山梨県

自 然 と文化が調和した 県 内 屈 指 の 農 産 物 の 宝 庫 ！

南アルプス市

タ白抜き

ふるさと納税
山路を登りながら

どれ
を選ぶか
思わ
う
ず迷っちゃ

返礼品セレクション

いフルーツ
甘～
揃ってます！

南アルプス市
こだわりの果物

Q ふるさと納税で返礼品としてもらえる
＆ 南アルプス市の返礼品は？
A
南アルプス市 農産物出荷カレンダー

南アルプス市の返礼品は、豊かな自然環境が生

む農産物がメイン。南アルプス市の農産物が特

南アルプス市

南アルプス市

においしくなる旬の時期をチェックしておこう。

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

市内全域が南アルプスユネスコエコパークに登録されている自然豊かな
南アルプス市。市の木でもあるモモをはじめ、果物の生産が盛んなのも特徴だ。

サクランボ
4月～6月

そもそも
Q
＆ 南アルプス市って
A どんなまち？

スモモ
6月～8月
モモ
7月～8月
ブドウ

北岳
富士山に次ぐ標高
3193mを誇る。
連峰が雪をまとった
姿から白根山、 白
峰 山とも呼ばれて
いる。

しら ね さん ざん

白峰三山の
ひとつで、
日本で二番目に
高い山！

甲府盆地の西部にあり、 東側の平坦部と西側
の山間部に大きく二分されている南アルプス
市。 平坦部はモモやサクランボなどの果物の
生産が盛んで、 山間部には日本で2番目の標
高を誇る北岳をはじめ、名峰が連なる。

8月～10月
キウイ
10月～3月
カキ
10月～12月

ライチョウ

イチゴ

市の鳥であり、国の特別天
然記念物。南アルプス市で
は絶滅危惧種のライチョウ
の保護に力を入れている。

1月～3月

フルーツ王国南アルプス市の
＆ フルーツの王様と言えば？
内陸性気候のため、寒暖差が大きく、果物の生産に適した気候の

Q
A

QA
＆

南アルプス市。水はけがよいため、ブドウの栽培に適した環境で、
なかでも皮ごと食べられるシャインマスカットは大人気の品種だ。

【

フルーツ王国・南アルプス市の
シャインマスカットはここがすごい

】

POINT1

大粒！
驚くほど

南アルプス市のシャインマ
スカットは驚くほど大粒。
芳醇な甘みとシャインマス
カットの香りが感じられる。

POINT2

品質
信頼の高

大粒の選び抜かれたシャ
インマスカットは食べ応え
抜群。 糖度も高く安定し
ていて、 高品質に保たれ
ているのもポイント。

南アルプス市の
Q
＆ 自然環境って？
A

桃の木

アヤメ

モモの生産が盛んな南アルプス
市では身近な木で、春に開催さ
れる桃源郷マラソンのコースに
は桃の木が立ち並んでいる。

市の花に選ばれているアヤメは
市内に多く咲いていて、アヤメ
フェアなどアヤメを身近に感じら
れるイベントも開催されている。

大自然の
中での
水上レジャーは
最高！

ユネスコエコパークって？
ユネスコエコパークは生物多様性の保
護を目的にした制度。 豊かな生態系を
有し、 地域の自然資源を活用した持続
可能な経済活動を進めるモデル地域が
認定されている。

南アルプス市はユネスコエコパークにも選ばれ
ている自然豊かなエリア。特に高山帯にはキタダケソウ
などの固有種や、絶滅危惧種のライチョウが生息するな
ど、多様性に富んだ自然環境を有している。

カヌー
櫛形山の中腹に位置し、 県民の森の中にあ
る南伊奈ヶ湖では、カヌー体験が人気。秋の
季節に湖上から見る紅葉は絶景のひと言。

POINT3

べられる
皮ごと食

南アルプスの恵まれた自然
の中で栽培されたシャイン
マスカットは、パリッとした
歯ごたえのある食感と、豊
かな香りが楽しめる逸品。
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南アルプス市の
生産者が丹精を込めて
栽培した果物を、
ぜひ一度旬の時期に
味わってみてください。
シャインマスカット
生産者 深澤さん

シャインマスカットは皮が
薄い品種なので、 そのま
ま食べてOK。 甘くフレッ
シュな香りを楽しもう。

や

しゃ じん とうげ

い

な

が

こ

夜叉神峠

エコパ伊奈ヶ湖

鳳凰三山の南端に
位置し、 新緑の5
月と紅葉の10月中
旬から下旬の時期
には美しい景観を
望むことができる。

宿泊施設、テントサイト、
BBQサイトなどの南ア
ルプスユネスコエコパー
クの豊かな自然が感じら
れる施設や、 学びを深
める森林科学館がある。

2

トマト
みずみずしく、 旨みや酸味、 甘みがくっきり
としていて、フルーツのような味わいに仕上
がったトマトは絶品と評判。

南アルプス桃源ポーク
長期休薬大麦飼料で育った、南アルプス市のブランド豚。や
わらかな肉質で、脂身も甘くおいしいのが特徴。年間飼育頭
数が少ないため一般市場にはなかなか流通しない貴重な豚。

優れた土地で育った
甘く輝く赤い宝石
サクランボ

ジューシーな食感と
み
濃縮された甘みと旨

寒い冬が旬の時期ですの
で、暖かい部屋でコタツ
などに入りながら適度に
冷えたあんぽ柿を食べて
みてください。
あんぽ柿
生産者 飯野さん

あんぽ柿
柿の甘みが凝縮されゼリーの様な食感。平らな柿の 「平た
ねなし」 は、 名前通り種がなくとても食べやすく、 尖って
いるのが特徴の 「百目柿」は、実が大きく食べ応え抜群。

き

よ う

スモモ（貴陽）
スモモの中でも貴陽は大玉で糖度が高く、酸味もほ
どよくあり、とてもバランスの良い味わいが楽しめ
る品種。果汁が多くジューシーな味わいも特徴。酸
味が気にならないなら、皮ごと食べることもできる。

一度食べたら忘れられな
いリピート間違いなしの
美味しさです。是非一度
味わってみてください。

絶妙に調和した
ス
甘みと酸味のバラン

モモ

標高が高い場所で栽培しているため
昼夜の寒暖の差があり、日照時間も長
く栽培に適した環境で作られているの
で、 鮮明な色合いのモモに仕上がる。
土壌が良いため、糖度が高いのも魅力。

モモは冷やしすぎず、
食べる2 ～ 3時間前に
冷やしていただくとよ
り甘みが感じられます。

スモモ（貴陽）
生産者 高石さん

最高の環境で育った
色鮮やかなモモ
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寒暖差が大きく、
水はけのよい土壌を持つ南アルプス市は、
果物の栽培に最適。
また、豊かな自然環境から、果物以外の農産物も多種多様に生産されている。

キウイ
果物の栽培に適した気候・土壌の南
アルプス市で生産されているキウイフ
ルーツの品種 「ヘイワード」 は果肉が
鮮やかな緑色で、 熟すと甘さが増して
さわやかな風味が口いっぱいに広がる。

甘さと酸味はじける
さわやかな味わい

太陽の恵みを受けて
甘く実った絶品イチ
ゴ

イチゴ
日照時間が全国1位の甲府盆地で育ったイ
チゴは、 甘くみずみずしくて大粒。市内で
は多数の品種が栽培されている。観光農園
では旬の時期にはイチゴ狩りが開催される。

南アルプス市産のおいしさのヒミツ！

と
しっかりとした旨み

1粒が大きくてとびきり甘い佐藤錦や、甘
味と酸味のバランスが良い高砂など多彩
な品種が栽培されている。5 ～ 6月にサ
クランボ狩り体験も多数開催されている。

南アルプス市
こだわり の食材

日本一の日照時間で
育った
栄養満点のトマト

さっぱりとした脂身

モモ
生産者 村松さん
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A

光センサー桃
「エクセレント」2㎏
15,000円
（寄附金額）

繊維の宝石 カシミヤ＆シル
ク 大判ストール（オフホワ
イト・チャコールグレイ ペアセッ
ト） 60,000円（寄附金額）

絶品！南アルプス
市産シャインマ
スカット 1.2㎏
10,000円
（寄附金額）

光センサーで選別した最高品質のモモ
「エクセレント」 は、 上品かつ力強い
甘さでフルーツ王国ならではの一品。

シルクの品のある光沢・滑らかさと、カシ
ミヤの柔らかさ・暖かさを兼ね備えた、贅
沢な大判ストール。

シャインマスカットは種が
無く皮ごと食べられる品種
で、歯ごたえのある食感と
豊かな香り、甘みが人気だ。

B

I

南アルプス市上宮
地産ぶどうはオレ
ンジワイン、 南ア
ルプス市飯野産ぶ
どうは白ワインの
ワインのセット。

南アルプス桃源ポーク
（切り落し しゃぶしゃぶ用）
15,000円（寄附金額）

トマ糖 ※フルーツ
トマト「太陽のめぐ
み」フルティカとティ
ポ詰め合わせ1ｋｇ

甘さとキレを大切
にした、ブラック
でおいしく飲める
コーヒー。

B

白とオレンジの
競演・甲州
ぶどうのワイン
20,000円
（寄附金額）

ロース・バラ・モモ肉の薄切りをそれ
ぞれ800gずつ楽しめる。部位ごとに
しゃぶしゃぶにして食べ比べよう。

日本一の日照時間で育っ
た赤いフルティカと黄色い
ティポ、2種類のフルーツ
トマトを楽しめるセット。

C

天然アカシアは
ちみつ440g
10,000円
（寄附金額）

E

飲みくらべ3
種3本セット
20,000円
（寄附金額）

J

食べるぶどうジュース ギフトボッ
クス（3本入り）
10,000円（寄附金額）

山梨で生産されたブドウだけを使用し、水や砂
糖なども一切加えていない、 完全無添加の濃
厚な味わいが特徴。

J

山梨Made

やまなしめいど

0120-39-0384

山梨の果物を丸ごと
“食べる”ジュース

「食べるジュース」をメインに、
山梨県産のフルーツの魅力を伝
える。メインの食べるジュース
は、本来取り除かれる果物の種
や皮を余すことなく使用した、
栄養価も満点の人気商品。
K南アルプス市和泉984-1

7

I

カフェ
アニス

かふぇあにす

H

080-1277-1052

自家焙煎コーヒーで
上質なひと時を過ごす

南アルプス
丸吉菜園

みなみあるぷすまるよしさいえん

080-6893-3665

G

小林
ニットウエア

こばやしにっとうえあ

055-282-2110

D

E

大吟醸とやわらか
な味わい の甲 州
利 右衛 門、 味わ
い豊かでコクのあ
る純米の3種類を
飲 み 比 べられ る
セット。

大吟・吟醸純米2本
セット 20,000円
（寄附金額）

F

華やかな香りで爽やかな風味
が特徴の大吟醸、まろやかな
香りでやわらかな口当たりの吟
醸純米の両方が味わえる。

小林
メリヤス

こばやしめりやす

055-282-2454

上質なコットンで
赤ちゃんも大満足

E

養蜂場周辺に自生し、
5月に咲き乱れるニセ
アカシアの樹から、ミ
ツバチが集めた天然の
アカシアはちみつ。

太冠酒造
株式会社

たいかんしゅぞうかぶしきがいしゃ

055-282-1116

地場の素材で磨いた
辛口の日本酒は絶品

スイーツのような
フルーツトマト

最高の着心地を
こだわりの品質で

人気の自家焙煎珈琲店。シン
グルオリジン 8銘柄、オリジナ
ルブレンド4種類、 全て自家焙
煎の豆を取り揃える。店舗では
コーヒーの楽しみ方をカップコ
ーヒーメニューで提案している。

日々の食事、生活にこだわりを
持つ人に、安心して食べられる
食材を提供する農園。 返礼品
は甘さと酸味のバランスが絶妙
な、 みずみずしい高糖度フル
ーツトマト「太陽のめぐみ」。

子供服・婦人服・紳士服の製
造を行っている小林ニットウェ
アの返礼品は、 おしゃれなスト
ール。 厳選した上質な素材を
活かし、熟練職人が縫製したワ
ンランク上の品質が魅力だ。

赤ちゃんの肌にやさしいオーガ
ニックコットンのベビー服を国
内自社工場で製造している会
社。 返礼品として、 赤ちゃん
用のおくるみや、 ひざ掛けとし
て使えるアフガンを提供。

創業明治10年の老舗酒造。南
アルプスの山系水と米に山梨県
産山田錦を主に使い酒を仕込ん
でいる。食中酒でおいしく飲め
るよう、 すっきりとした辛口の
味に仕上げているのが特徴だ。

K南アルプス市荊沢1309 J9
~18時LO i不定休 p4台

K南アルプス市西野309-1 J11
～16時 i土・日曜、祝日 p5台

K南アルプス市桃園1040-2

K南アルプス市桃園924 J8～
18時 i土曜
・日曜
p5台
i土・日曜
p5台

K南アルプス市上宮地57 J9～17時
i第2・3土曜日、日曜、祝日 p2台

エレンバウム ソフト&
ハードタイプ
(ギフトボックス入)
10,000円（寄附金額）

D

エレンバウム 3種詰合と ソフトタイプ、 ハード
タイプ、 抹茶バウム
ラスクセット(木箱入)
の3種類が味わえ、バ
20,000円（寄附金額） ウムクーヘンから作っ
たラスクもセットに。

D

パティスリー
ザ・エレン

ぱてぃすりー ざ・えれん

055-268-1663

職人のこだわりが光る
人気のパティスリー

「スイーツで彩る至福の瞬間」
をコンセプトにしたスイーツショ
ップ。一層一層を時間にみたて、
職人が丁寧に焼き上げているバ
ウムクーヘン「時のなる木」を
はじめ多彩なスイーツが揃う。
K中巨摩郡昭和町飯喰457-4
J10～19時 i水曜 p5台

C

南アルプス市の返 礼 品は、 農 畜
産物やその加工品を中心に、衣
類 や お 酒 な ど 充 実のラ インナッ
プ。 その中から、人気の高い返
礼品をピックアップしてご紹介！

深煎りまたは浅煎り
コーヒーセット（豆ま
たは粉）10,000円
（寄附金額）

H

オーガニックコットン100％で、 京
都の伝統技術による染の素材を使っ
た、犬柄がかわいらしい人気商品。

C

極めの細かい肉質で、脂肪質も美味な南
アルプス桃源ポークのロース（800g）と
バラ（800g）の2種類を味わおう。

犬柄アフガン
20,000円（寄附金額）

丑年（縁起の良い
赤ベコ）アフガン
20,000円（寄附金額）
オーガニックコットン
100％のアフガン。年
号と丑が柄入れされて
いるので、 生まれ年の
記念品に最適だ。

南アルプス桃源ポーク
豚ロース肉（生姜焼用）
・
豚バラ肉（うす切）
10,000円（寄附金額）

F

F

南アルプス市

G

返礼品
セレクション

A

スタンダードなソフトタイプ
と、一風変わったハードタ
イプ、2種類のバウムクー
ヘンが味わえるセット。

南アルプス
天空舎

みなみあるぷすてんくうしゃ

090-8333-8506

天空の地で育まれた
南アルプス市のおいしさ

B

鈴栄畜産
株式会社

すずえいちくさんかぶしきがいしゃ

055-285-1433

品質管理を徹底した
鮮度抜群のブランド豚

A

南アルプス市
農業協同組合

みなみあるぷすしのうぎょうきょうどうくみあい

055-283-7131

南アルプス市の旬を
存分に楽しめる

富士山や八ヶ岳、甲府盆地な
どを一望する畑で、主に養蜂
と垣根ぶどう栽培を展開。は
ちみつとワイン、ジュースと
いった農産加工品を生み出し
ている。

肉の仲卸業者・鈴栄畜産の返
礼品はブランド豚肉・南アル
プス桃源ポーク。徹底した温
度管理で高い鮮度と品質が保
たれた豚肉を、思う存分堪能
しよう。

南アルプス市農業協同組合から
の返礼品は、旬のフルーツをは
じめとした農産物。旬のシャイ
ンマスカットをはじめ、モモやス
モモ、あんぽ柿など、南アルプ
ス市の旬を楽しめる逸品揃い。

K南アルプス市上宮地2241-1
J11～22時 i無休 p20台

K南アルプス市野牛島1878
i日曜

K南アルプス市小笠原455
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知っておきたい

ふるさと納税のキホン
ふるさと納税という言葉をよく聞きますが、ここでふるさと納税についてしっか
りとした知識をつけておけば、安心してふるさと納税をすることができるはず！

ふるさと納税をする自治体は
どう選べばいいの？
ふるさと納税では、寄附金を自治体がどのように使用するのか、その用途
を選択することができる。返礼品はもちろん、寄附金の使い道の観点から、
寄附先の自治体を選ぶのもおすすめだ。

南アルプス市の寄附金の使い道

1
2
3
4
5
6

南アルプスユネスコエコパークを未来に繋ぐまちづくり
(自然と共生したまちづくり、自然を守り活かす活動など)
安全でみどり豊かな人がつながるまちづくり
(地域コミュニティの充実、市民参加のまちづくり、安全・安心なまちづくり、自然と共生す
る地域づくり、生活環境の保全、窓口サービスの向上)
ともに生き支えあうまちづくり(地域福祉の充実、子育て環境の充実、高齢者福祉の充実、
障がい者福祉の充実、 健康づくりの推進)
うるおいと活力のある快適なまちづくり(農林業・商工業の振興、観光資源の保全と活用、
道路・河川の整備、 街並み・住環境の整備、 上下水道の整備)
心豊かな人と文化をはぐくむまちづくり(生涯学習・芸術の振興、歴史・伝統文化の振興、
学校教育の充実、青少年の健全育成)
未来をひらく経営型行政運営の仕組みづくり(財政の健全化と行政改革の推進)

ふるさと納税って？
ふるさと納税とは、自分が応援したい自治体に寄附ができる仕組み。ふ
るさと納税の寄附金は税金の還付・控除が受けられ、さらにお礼品とし
て自治体から特産品や宿泊券などをもらえる、とてもお得な制度だ。

寄附手続きの流れ
Step1 控除上限額を調べる
寄附する前に、控除上限額を確認しよう。
「ふるさと納税」で控除される金額は、年収や家族構成によって異なる。
※受付サイトで控除金額のシミュレーションをすることができる。

Step2 寄附を申し込む
受付サイトから申し込みできる。クレジットカード等その場で決済できる場
合、申し込みと同時に寄附が完了するため、さらに簡単で便利だ。
インターネットが利用できない場合は電話でも申し込み可。

寄附の申し込み方法

インターネットで申し込む場合

南アルプス市への寄附は、ふるさと納税申し込みサイト
「ふ
るさとチョイス」
「さとふる」
「ふるなび」
「楽天ふるさと納
税」
「三越伊勢丹ふるさと納税」から申し込みができる。

直接申込書を提出する場合

寄附申込書を記載のうえ、郵送またはファックスで提出する。申込書につい
ては南アルプス市公式ホームページ内の「南アルプスふるさと応援寄附金申
込関係書類」からダウンロードすることができる。

Step3 「お礼の品」と「寄附金受領証明書」が届く
寄附のお礼として「お礼の品」とその証明として寄附金の領収書「寄附金
受領証明書」が届く。受領証明書は寄附から概ね1ヶ月以内に送付される。
「お礼の品」の送付時期は、種類によって異なる
（果物は旬の時期に送付）。
※「寄附金受領証明書」
は確定申告で必要になるので、
大切に保管を。

Step4 寄附金控除の手続きを行う
税金の控除を受けるためには「確定申告」または「ワンストップ特例制度」
の申請のいずれかの手続きが必要だ。
確定申告の代わりに「ワンストップ特例制度」を利用する場合は、
「寄附金
税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入し、個人番号確認書類
および本人確認書類のコピーを添えて提出する。
※申し込みの際に、
ワンストップ特例制度を希望した方には、
関係書類を郵送する。

LINEで情報発信をしています！ 是非、登録をお願いします。

南アルプス市の旬な情報をLINEで発信しています！
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