
 

 

 
 

2015年 11月 5日 

Peach Aviation株式会社 

 

北海道「栗山町」「上士幌町」とふるさと納税の連携を開始！ 
～「空から日本を元気に！」就航地域の活性化に取り組みます～ 

 11月5日（木）から、受付開始 

 栗山町は、Peachの航空券購入に利用できるピーチポイントギフトを追加 

 上士幌町は、ぬかびら源泉郷クーポンとピーチポイントギフトのセットを追加 

 就航地域の観光情報をPeachウェブサイト、Facebook、メルマガで紹介 

 

Peach Aviation株式会社（以下：Peach、代表取締役CEO：井上 慎一）は、本日より、北海道夕張郡栗山町

（以下：栗山町、町長：椿原 紀昭）、北海道河東郡上士幌町（以下：上士幌町、町長：竹中 貢）の2つの

自治体とふるさと納税による連携を開始しました。なお、Peach の北海道におけるふるさと納税による自治体

との連携は初となります。 

 

ふるさと納税制度は、自治体への寄附金のことで、現在多くの自治体で受入れをしています。また、

自治体は、そのお礼として地元の特産品などを謝礼品として提供することで、特産品の PR、産業の振興

など、まちの活性化に取り組んでいます。 

 
Peach では「空から日本を元気に！」をコンセプトに、就航地域の自治体などとの連携を深め、人の流動

や経済活動を生み、地域活性化を目的として様々な取り組みを行っています。その一環として、昨年7月

から地元自治体の泉佐野市と連携し、「ピーチポイントギフト」や「オリジナルグッズ」を謝礼品として提供、

2015年度からは連携自治体を就航地域に拡大、大変好評を得ております。また、国は、このふるさと納税

制度を地域創生の重要な施策として位置づけ、寄附金控除における限度額を2倍にしたり、確定申告を不要

にするなど推進に注力しております。 

 

本日、現在連携している6つの自治体に加え、北海道の栗山町と上士幌町の2つの自治体のふるさと納税

の謝礼品として、「ピーチポイントギフト」の提供を開始しました。「ピーチポイントギフト」は、Peach 航空券

購入の際に運賃や料金、およびそれに付随する税金や手数料の全額、または一部の支払いにご利用

いただけます。これにより、寄附者が自身の出身地や応援したい自治体に実際に訪れることで、人の流動

や経済活動を生み、就航地域の活性化のお手伝いができればと考えております。また、上士幌町では、

ピーチポイントギフトと「ぬかびら源泉郷」などが利用できる「ぬかびら源泉郷クーポン」をセットで提供する

ことで、観光資源への直接的な誘導を行います。 

 

その他、連携する自治体を Peach ウェブサイト、Facebook、メルマガで紹介をするなど、一層の就航地域

への観光客誘致の促進を行ってまいります。 

 
なお、それぞれの自治体から提供される謝礼品については、別添の一覧表をご確認ください。 

 

Peachではこれからも、地域と連携し、地域の魅力を全国に発信するとともに、「Peachが飛ぶとライフ

スタイルが変わる。Peachが飛ぶと町が変わる」という新しいムーブメントを起こし、就航地域の活性化に

貢献してまいります。 

 

詳細はPeachウェブサイト（www.flypeach.com）をご覧ください。 

 
 

  

http://www.flypeach.com/


  

＜2015年度 栗山町ふるさと応援寄附金 謝礼品について（11月 5日受付開始分）＞ 

〇ピーチポイントギフトセット 

寄附額 特典名 謝礼品 

10,000円以上 
ふるさとは栗山です。 

ピーチポイントギフトセット① 

・ピーチポイントギフト C 

＋2016年オリジナルデジタルカレンダー 

20,000円以上 
ふるさとは栗山です。 

ピーチポイントギフトセット② 

・ピーチポイントギフト D 

＋2016年オリジナルデジタルカレンダー 

30,000円以上 
ふるさとは栗山です。 

ピーチポイントギフトセット③ 

・ピーチポイントギフト E 

＋2016年オリジナルデジタルカレンダー 

40,000円以上 
ふるさとは栗山です。 

ピーチポイントギフトセット④ 

・ピーチポイントギフト F 

＋2016年オリジナルデジタルカレンダー 

50,000円以上 
ふるさとは栗山です。 

ピーチポイントギフトセット⑤ 

・ピーチポイントギフト G 

＋2016年オリジナルデジタルカレンダー 

100,000円以上 
ふるさとは栗山です。 

ピーチポイントギフトセット⑥ 

・ピーチポイントギフト Gを 2セット 

＋2016年オリジナルデジタルカレンダー 

〇ピーチポイントギフト＋特産品セット 

寄附額 特典名 謝礼品 

50,000円以上 

ふるさとは栗山です。 

ピーチポイントギフト 

＋特産品セット① 

・ピーチポイントギフト F＋2016年オリジナルデジタルカレンダー 

・厳選！くりやまコロッケ 5種セット 

◆冷凍ミニコロッケ（3種類各 10個入） 

 じゃがバター、かぼちゃ、メンチ（1個 40g） 

◆冷凍コロッケ（3種類各 5個入） 

 ビーフ、トマト、メンチ（1個 80g） 

ふるさとは栗山です。 

ピーチポイントギフト 

＋特産品セット② 

・ピーチポイントギフト E＋2016年オリジナルデジタルカレンダー 

・岩崎農場のトマトジュースセット 

◆早起きトマトのジュース：家庭用（830ml 6本） 

ふるさとは栗山です。 

ピーチポイントギフト 

＋特産品セット③ 

・ピーチポイントギフト D＋2016年オリジナルデジタルカレンダー 

・特別栽培米「きなうす米」セット D 

◆精米 ゆめぴりか（5kg 2袋）、ななつぼし（5kg 2袋）、 

ふっくりんこ（5kg 2袋） 

ふるさとは栗山です。 

ピーチポイントギフト 

＋特産品セット④ 

・ピーチポイントギフト D＋2016年オリジナルデジタルカレンダー 

・「北の錦」こだわりの極上酒 D 

◆北の錦純米大吟醸「雪心」（1.8L 1本） 

◆北の錦「純米大吟醸」（720ml 1本） 

ふるさとは栗山です。 

ピーチポイントギフト 

＋特産品セット⑤ 

・ピーチポイントギフト D＋2016年オリジナルデジタルカレンダー 

・くりやまハムの無添加ベーコンセット D 

◆ロースベーコン（約 300g 2個） 

◆バラベーコンブロック（約 200g 1個） 

◆バラベーコンスライス（200g 3袋） 

◆とりささみ燻製（100g 3袋） 

◆とりハム（300g 2袋） 

◆オニオンウインナー（100g 4袋） 

○北海道夕張郡 栗山町 

新千歳空港から車で約 45分の道央圏に位置する人口約 1万 2千人の街で、北海道の大地で生産される

「ゆめぴりか」や「ななつぼし」などのお米 30 ㎏がもらえるセットの他、地酒「北の錦」の純米大吟醸酒「雪心」

や「くりやまハム」の無添加ベーコンなど栗山の地で育った謝礼品が加わります。 

○問い合わせ先 

栗山町 経営企画課行政経営グループ 

〒069-1512 北海道夕張郡栗山町松風３丁目 252番地 TEL0123-73-7503 

HP www.town.kuriyama.hokkaido.jp 

http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/


 

 

＜2015年度 上士幌町ふるさと応援寄附金 謝礼品について（11月 5日受付開始分）＞ 

〇ピーチポイントギフト＋特産品セット 

寄附額 特典名 謝礼品 

20,000円以上 
ぬかびら源泉郷 

×Peachセット① 

ぬかびら源泉郷クーポン 5,000GENSEN＋てぬぐい 

＋ピーチポイントギフト C 

40,000円以上 
ぬかびら源泉郷 

×Peachセット② 

ぬかびら源泉郷クーポン 10,000GENSEN＋てぬぐい 

＋ピーチポイントギフト D 

100,000円以上 
ぬかびら源泉郷 

×Peachセット③ 

ぬかびら源泉郷クーポン 25,000GENSEN＋てぬぐい 

＋ピーチポイントギフト G 

 

※「上士幌町ぬかびら源泉郷クーポン（オリジナル手ぬぐい付き）」 

当クーポンは、提携しているぬかびら源泉郷各宿で使えるほか、 

下記、ひがし大雪自然ガイドセンターが提供する体験メニュー 

にも使用することができます。 

 

 

 

 

【ぬかびら源泉郷クーポン使用可能箇所】 

①ぬかびら源泉郷 

東大雪の大自然に抱かれる、上士幌町を代表する行楽地がぬかびら源泉郷です。9軒の宿からなる小

さな温泉街ですが、24 本の源泉を有し、全ての宿が源泉かけ流しの「源泉の郷」です。その良質なお湯は、

肌が滑らかになる美肌の湯として知られています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②タウシュベツ橋梁見学ツアー 

東大雪の森の中に残るコンクリートアーチ橋梁群は、旧国鉄士幌線の鉄道橋です。中でも糠平湖にある

タウシュベツ橋梁は、水位によって見え隠れするため、幻の橋として人気を呼んでいます。冬にはスノー

シューを履いて氷結した糠平湖を横断し、タウシュベツ橋梁を見学するツアーを実施しています。（ひがし

大雪自然ガイドセンターが実施し、料金には当クーポンが利用できます。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

真 

 

「手ぬぐいイメージ」 



  

③糠平湖のワカサギ釣り 

上士幌町は寒い時期にはマイナス 20℃を下回ることもあります。そのため、ぬかびら源泉郷内にある

糠平湖は、12月になると氷結し、例年 1月～3月中旬までアイスフィッシングが楽しめます。初心者でも

魚群に当たれば入れ食いとなるため、大人から子供まで幅広い年齢層の方々が楽しめます。（ひがし

大雪自然ガイドセンターが実施し、料金には当クーポンが利用できます。※テント・釣り具一式貸出） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○北海道河東郡 上士幌町 

新千歳空港から車で約 3時間の十勝地方に位置する人口約 5千人の街で、大雪山国立公園内にある

「ぬかびら源泉郷」散策、ひがし大雪自然ガイドセンターによる「タウシュベツ橋梁見学ツアー」や「糠平湖

ワカサギ釣り体験ツアー」など上士幌の自然・観光を満喫できる謝礼品が加わります。 

○問い合わせ先 

上士幌町 企画財政課 ふるさと納税担当 

〒080-1492北海道河東郡上士幌町字上士幌東 3線 238 TEL01564-2-2233 

HP www.kamishihoro.jp/sp/ftax 

＜ピーチポイントギフト 詳細＞ 

ピーチポイントギフトは、Peach 航空券購入の際に運賃や料金、およびそれに付随する税金や手数料の

全額、または一部の支払いにご利用いただけるポイントです。 

ギフト ポイント 

ピーチポイントギフト A ピーチポイント 3,000円分 

ピーチポイントギフト B ピーチポイント 4,000円分 

ピーチポイントギフト C ピーチポイント 5,000円分 

ピーチポイントギフト D ピーチポイント 10,000円分 

ピーチポイントギフト E ピーチポイント 15,000円分 

ピーチポイントギフト F ピーチポイント 20,000円分 

ピーチポイントギフト G ピーチポイント 25,000円分 

 

<ピーチポイントについて> 

・ポイント情報に記載された「ご利用者」がご利用いただけます。 

・失効日はポイント発行日から起算して 181日目です。 

・お支払額の全額をピーチポイントで充当できない場合、残額のお支払いはクレジットカードでのみ承っております。 

・払い戻し、換金、転売、ご利用者以外への譲渡はできません。 

・航空券購入時に別途所定の手数料が必要になります。 

 

<条件・注意事項> 

・「ピーチポイント」は、メールで送付しますので、メールアドレスが必要です。 

・迷惑メール対策などでドメイン指定受信を設定されている方は、メールを受取ることができません。 

「resmail@flypeach.com 」からのメールを受信できるように設定をお願いします。 

写真 

http://www.kamishihoro.jp/sp/ftax


 

 

＜その他 Peachふるさと納税 連携自治体一覧＞ 

自体名 開始日 謝礼品 問合せ先等 

大阪府 
 

泉佐野市 

2014年 

7月1日 

ピーチポイントギフト 

＆デジタルカレンダー 

泉佐野市 政策推進課 

〒598-8550 

大阪府泉佐野市市場東1丁目295-3 

TEL 072-463-1212 内線2422 

HP www.city.izumisano.lg.jp 

長崎県東彼杵郡 
 

東彼杵町 

2015年 

5月29日 

ピーチポイントギフト 

＆デジタルカレンダー 

東彼杵町 財政管財課財政係 

〒859-3808 

長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850-6 

TEL 0957-46-1111 内線61 

HP www.sonogi.jp 

沖縄県 
 

糸満市 

2015年 

7月15日 

ピーチポイントギフト 

＆マリンレジャー券 

糸満市 財政課 

〒901-0392 

糸満市潮崎町１丁目１ 

TEL 098-840-8120 

HP www.city.itoman.lg.jp 

宮崎県 
 

小林市 

2015年 

8月4日 

ピーチポイントギフト 

＆特産品 

小林市 市民協働課 

〒886-8501 

宮崎県小林市細野300 

TEL 0984-23-1148 

HP www.city.kobayashi.lg.jp 

鹿児島県 
 

南さつま市 

2015年 

8月4日 

ピーチポイントギフト 

＆デジタルカレンダー 

南さつま市 商工水産課 

〒897-8501 

鹿児島県南さつま市加世田川畑2648 

TEL 0993-53-2111 

HP www.city.minamisatsuma.lg.jp 

鹿児島県曽於郡 
 

大崎町 

2015年 

8月11日 

ピーチポイントギフト 

＆デジタルカレンダー 

大崎町 企画調整課 企画政策係 

〒899-7305 

鹿児島県曽於郡大崎町仮宿1029 

TEL 099-476-1111 
HP www.town.kagoshima-osaki.lg.jp  

 
○「ふるさと納税」とは 

ふるさと納税とは、自治体に対しての寄附金のことで、自治地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。＊ 

通常住民税は居住地の自治体に収めますが、ふるさとや応援したい自治体などにふるさと納税（寄附）をする

ことで、実質寄附先に住民税を移し替える効果があります。 

 また、昨今自治体ではこのふるさと納税を活用し、謝礼品に特産品を提供するなど、地場の特産品をPRしたり、

地場産業や観光振興につなげるなど、地域活性化の取り組みとして全国に広がっています。 

 
＊ 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（原則）。なお、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き 

  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。 

http://www.city.izumisano.lg.jp/
http://www.sonogi.jp/
http://www.city.itoman.lg.jp/
http://www.city.kobayashi.lg.jp/
http://www.city.minamisatsuma.lg.jp/
http://www.town.kagoshima-osaki.lg.jp/

