ふるさと白馬村を応援する寄附金

白馬村
ふるさと納税のご案内

ふるさと納税とは…？
自治体への寄附金のことです。個人が自治体に寄附をした場合、その金額や所得に応じて、
所得税や住民税の軽減が受けられる制度です。寄附金の使い道を指定できるのも特徴です。

寄附する自治体を選べます

税金が控除されます

生まれ故郷に限らず、自分の好きな自治

2,000 円を超える部分について控除の対

体を全国から選んで寄附できます。複数の

象となります。詳しくは下の説明をご覧く

自治体に寄附をすることも可能です。

ださい。

寄附金の使い道も選べます

特典（お礼の品）がもらえます

支援の思いが確実に活かされます。目に

お米や特産品などの食べ物だけでなく、

見える形でまちづくりに使われるため、寄

宿泊券やリフト券などもお選びいただけま

附した地域とのつながりも生み出します。

す。地域経済の活性化にもつながります。

寄附金控除について ( 所得税・住民税の軽減措置 )
自治体に寄附をした場合、2,000 円を超える部分については、確定申告を行うことにより
「その年分の所得税」及び「翌年度分の住民税」から控除（減額）されます。
①寄附

白馬村

③確定申告

④税額軽減

寄附者

②受領証明書

お住まいの市区町村
税務署

【例】夫婦・子ども２人（うち１人は扶養親族）

Ⅰ．所得税から控除される額

の家庭で２万円を寄附した場合

所得金額の 40％を限度に、寄附金−2,000 円を所得控除します。

給与収入額

所得税減税額＝
（寄附金−2,000 円）× 所得税率

住民税（所得割）

Ⅱ．住民税から控除される額（①＋②）
① 【基本分】
（寄附金−2,000 円）×10％
＊
② 【特例分】
（寄附金−2,000 円）×（90％−所得税率）

＊住民税所得割額の 20％を限度とします。

5,000,000 円
155,000 円

寄附金額（Ａ）

20,000 円

税の軽減額（Ｂ）

18,000 円

うち所得税

900 円

うち住民税

17,100 円

自己負担額（Ａ）－（Ｂ）

2,000 円

寄附金額 20,000 円
控除金額 18,000 円
詳しくはお気軽に
お問い合わせください

自己負担額
2,000 円

所得税軽減額
900 円

住民税軽減額
17,100 円

※いくつかの前提のもとで計算した値ですので、あくまで目安としてください。
確定申告を行わない給与所得者等で寄附先の自治体が５団体以内の方を対象として、寄付金控除が不要と
なる「ワンストップ特例」を適用することができます。特例の適用をご希望される方は、申請が必要です
ので、お申し込みの際にその旨をご記載・ご入力ください。

寄附金の使い道は…？
白馬村では、皆様からお寄せいただいた寄附金を以下の事業に活用させていただきます。

１） スポーツの振興に関する事業
白馬村はオリンピック開催地という歴史だけでなく、上村愛子選手や渡部暁斗選
手などこれまで多くのオリンピック選手を輩出してきた伝統も有しています。その
歴史と伝統を守り引き継ぐために世界レベルのスキー選手の育成を目指します。
また、オリンピック施設の改修や生涯スポーツの普及促進、体育施設の更新等の
事業にも活用します。

２） 環境の保全および景観の維持・再生に関する事業
観る者を魅了する目前に迫り立つ壮大な北アルプスの山並み。その「ふるさと白
馬」のかけがえのない景観を守り、継承して、国際山岳観光地としての魅力に一層
の磨きをかけます。
具体的には、山岳環境の整備、無電柱化の推進、里山の環境保全、新エネルギー
の利用促進等の事業に用します。

３） 産業・文化を活かした国際交流の推進に関する事業
公衆無線 LAN（Free Wi-Fi）の整備や多言語による観光情報・行政情報の提供
など、増加する外国人観光客や定住外国人との共生に関する環境整備や交通網・情
報網の整備を推進します。
その他、海外友好都市との交流等の事業にも活用します。

４） 地域教育力の向上に関する事業
地域の教育環境を整備し、若者の人口流出を防ぐだけではなく、都市部から若者
を呼び込み地域を活性化します。
また、住民だけでなく観光で訪れる方も立ち寄りたくなる「白馬らしい図書館」
の建設も計画しています。
その他、教育関係施設の更新や生涯学習の促進等の事業に活用します。

５） 白馬高校の魅力化・国際化と存続に関する事業
多くの五輪選手を輩出している白馬高校が生徒数の減少により存続の危機に直面
しました。国際観光科を新設して生徒を全国募集し、世界屈指の山岳環境や増加す
る外国人住民・観光客などの地域資源を最大限に活用して、今後の地域を背負って
立つ人材を育成します。公営塾や教育寮の運営、地域内外の企業との協働によるキャ
リア教育、留学の支援や ICT 教育の推進など、地域ぐるみで高校を支援します。

６） 指定しない（村長におまかせ）
村長が指定した事業に活用します。

ふるさと納税の手続きは…？
■

お申し込み

１）ポータルサイト「ふるさとチョイス」
白馬村

ふるさとチョイス

で検索

※クレジットカード決済の方は、申請から決済までの手続きをワンストップで完了できます。

２）ながの電子申請サービス
ながの電子申請

で検索

→

白馬村を選択

→

ふるさと白馬村を応援する寄附申請

https://www.shinsei.elg-front.jp/nagano/uketsuke/dform.do?id=1225159794194
クレジットカード決済の場合、申請受付後に決済に必要な情報をお知らせします。

３）郵送・ＦＡＸ・電子メール
白馬村行政ホームページからダウンロードもしくは郵送により受領した「寄附申込書」に
必要事項を記入して白馬村役場総務課までご送付ください。
白馬村

寄附申込書

で検索

→

ページ下部の Word / PDF ファイルをダウンロード

＊郵送：〒399-9393 長野県北安曇郡白馬村大字北城 7025 番地

白馬村役場

総務課

宛

＊ＦＡＸ：０２６１−７２−７００１
＊電子メール：furusato-tax@vill.hakuba.lg.jp

４）来庁
白馬村役場総務課窓口にて「寄附申込書」にご記入ください。

■

ご入金

１）クレジットカード決済
ポータルサイトからの申請の場合、申請と同時に決済手続きを行うことができます。
それ以外の方法で申請いただいた場合、申込受付後に決済に関する情報をお知らせします。
領収日（納付日）は、寄附者がクレジットカード決済手続きを完了した日となります。

２）納付書（郵便振替）
申請受領後に納付書をお送りしますので最寄りの郵便局でご入金ください。
（寄附申込書をご請求いただいた方には納付書を同封いたします）

３）銀行振込
以下の口座にご入金ください。
振込口座：八十二銀行 白馬支店 普通 １１４７８
※振込手数料は寄附者の負担とさせていただきます。

口座名義：白馬村（ハクバムラ）

４）現金書留
〒399-9393 長野県北安曇郡白馬村大字北城 7025 番地
※郵送料は寄附者の負担とさせていただきます。

■

白馬村役場

総務課

宛にお送りください。

証明書・特典の発送
白馬村役場から、確定申告の際に添付する「寄附金受領証明書」等をお送りします。
特典事業者から、お選びいただいたお礼の品をお送りします。

■

確定申告
所得税・住民税の控除を受けるために、寄附金受領証明書を持参して確定申告をしてください。
※ワンストップ特例（確定申告不要）の申請をされた方は確定申告をする必要はありません。

お礼の品
白馬村では、5,000 円以上の寄附をいただいた方に対して、感謝の気持ちを込めてお礼の品を贈呈させて
いただきます。白馬を味わえる・楽しめるお礼を多数ご用意しましたので、寄附金額に応じてお好きな品を
お選びください。
・お礼の品は協賛事業者から直接お送りします。寄付された方の住所・氏名・連絡先等の個人情報を協賛

注意
事項

事業者へ提供させていただく必要がありますので、ご了承いただける方のみ対象とさせていただきます。
・受注状況等により発送までにお時間を要する場合があります。また、在庫状況等により一部商品を変更
する場合があります。あらかじめご了承ください。
・白馬村内に住所を有する方にはお礼の品をお贈りすることができません。

■

5,000 円以上の寄附をいただいた方

A-01 道の駅白馬特選セット①

道の駅白馬で取り扱っている白馬村の特産品の中から、
青鬼地区で栽培されている紫米の加工品を中心に、人気
の商品 4 点を詰合せました。
・白馬地粉そば 220g
・紫米おかき 150g
・紫米ポンせんべい（醤油味）8 枚入
・紫米五平もち 1 本
提供：道の駅白馬（一般財団法人白馬村振興公社）

A-03 白馬産摘みたて生ブルーベリー

白馬ブルーベリー園で収穫した摘みたてのブルーベリー
です。摘み取り後、クール便で随時発送します。
発送は収穫期の７月〜８月となります。

A-02 白馬青こしょうセット①

北アルプス山麓ブランド認定品の「白馬青こしょう」の
加工品など 5 点を詰合せました。
・白馬青こしょう（粗びき）8g
・白馬青こしょう醤油 150ml
・白馬青こしょう味噌だれ 150ml
・白馬青こしょうふる里漬 200g
・白馬青こしょう味噌煎餅 1 枚
提供：株式会社イースト

A-04 白馬産食用ほおずき（生食用）

白馬特有の夏の冷涼な気候と秋の寒暖差で育った、糖度
14 〜 15 度の香り高く甘い食用ほおずきです。
発送は９月以降となりますので、ご了承のうえお申し込
みください。

・摘みたて生ブルーベリー 500g
提供：株式会社白馬そだち

・食用ほおずき 100g × 2 パック
（オレンジチェリー・太陽の子のいずれかまたは両方）
提供：ほおずきファーム白馬

A-05 みそ玉仕込み味噌

昔ながらの知恵を活かした手作りによる白馬伝統のみそ
玉仕込み味噌です。1 年以上かけて完成する味噌は、ふ
くよかな甘みがあり、素材の巧さを引き出します。
・みそ玉仕込み味噌 900g

A-06 純米吟醸 白馬そだち

白馬村で栽培された酒米「ひとごこち」を使用した純米
吟醸酒です。
精米歩合 59% で丹念に磨き上げました。米本来の持つ
豊潤な旨味とキレの良さが特徴です。
・純米吟醸 白馬そだち 720ml

提供：白馬村味噌漬物生産組合
（道の駅白馬から発送します）

A-07 ヴィクトワール・シュヴァルブラン・
村男Ⅲ世タオル

提供：株式会社白馬そだち

A-10

雪中甘藍（雪下キャベツ）
（１〜２月限定）

白馬村キャラクター「ヴィクトワール・シュヴァルブラ
ン・村男Ⅲ世」のオリジナルタオルです。
青・ピンクの 2 色からご希望の色をお選びください。
・ヴィクトワール・シュヴァルブラン・村男Ⅲ世タオル
1枚

夏場のキャベツと違い、雪の中でゆっくりと糖度が増し
たキャベツです。雪の中から一つひとつ丁寧に掘り起こ
します。浅漬けや温野菜にどうぞ。配達用の箱には白馬
の雪を詰めてお送りします。
・白馬村産

雪中甘藍キャベツ 1 玉

提供：有限会社白馬ヤマトヤ

A-11

食用ほおずき加工品セット

白馬特有の夏の冷涼な気候と秋の寒暖差で育った、糖度
14 〜 15 度の香り高く甘い食用ほおずきを、甜菜糖とレ
モン果汁のみで仕上げたジャムと、上質なナチュラル
チーズを使用したほおずきのクリームチーズスプレッド
です。
・ほおずきジャム 110g×1 個
・ほおずきスプレッド 115g×1 個
提供：ほおずきファーム白馬

提供：株式会社白馬そだち

A-12

はくばうむ

店内で 1 本 1 本手焼きしたやさしい味わいのバームクー
ヘン。冬の白馬に舞う雪の結晶をイメージした焼印がポ
イントの白馬のバームクーヘン「はくばうむ」です。
・はくばうむ
取扱事業者：白馬 SWEETS 工房 Ricca

A-13 白馬そだち 切り餅

冷涼な気候と清流で育てた白馬産もち米（オラガモチ）を、
昔ながらの杵つき製法でつき上げました。個包装してあ
りますので、その時食べる分だけ開封してお召し上がり
いただけます。
・白馬そだち 切り餅 500g×3 袋
取扱事業者：株式会社白馬そだち

■

A-14 白馬そだち 蕎麦セット

白馬村産蕎麦を使用した田舎そばと挽きぐるみそば粉のセット
です。冷涼な白馬で育った蕎麦の豊かな香りと風味をお楽しみ
ください。
そば粉は、手打ち蕎麦はもちろん、ガレットやクッキーにして
お召し上がりください。
・白馬そだち 切り餅 500g×3 袋
取扱事業者：株式会社白馬そだち

10,000 円以上の寄附をいただいた方

B-01 宿泊補助券 3,000 円分

白馬村観光局に加入している約 300 軒の宿泊施設でご利
用いただける宿泊補助券です。対象施設につきましては、
白馬村観光局までお問い合わせください。
有効期限は発行日から１年間です。
・宿泊補助券 3,000 円分
提供：一般社団法人白馬村観光局

B-03 白馬産コシヒカリ 10kg

B-02 はくばの豚セット

ミネラルが豊富な北アルプスの湧水を飲み水に使うなど、
自然に恵まれた農場でストレスなく育てた「はくばの豚」の
セットです。柔らかく豚特有の臭みもないのが特徴です。
冷凍ではなくフレッシュな生（冷蔵）でのお届けとなります。
※賞味期限は発送日を含めて 4 日間です。
入金確認後、お届け日時を確認してからの発送となります。
・ロース肉かつ用 150g×4 枚
・もも肉しゃぶしゃぶ用 400g
・かた・もも肉切落し 500g
提供：Ａコープ白馬店

B-04 白馬産ゆめしなの 10kg

白馬のきれいな水と空気で認定農業者が心を込めて育ん
だお米の王様「コシヒカリ」です。

白馬のきれいな水と空気で認定農業者が心を込めて育ん
だ長野生まれの品種「ゆめしなの」です。

・白馬産コシヒカリ 10kg

・白馬産ゆめしなの 10kg

提供：白馬ファーム株式会社、下川隆、
有限会社マイテカル、松澤利彦、
久保田公章、柏原順一

提供：白馬ファーム株式会社
有限会社マイテカル

B-05 白馬産あきたこまち 10kg

B-06 白馬産ミルキークイーン 10kg

白馬のきれいな水と空気で認定農業者が心を込めて育ん
だ粘りが強く噛みごたえのある「あきたこまち」です。

白馬のきれいな水と空気で認定農業者が心を込めて育ん
だ低アミロース米「ミルキークイーン」です。

・白馬産あきたこまち 10kg

・白馬産ミルキークイーン 10kg

提供：白馬ファーム株式会社、松澤利彦
有限会社マイテカル、長澤素孝

B-07 道の駅白馬特選セット②

提供：株式会社白馬そだち
松澤利彦、下川隆

B-09 白馬青こしょうセット②

道の駅白馬で取り扱っている白馬村の特産品の中から、
人気の商品を 5 点選び、詰合せました。

北アルプス山麓ブランド認定品の「白馬青こしょう」を使った
加工品など 8 点を詰合せました。

・紫米そば ( 半生 ) 390g
・紫舞 ( 紫米 ) 450g
・紫米くるみゆべし 16 個入

・青こしょう ( 粗びき ) 8g
・青こしょう醤油 200ml
・青こしょうのり 40 枚
・青こしょう味噌煎餅 1 枚 ×2 袋

・紫米五平もち 3 本
・紫米おかき 150g

・赤こしょう 8g
・青こしょう味噌だれ 200ml
・青こしょうふる里漬 200g
・そのまんまりんご 50g

提供：道の駅白馬（一般財団法人白馬村振興公社）
提供：株式会社イースト

B-10 白馬そだちブルーベリー加工品セット

白馬のおいしい水と空気で育ったブルーベリーを使用した
加工品のセットです。
・ブルーベリージュース 720ml
・ブルーベリー飲む酢 200ml
・ブルーベリージャム（つぶつぶ）140g
・ブルーベリージャム（プレーン）140g
提供：株式会社白馬そだち

B-11

白馬産冷凍ブルーベリー（加工用）

白馬のおいしい水と空気で育ったブルーベリーを新鮮な
まま冷凍しました。ジャムやトッピングなどにお使いく
ださい。
＊冷凍過程で身が崩れたり果汁が染み出したりしてしま
うことがありますので、あらかじめご了承ください。
・冷凍ブルーベリー 1kg
提供：株式会社白馬そだち

B-12 ヴィクトワール・シュヴァルブラン・
村男Ⅲ世

Ｔシャツ＆タオル

B-13

季節の山菜詰合せ
（期間限定）

白馬村キャラクターのオリジナルＴシャツとタオルのセットです。
Ｔシャツはご希望の色 ( ネイビー・ピンク ) とサイズ (130、150、
S、M、L、XL) をお選びください。
タオルはご希望の色 ( ブルー・ピンク ) をお選びください。

こごみ、こしあぶら、うどぶきなど村内で収穫した山菜を新鮮な
まま直送します。
＊その日に採れたものをお送りしますので、山菜の種類をお選び
いただくことはできません。

・ヴィクトワール・シュヴァルブラン・村男Ⅲ世タオル 1 枚
・ヴィクトワール・シュヴァルブラン・村男Ⅲ世Ｔシャツ 1 枚

・季節の山菜詰合せ

提供：道の駅白馬（一般財団法人白馬村振興公社）

提供：有限会社白馬ヤマトヤ

B-14 八方アルペンライン往復乗車券

白馬三山を水面に映す八方池までのトレッキングや、
唐松岳登山などにご利用いただける「八方アルペンラ
イン」（ゴンドラリフト「アダム」、アルペンクワッド
リフト、グラートクワッドリフト）の往復乗車券です。
施設内で利用できる 200 円クーポンも付いています。
＊営業期間は 6 月上旬〜 11 月上旬の予定です。
＊天候等により運行を休止する場合があります。

B-15

B-15 白馬岩岳ゆり園＆
マウンテンビュー ペア入場券

約 50 余種、200 万輪のゆりが咲く白馬岩岳ゆり園。
標高 1,289m の山頂に向かうゴンドラリフト「ノア」
の往復乗車券とゆり園の入場券をペアで贈呈します。
＊夏期（ゆり園）の営業は 7 月上旬〜 8 月下旬の予定
です。
＊秋期の営業は 9 月下旬〜 11 月上旬の予定です。
・白馬岩岳ゆり園＆マウンテンビュー ペア入場券

・八方アルペンライン 往復乗車券
提供：白馬観光開発株式会社
提供：白馬観光開発株式会社

B-16

白馬 EX アドベンチャー入場券

高さ 8 〜 12m の様々なエレメント（遊び）を体験でき
る日本初上陸のアドベンチャーコース。第 1 コース・第
2 コースの両方を利用できる大人 1 名分の入場券です。
※営業期間は 4 月下旬〜 11 月上旬です。
・白馬 EX アドベンチャー 入場券

B-17

はくばの豚カレー

柔らかでコクのある白馬 SPF 豚「はくばの豚」と信州
産ブナシメジを使った白馬名物の特製ポークカレーで
す。辛さ控えめで懐かしい味ですので、お子さまからお
年寄りまでお召し上がりいただけます。
・はくばの豚カレー（1 人前 220g×5 袋）
提供：一般社団法人白馬村観光局

提供：株式会社白馬 EX アドベンチャー

B-18

白馬のシェフの
美味しいレトルト詰合せ

白馬のホテル料理長時代にお客様やスタッフから大好評を博した
メニューをレトルト食品として商品化しました。国産の牛肉・豚肉・
野菜、信州産のキノコ・リンゴを使用しています。賞味期限も
540 日〜 730 日と長く、非常食・保存食としてもオススメです。
・白馬のシェフのまかないレー（210g×5 箱）

B-19 食用ほおずき生食＆加工品セット

白馬特有の夏の冷涼な気候と秋の寒暖差で育った、糖度
14 〜 15 度の香り高く甘い食用ほおずきです。
生食用（オレンジチェリー・太陽の子のいずれかまたは
両方）、甜菜糖とレモン果汁のみで仕上げたジャム、上質
なナチュラルチーズを使用したクリームチーズスプレッ
ドのセットです。

・ハシイライス（200g×1 箱）
・白馬ボロネーゼ（140g×1 箱）
・信州りんごのポタージュ（160g×1 箱）
提供：白馬サンプソンファーム

B-20 ほおずきジュース

白馬特有の夏の冷涼な気候と秋の寒暖差で育った、糖度
14 〜 15 度の香り高く甘い食用ほおずきをそのまま搾っ
た果汁 100% の無添加ジュースです。
ストレートでも薄めても、炭酸で割ったカクテルでもお
楽しみいただけます。
・ほおずきジュース 480ml×2 本
提供：ほおずきファーム白馬

B-22 白馬ーグ＆デミ不尽セット

白馬の伝説のレストラン「サンプソン」で人気 No.1 メニュー
だったハンバーグをハート型にして商品化しました。黒胡椒
以外は全て国産素材を使用した、完全無添加のハンバーグ＆
デミグラスソースです。お家で簡単にシェフの味をお召し上
がりいただけます。
・白馬のシェフの無添加ハンバーグ「白馬ーグ」（100g×5 個）
・無添加デミグラスソース「デミ不尽」（200g）
取扱事業者：白馬サンプソンファーム

・食用ほおずき（生食用）100g×３パック
・ほおずきジャム 110g×1 個
・ほおずきスプレッド 115g×1 個
提供：ほおずきファーム白馬

B-21 白馬そだちトマト加工品セット

白馬の冷涼な気候の中でおいしく実った大玉トマトとミ
ニトマトをふんだんに使った加工品のセットです。原料
のトマトは JGAP 認証農場で、信州の環境にやさしい農
産物認証を取得している安心安全なトマトです。
・無添加トマトジュース 720ml×2 本
・トマトケチャップ 300g
・ミニトマトソース 300g
提供：株式会社白馬そだち

B-23 白馬八方温泉 回数券

日本唯一の天然水素温泉で高アルカリ泉の白馬八方温泉の各
施設にて使える回数券（20 枚綴り）です。
※八方の湯は 3 枚、郷の湯・みみずくの湯・おびなたの湯は
2 枚で入浴できます。
有効期限は発行月から 1 年間です。
・白馬八方温泉 回数券（20 枚綴り）1 冊
取扱事業者：八方尾根開発株式会社

B-25

FREERIDE HAKUBA
オフィシャルＴシャツ

2017 年 1 月に白馬村で開催されたアジア初のフリーライドス
キー・スノーボード世界選手権「Freeride Hakuba」の公式Ｔシャ
ツ（限定品）です。
サイズ（S/M/L）をお選びください。
・FREERIDE HAKUBA オフィシャルＴシャツ 1 枚
提供：白馬村観光局

B-26

白馬自然体験村
プレミアムエンジョイチケット

白馬グリーンスポーツの森で夏休みに開催される「白馬
自然体験村」。魚のつかみ取りやおもしろ自転車などの体
験イベントメニューに加え、スカイトランポリンや乗馬
などのプレミアムメニューを各 1 回利用できるチケット
1 名分です。
※天候により実施メニューが変わります。
※利用可能期間：7 月下旬〜 8 月下旬
・エンジョイプレミアムチケット 1 枚
提供：白馬グリーンスポーツの森

B-27

白馬自然体験村
22 ポイント券 2 冊

B-28 熱気球係留体験

白馬グリーンスポーツの森で夏休みに開催される「白馬
自然体験村」。魚のつかみ取りやおもしろ自転車などの
体験イベントメニューと、スカイトランポリンや乗馬な
どのプレミアムメニューに利用できるポイント券です。
※天候により実施メニューが変わります。
※利用可能期間：7 月下旬から 8 月末日
※グループでシェア可能、期間中複数日で利用可能

熱気球は人類が空を飛んだ最初の乗り物です。
その熱気球に乗って、地上 30ｍからの景色を楽しんでみ
ませんか？北アルプスの山々が手が届きそうなくらい近
くに感じられる約 5 分間の係留フライトは、きっと忘れ
られない思い出になるでしょう。
開催期間：4 月下旬〜 11 月上旬
前日までの完全予約制です。

・22 ポイント券 ×2 冊

・熱気球係留体験

提供：白馬グリーンスポーツの森

B-29 白馬クラフトビールセット

北アルプスの清らかな水と、新鮮で香り高いホップと穀物を
使い、時間をかけて丁寧に発酵させたビールです。
無濾過で、瓶詰やキャップの取り付けまで手作業で行ってお
り、瓶内での二次発酵により旨みと香りが高まります。
セット内容はご自由に変更することができます。
在庫切れの種類がある場合、任意の他の品種をお送りします。
・白馬ペールエール 330ml×2 本
・白馬アンバー 330ml×1 本
・白馬 IPA（インディアペールエール）330ml×1 本
・白馬ブラック 330ml×1 本
取扱事業者：Hakuba Brewing Company

大人 1 名
提供：白馬ライオンアドベンチャー

B-30 白馬そだちの詰合せ便（1 回）

白馬そだちの旬な野菜やお米、加工品を詰め込んだパッケー
ジです。7 月〜 10 月の 4 ヵ月のうち、お好きな時期の採れた
ての農産物をお届けします。
（時季によっては農産物加工品が入ることがあります）
生鮮食品につき商品到着後はお早めにお召し上がりください。
・白馬そだち 詰合せ便（1 回）
取扱事業者：株式会社白馬そだち

■

20,000 円以上の寄附をいただいた方
HAKUBA VALLEY 10 スキー場

C-01 共通リフト 1 日券 1 枚

白馬村・小谷村・大町市の 10 スキー場共通の 1 日券です。
＊ナイターは利用できません。
・HAKUBA VALLEY 10 スキー場共通リフト 1 日券 1 枚
提供：大北地区索道事業者協議会

C-02 白馬青こしょうセット③

北アルプス山麓ブランド認定品の「白馬青こしょう」を使った加工品
などを多数詰合せました。
・青こしょう ( 粗・細 ) 各 8g
・赤こしょう 8g
・青こしょう醤油 150ml/200ml 各 1 本
・青こしょう味噌だれ 150ml/200ml 各 1 本
・そのまんまりんごフレーク 40g
・そのまんまりんご 50g
・青こしょうのり 40 枚 ×2 缶
・青こしょうふる里漬 200g×3 袋
・青こしょうのりの佃煮 150g
・青こしょう味噌煎餅 1 枚 ×2 袋
・青こしょう野沢菜大根生茶漬け 200g×3

提供：株式会社イースト

C-04

白馬そだち 糖度 18% 超
スイートコーン（10 本）

白馬村産の糖度 18% を超える極めて希少なスイートコー
ン 20 本セット（数量限定）です。
「JGAP 認証農場」で生産された「信州の環境にやさしい
農産物認証」を取得した安心安全なスイートコーンです。
※商品到着後はお早めにお召し上がりください。
全ての固体の糖度を測定しているわけではありません。
畝ごとに数本のサンプルを選出し、8 割以上が糖度 18%
を超えてから収穫、お届けいたします。
・白馬村産スイートコーン 20 本
提供：株式会社白馬そだち

C-06 熱気球係留体験（ファミリー）

C-05 白馬八方温泉 八方水

白馬八方温泉水に信州の天然水を合わせ高濃度水素を充填
した柔らかい味わいの清涼飲料水です。
「白馬八方温泉」は、白馬鑓ヶ岳下から湧き出す pH11 の
希少な高アルカリ温泉であり、1.3ppm の水素が源泉から
湧き出る日本で唯一の天然水素温泉です。
・白馬八方温泉 八方水 500ml×20 本
提供：八方尾根開発株式会社

C-07 青木湖カヌー

熱気球は人類が空を飛んだ最初の乗り物です。
その熱気球に乗って、地上 30ｍからの景色を楽しんでみ
ませんか？北アルプスの山々が手が届きそうなくらい近
くに感じられる約 5 分間の係留フライトは、きっと忘れ
られない思い出になるでしょう。
開催期間：4 月下旬〜 11 月上旬
前日までの完全予約制です。

不思議な浮遊感覚を一度は体験してみよう！ダウンリ
バーカヤックは座る位置が水面と同じくらいで視線が低
く、少し不安定な感覚がしますが、実は結構安定してい
ます。漕ぐのに慣れてくるとスイスイと進めるようにな
り、病み付きになること間違いなし！
開催期間：4 月下旬〜 5 月上旬、6 月上旬〜 10 月中旬
安全管理費 300 円 / 日が別途必要となります。

・熱気球係留体験

・熱気球係留体験

大人 1 名・小人 1 名
提供：白馬ライオンアドベンチャー

大人 1 名・小人 1 名
提供：白馬ライオンアドベンチャー

C-08 パラグライダー浮遊体験

大空を自分の力で飛んでみたいという夢をかなえてみませ
んか？スキー場のゲレンデを利用して、実際に自分の力で
少しだけ飛んでみるパラグライダー半日体験。
空中に浮いた瞬間の感動は一生の思い出となるでしょう。
※開催期間：4 月下旬〜 10 月中旬（午前のみ）
※安全管理費 300 円 / 日が別途必要となります。
・パラグライダー半日体験 1 名
提供：白馬ライオンアドベンチャー

C-09 ラフトピクニック

ラフトボートに乗り込んで、ガイドと一緒に湖畔探検！
水の中を覗き込んで魚を見たり、湖に張り出した木々の下を
くぐったり、大自然の面白さが体験できます。夏の暖かいシー
ズンならきれいな湖で泳ぐこともできます。満 4 歳から参
加できるので、小さなお子様のいるご家族にもおすすめです。
※開催期間：7 月上旬〜 10 月中旬
※安全管理費 300 円 / 日が別途必要となります。
・ラフトピクニック 大人 1 名
提供：白馬ライオンアドベンチャー

C-10 湖上ホタルツアー

ホタルの宝庫青木湖でボートに乗ってホタルを見ません
か？条件の良い日には非常にたくさんのホタルが湖畔に乱
舞して、その姿はとても幻想的です。ホタルは晴れて乾燥
している日よりも夕立があった後や小雨くらいの湿度が高
い日の方がたくさん見ることが出来ます。7 月はゲンジボ
タルが、8 月にはヘイケボタルが飛び交います。
夏の飛び切りの思い出におすすめです！
※開催期間：7 月上旬〜 8 月中旬
・湖上ホタルツアー 1 名
提供：白馬ライオンアドベンチャー

■

30,000 円以上の寄附をいただいた方

D-01

宿泊補助券 10,000 円分

白馬村観光局に加入している約 300 軒の宿泊施設でご利
用いただける宿泊補助券です。対象施設につきましては、
白馬村観光局までお問い合わせください。
有効期限は発行日から１年間です。
・宿泊補助券 10,000 円分
提供：一般社団法人白馬村観光局

D-02 ラフティング

信州の雄大な自然の中で川を下るラフティング。
川に飛び込んだり泳いだり、思いっきり遊んでみよう！
比較的流れが緩いので初めての方でも大丈夫。
ライフジャケットを着用するので泳げない人も安心です。
みんなで力を合わせて達成感を味わおう！
※開催期間：4 月下旬〜 11 月上旬
※安全管理費 300 円 / 日が別途必要となります。
・ラフティング 大人 1 名
提供：白馬ライオンアドベンチャー

D-03 シャワーウォーキング

自然が創造した変化に富む渓流で、川の流れに身を任せたり、ロー
プを使って川を渡ったり、フィールドアスレチックを楽しみませ
んか？川はその場所その時間で刻々と表情を変えるので、驚きと
発見の繰り返し。川のことを知り尽くしたプロガイドと一緒に遊
びながら上流まで登りましょう。平川は沢登りの入門編ですので、
5 歳のお子様から参加できます。終わった後の清涼感はバツグン！
子どもから大人まで存分に楽しめるアクティビティです
・平川シャワーウォーキング 大人 1 名
提供：白馬ライオンアドベンチャー

D-05 湖上ホタルツアー（ファミリー）

D-04 ラフトピクニック（ファミリー）

ラフトボートに乗り込んで、ガイドと一緒に湖畔探検！
水の中を覗き込んで魚を見たり、湖に張り出した木々の下を
くぐったり、大自然の面白さが体験できます。夏の暖かいシー
ズンならきれいな湖で泳ぐこともできます。満 4 歳から参
加できるので、小さなお子様のいるご家族にもおすすめです。
※開催期間：7 月上旬〜 10 月中旬
※安全管理費 300 円 / 日が別途必要となります。
・ラフトピクニック 大人 1 名・小人 1 名
提供：白馬ライオンアドベンチャー

D-06 キャニオニングツアー

ホタルの宝庫青木湖でボートに乗ってホタルを見ません
か？条件の良い日には非常にたくさんのホタルが湖畔に乱
舞して、その姿はとても幻想的です。ホタルは晴れて乾燥
している日よりも夕立があった後や小雨くらいの湿度が高
い日の方がたくさん見ることが出来ます。7 月はゲンジボ
タルが、8 月にはヘイケボタルが飛び交います。
夏の飛び切りの思い出におすすめです！
※開催期間：7 月上旬〜 8 月中旬

天然のウォータースライダーはスリル満点！マイナスイオン
たっぷりの渓谷の中で歩いたり滑ったりするキャニオニング
ツアーです。
川の水は雪融け水なので透明で少し冷たいけど、ウェット
スーツを着るから安心。日本語の話せる外国人ガイドもいる
から、国際交流もできちゃいます！
開催期間：6 月上旬〜 9 月下旬の土・日・祝日
（7 月中旬〜 8 月末は毎日開催）

・湖上ホタルツアー 大人 1 名・小人 1 名
提供：白馬ライオンアドベンチャー

・キャニオニングツアー（半日）1 名
提供：エヴァ―グリーンアウトドア―センター

D-07 白馬そだちの詰合せ便（4 回）

白馬そだちの旬な野菜やお米、加工品を詰め込んだパッケー
ジです。7 月〜 10 月の 4 ヵ月の間、毎月 1 回採れたての農産
物をお届けします。
（時季によっては農産物加工品が入ることがあります）
生鮮食品につき商品到着後はお早めにお召し上がりください。
・白馬そだち 詰合せ便（4 回）
取扱事業者：株式会社白馬そだち

■

40,000 円以上の寄附をいただいた方

E-01

白馬産米 4 種 40kg

E-03

八方アルペンライン
グリーンシーズン券

白馬のおいしい水と空気で認定農業者が心を込めて育んだ 4 種類の

八方池までのトレッキングや、唐松岳登山などにご利用いた

お米を各 10kg ずつお贈りします。食べ比べてそれぞれのお米の個

だける「八方アルペンライン」のシーズン券です。

性をお楽しみください。

＊利用可能期間は、6 月上旬〜 11 月上旬の予定です。
＊天候等により運行を休止する場合があります。

・白馬産コシヒカリ 10kg

・白馬産あきたこまち 10kg

・白馬産ゆめしなの 10kg

・白馬産ミルキークイーン 10kg

・八方アルペンライン グリーンシーズン券

※特にご指定が無い場合、毎月 10kg ずつ４回に分けてお送りします。

提供：白馬観光開発株式会社

提供：白馬村認定農業者

E-04

白馬 EX アドベンチャー
ファミリー券 A

E-05

シャワーウォーキング
（ファミリー）

高さ 8 〜 12m の様々なエレメント（遊び）を体験できる日本

自然が創造した変化に富む渓流で、川の流れに身を任せたり、ロー

初上陸のアドベンチャーコース。第 1 コース・第 2 コースの

プを使って川を渡ったり、フィールドアスレチックを楽しみませ

両方を利用できる大人 2 名＋小人 2 名分の入場券です。

んか？川はその場所その時間で刻々と表情を変えるので、驚きと

※営業期間は 4 月下旬〜 11 月上旬です。

発見の繰り返し。川のことを知り尽くしたプロガイドと一緒に遊
びながら上流まで登りましょう。平川は沢登りの入門編ですので、

・白馬 EX アドベンチャー ファミリー券 A
提供：株式会社白馬 EX アドベンチャー

5 歳のお子様から参加できます。終わった後の清涼感はバツグン！
子どもから大人まで存分に楽しめるアクティビティです
・平川シャワーウォーキング 大人 1 名・小人 1 名
提供：白馬ライオンアドベンチャー

■

50,000 円以上の寄附をいただいた方

F-01 ラフティング（ファミリー）

F-02

白馬フィールドスポーツジム
回数券

信州の雄大な自然の中で川を下るラフティング。
川に飛び込んだり泳いだり、思いっきり遊んでみよう！
比較的流れが緩いので初めての方でも大丈夫。
ライフジャケットを着用するので泳げない人も安心です。
みんなで力を合わせて達成感を味わおう！
※開催期間：4 月下旬〜 11 月上旬
※安全管理費 300 円 / 日が別途必要となります。

世界トップクラスの高性能トレーニングマシンを揃え、
2016 年にオープンしたスポーツジムの回数券（10 枚綴り）
です。有酸素運動マシン 9 台、無酸素運動マシン 10 台、
フリーウエイトトレーニング機器 7 種目 43 セットを有し、
初心者からトップアスリートまで、効果的なトレーニング
ができます。スキー・登山などに向けた体力作りとして、
雨天時のアクティビティとして、ぜひご利用ください。

・ラフティング 大人 1 名・小人 1 名
提供：白馬ライオンアドベンチャー

・10 枚綴り回数券
提供：白馬フィールドスポーツジム

F-03

パラグライダー
タンデムフライト

八方ゴンドラリフト山頂駅すぐ横にある専用のテイクオフ
場（標高 1400m）から飛び立ち、白馬ジャンプ競技場のす
ぐ横にあるランディング場に着陸します。高度差 650m を
約 10 分かけてのロングフライト。まったく初めての方でも
ゼロから丁寧に説明しますので安心です。操縦はすべてプ
ロのパイロットが行いますので、お客様はジョギング程度
走ることができればすぐに空を飛ぶことができます。
・パラグライダータンデムフライト 1 名
提供：スカイブルー八方尾根パラグライダースクール

■

60,000 円以上の寄附をいただいた方

G-01

宿泊補助券 20,000 円分

白馬村観光局に加入している約 300 軒の宿泊施設でご利
用いただける宿泊補助券です。対象施設につきましては、
白馬村観光局までお問い合わせください。
有効期限は発行日から１年間です。
・宿泊補助券 20,000 円分

HAKUBA VALLEY 10 スキー場

G-02 共通リフト 1 日券 3 枚

白馬村・小谷村・大町市の 10 スキー場共通の 1 日券です。
＊ナイターは利用できません。
・HAKUBA VALLEY 10 スキー場共通リフト 1 日券 3 枚
提供：大北地区索道事業者協議会

提供：一般社団法人白馬村観光局

G-03

白馬グリーンスポーツの森
手ぶらキャンプセット

白馬グリーンスポーツの森キャンプ場で手ぶらでキャン
プが楽しめる 4 名分のセットです。
※飲料や朝食は付きません。
営業期間：4 月下旬〜 10 月末日
・キャンプセット 4 名分
・はくば豚＆信州牛の BBQ セット 4 名分
・キャンプ場利用料 4 名分
・入園料 4 名分
提供：一般社団法人白馬村観光局

G-04 白馬そだちの詰合せ便（9 回）

白馬そだちの旬な野菜やお米、加工品を詰め込んだパッケー
ジです。7 月〜 10 月の 4 ヵ月の間、隔週で 9 回にわたり採れ
たての農産物をお届けします。
（時季によっては農産物加工品が入ることがあります）
生鮮食品につき商品到着後はお早めにお召し上がりください。
・白馬そだち 詰合せ便（9 回）
取扱事業者：株式会社白馬そだち

G-05

パラグライダー浮遊体験
＋タンデムフライト

1 時間弱の浮遊体験（2 〜 3 回チャレンジ）をした後で、通
常のタンデムフライトコースにご参加いただくセットプラン
です。自分でもやってみたいけど、タンデムフライトでも飛
びたい！ 1 度の体験でどっちも味わえるお得なプランです。
・パラグライダー浮遊体験＋タンデムフライト 1 名
提供：スカイブルー八方尾根パラグライダースクール

■

100,000 円以上の寄附をいただいた方

K-01

宿泊補助券 33,000 円

白馬村観光局に加入している約 300 軒の宿泊施設でご利
用いただける宿泊補助券です。対象施設につきましては、
白馬村観光局までお問い合わせください。
有効期限は発行日から１年間です。
・宿泊補助券 33,000 円分
提供：一般社団法人白馬村観光局

K-03

イングリッシュサマー
ファンキャンプ

小学生を対象とした 1 泊 2 日のサマーファンキャンプ。
イカダ作りやキャンプファイヤー、秘密基地作りに英語で
のネイチャーゲームと盛りだくさんのプログラムで、本物
の自然体験を通して五感を開いていきます。
インストラクターはカナダやイギリス出身のイングリッ
シュスピーカー。プログラム全体を通して本物の英語に触
れることができます。日本語も話せるので、英語になれて
いないお子様も安心してご参加いただけます。
開催日：7 月中旬〜下旬（別途ご確認ください）
・イングリッシュサマーファンキャンプ 1 名（7 〜 12 歳）
提供：エヴァ―グリーン・アウトドア―センター

HAKUBA VALLEY 10 スキー場

K-02 共通リフト 1 日券 5 枚

白馬村・小谷村・大町市の 10 スキー場共通の 1 日券です。
＊ナイターは利用できません。
・HAKUBA VALLEY 10 スキー場共通リフト 1 日券 5 枚
提供：大北地区索道事業者協議会

■

200,000 円以上の寄附をいただいた方

N-01 半日密着写真撮影

スキーやスノーボード、登山、アウトドアアクテビティ、
結婚式、同窓会など、ご希望の場所・状況で半日密着して
写真を撮影し、画像データを贈呈します。
※詳細は打合せのうえで決定します。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
提供：株式会社 GOAT

■

300,000 円以上の寄附をいただいた方

P-01 宿泊補助券 100,000 円分

白馬村観光局に加入している約 300 軒の宿泊施設でご利
用いただける宿泊補助券です。対象施設につきましては、
白馬村観光局までお問い合わせください。
有効期限は発行日から１年間です。
・宿泊補助券 100,000 円分
提供：一般社団法人白馬村観光局

P-02

HAKUBA VALLEY 10 スキー場
共通リフトシーズンパス

＊写真・記名入りの ID カードを発行します。本人のみ利用可
能で、不正に利用した場合は直ちに無効・没収いたします。
＊白馬五竜、HAKUBA47、白馬八方尾根、白馬岩岳、栂池高原、
白馬乗鞍、コルチナでは ID カードをそのままフリーゲート
でご使用いただけます。爺ガ岳、鹿島槍、ヤナバ、さのさか
をご利用の場合は、利用当日にチケットセンターでスキー場
リフト券と交換してから ご利用ください。
＊紛失した場合、再発行はできませんので予めご了承ください。
＊ナイターは利用できません。
・HAKUBA VALLEY 10 スキー場共通リフトシーズン券
提供：大北地区索道事業者協議会

■

1,000,000 円以上の寄附をいただいた方
白馬村公式ふるさと納税

S-01 動画出演権

白馬村の美味しい！楽しい！を PR するふるさと納税プロ
モーション動画「Your Day in the Hakuba Holiday」
にご出演いただく権利です。
お米、特産品、絶景、アクテビティなど、白馬村の多様な
返礼品を実際に食べて、楽しんでいただく様子を撮影し、
約 3 分の映像に編集したうえで Web 上に公開し、白馬村
のふるさと納税を PR します。
提供：株式会社 GOAT

S-02

あなただけのアウトドア映像制作

スキーやスノーボード、登山、アウトドアアクテビティ、結婚式、
同窓会など、ご希望の場所・状況で半日密着して写真を撮影し、
画像データを贈呈します。
※詳細は打合せのうえで決定します。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
提供：株式会社 GOAT

あなたの温かい応援が
白馬村の未来を創ります

■お問い合わせ
白馬村役場
白馬村

ふるさと納税

検索

総務課

企画係

〒399-9393 長野県北安曇郡白馬村大字北城 7025 番地
Tel ：0261-72-7002
Fax：0261-72-7001

よろしくおねがいします

E-mail：furusato-tax@vill.hakuba.lg.jp
URL：http://www.vill.hakuba.lg.jp/

白馬村キャラクター

ヴィクトワール・シュヴァルブラン・村男Ⅲ世

