
 

「北方町を応援したい」 

「北方町が好き」 

北方町のまちづくりを応援していた

だける皆様からの寄附を募集してい

ます。 

寄附金の使途は、ご希望の事業が

選べるよう、５つのメニューをご用意

しています。 

 

皆様からの温かいご支援をお待ち

しております。 

平成２９年４月更新 

 

岐阜県北方町 

ふるさと寄附金 
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 北方町ふるさと寄附金お手続きの流れ   Ｐ． ３ 

 新規お礼品のご紹介      Ｐ.     ４ 

 １万円以上の寄附で選べるお礼品    Ｐ． ６～ 

 ＫＩＴＡＧＡＴＡ清流フェス（北方町主催事業）  Ｐ．１０ 

 ２万円以上の寄附で選べるお礼品         Ｐ．１３～ 

 

 北方町ふるさと寄附金に１万円以上ご寄付いただいた方に、感

謝の気持ちをこめてお礼品を１品お送りします。商品の写真は実

物とは多少異なる場合がございます。また、商品の内容は予告な

く変更することがございますのでご了承ください。 

 ※２万円以上の寄附をしていただいた場合で、１万円以上のお礼品の中から選んでい

ただいても、お礼品は１品になります。 

岐阜県北方町 

  ふるさと寄附金 

お選びいただける５つのメニュー（寄附金の使途） 

項目 主な内容 

次代を担う子どもたちの教育事業 学校教育の充実、図書購入等 

未来に残そうきれいな環境事業 景観保全、環境美化等 

みんなで支える福祉事業 子育て支援、高齢者福祉の充実等 

大切にしたい歴史と文化事業 文化財、史料の保護等 

町長におまかせ！何でも事業 町が行う重要事業 
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北方町ふるさと寄附金 お手続きの流れ 

寄附お申し込み 

○ご入金は、窓口、指定金融機関・郵便局振込、クレジットカード、コンビニ 

  Ｐａｙ-ｅａｓｙの中からお選びいただけます。 

○お礼品１品を一覧からお選びください。 

○ワンストップ特例制度を利用される方は、ワンストップ特例申請書もご提 

   出ください。 

北方町から寄附金受領証明書の送付 

企業からお礼品の送付 

※クレジットカード、コンビニ、Ｐａｙ-ｅａｓｙ決済の場合は入金確認までに時 

   間がかかるため、受領証明書やお礼品の発送に少し時間がかかります。 

翌年２～３月に税務署で確定申告 

※ワンストップ特例申請書を提出された方は原則確定申告は不要です。 

※お礼の品の合計が50万円を超えた場合、または他の一時所得の金額と

の合計が50万円を超えている場合は、ふるさと納税のお礼の品は、一時所

得として課税されます。 

 

ふるさと納税をしたその年の所得税の還付及び翌年度分

の個人住民税の減額 

※ワンストップ特例の適用をうける場合は、個人住民税が控除されます。 

ワンストップ特例制度を利用できる方 

次の２つの条件を満たしていることが必要です。 

 ①確定申告を行う必要のない方 

 ②ふるさと納税をされる自治体の数が５以下であると見込まれる方 

住所変更など、ワンストップ特例申請

書の内容に変更があった場合、翌年

の１月１０日までに変更届出書を北方

町に提出してください。 



 

新規商品のご紹介 

岐阜県立岐阜農林高等学校 
高校生が丹精込めて作った品々 

メロン（Ｐ.17） 

おいしさにこだわった岐阜農林高校のメ

ロン。岐阜農林高校のメロンの糖度は１５

度以上です。メロンはもともと酸味がない

ため、糖度の高さがおいしさに直結する

とのこと。ぜひご賞味ください。 

 

※発送時期は６月中旬予定です。 
※限定２０セットとなります。 
（無くなり次第終了します。） 
※20,000円以上の寄附でお申込いただ 
けます。 

 
 
 

 

 

平成２４年に農業高校全国初となる文部科学省スーパーサイエンススクールに指定

された岐阜農林高等学校。北方町と岐阜農林高等学校は、多分野において包括的

な連携協定を締結しております。  

今回も、北方町ふるさと寄附金のために数量限定・期間限定ではありますが、お礼品

をご用意いただきました。高校生が真心込めて作った品々をぜひお試しください！  
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マンゴー（Ｐ.17） 

農業高校としては東海三県で初めて栽培に成功した岐阜農林高校のマンゴー。糖

度は１５度以上で、甘くて濃厚。数に限りがありますが、ぜひご賞味ください。 

 

※発送時期は７月中旬予定です。 
※限定２０セットとなります。（無くなり次第終了します。） 
※20,000円以上の寄附でお申込いただけます。 

 
 
  

先に紹介した新規提供企業の他にも多くの企業よ

りご提供いただいております。  

＊オクアキ株式会社（Ｐ．６）  

＊北方町園芸振興会 柿部会（Ｐ．６、１３）  

＊ぎふ農業協同組合（Ｐ．６、７）  

＊長良化学工業株式会社（Ｐ．７、８、１３、１４）  

＊有限会社フランボワーズ（Ｐ．９、１０、１４、１５）  

＊ヤマニフルーツ（Ｐ．８、１３）  

＊woodpecker（Ｐ．８）  
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特別栽培米 ハツシモ 

米は大粒で、味はあっさりしています。お酢に米本来の

味が負けないことから、寿司米としても定評があります。 

 精米５ｋｇ 

 

 

 

 

提供：ぎふ農業協同組合 

健康セット 

大豆から作ったお肉の代わりになる「畑のお肉」や、「黒

ごまきな粉」など、ヘルシーで身体によい食品を詰め合

わせにしました。 

  畑のお肉、チョロギ漬、大根のど飴、食べるハトムギ、黒ごまきな粉、 

なた豆茶 

 
 

提供：オクアキ株式会社   北方町朝日町2-23 

柿セット 

柿を使用した和菓子をセレクトし、のどに優しい大根の

ど飴をプラスしました。昔ながらの素朴な柿の旨みをお

楽しみください。 

  柿餅、寒天干し柿、大根のど飴、巻柿、柿ようかん 

  柿の皮入りぬか沢庵 

 

提供：オクアキ株式会社  北方町朝日町2-23 

特産 「富有柿」１２個 

柿の王様とも言われる富有柿は本町では古くから栽培さ

れ、品質は高く、贈答柿としてご愛顧いただいておりま

す。北方町柿部会員が誇りを持って作った富有柿をどう

ぞお召し上がりください。 

 贈答用柿２L １段 12個詰  ※発送時期は１１月中旬頃です。 
 

 

 

提供：北方町園芸振興会 柿部会 

１万円以上の寄附で選べるお礼品 

商品番号：Ａ２ 

商品番号：Ａ３ 

商品番号：Ａ１ 

商品番号：Ａ４ 

秋頃に受付開始します。 



 

キューブ米「ハツシモ」「コシヒカリ」６個セット 

岐阜県産のハツシモ・コシヒカリを真空パック３００ｇ（２

合）の使いきりサイズにパッケージしました。長良川の

鵜飼と鮎を切り絵にデザインし、岐阜の情景をイメージ

できるラベルとなっています。 

 無洗米真空パック３００ｇ入り 

  特別栽培米ハツシモ・コシヒカリ各３個（計６個） 

提供：ぎふ農業協同組合 

ランドリーセットＡ 

洗剤と柔軟剤の４種類を１５個のセットにしました。毎

日の洗濯を応援する品々です。 

 液体タイプの衣料用洗剤（ウォッシュ420ｍｌ詰替5個）、固形タイプで

強い汚れ落とし専用の洗剤（ブルースティック90ｇ×2本を2個）、液体

タイプの柔軟剤（フレグランスソフタートロピカルローズ600ｍｌ詰替5

個、ファインおしゃれ着洗い380ｍｌ詰替3個）の計１５個セット 

 

提供：長良化学工業株式会社 

ランドリーセットＢ 

毎日の洗濯に役立つ粉末タイプの衣類用洗剤です。洗

濯の回数が多い方に最適な商品です。 

 粉末タイプの衣類用洗剤（マリンホワイト4ｋｇ×2個） 

 

提供：長良化学工業株式会社 

ヘルスケア＆ハンドソープセット 

毎日のエチケットにご活用いただけるヘルスケア＆ハ

ンドソープのセット計１２個です。 

 モイスチャーシャンプー300ｍｌ詰替を3個、モイスチャーコンディショ

ナー300ｍｌ詰替を3個、モイスチャーボディソープ300ｍｌ詰替を3個、

ハンドソープ260ｍｌボトルを1個、ハンドソープ紅茶の香り200ｍｌ詰替

を1個、ハンドソープお茶の香り200ｍｌ詰替を1個の計12個セット 

 

提供：長良化学工業株式会社 
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商品番号：Ａ５ 

商品番号：Ａ６ 

商品番号：Ａ７ 

商品番号：Ａ８ 

１万円以上の寄附で選べるお礼品 
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フルーツゼリー詰合せ 

季節を問わず、旬の味をそのままお楽しみいただけるフ

ルーツゼリーの詰合せになります。 

 

 ※季節により中身は異なります。 

 

提供：ヤマニフルーツ   北方町長谷川西1-41 

いちょうの木のまな板 ミニサイズ 

昔から板前さんに愛用されているいちょうのまな板です。

柔らかく弾力があるため刃当たりがよく、包丁の刃を傷

めにくいのが特徴です。フルーツなど食材を切ってその

ままテーブルの上に並べることもできる使いやすいサイ

ズです。 

   180×120×25（mm）サイズのまな板１つ 

提供：woodpecker （ウッドペッカー）  北方町北方1502-2 

台所＆トイレまわりのおそうじセット 

毎日の台所やトイレまわりのお掃除に役立つ品々を集め

ました。 

  配水管用パイプクリーナー20ｇ×3袋を1個、天ぷら油固め剤天ぷら油を

ポイ！18ｇ×3袋を1個、粉末タイプ洗濯槽クリーナー200ｇを1個、粒タイプ

芳香剤アクアビーズαラベンダー360ｇを2個・ツバキ360ｇを2個、冷蔵庫粒

状消臭剤炭180ｇを3個、液体トイレ用洗剤350ｍｌ詰替を5個、おふろ用液

体洗剤詰替350ｍｌを5個の計20個のセット 

提供：長良化学工業株式会社 

フルーツ詰合せ 

その時期の旬の美味しい果物をいろいろ詰合せてお届け

します。 

  

 ※季節により中身は異なります。 

 

提供：ヤマニフルーツ   北方町長谷川西1-41 

１万円以上の寄附で選べるお礼品 

商品番号：Ａ９ 

商品番号：Ａ１０ 

商品番号：Ａ１１ 

商品番号：Ａ１２ 



 

はちみつロール２本詰め合わせとドーナ

ツ５個入 

フランボワーズでも１、２を争う人気商品の詰め合

わせです。 

 はちみつロール（プレーン1本、ショコラ1本）ドーナツ5個（和三

盆、シナモン、チョコチップ、きなこ、抹茶各1個） 

 ※はちみつロールは1週間、ドーナツは3週間の日保ちです。 
 

提供：有限会社フランボワーズ 北方町高屋条里2-20 

しあわせブッセ１０個入 

ふんわりスフレ生地とサンドした濃厚な生クリーム

が口の中で溶け合う、シンプルで素朴な味わいの

お菓子です。 

 ブッセ10個入 

 ※冷凍で1ヶ月の日保ちです 

  （解凍してお召し上がりください。） 
 

提供：有限会社フランボワーズ 北方町高屋条里2-20 

飛騨高原牛乳のとろけるクリーミィプリン

５個とドーナツ５個入 

限られた酪農家が作る飛騨高原牛乳を使用したど

こか懐かしいプリンと人気商品のドーナツの詰め

合わせです。 

 とろけるクリーミィプリン5個、ドーナツ5個（和三盆、シナモン、

チョコチップ、きなこ、抹茶各1個） 

 ※ドーナツは3週間の日保ちです。 

提供：有限会社フランボワーズ 北方町高屋条里2-20 

フィナンシェ１０個入り 

香り高い国産ハチミツ、アーモンドパウダーと焦が

しバターが作り出すしっとりとした食感と贅沢な味

わいのフランスの伝統的なお菓子。 

 フィナンシェ10個（プレーン、抹茶各5個） 

 ※3週間の日保ちです。 
 

提供：有限会社フランボワーズ 北方町高屋条里2-20 
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商品番号：Ａ１３ 

商品番号：Ａ１４ 

商品番号：Ａ１５ 

商品番号：Ａ１６ 

１万円以上の寄附で選べるお礼品 
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アイスブリュレバウム 

香ばしくキャラメリーゼしたバウムクーヘンの中央に

ひんやりソフトクリームを詰め込みました。凍ったまま

スライスしてお召し上がりください。 

  アイスブリュレバウム1個 

 ※冷凍で１ヶ月の日保ちです。 
 

提供：有限会社フランボワーズ 北方町高屋条里2-20 

１万円以上の寄附で選べるお礼品 

商品番号：Ａ１７ 

ＫＩＴＡＧＡＴＡ清流フェス（北方町主催事業） 

ＫＩＴＡＧＡＴＡ清流フェスＴシャツ 

町内の清流平和公園にて開催予定の野外音楽フェス

のＴシャツです。Ｔシャツには当日の出演者のロゴが

入っています。このＴシャツを着て一緒に盛り上がりま

しょう！ 

  Ｔシャツ１枚 

 ※画像は昨年度のもの（背中面）です。色やデザインは異なります。 

 ※ＳＴＡＦＦの文字は入りません。 

 ※商品は８月上旬に発送します。 

 ※音楽フェスが中止となった場合の返品はできません。 

 ※当日分で用意しているＴシャツの数には限りがあります。 

   ふるさと納税で申込いただくと必ずお渡しできます。 

 ※サイズはＳ、Ｍ、Ｌ、ＸＬがあります。（男女兼用） 

     サイズ別で申込の商品番号が異なりますのでご注意下さい。  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

提供：ＫＩＴＡＧＡＴＡ清流フェス実行委員会 

商品番号：下表を参照ください。 

商品番号 サイズ 身丈 身巾 肩巾 袖丈 

Ａ１８－１ Ｓサイズ ６５ ４８ ４１ １９ 

Ａ１８－２ Ｍサイズ ６８ ５１ ４３ ２０ 

Ａ１８－３ Ｌサイズ ７１ ５４ ４５ ２１ 

Ａ１８－４ ＬＬサイズ ７４ ５７ ４７ ２２ 

詳細決定次第受付開始します。 



 

１万円以上の寄附で選べるお礼品 

商品番号：Ａ１９ 

楽旨米 

お米づくりにこだわって、おいしいごはんを簡単に食

卓に。今年度、栽培初挑戦の食味の良い岐阜県産

「縁結び」をお届けします。 

  楽旨米（※注）4セット 

 ※発送時期は１２月中旬～２月です。  

 ※５０セット限定商品となりますので、限定数に達し次第受付終了

します。 
 

提供：岐阜県立岐阜農林高等学校 北方町北方150 

商品番号：Ａ２０ 

味噌・醤油６品セット 

今年度、栽培初挑戦の食味の良い岐阜県産のお米

「縁結び」と熟成を重ねて仕上げた昔ながらの味噌・

醤油。日本の味をお届けします。 

  味噌（500ｇ）×2個、醤油（300ｍｌ）×2本、楽旨米（※注）2セット 

 ※発送時期は１２月中旬～２月です。 

 ※２５セット限定商品となりますので、限定数に達し次第受付終了

します。 
 

提供：岐阜県立岐阜農林高等学校 北方町北方150 

（※注）楽旨米１セットには下記のものが入っています。 

 ・無洗米（1合）×2個 

 ・水（460ｍｌ）×1本 
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秋頃に受付開始予定です。 

秋頃に受付開始予定です。 



 

１万円以上の寄附で選べるお礼品 

商品番号：Ａ２１ 

いちごジャムセット 

ジャムやマーマレードはいかがですか。私たちが栽培から

加工まで手がけたいちごジャムやトマトジュース。「丸ごと岐

阜農林高校産」がイチオシです。 

  いちごジャム（200ｇ）×2個、マーマレード（150ｇ）×2個 

 トマトジュース（720ｍｌ）×2本 

 ※発送は１２月下旬～２月です。 

 ※２０セット限定商品となりますので、限定数に達し次第受付終了します。 
 

提供：岐阜県立岐阜農林高等学校 北方町北方150 

商品番号：Ａ２２ 

りんごジャムセット 

「もったいない」から誕生した柿トマジャム。小さな富有柿と

未熟トマトをおいしいジャムに仕上げました。県産りんご

ジャム、岐阜農林トマトジュースもあわせてどうぞ。 

  りんごジャム（150ｇ）×2個、柿トマジャム（150ｇ）×2個 

 トマトジュース（720ｍｌ）×2本 

 ※発送時期は１２月下旬～２月です。 

 ※２０セット限定商品となりますので、限定数に達し次第受付終了します。 

 

提供：岐阜県立岐阜農林高等学校 北方町北方150 

 

加工品６品セット 

ジャムやマーマレードはいかがですか。私たちが栽培から

加工まで手がけたいちごジャムやトマトジュース。「丸ごと岐

阜農林高校産」がイチオシです。 

  いちごジャム（200ｇ）、マーマレード（150ｇ）、リンゴジャム（150ｇ） 

 柿トマジャム（150ｇ）、トマトジュース（720ｍｌ）、らっきょ漬け（200ｇ） 

 各１品 

 ※発送時期は１２月下旬～２月です。 

 ※２０セット限定商品となりますので、限定数に達し次第受付終了します。 
 

提供：岐阜県立岐阜農林高等学校 北方町北方150 商品番号：Ａ２３ 
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秋頃に受付開始予定です。 

秋頃に受付開始予定です。 

秋頃に受付開始予定です。 



 

特産「富有柿」２４個 

柿の王様とも言われる富有柿は岐阜県発祥で本町で

は古くから栽培され、その品質は高く、贈答柿としてご

愛顧いただいております。北方町柿部会員が誇りを

持って作った富有柿をどうぞお召し上がりください。  

 贈答用柿２L 2段 24個詰 ※発送は11月中旬頃です。 
 

 提供：北方町園芸振興会 柿部会 
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２万円以上の寄附で選べるお礼品 

スペシャル フルーツ詰合せ 

その時期の旬の美味しい果物をいろいろ詰合せてお

届けします。 

  

 ※季節により中身は異なります。 

 

提供：ヤマニフルーツ   北方町長谷川西1-41 

スペシャル ランドリーセットＡ 

洗剤と柔軟剤と洗濯槽クリーナーをセットにしました。

毎日の洗濯を応援する品々です。 

 液体タイプの衣料用洗剤（ウォッシュ420ｍｌ詰替20個）、固形タイプ

で強い汚れ落とし専用の洗剤（ブルースティック90ｇ×2本を1個）、液

体タイプの柔軟剤（フレグランスソフタートロピカルローズ400ｍｌ詰替

10個、ファインおしゃれ着洗い380ｍｌ詰替2個）、洗濯槽クリーナー4.5

ｇ×5錠の計34個セット 

提供：長良化学工業株式会社 

スペシャル ランドリーセットＢ 

毎日の洗濯に役立つ粉末タイプの衣類用洗剤です。

洗濯の回数が多い方に最適な商品です。 

 粉末タイプの衣類用洗剤（マリンホワイト4ｋｇ×3個） 

 

提供：長良化学工業株式会社 

商品番号：Ｂ１ 

商品番号：Ｂ２ 

商品番号：Ｂ３ 

商品番号：Ｂ４ 

秋頃に受付開始予定です。 
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フランボワーズアソート 

フランボワーズの選りすぐった焼菓子の詰め合わせで

す。 

 森の実のザクッとパイ、ガトーグリオット、マドレーヌ、バウムクーヘ

ン、フルーツパウンド、アールグレイ、オレンジケーキ、マロンマロン（2

個）、フィナンシェ（2個）、ダックワーズ、リーフパイ（2枚）、クッキー（5

枚）、ポルチョコ（3個）、ぶどうキャンディの23個入 

 ※全て3週間の日保ちです。 
 

提供：有限会社フランボワーズ 北方町高屋条里2-20 

クッキー詰め合わせ 

１枚１枚丁寧に焼き込み、素材本来の美味しさを引き

出したシンプルで奥深い味わいが自慢のクッキーで

す。 

 クッキー12種類のアソート。全部で46枚入 

 ※全て3週間の日保ちです。 

 
 

 提供：有限会社フランボワーズ 北方町高屋条里2-20 

スペシャル 台所＆トイレまわりのおそうじ

セット 

毎日の台所やトイレまわりのお掃除に役立つ品々を集

めました。 

  粒タイプ芳香剤アクアビーズαラベンダー360ｇを2個・ツバキ360ｇを2

個、冷蔵庫粒状消臭剤炭180ｇを2個、液体トイレ用洗剤350ｍｌ詰替を

15個、おふろ用液体洗剤詰替350ｍｌを15個の計36個のセット 

提供：長良化学工業株式会社 

スペシャル ヘルスケア＆ハンドソープセット 

毎日のエチケットにご活用いただけるヘルスケア＆ハ

ンドソープのセット計３６個です。 

 モイスチャーシャンプー300ｍｌ詰替を6個、モイスチャーコンディショ

ナー300ｍｌ詰替を6個、モイスチャーボディソープ300ｍｌ詰替を20個、

ハンドソープ紅茶の香り200ｍｌ詰替を2個、ハンドソープお茶の香り200

ｍｌ詰替を2個の計36個セット 

提供：長良化学工業株式会社 

２万円以上の寄附で選べるお礼品 

商品番号：Ｂ５ 

商品番号：Ｂ６ 

商品番号：Ｂ７ 

商品番号：Ｂ８ 
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クリスマスタルトフレーズ 

フランボワーズで大人気のいちごタルトに、自

慢のチーズケーキとチョコレートケーキをトッ

ピングしたふるさと納税限定商品です。 

 

 クリスマス限定いちごタルト（直径15ｃｍ） 

 

 ※１２月２２日～２５日にフランボワーズ北方店に店

頭受け取りができる方のみお申し込みください。 

（お受け取りいただいた日を含めて2日の日保ちです。） 

 ※数量限定（５０個）になりますので、限定数に達し

次第受付を終了いたします。 

                                  

提供：有限会社フランボワーズ 

    北方町高屋条里2-20 

商品番号：Ｂ９ 

２万円以上の寄附で選べるお礼品 

雪とけっ子２ｋｇセット 

玄関や庭、駐車場等の凍結や積雪した場所にまくだけ

で雪や氷を融かしてスリップや転倒防止剤として大変

便利な商品です。 

  融雪財「雪とけっ子2ｋｇ×8個 

 ※1㎡あたり0.5～1ｋｇ（使用環境や気温等により異なります） 

提供：長良化学工業株式会社 

雪とけっ子５ｋｇセット 

玄関や庭、駐車場等の凍結や積雪した場所にまくだけ

で雪や氷を融かしてスリップや転倒防止剤として大変

便利な商品です。 

  融雪財「雪とけっ子5ｋｇ×3個 

 ※1㎡あたり0.5～1ｋｇ（使用環境や気温等により異なります） 

提供：長良化学工業株式会社 

商品番号：Ｂ１０ 

商品番号：Ｂ１１ 

秋頃に受付開始予定です。 

※写真は昨年のものです。 

（今年度は変わる場合があります。） 

秋頃に受付開始予定です。 

秋頃に受付開始予定です。 
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トイレのまわりバラエティセットB 

トイレットペーパーとトイレ用洗剤（詰替）、粒状芳香剤

のセットです。毎日のエチケット・お掃除にご活用いただ

けます。 

 エンボス加工ミシン目入りトイレットペーパーW（30ｍ）×84個、液体ト

イレ用洗剤詰替×3個、粒状芳香剤アクアビーズαツバキ360ｇ×1個、

粒状芳香剤アクアビーズαラベンダー360ｇ×1個の89個のセット 
  

提供：長良化学工業株式会社 

トイレのまわりバラエティセットA 

トイレットペーパーとトイレ用洗剤（詰替）のセットで

す。毎日のエチケット・お掃除にご活用いただけま

す。 

  エンボス加工ミシン目入りトイレットペーパーW（30ｍ）×84個、    

液体洗剤トイレ用洗剤詰替×5個の計89個のセット 

 

提供：長良化学工業株式会社 

トイレットペーパーＷ９６個セット 

トイレットペーパーＷが９６個入ったセットです。毎日の

エチケットにご活用いただけます。 

 

 エンボス加工ミシン目入りトイレットペーパーW（30ｍ）×96個 

 

提供：長良化学工業株式会社 

２万円以上の寄附で選べるお礼品 

商品番号：Ｂ１２ 

商品番号：Ｂ１３ 

商品番号：Ｂ１４ 

メイク落としシート４０枚×６個セット 

水に軽くつけるだけ！クレンジング化粧品を使わない

新発想のメイク落としシートを６個セットにしました。敏

感肌の方に最適な商品です。 

 水につけるタイプのメイク落としシート４０枚×６個 

 

 
  

提供：長良化学工業株式会社 商品番号：Ｂ１５ 



 

メロン 

おいしさにこだわった岐農メロン（アールスメロン）。全

国大会で最優秀賞を受賞した研究の成果をお試しくだ

さい。 

 1200ｇのメロン（糖度15度以上）×2個 

※発送時期は6月中旬です。  

※20セット限定商品となりますので、限定数に達し次第受付終了しま

す。 

提供：岐阜県立岐阜農林高等学校 北方町北方150 

２万円以上の寄附で選べるお礼品 

マンゴー 

東海３県の農林高校のうち、栽培しているのは岐阜農

林高校だけ！他県産に負けない濃厚な完熟マンゴーを

ご賞味ください。 

 500ｇのマンゴー（糖度15度以上）×2個 

※発送時期は7月上旬です。  

※20セット限定商品となりますので、限定数に達し次第受付終了しま

す。 

提供：岐阜県立岐阜農林高等学校 北方町北方150 

商品番号：Ｂ１６ 

商品番号：Ｂ１７ 

ページ  17 



 

電話:０５８―３２３－１１１１ 

FAX: ０５８―３２３－２９６３ 

電子メール: soumu@town.gifu-kitagata.lg.jp 

501-0492 

岐阜県本巣郡北方町長谷川1-1 

北方町役場総務課 

 クレジット決済はこちらから 


