
除草作業・お墓掃除・空き家管理

容量　御城印帳1冊容量　御城印帳1冊

チケット＆体験等

野菜

大三川邸宿泊プラン
江戸時代から150年以上の歴史をもつ地域を象徴する古民家は、町の歴史を脈々と受け継ぎ、新たな
宿泊施設へフルリノベーション。閑静な集落の中、自分たちだけの特別な空間で四季折々の田園風景を
ながむ、一棟宿へ生まれ変わりました。

素泊まりプラン
最大8名まで利用可能
チェックイン　１５：００～20:00
チェックアウト ～11:00

最大8名まで利用可能
チェックイン　１５：００～20:00
チェックアウト ～11:00

最大8名まで利用可能
チェックイン　１５：００～20:00
チェックアウト ～11:00

最大8名まで利用可能
チェックイン　１５：００～20:00
チェックアウト ～11:00

480，000円
　        以上の寄附でもらえる

食事付プラン

570，000円
　        以上の寄附でもらえる

たちばなふぁーむ農業体験
都心から80分、稲作が盛んな千葉県北東部のブランド米
「多古米」で有名な多古町。
栗山川の美しい風景の中に自然を感じ触れ合いながら、
田植え体験・稲刈り体験など日帰り農業体験が楽しめます。
お一人でも小さなお子様のいるご家族でもお気軽に
ご参加ください。
毎月参加可能な農業体験をご案内しております。 27,000円

　  以上の寄附でもらえる

ますがたや旅館　一泊二食付きペア宿泊券
旅館の裏に広がる田園風景
多古米を引き立たせる
おふくろの味でおもてなし
いたします。

一泊二食付　二名様までご利用可能
お子様料金は別途お問い合わせください
有効期限　発行日から一年間

一泊二食付　二名様までご利用可能
お子様料金は別途お問い合わせください
有効期限　発行日から一年間

67,000円
　        以上の寄附でもらえる

多古町御城印帳
町内に30以上の山城を有する「山城の町」
デザインを手がけたのは、山城ガールむつみさん。
表紙は多古の中心的な城郭である多古城、並木城
志摩城周辺の地形がモチーフとなっております。

12,000円
　        以上の寄附でもらえる

嵐の湯（岩盤浴）入浴優待券・入浴2回分

道の駅多古あじさい館レンタサイクル利用券

嵐の湯の薬石浴は15種類の薬石に熱を加え、天然温泉を室内
いっぱいに蒸発させます。薬石と天然温泉に含まれる大量の
ミネラルが室内いっぱいにまるで嵐のように充満しています。
また、室温45度～46度という温度にもかかわらず、大量の汗と
老廃物を体外に排出します。
涼み処にはウッドデッキもあり、そこからの眺めは最高でとても
喜ばれております。

入浴２回分
タオル、バスタオルは別途代金が必要です。
チケットは寄附者本人とその家族のみ
利用可能です。

入浴２回分
タオル、バスタオルは別途代金が必要です。
チケットは寄附者本人とその家族のみ
利用可能です。15,000円

           以上の寄附でもらえる

ふるさとから離れていて町内の
土地又はお墓の掃除、除草の手
入れや空き家の管理が行き届か
ないという方のために。

お墓掃除除草作業

28,000円
　        以上の寄附でもらえる

14,000円
           以上の寄附でもらえる

レンタサイクル利用券6回分
９：００～17:00の間、電動アシスト
付き自転車１日利用券です。

レンタサイクル利用券6回分
９：００～17:00の間、電動アシスト
付き自転車１日利用券です。 10,000円

　        以上の寄附でもらえる

多
古
町

千
葉
県

多古町は、肥沃な大地と豊かな水、温暖な気候風土に
恵まれた「豊饒のさと」として知られています。
　　　　　　　　　　ねばりある美味しさ
多古町で多古米と共に力を入れている農作物が大和芋です。
多古町では昭和38年頃から生産を始め、種芋の工夫や土の改良を続け、
現在では作付け面積200ha、生産量も年間約3,500ｔを
生産しています。
千葉県内第１位はもちろんのこと、全国でも有数の生産量を
誇っています。

多古産 やまと芋
              4kg

20,000円
　 以上の寄附でもらえる

空き家管理

19,000円
　        以上の寄附でもらえる

【基本作業内容】
1.墓石等洗浄（カビ、水垢、
　苔等を除去いたします。
　手作業で落とせる範囲ま
　でといたします。）
2.草取り
3.ゴミ拾い（落ち葉など）
4.水、線香のお供え

所有している宅地及び休耕地の
草刈作業（機械除草）と刈草処分
作業を行います。
作業完了後には成果物として指定
場所の作業前、作業後の写真を送
付いたします。
寄附入金確認後、チケット発送前に
お電話差し上げております。その後
作業箇所及び範囲等の確認をさせて
いただきます。

      　多古産　大和芋
　　　 4kg×1ケース
      　多古産　大和芋
　　　 4kg×1ケース

季節ごとの田んぼや畑の農業体験
ができます。
お土産に多古米や季節の野菜を
差し上げます。

季節ごとの田んぼや畑の農業体験
ができます。
お土産に多古米や季節の野菜を
差し上げます。

多古町御城印シリーズ

３,000円
　 以上の寄附でもらえる

御城印3種セット
多古城、並木城、志摩城

御城印3種セット
土橋譲、玉造譲、分城

日付は空欄のままお届けいたします。

多古町御城印
3種セット各1枚
多古町御城印
3種セット各1枚

「ますがたや旅館」の裏に
は水田地帯が広がります。
風にたなびく稲穂が広がる
田園風景は、まさに日本の
原風景、心が癒やされます。
普段都会で忙しく生活して
いる方にとっては少々不便
だと思いますが、家庭的な
雰囲気の中で,リラックス
してお過ごしください。

道の駅多古「あじさい館」で利用できるレンタサイクル。
電動アシスト付き自転車（ブリヂストン社製）なので坂道もラクラク!!
レンタサイクルで自然豊かで歴史ある多古町を巡ってください。
道の駅多古「あじさい館」は、国道296号と栗山川の交差する
“多古大橋”のたもとにあります。
美しい花に彩られる栗山川と田園風景をお楽しみください。

多古町ホームページの
ふるさと納税ページ

2021

容量



【元気豚】大粒肉焼売セット
直径約5㎝のビッグサイズの肉
焼売です。
お肉がたっぷり詰まった肉焼売
なので食べ応えがあります。

容量　（約50ｇ×6個）×7袋容量　（約50ｇ×6個）×7袋

10,000円
　  以上の寄附でもらえる

10,000円
　  以上の寄附でもらえる

14,000円
　  以上の寄附でもらえる

３６,000円
　  以上の寄附でもらえる

12,000円
　  以上の寄附でもらえる

【元気豚とは】元気豚は、赤身肉に適度な筋間脂肪（サシ）が入り、肉質が柔らかくジューシーなのが特徴です。品種・血統、飼育方法、飼料に
こだわり、豚が健康に育つ条件を整え、約180日で体重110kg
～120kgに到達するという基準を満たしたもののみを元気豚
として出荷しています。
繁殖性、肉質が優れた血統を掛け合わせ、普通の豚の1.4倍に
もなる筋間脂肪（サシ）が入り、食感も柔らかく旨みの濃い豚肉
を作ることに成功しました。

飲料類
多古町醸造ワイン3種セット

多古米３kgと季節の野菜セット
多古町は、肥沃な大地と豊かな水、温暖な
気候風土に恵まれた「豊饒のさと」として
知られています。多古町より多古米と季節
の野菜をお届けします。ぜひご賞味ください。

10,000円
　  以上の寄附でもらえる

10,000円
　  以上の寄附でもらえる

10,000円
　  以上の寄附でもらえる

10,000円
　  以上の寄附でもらえる

　　　精米3kg、おまかせ野菜の詰め合わせ
　　　生鮮食品のため、商品到着後は早目にお召し上がりください。
　　　精米3kg、おまかせ野菜の詰め合わせ
　　　生鮮食品のため、商品到着後は早目にお召し上がりください。

多古米コシヒカリ（精米）１０kg

１４,000円
　  以上の寄附でもらえる

容量　多古米（精米）5kg×２袋容量　多古米（精米）5kg×２袋

【多古米とは】
多古米とは、千葉県多古町（たこまち）で栽培されたコシヒカリのことを言います。
多古町は昔から良質の米産地として知られています。平成2年には日本の米作り
100選にも選ばれ、過去には食味日本一にも輝きました。平成26年度には皇室
献上米にも選ばれています。さらに過去には徳川幕府に献上されていたとも
言われています。

【主な返礼品発送業者】
　たこまいらいふ萩原農場合同会社　　　株式会社多古
　かとり農業協同組合　　　　　　　　　株式会社加藤公平商店
　有限会社渡辺与四郎商店　　　　　　　山口農場
　たちばなふぁーむ合同会社

【主な返礼品発送業者】
　たこまいらいふ萩原農場合同会社　　　株式会社多古
　かとり農業協同組合　　　　　　　　　株式会社加藤公平商店
　有限会社渡辺与四郎商店　　　　　　　山口農場
　たちばなふぁーむ合同会社

多古米1kg3袋
多古米純米焼酎セット

龍角散ののどすっきり飴120max セットA

多古町産のお菓子セット

　　　　おこめさぶれ:12枚入
　　　　(ミルク6枚、ココア6枚)
　　　　すまいるせんべい:3枚入
　　　　(あっさりしょうゆ、たまりしょうゆ)
　　　　さつま芋プリン:23g入×8個
　　　　紅はるか干し:200g　　　……他

　　　　おこめさぶれ:12枚入
　　　　(ミルク6枚、ココア6枚)
　　　　すまいるせんべい:3枚入
　　　　(あっさりしょうゆ、たまりしょうゆ)
　　　　さつま芋プリン:23g入×8個
　　　　紅はるか干し:200g　　　……他

龍角散のハーブパウダーを
20％増量。
ローヤルゼリーと、プロポリス
を配合。
マイルドなミルク味です。

　　　龍角散ののどすっきり飴120max6袋　
　　　龍角散ののどすっきり飴スティック10個
　　　龍角散ののどすっきり飴120max6袋　
　　　龍角散ののどすっきり飴スティック10個

玄米・精米・セット・重さ等各種取り揃えておりますので、サイトよりご確認ください。

豚丼セット・豚肉肩ロース・肉餃子等
各種取り揃えておりますのでサイトより
ご確認ください。

お米の町の天然水　多古水（sui）
お米と水の町、多古町の地下から
直接採水した原水で、ミネラル成分
を豊富に含んだナチュラルミネラル
ウォーターです。

お米の町の天然水　多古水（sui）
500ｍｌ×24本

【栄養成分(100ｍｌあたり）】　
・エネルギー・・・0ｋcal
・たんぱく質・脂質・炭水化物・・・0g
・ナトリウム・・・1.39㎎
・カリウム・・・0.22ｍｇ
・カルシウム・・・2.56㎎
・マグネシウム・・・1.22㎎

容量　500ｍｌ×24本容量　500ｍｌ×24本

多古米 無添加あま酒（白米／玄米）
萩原農場の「あま酒」
幻のお米「多古米」だけを使った
無添加あま酒です。砂糖や塩、添
加物等は入っておりません。
米糀で作っているので、ノンアル
コール。お子様からご年配、妊娠
中の方まで安心してお召し上がり
いただけます。
あま酒は飲む点滴とも言われて
います。ビタミン類や食物繊維、
アミノ酸、ブドウ糖が豊富です。
甘味料としてお菓子やお料理に
もお使いいただけます。

　　　　あま酒（白米）500ml ×2本
　　　　あま酒（玄米）500ml ×2本
　　　　あま酒（白米）500ml ×2本
　　　　あま酒（玄米）500ml ×2本

・多古錦／めでたいもの／あずま小町 セット
・多古舞／めでたいもの／あずま小町 セット
・多古舞／多古錦／めでたいもの セット
・多古舞／多古錦／あずま小町 セット

多古のお酒 酔いくらべセット

容量　720ml各1本容量　720ml各1本

容量　750ml×各1本　計3本容量　750ml×各1本　計3本

山ぶどう特有のワイルドなテイスト
が残る、フレッシュでフルーティな
味わい深いワインをお楽しみ
いただけます。
国内の信頼できる生産者さんより、
厳選したぶどうを原料としております。
2024年度を目処に多古町産ぶどう
を使用してのワイン醸造を始められ
るよう取り組んでおります。

マスカットベーリーＡ(ラベル色：ピンク)
岩手県産山ぶどう(ラベル色：空色)
山形県月山産山ぶどう月山一号(ラベル色：青)

スイーツ

お米豚肉

【おすすめのお召し上がり方】
牛乳または豆乳で1～2倍に割ってお召し上が
りください。温めても、常温でも、冷やしても
美味しくいただけます。

平飼い自然養鶏の「みのり農場」で育てられ
た純国産鶏の新鮮な卵と北海道牛乳を贅沢
に使用し、とろける濃厚さと三層の味わいが
絶妙なプリン。
生クリームとミルクのやさしい甘み。
そして、ほろ苦いカラメルが合わさり至福の
時間が楽しめます。
たっぷり食べられる100グラム！
ビンはガラス製なので、食べた後に再利用
できるものポイント♪

賞味期限
【発送より7日以内】
【要冷蔵10℃以下で保存】

賞味期限
【発送より7日以内】
【要冷蔵10℃以下で保存】

容量　100g×6個容量　100g×6個

ノアの恵みプリン

10,000円
　  以上の寄附でもらえる

10,000円
　  以上の寄附でもらえる

消費期限
【製造日より16日以内】
【要冷蔵10℃以下で保存】

消費期限
【製造日より16日以内】
【要冷蔵10℃以下で保存】

ヨーグルト＆デザートセット

豚肉セット 肉餃子

農薬化学肥料不使用の多古米コシヒカリ

21,000円
　  以上の寄附でもらえる

容量　多古米5kg容量　多古米5kg

恵まれた大地で作りあげられた
特産品を、多古町道の駅「あじさい
館」よりお届けいたします。
この機会に「多古米」と純米焼酎
「めでたいもの」のセットをご賞味
ください。

牛肉

千葉と書いて【せんば牛】。
そのせんば牛の牛スジを食べ応えのある大きさに切ってじっくりと
煮込みました。絶妙なスパイス加減と牛スジから溢れ出る旨味は
逸品です。シェフの味を一度お試しください。

せんば牛カレー　200g×5食セット

10,000円
　  以上の寄附でもらえる

           せんば牛カレーセット
            200g×5食
           せんば牛カレーセット
            200g×5食

せんば牛100％ハンバーグ

10,000円
　  以上の寄附でもらえる

容量    ハンバーグ140g6個容量    ハンバーグ140g6個

多古町産アイス２種セット

10,000円
　  以上の寄附でもらえる

　　　 さつまいも（紅はるか）アイスクリーム 120ml ×6個
　　　 いちご（紅ほっぺ）ミルクアイスクリーム 120ml ×6個
　　　 さつまいも（紅はるか）アイスクリーム 120ml ×6個
　　　 いちご（紅ほっぺ）ミルクアイスクリーム 120ml ×6個

濃厚な甘さ、しっとりねっとりの食感が
特徴の「べにはるか」
実の中まで赤くて甘味が強いのが特徴
の「紅ほっぺ」
をペーストにして
練り込んだアイス
クリームは濃厚で
芳醇。

容量

容量

容量

容量

容量

容量

 　　　　飲むヨーグルト180g×8本
 容量　　かずさ生乳ヨーグルト１００ｇ×7個
 　　　　麦芽ゼリー70g×7個

 　　　　飲むヨーグルト180g×8本
 容量　　かずさ生乳ヨーグルト１００ｇ×7個
 　　　　麦芽ゼリー70g×7個

【国産原材料へのこだわり】
千葉県産生乳を50％以上
使用し乳製品・てんさい糖も
国産の原材料を
使用しています。
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