエール・ヴァイツェン・スタウト×

各３本)大山ハム４個（ペッパーシンケン72g・カント
リーロースト72g・バーベキューソーセージ120ｇ・バイ
セヴルスト140ｇ×各１個）

ワールド・ビア・アワード
2011 で世界一を受賞した

【ヴァイツェン】とピルス
ナー、ペールエール、スタ
ウトを組み合わせました。

【ピルスナー】チェコのピルゼンで生
まれたビールで、ホップのきいた爽
快な香味の淡色ビール。このタイプ
は世界中に最も普及し、日本の淡色
ビールでなじんだ味わいビールです。
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寄附金５万円以上大山Ｇビール＆大山ハム３回お届け Aセット

・１回目 : 大山 G ビール（ピルスナー 330ml×８本）、
大山ハム２個（ペッパーシンケン 72g・バーベキューソー
セージ 120ｇ× 各１個）

・２回目：大山 G ビール（ヴァイツェン 330ml×８本 )、
大山ハム（カントリーロースト 72g・バイセヴルスト
140ｇ× 各１個）

・３回目 : 大山 G ビール（ペールエール 330ml×８本）、
大山ハム（熟成乾塩ベーコン 80ｇ・辛口ポチキウイン
ナー 120ｇ× 各１個）

大山Ｇビール＆大山ハム３回お届け Bセット
・１回目：大山 G ビール 330ml×12 本 ( ピルスナー・ペー
ルエール × 各６本 )、大山ハム４個 ( ペッパーシンケン
72g・生ハムロース 40ｇ・熟成乾塩ベーコン 80ｇ・バー
ベキューソーセージ 120ｇ× 各１個 )

・２回目：大山 G ビール 330ml×12 本 ( ペールエール・
ヴァイツェン × 各６本 )、大山ハム４個 ( カントリーロー
スト 72g・モルタデッラ 75ｇ・ハワイアンサラミ 90ｇ・
バイセヴルスト 140ｇ× 各１個 )

・３回目：大山 G ビール 330ml×12 本 ( ピルスナー・ヴァ
イツェン × 各６本 )、大山ハム４個 ( ペッパーシンケン
72g・フライシュケーゼ８０ｇ・あらびきポークウィン
ナー 120ｇ・辛口ポチキウインナー 120ｇ× 各１個 )

・大山Gビール330ml×16本（ピルスナー・ヴァイツェ
ン×各４本、ペールエール・スタウト×各３本、八郷
ビール×２本）、大山ハム７個（ペッパーシンケン
72g・カントリーロースト72g・辛口ポチキウイン
ナー120ｇ・あらびきポークウィンナー120ｇ・フラ
イシュケーゼ80ｇ・トマト＆オリーブ入りソーセージ
100ｇ・チーズリヨナー90ｇ×各１個)

 （ご注意）
 ・この用紙は、機械で処理します
ので、金額を記入する際は、枠内
にはっきりと記入してください。
また、本票を汚したり、折り曲げ
たりしないでください。
 ・この用紙は、ゆうちょ銀行又は
郵便局の払込機能付きＡＴＭでもご
利用いただけます。
 ・この払込書を、ゆうちょ銀行又
は郵便局の渉外員にお預けになる
ときは、引換えに預り証を必ずお
受け取りください。
 ・ご依頼人様からご提出いただき
ました払込書に記載されたおとこ
ろ、おなまえ等は、加入者様に通
知されます。
 ・この受領証は、払込みの証拠と
なるものですから大切に保管して
ください。

この場所には、何も記載しないでください。
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ビール等

Gb02 大山Ｇビール
飲み比べ６本セット GB-6

・大山Gビール330ml×６本（ピルス
ナー・ヴァイツェン×各２本、ペール
エール・スタウト×各１本）

Gb04 大山Ｇビール
飲み比べ８本セット YS-8

・大山Gビール330ml×８本（ピルスナー・ヴァ
イツェン×各２本、ペールエール・スタウ
ト・八郷ビール・バーレーワイン×各１本）

Gb06 大山Ｇビール
飲み比べ 12 本セット YS-12

・大山Gビール330ml×12本（ピルスナー・ヴァイツェ
ン・ペールエール・スタウト・八郷ビール×各２本・
インペリアルスタウト・ウィートワイン×各１本）

Gb08 大山Ｇビール
飲み比べセット GB-12

・大山Gビール330ml×12本（ピルス
ナー・ペールエール・ヴァイツェン・
スタウト×各３本）

Gb09 大山Ｇビール
「ピルスナー」DP-12

・大山Gビール330ml×12本
（ピルスナー×12本）

寄附金１万円以上 寄附金２万円以上寄附金１万 5 千円以上 寄附金１万９千円以上

寄附金１万９千円以上

【ヴァイツェン】ドイツ・バイエルン
地方で発展したビール。小麦麦芽を
使って、苦味がたいへん弱く、口当
たりの良さとフルーティな香りが特
徴、女性にもぴったりのビールです。

Gb10 大山Ｇビール
「ヴァイツェン」DW-12

・大山Gビール330ml×12本
（ヴァイツェン×12本）

寄附金１万９千円以上

【ペールエール】イギリスで伝統的に
造られている、ホップによるフルー
ティーな香味が特徴の淡色ビール。
甘みに心地よい苦味が調和された味
わいです。 ペールとは英語で「淡い」
の意味。

Gb11 大山Ｇビール
「ペールエール」DA-12

・大山Gビール330ml×12本
（ペールエール×12本）

寄附金１万９千円以上

寄附金１万５千円以上

【スタウト】数種類の焙煎麦芽由来の
珈琲やチョコレートを思わせる香り
や、フルーティな香りが特徴の黒ビー
ルしっかりとした飲み応えのあるミ
ディアムボディの味わいです。

Gb12 大山Ｇビール
「スタウト」DS-12

・大山Gビール330ml×12本
（スタウト×12本）

寄附金１万９千円以上

G303

G405

G607

寄附金３万５千円以上

大山Ｇビール＆
大山ハムＤＬＧ受賞セット

ドイツで開催されたドイツ農業協会 (DLG) の国際品質
協議会で受賞したハムとソーセージをセットしました。

G212 大山Ｇビール＆
大山ハムセットＡ

寄附金２万 5 千円以上

G306 大山Ｇビール＆
大山ハムセットＢ

・大山Gビール330ml×16本（ピルスナー・ペールエー
ル・ヴァイツェン・スタウト×各４本）大山ハム10個

（ももハム340g・焼豚340g、熟成乾塩ベーコン200g各１
個、バーベキューソーセージ120ｇ・あらびきポーク
ウィンナー120ｇ・バイセヴルスト140ｇ×各２個、辛口
ポチキウインナー120ｇ×１個）

G409 大山Ｇビール＆
大山ハムセットＣ

・大山Gビール330ml×16本
（ピルスナー・ペールエール・ヴァイツェン・スタウト×

各４本）

G219 大山Ｇビール
飲み比べセット

寄附金３万 5 千円以上
・大山Gビール330ml×16本
（ピルスナー・ペールエール・ヴァイツェン・スタウト×

各４本）大山ハム９個（ペッパーシンケン72g・カント
リーロースト72g・熟成乾塩ベーコン80ｇ×各２個、
バーベキューソーセージ120ｇ・辛口ポチキウインナー
120ｇ・バイセヴルスト140ｇ×各１個）

寄附金５万円以上

寄附金２万 5 千円以上

伯耆町産のお酒

229 地酒 八郷・強力セット◎ 230 地酒 純米セット

・特別純米酒八郷（720ml）
　特別純米酒強力（720ml）各１本
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寄附金２万円以上

くめざくら　
地酒・ビールセット

・大山Ｇビール×６本、特別純米酒八郷（300ml）、
　特別純米酒強力（300ml）各２本

Gb01

寄附金１万円以上

寄附金２万円以上

大山の地酒
「くめざくら」の
バラエティ
５本セット KZ-5

・久米桜300ｍｌ×５本／特別純米「八郷」・特別純米「強力」・特別純米「大山桜」・
　純米吟醸「だいせん」・久米桜「純米」new× 各１本

Gb03

・久米桜300ｍｌ×８本／特別純米「八郷」×２、
　特別純米「強力」・特別純米「大山桜」・生酛

純大「山海櫻」・純米吟醸「だいせん」・久米桜
「純米」new・うめ酒×各１本

寄附金 1 万円以上
・純米吟醸だいせん（720ml）
　特別純米酒八郷（720ml）各 1 本

寄附金 1 万円以上

Gb05

・久米桜300ｍｌ×10本／特別純米「八郷」・
特別純米「強力」・特別純米「大山桜」×各
２本、純大「八郷」・生酛純大「山海櫻」・
純吟「だいせん」・久米桜「純米」new×
各１本

大山の地酒「くめざくら」の
バラエティ８本セット KZ-8

大山の地酒「くめざくら」の
バラエティ 10 本セット KZ-10

寄附金２万円以上

Gb07

・【大山Gビール　330ml×８本】／ピル
スナー・ペールエール・ヴァイツェン・
スタウト×各２本

　【日本酒　300ml×４本】／特別純米
「八郷」・特別純米「強力」・特別純米
「大山桜」・久米桜「純米」new×各１本

くめざくら地ビール・
地酒 12 本セット BS-12

　大山の麓で良質な天然水を使って仕込んだ、こだわりの地ビール
と地酒、お酒によく合うハムとソーセージをセットにしました。



寄附金７万 5 千円以上

・大山Gビール330ml×12本
（ピルスナー・ペールエール・ヴァイツェン・スタウト×

各３本)大山ハム４個（ペッパーシンケン72g・カント
リーロースト72g・バーベキューソーセージ120ｇ・バイ
セヴルスト140ｇ×各１個）

ワールド・ビア・アワード
2011 で世界一を受賞した

【ヴァイツェン】とピルス
ナー、ペールエール、スタ
ウトを組み合わせました。

【ピルスナー】チェコのピルゼンで生
まれたビールで、ホップのきいた爽
快な香味の淡色ビール。このタイプ
は世界中に最も普及し、日本の淡色
ビールでなじんだ味わいビールです。

10

寄附金５万円以上大山Ｇビール＆大山ハム３回お届け Aセット

・１回目 : 大山 G ビール（ピルスナー 330ml×８本）、
大山ハム２個（ペッパーシンケン 72g・バーベキューソー
セージ 120ｇ× 各１個）

・２回目：大山 G ビール（ヴァイツェン 330ml×８本 )、
大山ハム（カントリーロースト 72g・バイセヴルスト
140ｇ× 各１個）

・３回目 : 大山 G ビール（ペールエール 330ml×８本）、
大山ハム（熟成乾塩ベーコン 80ｇ・辛口ポチキウイン
ナー 120ｇ× 各１個）

大山Ｇビール＆大山ハム３回お届け Bセット
・１回目：大山 G ビール 330ml×12 本 ( ピルスナー・ペー
ルエール × 各６本 )、大山ハム４個 ( ペッパーシンケン
72g・生ハムロース 40ｇ・熟成乾塩ベーコン 80ｇ・バー
ベキューソーセージ 120ｇ× 各１個 )

・２回目：大山 G ビール 330ml×12 本 ( ペールエール・
ヴァイツェン × 各６本 )、大山ハム４個 ( カントリーロー
スト 72g・モルタデッラ 75ｇ・ハワイアンサラミ 90ｇ・
バイセヴルスト 140ｇ× 各１個 )

・３回目：大山 G ビール 330ml×12 本 ( ピルスナー・ヴァ
イツェン × 各６本 )、大山ハム４個 ( ペッパーシンケン
72g・フライシュケーゼ８０ｇ・あらびきポークウィン
ナー 120ｇ・辛口ポチキウインナー 120ｇ× 各１個 )

・大山Gビール330ml×16本（ピルスナー・ヴァイツェ
ン×各４本、ペールエール・スタウト×各３本、八郷
ビール×２本）、大山ハム７個（ペッパーシンケン
72g・カントリーロースト72g・辛口ポチキウイン
ナー120ｇ・あらびきポークウィンナー120ｇ・フラ
イシュケーゼ80ｇ・トマト＆オリーブ入りソーセージ
100ｇ・チーズリヨナー90ｇ×各１個)

 （ご注意）
 ・この用紙は、機械で処理します
ので、金額を記入する際は、枠内
にはっきりと記入してください。
また、本票を汚したり、折り曲げ
たりしないでください。
 ・この用紙は、ゆうちょ銀行又は
郵便局の払込機能付きＡＴＭでもご
利用いただけます。
 ・この払込書を、ゆうちょ銀行又
は郵便局の渉外員にお預けになる
ときは、引換えに預り証を必ずお
受け取りください。
 ・ご依頼人様からご提出いただき
ました払込書に記載されたおとこ
ろ、おなまえ等は、加入者様に通
知されます。
 ・この受領証は、払込みの証拠と
なるものですから大切に保管して
ください。

この場所には、何も記載しないでください。
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ビール等

Gb02 大山Ｇビール
飲み比べ６本セット GB-6

・大山Gビール330ml×６本（ピルス
ナー・ヴァイツェン×各２本、ペール
エール・スタウト×各１本）

Gb04 大山Ｇビール
飲み比べ８本セット YS-8

・大山Gビール330ml×８本（ピルスナー・ヴァ
イツェン×各２本、ペールエール・スタウ
ト・八郷ビール・バーレーワイン×各１本）

Gb06 大山Ｇビール
飲み比べ 12 本セット YS-12

・大山Gビール330ml×12本（ピルスナー・ヴァイツェ
ン・ペールエール・スタウト・八郷ビール×各２本・
インペリアルスタウト・ウィートワイン×各１本）

Gb08 大山Ｇビール
飲み比べセット GB-12

・大山Gビール330ml×12本（ピルス
ナー・ペールエール・ヴァイツェン・
スタウト×各３本）

Gb09 大山Ｇビール
「ピルスナー」DP-12

・大山Gビール330ml×12本
（ピルスナー×12本）

寄附金１万円以上 寄附金２万円以上寄附金１万 5 千円以上 寄附金１万９千円以上

寄附金１万９千円以上

【ヴァイツェン】ドイツ・バイエルン
地方で発展したビール。小麦麦芽を
使って、苦味がたいへん弱く、口当
たりの良さとフルーティな香りが特
徴、女性にもぴったりのビールです。

Gb10 大山Ｇビール
「ヴァイツェン」DW-12

・大山Gビール330ml×12本
（ヴァイツェン×12本）

寄附金１万９千円以上

【ペールエール】イギリスで伝統的に
造られている、ホップによるフルー
ティーな香味が特徴の淡色ビール。
甘みに心地よい苦味が調和された味
わいです。 ペールとは英語で「淡い」
の意味。

Gb11 大山Ｇビール
「ペールエール」DA-12

・大山Gビール330ml×12本
（ペールエール×12本）

寄附金１万９千円以上

寄附金１万５千円以上

【スタウト】数種類の焙煎麦芽由来の
珈琲やチョコレートを思わせる香り
や、フルーティな香りが特徴の黒ビー
ルしっかりとした飲み応えのあるミ
ディアムボディの味わいです。

Gb12 大山Ｇビール
「スタウト」DS-12

・大山Gビール330ml×12本
（スタウト×12本）

寄附金１万９千円以上

G303

G405

G607

寄附金３万５千円以上

大山Ｇビール＆
大山ハムＤＬＧ受賞セット

ドイツで開催されたドイツ農業協会 (DLG) の国際品質
協議会で受賞したハムとソーセージをセットしました。

G212 大山Ｇビール＆
大山ハムセットＡ

寄附金２万 5 千円以上

G306 大山Ｇビール＆
大山ハムセットＢ

・大山Gビール330ml×16本（ピルスナー・ペールエー
ル・ヴァイツェン・スタウト×各４本）大山ハム10個

（ももハム340g・焼豚340g、熟成乾塩ベーコン200g各１
個、バーベキューソーセージ120ｇ・あらびきポーク
ウィンナー120ｇ・バイセヴルスト140ｇ×各２個、辛口
ポチキウインナー120ｇ×１個）

G409 大山Ｇビール＆
大山ハムセットＣ

・大山Gビール330ml×16本
（ピルスナー・ペールエール・ヴァイツェン・スタウト×

各４本）

G219 大山Ｇビール
飲み比べセット

寄附金３万 5 千円以上
・大山Gビール330ml×16本
（ピルスナー・ペールエール・ヴァイツェン・スタウト×

各４本）大山ハム９個（ペッパーシンケン72g・カント
リーロースト72g・熟成乾塩ベーコン80ｇ×各２個、
バーベキューソーセージ120ｇ・辛口ポチキウインナー
120ｇ・バイセヴルスト140ｇ×各１個）

寄附金５万円以上

寄附金２万 5 千円以上

伯耆町産のお酒

229 地酒 八郷・強力セット◎ 230 地酒 純米セット

・特別純米酒八郷（720ml）
　特別純米酒強力（720ml）各１本
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寄附金２万円以上

くめざくら　
地酒・ビールセット

・大山Ｇビール×６本、特別純米酒八郷（300ml）、
　特別純米酒強力（300ml）各２本

Gb01

寄附金１万円以上

寄附金２万円以上

大山の地酒
「くめざくら」の
バラエティ
５本セット KZ-5

・久米桜300ｍｌ×５本／特別純米「八郷」・特別純米「強力」・特別純米「大山桜」・
　純米吟醸「だいせん」・久米桜「純米」new× 各１本

Gb03

・久米桜300ｍｌ×８本／特別純米「八郷」×２、
　特別純米「強力」・特別純米「大山桜」・生酛

純大「山海櫻」・純米吟醸「だいせん」・久米桜
「純米」new・うめ酒×各１本

寄附金 1 万円以上
・純米吟醸だいせん（720ml）
　特別純米酒八郷（720ml）各 1 本

寄附金 1 万円以上

Gb05

・久米桜300ｍｌ×10本／特別純米「八郷」・
特別純米「強力」・特別純米「大山桜」×各
２本、純大「八郷」・生酛純大「山海櫻」・
純吟「だいせん」・久米桜「純米」new×
各１本

大山の地酒「くめざくら」の
バラエティ８本セット KZ-8

大山の地酒「くめざくら」の
バラエティ 10 本セット KZ-10

寄附金２万円以上

Gb07

・【大山Gビール　330ml×８本】／ピル
スナー・ペールエール・ヴァイツェン・
スタウト×各２本

　【日本酒　300ml×４本】／特別純米
「八郷」・特別純米「強力」・特別純米
「大山桜」・久米桜「純米」new×各１本

くめざくら地ビール・
地酒 12 本セット BS-12

　大山の麓で良質な天然水を使って仕込んだ、こだわりの地ビール
と地酒、お酒によく合うハムとソーセージをセットにしました。



令和４年４月発行有効期限　令和４年４月１日～令和５年３月 31 日 １

伯耆町では、『ふるさと納税』（寄附金）を活用して“福祉の充実”や“大山の環境保全と活性化”、“地域コミュニティ環
境整備”などの取組みをおこなっています。『ふるさと納税』で、伯耆町のまちづくりを応援してください。

【問合せ先】  伯耆町 総務課 ふるさと納税担当
〒689-4133　鳥取県西伯郡伯耆町吉長 37 番地 3　電話 0859-68-3111

ふるさとチョイスほうきちょう

12

407 大山平原ゴルフクラブ　
平日プレー券１枚

寄附金５万円以上

寄附金２万円以上

ゆうあいパル
改修工事のお知らせ

寄附金２万円以上

寄附金 1 万５千円以上

寄附金 1 万円以上

寄附金 1 万円以上

寄附金 5 千円以上

261 温泉入浴券 12 枚

108

・岸本温泉ゆうあいパルの大山の麓地
下 1,150ｍから湧き出るアルカリ性単
純泉の湯は肌触りが柔らかく美肌の
温泉です。

250 天空リフト
年間パスポート

HOTEL&RESORT 狗賓ご優待券
A01 HOTEL&RESORT 狗賓ご優待券（3）

寄附金 3 万円以上A02 HOTEL&RESORT 狗賓ご優待券（9）

寄附金５万円以上A03 HOTEL&RESORT 狗賓ご優待券（15）

寄附金 10 万円以上A04 HOTEL&RESORT 狗賓ご優待券（30）

232 フォト・ダイアリー
“ＤＡＹ ＢＹ ＤＡＹ”

・大山桝水高原天空リフトの年間パスポート。
発行から 1 年間天空リフトの運行中は何度で
も！何回でも！乗車できます。大山隠岐国立公
園大山桝水高原の絶景広がる感動大パノラマが
望める天空リフト。
　「展望台」からの眺めは最高。景色の良さやそ
の開放感から「恋人の聖地」に認定されました。

・岸本温泉ゆうあいパルの温泉
分析値を基にブレンドした、オ
リジナルの温泉の素です。ご家
庭のお風呂に入れて、温泉気分
をお楽しみください。 

【内容】25ｇ（１回分）×10 袋

・日常の何気ない出来事、
小さな感動を書きためる、
自由で気ままな日記帖 植
田正治写真美術館オリジ
ナル、フォト・ダイアリー
“DAY BY DAY”
１ 冊 168×168 ミ リ・上
製本・252 頁　1 年分対応

262 水中歩行プール券 12 枚

・岸本温泉ゆうあいパルの気泡温泉
プールで楽しく温泉効果とともに健康
増進。水着着用で利用する温泉プール
です。

ゆうあいパル
温泉の素（10 回分）

植田正治写真美術館
１年間鑑賞券 寄附金 1 万円以上

名峰大山のふもと、米子市内・皆生温泉からわずか 25 分、米子空港から 50 分という交通至便の地にあり、
名設計者として名高い富沢誠造氏のレイアウトによるプロ絶賛の本格的チャンピオンコースです。

大山隠岐国立公園にある愛犬同伴型宿泊施設
HOTEL&RESORT 狗賓。
地元素材の魅力を最大限に引き出した本格懐石
料理をご堪能し、愛犬と貴重な時間をお過ごし
ください。

令和４年１月 17 日からゆうちょ料金の現金利用加算に伴い、口座（ゆうちょの通帳又はキャッシュカード）からの払込は手数料は無料ですが、
現金での払込の場合は現金支払い加算料金 110 円の負担をお願いします。

226

ふるさと納税で

伯耆町を

応援してください

ほうきちょう

　伯耆町ふるさと納税のご案内

令和
4年度

ゆうあいパルは令和４年６月から令和５年２月まで改修工事の為閉鎖します。回数券は使用期限はありませんので、令和５年３月以降も使用できます。

・大山平原ゴルフクラブでの無料平日プレー券
（４月～11月プレー券）（平日使用/カートフィー・キャディフィー含む）１枚。


