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奈良県吉野町

「世界遺産 吉野ふるさとづくり寄附」

ふるさと納税
逸品カタログ

謝礼品数
ボリュームUP！
全

155

品

い のち が 輝き笑 顔 あ ふ れる吉 野 町

森に育まれ、
森を育んだ人々の暮らしとこころ
〜美林連なる造林発祥の地 吉野 〜
平成28年度、文化庁から日本遺産の認定をうけました。
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ちょう

八女市＆吉野町
特産品相互提供開始

「日本で最も美しい村」
連合に加盟しています

おかげさまで寄附額１億円突破！
吉野町は、奈良県のほぼ中央部に位置し、中央を東西に清流吉野川が流れ、森と水が豊かな自然
に囲まれた人口 7,600 人の町です。
1300 年前の太古からこの自然の恵みの中で暮らしを営み、豊かな文化と産業を育んできました。
かつては、木材の集積地として吉野地方の中心的な町として賑わいをみせていましたが、昨今の人口
減少に歯止めがかからず、
「なんとかせなあかん！！」と町民一丸となり、産業復興に取り組んでおります。
吉野町では平成 20 年度より「世界遺産

吉野ふるさとづくり寄附（ふるさと納税）
」の受付を開始し、

10 年目を迎えた昨年度、皆様のおかげで過去最高の寄附額１億円を突破しました。

応
援をお寄せいただいた皆様へ心より感謝を申し上げます。
応援をお寄せいただいた皆様へ心より感謝を申し上げます。
このご寄附は、全国から応援をいただく皆様との輪の広がりであると実感しております。
全国の皆様からの応援を『力』として、より一層吉野町の発展に努めてまいります。
この謝礼品カタログには、吉野の自然の恵みから生まれた「吉野の逸品」を豊富に取り揃えました。
是非、吉野の恵みを体感していただけますよう、皆様からのご寄附をお待ちしております。

『杉を生かす
杉と生きる』

や

め

し
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ちょう

福岡県 八女市＆ 奈良県 吉野町
友好交流都市
『特産品相互提供』
開始
後醍醐天皇が朝廷を開いた吉野町と皇子や家臣らが数多く眠
る八女市。南北朝時代から続く歴史的つながりを礎として、こ
れまでの友好関係がさらに推進するため平成 26 年 9 月に友好
交流都市を締結しました。
昨年 1 月には、吉野から九州
に向かう前に皇子たちが眺めて
いたであろう『シロヤマザクラ』
を八女市に植樹し、昨年 11 月
には、吉野町で開催した南朝シ
ンポジウムの際に、良成親王の
お手植と伝わる「黒木の大藤」
の苗木が吉野町に贈呈されまし
た。これまでにお互いのイベント時の物産展参加や、行政課題につい
て情報・意見交換するためのシンポジウム開催など、交流・連携を深
めてきており、今後も八女市と吉野町の友好関係をさらに推進し、持
続的な交流の発展を目指すため両市町の特産品の相互提供を行うこと
になりました。
八女市よりご提供いただいた謝礼品は下記の５品です。
（１万円以上１.5 万円未満の寄附で１点お選びいただけます。）

≪八女市＆吉野町 特産品相互提供品お申込みの注意≫
【謝礼品のお届けについて】
八女市登録事業者より直接お届けいたします。
【寄附証明書について】
吉野町より郵送でお届けいたします。
【謝礼品に関するお問合せ先】
吉野町役場

産業観光振興課

グループ

ＴＥＬ：0746-32-3081

【１万円以上 1.5 万円未満】
八女市イメージキャラクター
「 みどりちゃん 」

申込番号 4701-A18

A

申込番号 4702-A18

≪友好交流都市八女市提供品≫

申込番号 4801-A18

申込番号 4601-A18

＜八女茶飲みくらべ＞特選煎茶
八女といえば
「八女茶」。
八女市内のたくさんのお茶屋さんの中か
ら３か所の煎茶をお届けします。
どのお茶
屋さんのお茶が届くかはお楽しみに。飲み
くらべてみてください。※新茶は、6月中旬
発送開始予定です。※新茶は茶葉の生育
状況によって、発送開始日が変わります。
八女特選煎茶 100g×3袋

一般財団法人八女伝統工芸館

申込番号 4901-A18

あまおう苺アイスと八女抹茶アイスセット

あまおう苺アイスとブルーベリーアイスセット

＜八女ブルワリー＞クラフトビールセット

＜パスタの王様特製＞特濃パスタソース人気の 6 種セット

人気の、あまおう苺アイスミルクと八女抹茶アイスクリームを
セットにしました。福岡県産ＪＡふくおか八女の博多あまおう
と、八女の抹茶と阿蘇小国の濃厚なジャージー牛乳をそれ
ぞれ贅沢に使用しました。ご家族の皆様でお楽しみくださ
い。
【アレルギー表示】卵、乳、大豆※当工場では乳、卵、小
麦、そば、落花生を含む製品を製造しています。
あまおう苺アイスミルク（85ml）×5個
八女抹茶アイスクリーム（85ml）×5個

あまおう苺アイスミルクとブルーベリーアイスク
リームをセットにしました。福岡県産の博多あまお
うと、ブルーベリーをそれぞれふんだんに使用し
ています。ご家族の皆様でお楽しみください。
【ア
レルギー表示】卵、乳、大豆※当工場では乳、卵、
小麦、そば、落花生を含む製品を製造していま
す。あまおう苺アイスミルク（85ml）
×5個
ブルーベリーアイス（85ml）
×5個

八女を想い八女を飲む・・・そんな気持ちを伝えたくて造られたクラ
フトビールです。バナナのようなフルーティな香りと苦みが少ないの
が特徴のホワイト・ヴァイツェン（330ｍｌ×1本）。５種類の麦芽から
引き出したやさしい香りと甘さが特徴のレッド・エール（330ｍｌ×1
本）。ロースト麦芽の苦みと黒糖の心地よい風味が特徴のブラック・
スタウト（330ｍｌ×1本）。柑橘系の香りと強い苦みが特徴のグリー
ン・インディアペールエール（330ｍｌ×1本）。クセのないスッキリとし
た定番の味が特徴のブルー・ピルスナー（330ｍｌ×2本）。計：6本入
り（ギフトボックス入）※商品ラベルが変更になる可能性があります。

福岡県八女市の隣市で開催された「まかない飯グランプリ」で
グランプリを獲得した「パスタの王様」の味をご家庭で。茹でた
パスタとソースをからめるだけのお手軽パスタソースです。永
遠の恋人：サーモンとほうれん草の明太子クリームソース・お
てんばオードリー：ベーコンとほうれん草のバジルクリームソー
ス・ベーコンとキノコのクリームソース。夢見る貴婦人：ズワイガ
ニとプリプリ海老のトマトクリームソース・思わずにっこりトマト
味：ベーコン・ほうれん草・ソーセージのトマトソース・ベーコン
とほうれん草のトマトソース。各（1食分）×1袋 計：6袋

福岡八女農業協同組合

福岡八女農業協同組合

カワグチサプライズ㈱

パスタの王様

Ａ

「ふるさと納税」
とは？

グループ

個人が応援したい、貢献したい自治体（都道府県・市区町村）に寄附をする制度のことです。
寄附する自治体は、自由に選ぶことができます。生まれ故郷でなくても大丈夫です。
寄附金額のうち、2,000 円を超える金額の全額が所得税と住民税から控除されます。

Ｂ
グループ

吉野町では、全国の皆様からの大切な寄附金を桜の保全・教育・福祉・産業振興・地域支援
などの施策に大切に使わせていただいております。
また、寄附金額に応じて、下記のとおり謝礼品をお贈りしています。該当するグループの中
からお選びいただくことができます。皆さまの吉野町へのご支援をお待ちしております。

ふるさと納税額が、
Ａグループ（72 品）
の中から 1 点

グループ

1.5 万円以上 2 万円未満の方

Ｂグループ（26 品）
の中から 1 点

2 万円以上 3 万円未満の方

Ｃグループ（ 7 品）の中から 1 点

3 万円以上 5 万円未満の方

Ｄグループ（22 品）
の中から 1 点

5 万円以上 10 万円未満の方

Ｅグループ（ 9 品）の中から 1 点

10 万円以上 20 万円未満の方

Ｆグループ（10 品）
の中から 1 点

20 万円以上の方

Ｇグループ（ 9 品）の中から 1 点

Ｄ

Ｃ

1 万円以上 1.5 万円未満の方

グループ

Ｅ
グループ

を、お選びください。
Ｆ
グループ

Ｇ
グループ

A

グループ

【１万円以上 1.5 万円未満】
※ 柿の葉寿司は賞味期限の
関係上、配達ご希望日を
お知らせください。（お
受け取り時に不在で配
達 で き な い 場 合 は、再
発送できませんのでご注
意ください）
また、謝礼品により、北
海道・沖縄・離島への送
付ができない場合があり
ます。詳しくはお問い合
わせください。

申込番号 0101-A18

申込番号 0201-A18

申込番号 0202-A18

本葛しるこ 凌雲の志

吉野杉・桧の木工品セット

吉野桧うす型軽量まな板・ターナセット

本葛と北海道産小豆を使ったおい
しい本葛しるこ
「凌雲の志」。
独特でまろやかな舌ざわりをお届
けします。
本葛しるこ35個入り

特産吉野杉・桧の建築余材良質部
分を活用した、環境にやさしい木
工品のセットです。
【杉コースター】6枚（8ｃｍ×8ｃｍ×
8ｍｍ・柾目・純正荏油・100％植物
油塗装）
【桧ターナ】1枚
（28ｃｍ・柾
目・弊社独自のデザイン）
【桧ター
ナ】
1枚（23.5ｃｍ・柾目・弊社独自
のデザイン）
【桧しゃもじ】1枚（22ｃ
ｍ）
【桧菜箸】1膳（35ｃｍ）
【杉磨丸
太花台】1枚
（約15ｃｍ）

日本最古の造林地（平成28年度日
本遺産登録）
で育った銘木、吉野
桧製うす型の軽いまな板とターナ
のセットです。
【まな板】1枚（20ｃｍ×40ｃｍ×20
ｍｍ〜23ｍｍ・両面無節）
【ターナ】
1枚（28ｃｍ・柾目・弊社独自のデザ
イン）

吉野杉・桧の木工房エンゲルベルク社

吉野杉・桧の木工房エンゲルベルク社

葛花堂
4

Ａ
グループ

※第３類医薬品に該当

申込番号 0501-A18

柿の葉寿司と桜そうめん

たつみ

やっこ

日本蜜蜂ハチミツ

フジイ陀羅尼助丸（78 分包）

日本蜂蜜は、古来より日本国内に
生息する蜂で、
この蜂を春に捕獲
し吉野の山々で集蜜させ
「安全、安
心」
を元に採蜜しました。
この蜜は
店頭には出回らず、
「 幻の蜂蜜」
と
呼ばれ、重宝されています。栄養価
が高く健康増進、贈り物にお役立
て下さい。
日本蜜蜂はちみつ（国産）450g
1瓶

日本を代表する伝統和漢陀羅尼助丸。
日本遺産
登録認定商品で食べすぎ、胸やけ、二日酔い、胃
もたれ等の症状の方の常備薬。無添加で体にや
さしい胃腸薬。
フジイ陀羅尼助丸は小さい丸剤で
大人1回20粒の服用です。苦味がありますが、に
おいは少なく飲みやすいです。常備薬として長期
保存可能ですので、困った時にきっとお役に立つ
と思います。商品は携帯に便利な分包タイプで
す。◆効能効果◆健胃・整腸薬であり食べすぎ飲
みすぎによるつらい症状・消化不良・胃弱・胸焼
け・胃もたれ等に優れた効果を発揮致します。辛
い時だけの頓服や毎日常用のどちらも服用可能
です。◆成分◆自然の植物のみを原料に防腐剤・
着色料等科学物質を一切使用せず1300年前よ
り伝わる伝統を重んじ、今もその製法を継承いた
しております。
フジイ陀羅尼助丸（78分包）
1箱

吉野ハニー

㈱藤井利三郎薬房

９月以降に発送

グループ

大正元年創業の老舗の味を守り
続け、塩だけでしめた新鮮な鯖と
鮭をまろやかな寿司飯と共に柿の
葉に包んで吉野杉の木箱に押して
お届けします。桜の香りがほんのり
とする吉野葛のそうめんと共に！
！
柿の葉寿司28個入(鯖・鮭各14
個）桜そうめん(葛粉入）

Ｃ

昔ながらの手作りにこだわりを持
ち独自の製法で塩漬けにした魚
を、精米したての福井県産コシヒ
カリのすし飯と共に、四季折々の
柿の葉にくるみ、杉の木箱に押し
てまろやかな自然の風味をお届け
します。宅配便で翌日到着した頃
が食べ頃です。
柿の葉すし28個入（鯖・鮭各14
個）

申込番号 0601-A18

グループ

柿の葉すし ( 吉野杉木箱入り )

申込番号 0401-A18

Ｂ

申込番号 0301-A18

p.13 を参照

Ｄ
グループ

申込番号 0602-A18

味覚糖陀羅尼助飴・薬湯行者の湯

酒蔵古流こうじ甘酒 780ｇ3 本セット

文様割箸・特製吉野杉箸箱６種セット

文様割箸・文様コースター６種セット

ダラニスケ飴は奈良県漢方のメッカ
推進プロジェクト商品です。黒糖味で
陀羅尼助丸にも使用されている生薬
末を配合し甘みの中に漢方風味、
お
いしくスッキリとした味わいが特徴で
す。薬湯行者の湯はオウバクをはじ
め８種類の成分を配合し、殺菌・抗
菌・抗炎症作用・冷え性・肩こり等の
症状の改善に期待できます。味覚糖
陀羅尼助飴×4袋 薬湯 行者の湯
×1袋

味の決め手は酒造りで培った手作りの麹。酒造りで
使う
「こうじ」
は、栗香と呼ばれる甘栗や焼き芋を思
わせる甘く香ばしい香りが品質の決め手です。
日本
酒の蔵元ならではの麹菌による、香味バランスのよ
い麹造りから生まれる
「こうじ甘酒」
です。保存料・
添加物を加えないシンプルな原材料だからこそ、麹
米には奈良県産のお米、仕込み水には大峰山系伏
流水の甘く柔らかい湧き水を使用して素材の良さ
をお伝えしております。米の形を残したまま麹の力
によりじっくりと糖化させることで、糖類無添加な
がら上品な甘みで昔懐かしい素朴な味わいが楽し
めます。濃度が濃い場合は、豆乳や牛乳で割っても
飲みやすくなります。
【商品の特徴】
・酒蔵の伝統的
な麹造り・原材料は米（米麹）
と水だけ・原材料には
奈良県産米100％使用・糖類・防腐剤を一切添加
なし・酒粕を使わないノンアルコ-ル甘酒
酒蔵古流こうじ甘酒780ｇ×3本

吉野産割箸に、
日本古来の文様の
レーザー彫刻を施した文様割箸6
種（市松・七宝・麻葉・亀甲・矢羽
根・桜散し）
と特製吉野杉箸箱6種
をセット致しました。
文様割箸6種（市松・七宝・麻葉・
亀甲・矢羽根・桜散し）各1本・特製
吉野杉箸箱6種各1点

吉野産割箸に、
日本古来の文様の
レーザー彫刻を施した文様割箸6
種（市松・七宝・麻葉・亀甲・矢羽
根・桜散し）
と文様柄の吉野杉コー
スター6種をセット致しました。
文様割箸6種（市松・七宝・麻葉・
亀甲・矢羽根・桜散し）各1本・文様
柄の吉野杉コースター6種各1点

㈱藤井利三郎薬房

美吉野醸造㈱

㈱寺本木材

㈱寺本木材

Ｆ

申込番号 0902-A18

グループ

申込番号 0901-A18

Ｅ

申込番号 0801-A18

グループ

Ｇ

申込番号 1101-A18

杉箱入り文様割箸と杉柾天削箸セット

柿の葉ずし・吉野銘茶ほうじ茶

花見亭からのおくりもの A

柿の葉ずし・柚庵仕立て焼さばずし詰合

小判型の杉箸に伝統の６種の文
様を刻印した文様割箸を、特製の
杉箱にお入れしました。長めの杉
柾天削箸にも同様の文様を入れ、
合わせてお届けします。杉の木の
香りもお楽しみください。
杉箸箱入り文様割箸６膳セット
（箸
の長さ約21cm）、杉柾天削箸６膳
セット
（箸の長さ約24cm）

創業90余年、私共の小さな店にとり
まして最も大切な事は、品質へのこ
だわりです。国内産の厳選された鯖、
北海道紅鮭、
お米はコシヒカリ100％
（当年の新米のみ）、当店で汐漬した
地元産の安心な葉を使用しており、
保存料等は一切使っておりません。
作りたてを夕方便で発送、到着日が
食べ頃です。当店の柿の葉ずしには
お召上がりの際、温かいほうじ茶が
良く合います。
柿の葉寿司16個入(鯖・鮭各8個）吉
野銘茶ほうじ茶1袋

吉野山の名物を詰め合わせた花
見亭特製セットです。
自家製の桜よ
うかんは桜の花漬・吉野葛・小倉
あんと三層になっておりあっさりと
仕上げています。
桜ようかん3本・くず湯5個（プレー
ン3個・生姜1個・ゆず1個）

奈良県産「ひのひかり」の米を使用
し、厳選された食材（鯖・鮭・金目
鯛）を柿の葉で包み昼夜押すこと
ですし飯と具材が見事に調和した
絶妙の味に仕上げています。当社
自慢の味、柚庵仕立て焼鯖ずしも
人気商品です。
柿の葉ずし18個入り(鯖・鮭・金目
鯛各6個）柚庵仕立て焼さばずし1
本

花見亭

㈱柿の葉ずし 平宗吉野本店

㈱寺本木材

和楽路屋

申込番号 1202-A18

田中
5

申込番号 1301-A18

グループ

申込番号 0904-A18

Ａ
グループ

Ｂ

申込番号 1302-A18

グループ

柿の葉ずし・鮎甘露煮詰合

申込番号 1401-A18

大和銘米ひのひかり

申込番号 1501-A18

申込番号 1502-A18

Ｃ
グループ

猩々 純米大吟醸 720ｍｌ

純米吟醸・純米酒 720ｍｌ 3 点セット

食材吟味・保存料無添加。味で知られ
て150年、素朴で滋味あふれる伝統の
味「平宗の柿の葉ずし」は、奈良県産
「ひのひかり」の米を使用し、厳選され
た食材を柿の葉で包みました。
鮎甘露煮はじっくりと時間と手間をか
けて煮た「平宗本店」の名物料理。お
酒のお供にピッタリです。
柿の葉ずし14個入(鯖・鮭・海老・穴子
各2個・金目鯛6個）
・鮎甘露煮3尾入

ひのひかりは、飽きのこないバラン
スの良い食味です。艶のある輝いた
ご飯に炊き上がります。冷めても艶
が保たれ、
おいしく召し上がれます。
ひのひかりの放つ艶を吉野川の恵
がさらに輝かせた吉野逸品。
ご賞味
下さいませ。
10ｋｇ 鮮度保持・白米冷蔵庫保
存用2ｋｇ詰袋3枚付。発送日に精米
致します。(但し、
日曜日・祝日は精
米いたしません。
ご了承ください。)

厳選された兵庫山田錦を37.5％ま
で精米し、約30日かけて丁寧に低
温発酵させました。豊かな香りとふ
くよかな味わいが特徴の純米大吟
醸です。
猩々 純米大吟醸 720ｍｌ×1本

吉野の米・吉野の水・吉野の蔵で
醸された
「純米吟醸 吟のさと」
を
はじめ当蔵元の自信を持って提供
するお酒3点セットです。
純米吟醸・純米酒 720ｍｌ 3点
セット

㈱柿の葉ずし 平宗吉野本店

大西米穀店

北村酒造㈱

北村酒造㈱

Ｄ
グループ

Ｅ
グループ

Ｆ

申込番号 1601-A18

申込番号 1701-A18

申込番号 1702-A18

申込番号 1801-A18

観光特急「青の交響曲（シンフォニー）」で吉野へ列車旅

やたがらす大吟醸雫酒 720ｍｌ詰

吉野物語リキュール３種セット720ｍｌ×3 本

青のシンフォニーの車内では「季節のオリジナル
ケーキセット」を提供いたします。旅行期間は平成30
年4月23日（月）〜平成31年3月20日（水）まで
（4/29〜5/7・8/11〜8/15・12/31〜1/3は除く）
寄附受付は平成31年1月末まで※座席を指定しま
すので乗車日を必ずご連絡ください。
【近鉄電車（TEL:06-6775-3514）】
【大阪阿部野橋駅〜吉野駅間】
往復乗車券+往復特別急行券 1名様分
特別車両（青の交響曲）乗車券（片道分） 1名様分
ケーキセット利用券 1名様分

極上の酒米〈山田錦〉を40％まで
精米し、厳寒の季節にじっくり低温
で醸した大吟醸のモロミを酒袋に
詰め一滴一滴としたたり落ちる雫
だけを集めた大吟醸雫酒です。華
やかな香りとまろやかな味わいが
口いっぱいに広がります。やたがら
す大吟醸雫酒720ml詰め 1本

厳選した国産果実で作ったリキュール「吉
野物語シリーズ」
より特に奈良県産の果実
を使用したものをお届けします。
濃厚でコクのある味わいの西吉野産のう
め、爽やかな香りを引き出した下北山村産
のジャバラ、甘みが際立つ天理産のいち
ご。一つずつ手作業で丁寧に加工をし、
そ
れぞれのおいしさを引き出しました。
果肉も果汁もたっぷり詰め込みました。奈
良の果物のおいしさをギュッと閉じ込めた
逸品です。
ロックやソーダ割り、
ミルク割り
でどうぞ。吉野物語リキュール3種（うめ・
ジャバラ・いちご）
720ml×3本セット

「葛ようかん」は、吉野本葛を加え
た、
なめらかな食感とまろやかさが
特長の和菓子でございます。1個
65gのひと口サイズの食べやすい
大きさです。7種類の異なった味を
楽しんでいただけます。
葛ようかん65ｇ
（小倉・抹茶）各4
本 葛ようかん65ｇ
（栗・桜・柚子・
さつまいも・柿）各2本

近畿日本鉄道㈱

㈱北岡本店

㈱北岡本店

舟形家

くずようかん詰合せ

グループ

Ｇ
グループ

申込番号 1802-A18

申込番号 1803-A18

申込番号 1901-A18

申込番号 2001-A18

生葛きり・くず餅詰合せ

吉野本葛 くず湯セット

吉野ひのきおやすみグッズ ソフトカールチップ枕

吉野ハム（ヤマトポークのパンチェッタ）

舟形家の葛製品は、吉野本葛を活かし
たなめらかな食感とまろやかさが特徴
の和菓子の詰め合わせでございます。
素材の持つおいしさを充分にご堪能い
ただける逸品でございます。
「くずきり」
は火を通さずにそのままお召し上がり
いただけます。黒みつと柚子みつの2種
類。
「くず餅」
は純（白）
・桜・抹茶・こしあ
んの4種類の味をお楽しみいただけま
す。生くずきり
（黒糖みつ85ｇ×2本・ゆ
ずみつ85ｇ×1本）
葛餅4種類（純（白）
・こしあん・抹茶・
桜）各80ｇ×1個

吉野本葛と4種類のくず湯のセット
です。昔ながらの手間のかかる行
程を今も守り続けながら現代人の
嗜好に合わせ工夫をこらして作っ
ております。のどごしが柔らかなく
ず湯に仕上げております。
吉野本葛180ｇ×1個 くず湯（し
るこ・純白・抹茶・しょうが）各26ｇ
×2個（計8個）

桧の特徴を活かした桧チップ枕。汗
等の余計な湿気を吸収してくれるか
ら寝苦しい夜もぐっすり！ひのきの香
りでリラックスし、お休みいただけま
す。
また、抗菌消臭効果で清潔感抜
群で臭いが気になる方にもオススメ
です。枕専用に作ったチップをギュっ
と中に詰め込んでいます。
チップの量
を減らして高さ調節も可能。ひのき
ソフトカールチップ枕1ヶ
（高さ：約10
ｃｍ〜12ｃｍ・サイズ：30ｃｍ×50ｃｍ・
重量：約750ｇ）

舟形家

舟形家
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喜多製材所

奈良県産豚「ヤマトポーク」
を吉野の
「桜」のチップ（風害等による枯損木
を活用しております）
で燻製にしまし
た。素材の美味しさを、吉野の「山の
気」
とともにお楽しみください。
※ご希望により、高品質維持冷凍で
お届けいたします。冷凍時に細胞膜
を壊さないため、素材の美味しさを
そのままお楽しみいただけます。
（賞
味期限：冷蔵 20日間、冷凍 3ヶ月
間）ヤマトポークのパンチエッタ
340ｇ以上

吉野ハム

Ａ
グループ

申込番号 2009-A18

申込番号 2010-A18

吉野ハム（吉野産 猪ベーコン）

吉野ハム（ヤマトポークのロースハム、ベーコンセット）

無添加 吉野ハム（ヤマトポークの無添加ベーコン、無添加ソーセージセット）

無添加 吉野ハム（ヤマトポークの無添加ロースハム、無添加ソーセージセット）

申込番号 2101-A18

申込番号 2102-A18

吉野ハム

吉野ハム

奈良県産豚「ヤマトポーク」
を吉野の
「桜」のチップ（風害等による枯損木
を活用しております）
で燻製にしまし
た。素材の美味しさを、吉野の「山の
気」
とともにお楽しみください。
※ご希望により、高品質維持冷凍で
お届けいたします。冷凍時に細胞膜
を壊さないため、素材の美味しさを
そのままお楽しみいただけます。
（賞
味期限：冷蔵 20日間、冷凍 3ヶ月
間）無添加ベーコン175ｇ以上、無添
加ソーセージ3本

奈良県産豚「ヤマトポーク」
を吉野の
「桜」のチップ（風害等による枯損木
を活用しております）
で燻製にしまし
た。素材の美味しさを、吉野の「山の
気」
とともにお楽しみください。
※ご希望により、高品質維持冷凍で
お届けいたします。冷凍時に細胞膜
を壊さないため、素材の美味しさを
そのままお楽しみいただけます。
（賞
味期限：冷蔵 20日間、冷凍 3ヶ月
間）無添加ロースハム175g以上、無
添加ソーセージ3本

申込番号 2103-A18

申込番号 2104-A18

吉野ハム

吉野ハム

グループ

奈良県産豚「ヤマトポーク」
を吉野の
「桜」のチップ（風害等による枯損木
を活用しております）
で燻製にしまし
た。素材の美味しさを、吉野の「山の
気」
とともにお楽しみください。
※ご希望により、高品質維持冷凍で
お届けいたします。冷凍時に細胞膜
を壊さないため、素材の美味しさを
そのままお楽しみいただけます。
（賞
味期限：冷蔵 20日間、冷凍 3ヶ月
間）ヤマトポークのロースハム、ベー
コンセット 合計340ｇ以上

Ｃ

奈良県産猪を吉野の「桜」のチップ
（風害等による枯損木を活用して
おります）で燻製にしました。素材
の美味しさを、吉野の「山の気」
と
ともにお楽しみください。
※ご希望により、高品質維持冷凍
でお届けいたします。冷凍時に細
胞膜を壊さないため、素材の美味
しさをそのままお楽しみいただけま
す。
（ 賞味期限：冷蔵 20日間、冷
凍 3ヶ月間）吉野産 猪ベーコン
260ｇ以上

グループ

申込番号 2006-A18

Ｂ

申込番号 2004-A18

Ｄ
グループ

三角衿（大）

三角衿（小）

レース衿

四角衿

レース衿

前開きＵ型

綿とポリエステルなどの繊細なレース
を使ったＵ形の付け衿です。前開き。襟
ぐりの広いワンピースやセーターの上
から付けてください。
すべて手作りで肌触り良く、可愛いコ
サージュは取り外し可能。
白または黒、
どちらか一点。
ご希望の色
をお選びいただき、備考欄への記入を
お願いします。
すべて手作りですので、仕上がりに違
いが出ることをご了承ください。綿とポ
リエステルなどのレースを使った、前開
きＵ形付け衿 1点

申込番号 2106-A18

申込番号 2201-A18

申込番号 2202-A18

レース・毛糸 ニードルストール（小）

大和銘米ひのひかり5kg、宮滝しょうゆ・天然本醸造淡口濃口

大和銘米ひのひかり5kg・中西茶舗ほうじ茶 500g

ニードルミシンによる、肌触りの良
いマフラーです。花のモチーフなど
もついていて、襟元にとても繊細
で可愛らしい雰囲気が作れます。
レースとアクリル毛糸を使ってい
て、
自宅で洗えます。
全て手作りですので、色調やデザ
インが少しずつ違います。
ご了承く
ださい。
レースとアクリル毛糸を使ったス
トール。幅9cm、丈95cm、
レース
25cm

奈良の特選銘柄米ひのひかりの
搗きたてと、万葉の里宮滝で、吉野
杉の大桶に仕込んだ天然醸造の
醤油、淡口と濃口500mlをセット
で。
特選銘柄米ひのひかり5kg、天然
醸造の醤油、淡口と濃口各500ml

清らかなお水で育った奈良のひの
ひかりは、ほんのりとした甘みと、
もっちりとした食感、艶のある美味
しいお米です。精米したてをお届け
します。高級ほうじ番茶と共にお召
し上がりください。
大和銘米ひのひかり5kg・中西茶
舗ほうじ茶500g

中久保米穀店

中久保米穀店

花の木工房

花の木工房

花の木工房

Ｆ

綿とポリエステルなどの繊細なレース
を使った四角形の付け衿です。後開き。
襟ぐりの広いワンピースやセーターの
上から付けてください。
すべて手作りで肌触り良く、可愛いコ
サージュは取り外し可能。
白または黒、
どちらか一点。
ご希望の色
をお選びいただき、備考欄への記入を
お願いします。
すべて手作りですので、仕上がりに違
いが出ることをご了承ください。綿とポ
リエステルなどのレースを使った、四角
形付け衿 1点

グループ

花の木工房

レース衿

綿とポリエステルなどの繊細なレース
を使った小さめの三角形の付け衿で
す。後開き。襟ぐりの広いワンピースや
セーターの上から付けてください。
すべて手作りで肌触り良く、可愛いコ
サージュは取り外し可能。
白または黒、
どちらか一点。
ご希望の色
をお選びいただき、備考欄への記入を
お願いします。
すべて手作りですので、仕上がりに違
いが出ることをご了承ください。綿とポ
リエステルなどのレースを使った、三角
形付け衿（小）
1点

Ｅ

レース衿

綿とポリエステルなどの繊細なレース
を使った大きな三角形の付け衿です。
後開き。襟ぐりの広いワンピースや
セーターの上から付けてください。
すべて手作りで肌触り良く、可愛いコ
サージュは取り外し可能。
白または黒、
どちらか一点。
ご希望の
色をお選びいただき、備考欄への記入
をお願いします。
すべて手作りですので、仕上がりに違
いが出ることをご了承ください。綿と
ポリエステルなどのレースを使った、
三角形付け衿
（大）
1点

グループ

Ｇ

レース衿

前開き角型

綿とポリエステルなどの繊細なレース
を使った四角形の小ぶりな付け衿で
す。前開き。
シンプルな襟元を飾ってい
ただくためのおしゃれな衿。
すべて手作りで肌触り良く、可愛いコ
サージュは取り外し可能。
白または黒、
どちらか一点。
ご希望の色
をお選びいただき、備考欄への記入を
お願いします。
すべて手作りですので、仕上がりに違
いが出ることをご了承ください。綿とポ
リエステルなどのレースを使った、前開
き角形付け衿 1点

花の木工房

花の木工房
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グループ

申込番号 2105-A18

Ａ
グループ

Ｂ

申込番号 2501-A18

グループ

吉野のおはしセレクト

申込番号 2502-A18

申込番号 2601-A18

吉野美林高級祝箸

名刺ホルダー・ネームタグセット

申込番号 2701-A18

吉野四季物語

Ｃ
グループ

木目の美しさと自然木の芳しさをお届します。職人技で作られた吉野
杉と桧のおはしの逸品です。大切なお客様のおもてなしにどうぞ。
【吉野桧六角箸】六角形の大変使いやすい箸
【吉野桧天削箸】手触りが良くほのかな森の香りただよう箸
【吉野杉天削箸】吉野杉独特の美しい柾目が正面に出た箸
【吉野桧菜箸】30cmと35cmの長さがあり手作りの菜箸
【吉野桧元禄箸】小判型の割箸に割れ目と溝をつけて割り易くした箸
【吉野杉らんちゅう箸】中央部をやや太くした箸を1本ずつ丹念に仕
上げ2本組みとし、千代紙の帯で巻いています
【箸トング】和のトング、割箸を組み合わせ付け替え可能です【吉野桧
六角箸】10膳入×3、
【吉野桧天削箸】50膳入×1、
【吉野杉天削箸】50
膳入×1、
【吉野桧菜箸】2膳入(30cm/35cm）×1、
【吉野桧元禄箸】
50膳入×1、
【吉野杉らんちゅう箸】3膳入×3、
【箸トング】2個

古代より良質の杉・桧材を生み出して
いる吉野。
日本三大人工美林にも数え
られ、新たに日本遺産にも登録されま
した。その吉野美林から生まれたのが
この祝箸セットです。
それぞれの行程で熟練した職人が一
本一本心を込めて丁寧に仕上げた最
高級の祝い箸です。
お正月のお膳やおめでたい席にぴった
りです。祝箸5膳入×2袋・吉野割箸7
膳セット×2袋・箸トング×2個

名刺ホルダー：天然木（桜と黒檀）を使用し、
天然木の質感を出すため丹念に磨いて仕上
げています。
また、逆さにしても名刺は落ちな
い構造です。ネームタグ：天然木の桜にレー
ザー加工でご希望のお名前をカットします。
※名刺ホルダー、
ネームタグ両方にご希望の
お名前を彫刻いたします。申込時（備考欄）に
彫刻するお名前と字体を必ずお知らせくださ
い。
プレゼントにもとてもお喜びいただいてお
ります。名刺ホルダー：天然木（桜と黒檀）を
使用した上質な手作りの逸品です。
【1個】
ネームタグ：桜をレーザー加工したオリジナ
ルのキーホルダー付きです。
【1個】

吉野製箸工業協同組合

吉野製箸工業協同組合

エッチング幸房 ソ・レイユ

申込番号 2801-A18

申込番号 2901-A18

申込番号 2902-A18

申込番号 2903-A18

吉野の四季をイメージした4色の手漉
き和紙の箱入りのセットです。
1300年の歴史を持つ吉野手漉き和
紙。長い歴史の間で生まれた草木染め
和紙の中で、人気ある桜（ピンク：春を
イメージ）
・藍染め（青：夏をイメージ）
・
ネム
（黄：秋をイメージ）
・生漉き
（白：冬
をイメージ）の4色を吉野の四季に合わ
せて箱に入れました。
日本遺産にも新
たに認定された吉野手漉き和紙の歴
史と強靭さ等、独特の風合いをお楽し
みください。32cm×145cm×4色（計4
枚）

福西和紙本舗

Ｄ
グループ

Ｅ
グループ

Ｆ

吉野の原木しいたけ
（乾） 奉納米 吉野大峯ごんげんらいす 10kg

奈良のお米食べくらべセット

奉納米吉野大峯ごんげんらいすとおかしのセット

今では数少なくなった日本古来の
原木栽培で椎茸を育てています。
吉野の豊かな自然の中で寒い冬、
暑い夏を乗り越え成長します。素
晴らしい自然の滋味を味わってく
ださい。
乾椎茸香信（中葉厚肉）150g×１
袋、椎茸パウダー70g×1袋

三つ星お米マイスターが厳選する
奈良県産のヒノヒカリは、味・香り・
粘りと三拍子揃ったおいしいお米
です。
発送前に精白致します。
奈良県産ヒノヒカリ 10kg 精白米

三つ星お米マイスターが厳選する
奈良県産のヒノヒカリ、
コシヒカリ、
ひとめぼれを3kgずつセットにしま
した。
合計9kg。
発送前日に精米致します。
奈良県産のヒノヒカリ、
コシヒカリ、
ひとめぼれ 各3kg 計9kg 精白米

三つ星お米マイスターが厳選する
奈良県産ヒノヒカリと当店人気の
お菓子のセット。精白米5kg。
お菓
子は4種類。
奈良県産ヒノヒカリ5kg、生おかき
20枚入、
きりこ100g入、
おかき黒
糖70g、
葛の葉せんべい80g

新鮮しいたけ おかもと

水本米穀店

水本米穀店

水本米穀店

グループ

Ｇ
グループ

申込番号 2904-A18

お米やさんの田舎ランチ ペアチケット

申込番号 3001-A18

申込番号 3101-A18

葛菓集

築60年の古民家でおかわり自由の
ごはんと、地元食材を使った吉野ら
しい田舎おかずのランチのペアチ
ケット。要予約。
4/1〜4/20、12/20〜1/5は除く。
吉野らしいおかずとごはんおかわ
り自由のランチのペアチケット
【有効期限：チケット発行より1年間
有効】

吉野葛を原料に手作りにて丹念に仕
上げた葛干菓子（季節ごとに形が変
わります）、葛独特のとろ〜り滑らか
吉野くず湯7個、素朴な味わいを伝
える葛餅、
くずきり黒蜜付3人前、葛
ようかん3種3個、吉野本葛170g1
袋、葛商品6品目をセットしました。葛
干菓子18個入り、
くず湯5種7個（プ
レーン・しょうが・しるこ・抹茶・ほうじ
茶）、吉野本葛1袋（170g）、葛餅1箱
（330g）、葛ようかん3種3個（桜・柿・
抹茶）、
くずきり1袋（黒蜜3個付）

水本米穀店

横矢芳泉堂
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申込番号 3102-A18

吉野の地酒 純米酒 3 銘柄呑み比べセット

吉野の酒蔵が造った果実酒と地酒セット

やたがらす
【吉野しぐれ】特別純米
酒 / 北岡本店㈱
猩々
【ちくよう】純米酒 / 北村酒造
㈱
花巴【蔵王桜】純米酒 / 美吉野醸
造㈱
やたがらす
「吉野しぐれ」
・猩々
「ち
くよう」
・花巴
「蔵王桜」
各720ml
吉野杉割箸付

やたがらす
【吉野物語 みかん】
【北
の余市 りんごのお酒】
リキュール /
北岡本店㈱
猩々
【ちくよう】純米酒 / 北村酒造
㈱
やたがらす
「吉野物語みかん」720ml、
「北の余市りんごのお酒」
720ml、
猩々
「ちくよう」純米酒720ml
各1本

大七

沢井酒店

大七

沢井酒店

Ａ
グループ

吉野葛スイーツギフトセット

桜ようかんと吉野本葛セット

自社製造の吉野本葛を使用して作
られた、生タイプの葛餅と葛ぷりん
の詰合せギフトです。創業50余年
の伝統の技と味をお楽しみくださ
い。
葛餅白75ｇ×2・葛餅抹茶75ｇ×2・
葛ぷりん75ｇ×2・葛ぷりん抹茶75
ｇ×2

昭和天皇、皇后両陛下献上の萬松堂から
吉野山の春をそのままにした「桜ようか
ん」2本と吉野本葛を2袋セットに致しまし
た。金峯山寺の門前にある創業100年以
上の老舗和菓子店。
「 春以外に吉野を訪
れた人にも桜を楽しんでほしい」
そんな想
いから作った
「桜ようかん」。羊羹は二層に
なっており、下層は抹茶を練り込み吉野山
の緑を表現。上層は寒天と吉野葛を使用
して、
その中に塩漬けの桜の花びらをあし
らっております。甘味の中にも、桜花の塩
味がいいアクセントになっております。桜よ
うかん2本・吉野本葛（粉末）150ｇ×1袋・
吉野本葛150ｇ×1袋

当店の蕎麦は、信州安曇野産・蓼科
高原産の石臼挽きした粉、吉野山の
名水を使用して丁寧に手捏ね手打ち
いたしております。そばつゆには、市
場で吟味した昆布・鰹節・鯖節にて
出汁をとり、かえしには国内産丸大
豆醤油・本みりん・甜菜糖を使用して
お作りしています。
要冷蔵、生もの、翌々日到着範囲内
に限る。
到着日が賞味期限です。
北海道、沖縄の2日以内到着地域も
発送可能。打ちたて 生そば ５人
前（つゆ、
本わさび付）

申込番号 3902-A18

申込番号 3903-A18

大七

沢井酒店

灘商事
（株）

萬松堂

吉野名水生そば

矢的庵

グループ

吉野の地酒 3 銘柄 しぼりたて呑み比べセット
やたがらす、猩々、花巴のそれぞれ
のしぼりたての日本酒。
爽やかな風味と濃醇な味わいが魅
力の、
この時期だけのお酒です。呑
み比べてください。
やたがらす、猩々、花巴のしぼりた
てのお酒 各720ml
12/20 〜 3/15 期間限定発送

申込番号 3601-A18

Ｃ

申込番号 3401-A18

グループ

申込番号 3201-A18

Ｂ

申込番号 3103-A18

Ｄ
グループ

申込番号 3801-A18

申込番号 3901-A18

奈良桜よしの天然水

吉野の地酒呑みくらべ５種（吉野杉升付）

（株）坂本商店

（一社）吉野ビジターズビューロー

（一社）吉野ビジターズビューロー

（一社）吉野ビジターズビューロー

申込番号 4001-A18

申込番号 4201-A18

申込番号 4202-A18

グループ

吉野町の３つの酒蔵の地酒、樽丸、やたがらす辛
口、やたがらす冷酒、猩々吟醸酒杉、猩々純米酒竹
葉、各300mlをセット。あなたのお好みの吉野のお
酒はどれですか？吉野杉の升でお楽しみください。
【やたがらす辛口】適度の酸度でコクを引き出した
キレ味のある辛口のお酒です。
【やたがらす冷酒】
やさしい口当りのすっきり旨口タイプのお酒です。
（冷たく冷やして色々なお食事とともに！
【猩々吟醸
酒杉】気品のあるキレとコク。口当たりソフトな味わ
いの吟醸酒です。吉野杉をイメージして「杉」と名
付けられました。
【猩々純米酒竹葉】ふくよかな香り
が滑らかに喉を潤す純米酒。
【樽丸】純米樽酒。熟
成した純米酒を吉野杉の樽で寝かせました。柔ら
かな口当りの樽酒です。吉野の地酒（各300ml）
×
5種、吉野杉升1合×1個

Ｆ

吉野町の最高峰「龍門岳」の源水を工
場まで直接引き込み、
フィルタでろ過
し、熱殺菌処理を施しています。
シンプ
ルな加工ながらも安心・安全のこだわ
りをもって生産したナチュラルミネラル
ウォーターです。
さっぱりとした、
まろや
かな味わいで、そのまま飲んでいただ
く以外にもコーヒー、紅茶、お味噌汁
や煮物などの調理水としてご使用い
ただくことでより美味しく味わってい
ただけます。ナチュラルミネラルウォー
タ ー（ 原 材 料：水（ 鉱 泉 水 ））
500ml×32本

グループ

絶品！！吉野のたまごかけごはんセット
吉野のおいしい水とＭＩＣＡ技術を
使ったこだわりの野沢養鶏イチオ
シの卵に、奈良県産米ひのひかり、
老舗梅谷醸造元のだし醤油を組
み合わせた最強のTKG（卵かけご
飯）セットです。吉野杉のお箸でお
召し上がりください。
卵16個、だし醤油360ml、精米2
㎏、杉箸（らんちゅう）3膳

Ｅ

本場吉野産桧 手づくりまな板
樹齢80年以上の吉野産ひのきを
各々の材質に応じて一枚ずつ丁寧
に仕上げた一枚板のまな板です。
まな板としてお使い頂く他、寿司、
お造り等の器として、又、市販の白
木用ワックスをかけて頂きますと、
花台としてもお使いいただけます。
樹齢80年以上の吉野桧一方無節
を使ったまな板
サイズ：21.0×42.0×2.5cm以上

Ｇ

吉野ふるさと小料理セット〜地酒と共に〜

高級本葛湯セット（6 種類×4 本）

宮滝しょうゆ・味噌セットＡ

宮滝しょうゆ・味噌セットＢ

生芋100％の手作りこんにゃく、原木干
ししいたけ、醸造元こだわりのだし醤油、
吉野葛など吉野自慢の高級素材をセット
にしました。吉野の香り豊かなお料理を
作ってみませんか？とっても呑みやすい吉
野の地酒付きです。
生芋100％こんにゃく
（玉こんにゃく200
ｇ・小丸こんにゃく200ｇ）原木干ししいた
け60ｇ・吉野本葛100ｇ・だし醤油（露と
くとく360ml）
・日本酒（猩々純米酒 竹
葉300ml）

吉野本葛をふんだんに使用した、見た
目も味も上品なとっておきの本葛湯
セットです。
吉野本葛を原料に、プレーン、しょう
が、おしるこ、抹茶、きなこ、ゆずの6種
類の味がお楽しみ頂けます。
吉野の伝統を丹精込めた自慢の商品
です。
私達からお客様へ・・・お客様（から）の
大切な贈り物として・・・プレーン、しょ
うが、おしるこ、抹茶、きなこ、ゆずの6
種類×4本（合計24本）

万葉集に名高い吉野宮滝「吉野離宮
跡」の真っ直中で、吉野杉の大桶に
仕込んだ天然醸造の醤油や大人気
の「宮滝ぽん酢しょうゆ」天然でじっ
くりと熟成させた「こうじたっぷり糀
味噌」
など、人気商品の詰め合わせ。
宮滝ぽん酢しょうゆ360ml×1本・再
仕込みしょうゆ舌つづみ360ml×1
本・濃 縮 だししょうゆ 露 とくとく
360ml×1本
こうじたっぷり糀味噌500ｇ×1個・離
宮金山寺みそ200ｇ×1個

万葉集に名高い吉野宮滝「吉野離宮
跡」の真っ直中で、吉野杉の大桶に
仕込んだ天然醸造の醤油や大人気
の「宮滝ぽん酢しょうゆ」
おだしが際
立つ「濃縮だししょうゆ露とくとく」、
天 然でじっくり熟 成させた「こうじ
たっぷり糀味噌」、話題の甘酒の人気
セット。宮滝ぽん酢しょうゆ600ｍｌ×1
本・濃縮だししょうゆ露とくとく600
ｍｌ×1 本・天 然 醸 造しょうゆ 濃 口
500ml×1本
こうじたっぷり糀味噌500ｇ×1個・甘
酒500ｇ×1個

（一社）吉野ビジターズビューロー

旅館歌藤

梅谷醸造元
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梅谷醸造元

グループ

申込番号 3908-A18

Ａ
グループ

Ｂ

申込番号 4203-A18

グループ

宮滝しょうゆ・味噌セットＣ

申込番号 4501-A18

申込番号 4401-A18

桜鮎の塩焼 ７尾入

のざわ卵

Ｃ
グループ

万葉集に名高い吉野宮滝「吉野離宮
跡」の真っ直中で、吉野杉の大桶に
仕込んだ天然醸造の醤油や大人気
の「宮滝ぽん酢しょうゆ」、お刺身な
どつけかけ醤油におすすめ「舌つづ
み」、
おだしが際立つ使い勝手のよい
便利な
「濃縮だししょうゆ露とくとく」
の人気しょうゆの詰合せ。宮滝ぽん
酢しょうゆ360ml×2本・再仕込み醤
油舌つづみ360ml×1本・濃縮だし醤
油露とくとく360ml×1本
天然醸造しょうゆ濃口500ml×2本

奈良県、大阪府で最優秀賞、消費
者賞の受賞卵。ＭＩＣＡ水及び脱気
水により鶏が健康になりコレステ
ロール、
カロリー低減の卵になりま
した。さらに味的にはまろやかに
なりました。
16個入り×3箱

梅谷醸造元

野澤養鶏(株)

Ｄ
グループ

B

グループ

【１.5 万円以上 2 万円未満】

清流吉野川が育んだ鮎を、元気で
色生美しい様から、
また苔と一緒
に桜の花びらを食べるなどの言わ
れから
「桜鮎」
と呼ばれる旬の鮎を
塩焼きにしました。
この季節だけ味
わえるおすすめの逸品です。
桜鮎の塩焼き 7尾入り

6 月〜 10 月期間限定発送

申込番号 0203-B18

枳殻屋

申込番号 0204-B18

Ｅ

吉野ひのき 無塗装積木

吉野桧製ストレッチ台

申込番号 4502-A18

吉野産 天然猪肉 特選吉野牡丹４８０ｇ
狩猟で捕えた新鮮な野生いのしし
肉は夏の沢ガニや秋の木の実な
どを豊富に食べてたっぷりと脂が
のっています。
その脂は牛肉のよう
にしつこくなく、歯ごたえもコリコリ
と旨みとコクが溢れ出す最高の食
材です。
吉野産 天然猪肉 特選吉野牡
丹４８０ｇ
（※指定日配達はできませ
ん） 11 月〜 3 月期間限定発送

枳殻屋

申込番号 0603-B18

オウバクシリーズ

グループ

吉野地方で生産される高級建築材
吉野桧の余材良質部分を活用して
おり環境にやさしく、無塗装・無漂白
でカビ防止剤も使用していないた
め、安全・安心な積木です。一つひと
つ手作りで職人の技で丁寧な面・角
取りを行い各パーツ精密に仕上げて
あるので積みあげることもできます。
箱も吉野桧無節板使用。21パーツ
【箱寸法】26.5ｃｍ×33ｃｍ×4ｃｍ 1
箱

最大の特徴は、足裏マッサージも
できるストレッチ台です。台の低い
ところに踵をのせて、アキレス腱
や、ふくらはぎのストレッチに、
また
上の方に乗って軽く足踏みすると
足裏のマッサージが気持ち良くで
きます。使用しております丸棒も桧
製、無塗装ですので汗を吸収しベ
タつきません。
35ｃｍ×35ｃｍ×13ｃｍ
（高さ）1台

飴は黒糖味で陀羅尼助丸にも使用されて
いる生薬末を配合し甘みの中に漢方風味、
おいしくスッキリとした味わいが特徴です。
奈良県が勧める
「漢方のメッカ推進プロジェ
クト商品」です。オウバクには殺菌作用が古
来より知られており傷口に塗り込んだり、水
に溶かして点眼薬としても使われていまし
た。その殺菌作用を生かし石鹸としてお肌
を清潔に保ちます。薬湯行者の湯はオウバ
クをはじめ８種類の成分を配合し、殺菌・抗
菌・抗炎症作用・冷え性・肩こり等の症状の
改善に期待できます。
味覚糖陀羅尼助飴袋入り×2袋 ダラニス
ケ石鹸×3個 薬湯 行者の湯×1袋

吉野杉・桧の木工房エンゲルベルク社

吉野杉・桧の木工房エンゲルベルク社

(株)藤井利三郎薬房

申込番号 0604-B18

申込番号 0802-B18

申込番号 1201-B18

申込番号 1503-B18

フジイ陀羅尼助丸 36 分包×1 78 分包×1

「百年杉木桶仕込み」「樽丸純米樽酒」720ml2 本セット

花見亭からのおくりもの B

吉野ゆかりの純米大吟醸 720ｍｌ 3 点

日本を代表する伝統和漢陀羅尼助丸。
日本遺産登
録認定商品で食べすぎ、胸やけ、二日酔い、胃もた
れ等の症状の方の常備薬。無添加で体にやさし
い胃腸薬。
フジイ陀羅尼助丸は小さい丸剤で大人
1回20粒の服用です。苦味がありますが、
においは
少なく飲みやすいです。常備薬として長期保存可
能ですので、困った時にきっとお役に立つと思いま
す。商品は携帯に便利な分包タイプです。◆効能
効果◆健胃・整腸薬であり食べすぎ飲みすぎによ
るつらい症状・消化不良・胃弱・胸焼け・胃もたれ
等に優れた効果を発揮致します。辛い時だけの頓
服や毎日常用のどちらも服用可能です。◆成分◆
自然の植物のみを原料に防腐剤・着色料等科学
物質を一切使用せず1300年前より伝わる伝統を
重んじ、今もその製法を継承いたしております。
フジイ陀羅尼助丸36分包×1 78分包×1

美吉野醸造の酒造りには、地域の歴史文化は欠かすこ
とのできない大きな要素となっています。そのひとつが
酒を造る樽・桶があります。蔵のある奈良県吉野郡は昔
から林業の盛んな地域です。中でもふしが少なく年輪が
細かい、香りがつきにくく色が出にくいという特徴のある
吉野杉だからこそできる味わいをお酒を通じて感じてい
ただきたく醸しております。木桶仕込みに使う杉材は約
100年前後のものが良いとされているため「百年杉」と
名付け、吉野林業の山守・製材・樽丸・醸造の繋がりの
中で吉野杉の木桶を2010年（弊蔵では約60年ぶり）に
復活されたもので醸したお酒です。また樽丸純米樽酒は
室町時代樽廻船の運搬にかかる日数である約10日程度
しっかりと樽貯蔵した純米酒を瓶詰めしておりますので、
吉野杉が選ばれた理由を感じていただけましたら幸いで
す。
「百年杉木桶仕込み」720ｍｌ×1本「樽丸純米樽酒」
720ｍｌ×１本

吉野山の名物を詰め合わせにした
花見亭特製セットです。
自家製の桜
ようかんは桜の花漬・吉野葛・小倉
あんと三層になっておりあっさりと
仕上げています。
桜ようかん3本・くず湯5個（プレー
ン3個・ゆず1個・生姜1個）
・吉野
葛230ｇ×2本

吉野山でゆかりの役行者と従者の
鬼の夫婦からお名前をいただいた
純米大吟醸 無濾過 無加水の
3点セットです。
酒米としての「雄町」
「 山田錦」
「五
百万石」の味の違いをお試しいた
だけます。
猩々 純米大吟醸 無濾過 無
加水 小角・前鬼・後鬼 720ｍｌ

花見亭

北村酒造(株)

※ 謝礼品により、北海道・
沖縄・離島への送付がで
きない場合があります。
詳しくはお問い合わせく
ださい。

Ｆ
グループ

Ｇ
グループ

※第３類医薬品に該当

p.13 を参照

(株)藤井利三郎薬房

美吉野醸造(株)
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Ａ
グループ

申込番号 2003-B18

大吟醸 熟成酒 720ｍｌ 2 点

やたがらす大吟醸雫酒・かおりすぎますセット

吉野ハム（ヤマトポークのパンチェッタ）

吉野ハム（ヤマトポークのロースハム、ベーコン、パンチェッタセット）

平成29年度金賞受賞蔵が37％ま
で研いだ兵庫山田錦で醸した大吟
醸酒を熟成させた逸品です。
猩々 大吟醸 3年熟成 720ｍｌ
×1本 猩々 大吟醸 2年熟成
720ｍｌ×1本

米・水・杜氏の技の三拍子が奏で
る極上の一滴を集めた雫酒と吉野
杉の香り漂う純米樽酒に吉野の特
産吉野杉を使った枡が二つ付いて
いる清酒２本セットです。
やたがらす大吟醸雫酒 720ｍｌ
1本 ・やたがらすたる酒かおり
すぎます 500ml 1本 杉マス
2ケ付

（株）北岡本店

奈良県産豚「ヤマトポーク」
を吉野の
「桜」のチップ（風害等による枯損木
を活用しております）
で燻製にしまし
た。素材の美味しさを、吉野の「山の
気」
とともにお楽しみください。
※ご希望により、高品質維持冷凍で
お届けいたします。冷凍時に細胞膜
を壊さないため、素材の美味しさを
そのままお楽しみいただけます。
（賞
味期限：冷蔵 20日間、冷凍 3ヶ月
間）ヤマトポークのロースハム、ベー
コン、
パンチェッタ 合計500ｇ以上

申込番号 2012-B18

申込番号 2016-B18

無添加吉野ハム（ヤマトポークの無添加ベーコン、無添加ソーセージ3本×2セット）

無添加吉野ハム（ヤマトポークの無添加ロースハム、無添加ベーコン、無添加ソーセージ セット）

吉野ハム

吉野ハム

グループ

北村酒造（株）

奈良県産豚「ヤマトポーク」
を吉野の
「桜」のチップ（風害等による枯損木
を活用しております）
で燻製にしまし
た。素材の美味しさを、吉野の「山の
気」
とともにお楽しみください。
※ご希望により、高品質維持冷凍で
お届けいたします。冷凍時に細胞膜
を壊さないため、素材の美味しさを
そのままお楽しみいただけます。
（賞
味期限：冷蔵 20日間、冷凍 3ヶ月
間）ヤマトポークのパンチエッタ
500ｇ以上

Ｃ

申込番号 2002-B18

グループ

申込番号 1703-B18

Ｂ

申込番号 1504-B18

Ｄ
グループ

申込番号 2005-B18

申込番号 2011-B18

奈良県産豚「ヤマトポーク」
を吉野の
「桜」のチップ（風害等による枯損木
を活用しております）
で燻製にしまし
た。素材の美味しさを、吉野の「山の
気」
とともにお楽しみください。
※ご希望により、高品質維持冷凍で
お届けいたします。冷凍時に細胞膜
を壊さないため、素材の美味しさを
そのままお楽しみいただけます。
（賞
味期限：冷蔵 20日間、冷凍 3ヶ月
間）無添加ロースハム、無添加ベーコ
ン計320g、無添加ソーセージ3本
セット）

申込番号 2203-B18

申込番号 2204-B18

申込番号 2602-B18

申込番号 3104-B18

大和銘米ひのひかり5kg・老舗久助堂 本葛・葛菓子・葛湯

大和銘米ひのひかり5kg・宮滝しょうゆ詰合せ

奈良の特選銘柄米ひのひかりの
搗きたてと、老舗久助堂の気品あ
る御 干 菓 子 、葛 湯 、寒 晒 の 本 葛
（魚、
お肉料理のあんかけに、吸物
に、上品な口あたりをお試しくださ
い。）
大和銘米ひのひかり5kg・老舗久
助堂 本葛170g・葛菓子30個・
葛湯4袋

清らかなお水で育った奈良のひのひかり
は、ほんのりとした甘みと、もちもち感、
艶のある美味しいお米です。精米したて
をお届けします。吉野杉の大桶でじっくり
と熟成させた天然しょうゆをさらに美味
しくと欲ばり、再び糀を仕込み、もう一年
寝かせたしょうゆと、人気のぽん酢、だし
しょうゆ、めんつゆの詰合せ。料亭の味を
ご家庭でお楽しみください。大和銘米ひ
のひかり5kg・宮滝しょうゆ詰合せ（再仕
込みしょうゆ3 6 0 m l 、ぽん酢しょうゆ
360ml、濃縮だししょうゆ360ml、めんつ
ゆ360ml）

吉野ハム

吉野ハム

吉野ハム

吉野ハム

Ｆ

奈良県産豚「ヤマトポーク」
を吉野の
「桜」のチップ（風害等による枯損木
を活用しております）
で燻製にしまし
た。素材の美味しさを、吉野の「山の
気」
とともにお楽しみください。
※ご希望により、高品質維持冷凍で
お届けいたします。冷凍時に細胞膜
を壊さないため、素材の美味しさを
そのままお楽しみいただけます。
（賞
味期限：冷蔵 20日間、冷凍 3ヶ月
間）無添加ベーコン165g、無添加
ソーセージ3本×2セット

グループ

奈良県産豚「ヤマトポーク」
を吉野の
「桜」のチップ（風害等による枯損木
を活用しております）
で燻製にしまし
た。素材の美味しさを、吉野の「山の
気」
とともにお楽しみください。
※ご希望により、高品質維持冷凍で
お届けいたします。冷凍時に細胞膜
を壊さないため、素材の美味しさを
そのままお楽しみいただけます。
（賞
味期限：冷蔵 20日間、冷凍 3ヶ月
間）無添加ロースハム165g、無添加
ソーセージ3本×2セット

Ｅ

吉野ハム（吉野産 猪ベーコン） 無添加吉野ハム（ヤマトポークの無添加ロースハム、無添加ソーセージセット）
奈良県産猪を吉野の「桜」のチップ
（風害等による枯損木を活用して
おります）で燻製にしました。素材
の美味しさを、吉野の「山の気」
と
ともにお楽しみください。
※ご希望により、高品質維持冷凍
でお届けいたします。冷凍時に細
胞膜を壊さないため、素材の美味
しさをそのままお楽しみいただけま
す。
（ 賞味期限：冷蔵 20日間、冷
凍 3ヶ月間）吉野産 猪ベーコン
380ｇ以上

グループ

Ｇ
吉野町産酒米「吟のさと」３酒蔵呑み比べセット
世界遺産や「日本で最も美しい村」連合に登録
された奈良・吉野。
古くから町内には３つの酒蔵があり、盛んに酒
造りが行われています。この度、町内農家の協
力で吉野町産酒米「吟のさと」を生産し、それぞ
れの酒蔵でその酒米を使用した日本酒を特別
醸造して頂きました。清らかな水、丹精に作られ
た米、蔵独自の伝統の醸造方法で仕上げられ
た日本酒をお届けします。今回は米本来の味と
酒蔵の違いを際立たせるため原酒で仕上げて
います。
吉野に想いを馳せ、
３つの酒蔵の味わいをお楽
しみください。やたがらす、猩々、花巴の「吟のさ
と」 各720ml

中久保米穀店

エッチング幸房 ソ・レイユ
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大七

沢井酒店

グループ

中久保米穀店

天然素材吉野杉・桧バランスツリー
【吉野林業】吉野地域で古くから行われてい
る林業は、通常1ヘクタールに3,000本程度
植樹するところ、8,000〜10,000本も超密
植をします。その後、間伐・枝打ちなどの施行
を幾度も行い長い年月をかけて、年輪幅が狭
く、節が無く、色目が良い木材を育ててきたの
が吉野林業です。その現場を見学に行き、窮
屈に植わっていても、空に向かって真っ直ぐ
に伸びたスギの樹形に感動をしました。それ
をモチーフにおもちゃにできないかと考えた
のが、
このバランスツリーです。
【木製玩具】素
材：杉・桧 大きさ：32×10×10cm 最大
直径100mm
デザイン：横井敦史

Ａ
グループ

Ｂ

申込番号 3802-B18

グループ

Ｃ
グループ

申込番号 3904-B18

申込番号 3905-B18

本場吉野産桧 手づくりまな板（大）

吉野の地酒呑み比べ７種８本セット（吉野杉升付）

ペアマグカップ（桜流水文＆桜鮎文）吉野葛湯付

樹齢80年以上の吉野産ひのきを
各々の材質に応じて一枚ずつ丁寧
に仕上げた一枚板のまな板です。
まな板としてお使い頂く他、寿司、
お造り等の器として、又、市販の白
木用ワックスをかけて頂きますと、
花台としてもお使いいただけます。
樹齢80年以上の吉野桧一方無節
を使ったまな板
サイズ：23.0×48.0×2.5cm以上

吉野町の３つの酒蔵の地酒7種8本をセットにしました。樽
丸300ml×2本、やたがらす辛口、やたがらす冷酒、猩々吟
醸酒杉、猩々純米酒竹葉、猩々純米吟醸、猩々生貯蔵酒各
300ml×1本をセット。あなたのお好みの吉野のお酒はどれ
ですか？吉野杉の升でお楽しみください。
【やたがらす辛口】
適度の酸度でコクを引き出したキレ味のある辛口のお酒で
す。
【やたがらす冷酒】やさしい口当りのすっきり旨口タイプ
のお酒です。
（冷たく冷やして色々なお食事とともに！
【猩々
吟醸酒杉】気品のあるキレとコク。口当たりソフトな味わい
の吟醸酒です。吉野杉をイメージして「杉」と名付けられまし
た。
【猩々純米酒竹葉】ふくよかな香りが滑らかに喉を潤す
純米酒。
【樽丸】純米樽酒。熟成した純米酒を吉野杉の樽で
寝かせました。柔らかな口当りの樽酒です。吉野の地酒（各
300ml）×7種（計8本）、吉野杉升1合×1個

吉野川を望むものづくりの里国栖の地に
ある陶房「国栖窯」の逸品。土地の材料を
加え、杉の緑や川の青など、吉野のもつ自
然の色をいかしながら作陶しています。吉
野川を流れる桜の花びらと桜鮎が描かれ
吉野の自然が感じられる絵柄と、温かみの
ある風合いです。ひとつ一つ手作りで、
取っ手が優しく手になじみます。ほっこり、
本場吉野の葛湯でお楽しみください。
マグ
カップ桜流水文・桜鮎文 各１個（口径9
㎝ 高さ7.2ｃｍ）吉野葛湯１回分×5個
（プレーン、桜花入り、抹茶、
しょうが、
よも
ぎ、
ゆず、
しるこのうち５個）

（一社）吉野ビジターズビューロー

（一社）吉野ビジターズビューロー

(株)坂本商店

申込番号 4101-B18

吉野のお山
吉野山は、古くから信仰の対象として多くのお
寺があり、桜の名所として知られています。
吉野地方は林業地として歴史も古く、今でもス
ギやヒノキが育てられています。
この商品は、この地域で育ったスギ・ヒノキ・サ
クラを使い、匂いや色、重さの違いを知ってもら
うとともに、地域材料へ愛着をもってもらえるよ
うにと考えました。
「吉野のお山」を通して吉野
の文化・伝統に興味をもってもらうきっかけに
なれば嬉しく思います。
【遊び方】●木の形でき
るかな？●坂道を作って円柱コロコロ●お寺の
形に積んでみよう。木製玩具 1セット 素材：
杉・桧・桜 大きさ：35×19×6㎝ ピース：19
個 デザイン：横井敦史

上田木工

Ｄ
グループ

申込番号 4102-B18

Ｅ

杉づくし

グループ

Ｆ

吉野林業で生産される木材の特徴は、年輪幅
が均一な間隔で狭く、節が無く、色目が良く、
ま
た香りが良いというところです。特に柾目に製
材されたスギの均一な幅で伸びるストライプ模
様は、感動を覚えるくらいです。
この商品は、そんな手間隙まけて育てられた吉
野スギの心材と辺材の違いや分かれ目、
また黒
芯と言って心材が濃い色のスギなど、木材とし
ての色や木目などの表情の違いを知ってもら
いたくて考えた積み木です。
【遊び方】●色、木
目の違いを楽しむ●香りを楽しむ●積んだり、
並べたりと「積み木」としての木製玩具１セット
素材：杉 大きさ：35×19×6cm ピース：
23個 デザイン：横井敦史

上田木工

グループ

Ｇ
グループ

C

グループ

【2 万円以上 3 万円未満】
※ 謝礼品により、北海道・
沖縄・離島への送付がで
きない場合があります。
詳しくはお問い合わせく
ださい。

申込番号 4204-B18

申込番号 4205-B18

宮滝しょうゆ・味噌セットＤ

宮滝しょうゆ・味噌セットＥ

万葉集に名高い吉野宮滝「吉野離宮
跡」の真っ直中で、吉野杉の大桶に
仕込んだ天然醸造の醤油や大人気
の「宮滝ぽん酢しょうゆ」、天然でじっ
くりと熟成させた「こうじたっぷり糀
味噌」
など、人気商品の詰め合わせ。
宮滝ぽん酢しょうゆ600ml×1本・濃
縮だし醤油露とくとく600ml×1本・
特選丸大豆しょうゆ600ｍｌ×1本
再仕込み醤油舌つづみ600ml×1
本・こうじたっぷり糀味噌500ｇ×1
個・甘酒500ｇ×1個

万葉集に名高い吉野宮滝「吉野離宮
跡」の真っ直中で、吉野杉の大桶に
仕込んだ天然醸造の醤油や大人気
の「宮滝ぽん酢しょうゆ」、お刺身な
どつけかけ醤油におすすめ「舌つづ
み」、
おだしが際立つ使い勝手のよい
便利な
「濃縮だししょうゆ露とくとく」
の人気しょうゆの詰め合わせ。宮滝
ぽん酢しょうゆ600ml×2本・濃縮だ
し醤油露とくとく600ml×1本・特選
丸大豆しょうゆ600ｍｌ×1本
再仕込み醤油舌つづみ600ml×1本

梅谷醸造元

梅谷醸造元

申込番号 1705-C18

申込番号 2107-C18

やたがらす大吟醸雫酒 1.8ℓ詰

レース・毛糸 ニードルストール（大）

大和銘米ひのひかり5kg2 袋・老舗久助堂 本葛・葛菓子

極上の酒米〈山田錦〉を40％まで
精米し、厳寒の季節にじっくり低温
で醸した大吟醸のモロミを酒袋に
詰め一滴一滴としたたり落ちる雫
だけを集めた大吟醸雫酒です。華
やかな香りとまろやかな味わいが
口いっぱいに広がります。
やたがらす大吟醸雫酒1.8ℓ詰 1
本

ニードルミシンによる、肌触りの良い
マフラーです。花のモチーフなどもつ
いていて、襟元にとても繊細で可愛ら
しい雰囲気が作れます。
レースとアクリル毛糸を使っていて、
自
宅で洗えます。
全て手作りですので、色調やデザイン
が少しずつ違います。
ご了承ください。
レースとアクリル毛糸を使ったストー
ル。幅15cm、丈120cm、
レース25cm

奈良の特選銘柄米ひのひかりの
搗きたてと、老 舗 久 助 堂 の 本 葛
（鳥、魚、肉）のあんかけや吸物等、
上品な口あたりを味わってくださ
い。気品ある葛菓子と共にご賞味
ください。
大和銘米ひのひかり5kg2袋・老
舗久助堂 本葛170g・葛菓子30
個

(株)北岡本店

花の木工房

中久保米穀店
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申込番号 2205-C18

Ａ
グループ

大和銘柄米ひのひかり5kg2 袋・宮滝しょうゆ詰合せ

ペアビアジョッキ（小振り）吉野杉コースター付

宮滝しょうゆ・味噌セットＦ

宮滝しょうゆ・味噌セットＧ

奈良の特選銘米ひのひかりの搗きた
てと、吉野杉の大桶でじっくりと熟成
させた天然しょうゆをさらにおいしく
と欲ばり、再び糀を仕込み、
もう一年
寝かせたしょうゆと人気のぽん酢、
だ
ししょうゆの詰合せ。料亭の味がご家
庭で手軽に楽しめます。
大和銘柄米ひのひかり5kg2袋・宮
滝しょうゆ詰合せ（再仕込みしょうゆ
360ml、ぽん酢しょうゆ360ml、濃縮
だししょうゆ360ml）

吉野川を望むものづくりの里国栖の地
にある陶房「国栖窯」の逸品。土地の材
料を加え、杉の緑や川の青など、吉野の
もつ自然の色をいかしながらひとつ一つ
手作りで作陶しています。素朴な風合い
と内・外の色違いを楽しみながらお使い
いただける小振りのビアジョッキです。マ
グカップとしてもお使いいただけます。
ペアビアジョッキ（口径8.1ｃｍ 高さ
10.2ｃｍ） 2個 吉野杉コースター2枚

万葉集に名高い吉野宮滝「吉野離宮跡」の
真っ直中で、吉野杉の大桶に仕込んだ天然
醸造の醤油や大人気の「宮滝ぽん酢しょう
ゆ」、天然でじっくりと熟成させた「こうじたっ
ぷり糀味噌」など、人気商品の詰め合わせ。
宮滝ぽん酢しょうゆ600ml×2本・濃縮だし
醤油露とくとく600ml×1本・天然醸造しょう
ゆ濃口500ｍｌ×1本
再仕込み醤油舌つづみ600ml×1本・こうじ
たっぷり糀味噌500ｇ×1個・甘酒500ｇ×1
個・宮滝醤油食べる飴80ｇ×1袋
鮎のみつき120ml×1本

万葉集に名高い吉野宮滝「吉野離宮跡」
の真っ直中で、吉野杉の大桶に仕込んだ
天然醸造の醤油や大人気の「宮滝ぽん酢
しょうゆ」、天然でじっくりと熟成させた
「こ
うじたっぷり糀味噌」など、人気商品の詰
め合わせ。
宮滝ぽん酢しょうゆ360ml×2本・濃縮だ
し醤油露とくとく360ml×2本・再仕込み
醤油舌つづみ360ml×1本
こうじたっぷり糀味噌500ｇ×1個・離宮金
山寺味噌210ｇ×1個・甘酒500ｇ×2個・
焼きねぎ地味噌210ｇ×1個
宮滝醤油食べる飴80ｇ×1袋・天然醸造
しょうゆ濃口500ml×1本

中久保米穀店

（一社）吉野ビジターズビューロー

梅谷醸造元

梅谷醸造元

グループ

申込番号 4207-C18

Ｃ

申込番号 4206-C18

グループ

申込番号 3906-C18

Ｂ

申込番号 2206-C18

【医薬品に関する注意事項】

医薬品の区分と販売制度について

株式会社

藤井利三郎薬房

店舗の名称

株式会社

藤井利三郎薬房

店舗の所在地

奈良県吉野郡吉野町吉野山２４１３番地

許可番号

第 M００４０３号

許可有効期間

平成２８年９月１４日 〜 平成３４年９月１３日

店舗管理者の氏名

藤井

当該店舗に勤務する
薬剤師又は登録販売
者の別、その氏名及
び担当業務

登録販売者 藤 井 博 文
（販売、情報提供、相談）

取り扱う医薬品の区分

指定第２類医薬品・第２類医薬品・第３類医薬品

当該店舗に勤務する
名札等に区別に関す
る説明

登録販売者：
「登録販売者」
と明記した名札を着用
一般従事者：
「一般従事者」
と明記した名札を着用

定義及び
説明

特にリスクの
高い医薬品

リスクが比較
的高く、特に
注意を要する
医薬品

リスクが比較
的高い医薬品

リスクが比較
的低い医薬品

第 2 類医薬品

第 3 類医薬品

表示

要指導医薬品

対応する
専門家

薬剤師

第 1 類医薬品

義務（書面等で）
書面を用いて体面により、適正使用の
ために必要な情報の提供を行います。

月〜金曜日 ９：００〜１７：００
（土日祝日及び年末年始を除く）

第②類医薬品
又は
第 2 類医薬品

薬剤師薬剤師又は登録販売者

特定販売を行う
一般用医薬品の
使用期限

使用期限が１年以上のもの

規定なし
適正使用のた
めに必要な情
報の提供に努
めます。

陳列方法 薬剤師が対面で情報提供するため、お
客様が直接手に取れない陳列となりま
す。また、専門家が不在の場合は、医
薬品売場を閉鎖します。
（閉鎖時は販
売できません）
相談があ
った場合
の対応

専門家が在席す 区分ごとに分けて陳列します。
るカウンター等
から７ｍ以内に
陳列し、情報提
供の機会を高め
る。

義務（全ての医薬品に対するご相談に対応しています。）

医薬品による健康被害救済制度について
登録販売者 藤 井 博 文
月〜金曜日 9：00 〜 17：00
（土日祝日及び年末年始を除く）
株式会社 藤井利三郎薬房

万一、医薬品による健康被害をうけた方は「医薬品副作用被害救済制度」が受けられます。
（一部救済が受けられない医薬品・副作用があります。）救済認定基準や手続きについては、
下記にお問合せ下さい。
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
http：//www.pmda.go.jp/kenkouhigai̲camp/index.html
救済制度相談窓口 0120−149−931（フリーダイヤル）
9：00 〜 17：00（月〜金 祝日・年末年始除く）
個人情報の取扱いについて
当店舗では、販売によって知り得た皆様の個人情報を適切に取り扱っています。個人情報の取
り扱いについて、ご不明な点や疑問等がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。法律
に基づいた警察等の行政機関からの要請があった場合を除き、第三者には提供いたしません。
苦情相談窓口について
奈良県薬務課
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0742−27−8664

グループ

TEL 0746−32−3025
FAX 0746−32−3052

努力義務
適正使用のた
めに必要な情
報の提供に努
めます。

Ｇ

相談時の及び緊急時
の電話番号その他連
絡先

努力義務
適正使用のた
めに必要な情
報の提供に努
めます。服用
してはいけな
い人や使用に
ついて注意す
ること等につ
いて登録販売
者からの情報
提供を受けて
下さい。

一般用医薬品については販売サイト上で明確に
医薬品と分かるよう表示し、商品名にはリスク
区分に応じて、指定第２類医薬品、第２類医薬
品及び第３類医薬品が容易に判断できるよう商
品にその旨記載しています。

一般医薬
品の販売
サイト上
FAX 相談受付：２４時間
の表示の
（ご相談への回答は営業時間内にさせて頂きます。） 解説
インターネット注文、FAX 注文は２４時間受理

販売店舗名称

新医薬品等で、安全性
に関する調査期間中の
医薬品、毒薬及び劇薬
のうち厚生労働大臣が
指定する薬品

博文

営業時間外で医薬品の
購入又は譲受けの申
込みを受理する時間

現在勤務してい
る薬剤師又は
登録販売者の別
及びその氏名

第３類
医薬品

グループ

営業時間外の相談

第２類
医薬品

事項

情報提供

営業時間

指定第２類
医薬品

Ｆ

店舗販売業者の名称

第1類
医薬品

グループ

店舗販売業

要指導医薬品

Ｅ

許可の区分

一般用医薬品

区分

グループ

医薬品販売業の管理及び運営事項

Ｄ

※寄附者様には、注意喚起のご連絡をさせていただいた後、当製品を提供させて頂きます。
申込番号 0601-A18・0604-B18・0605-D18・ 製品が使用に適さない場合は、キャンセル等の手続きをさせていただきます。
要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項
0606-E18・0607-F18 に該当します。

Ａ
グループ

Ｂ

D

グループ

※第３類医薬品に該当

申込番号 0303-D18

申込番号 0605-D18

本葛しるこ・極上本葛

柿の葉すし・吉野葛入手延べそば・ふとめん（木箱入）

フジイ陀羅尼助丸 状況別

※ 柿の葉寿司は賞味期限の
関係上、配達ご希望日を
お知らせください。（お
受け取り時に不在で配
達 で き な い 場 合 は、再
発送できませんのでご注
意ください）
また、謝礼品により、北
海道・沖縄・離島への送
付ができない場合があり
ます。詳しくはお問い合
わせください。

本葛と北海道産小豆を使ったおい
しい本葛しるこ
「凌雲の志」
と希少
価値の高い極上の吉野本葛のセッ
トです。独特でまろやかな舌ざわり
をお届けします。
本葛しるこ35個入・極上本葛500
ｇ×2箱

昔ながらの手作りにこだわりを持
ち独自の製法で塩漬けにした魚
を、福井県産コシヒカリのすし飯と
共に、四季折々の柿の葉にくるみ、
杉の木箱に押してまろやかな自然
の風味をお届けします。宅配便で
翌日到着した頃が食べ頃。
また麺
の匠、川口製麺所の手延べそば、
ふとめんとご一緒にどうぞ。
柿の葉ずし40個入（鯖・鮭各20
個）
×1箱・そば、ふとめん詰合せ
（1,150g）

申込番号 1001-D18

申込番号 1505-D18

申込番号 1706-D18

【3 万円以上 5 万円未満】

申込番号 0102-D18

p.13 を参照

グループ

Ｃ
グループ

葛花堂

たつみ

日本を代表する伝統和漢陀羅尼助丸。日本遺産登録認定商
品で無添加で体にやさしい胃腸薬。フジイ陀羅尼助丸は小
さい丸剤で大人1回20粒の服用です。苦味がありますが、に
おいは少なく飲みやすいです。常備薬として長期保存可能
ですので、困った時にきっとお役に立つと思います。日ごろお
疲れで体力減退時や冷え性の方には薬用人参配合タイプ。
自宅やデスクではボトルタイプ。旅行先や出先、ポケットに分
包タイプ◆効能効果◆健胃・整腸薬であり食べすぎ飲みす
ぎによるつらい症状・消化不良・胃弱・胸焼け・胃もたれ等に
優れた効果を発揮致します。辛い時だけの頓服や毎日常用
のどちらも服用可能です。◆成分◆自然の植物のみを原料
に防腐剤・着色料等科学物質を一切使用せず1300年前よ
り伝わる伝統を重んじ、今もその製法を継承いたしておりま
す。薬用人参配合陀羅尼助丸×1 フジイ陀羅尼助丸ボトル
1980粒×1 フジイ陀羅尼助丸78分包×1

(株)藤井利三郎薬房

Ｄ
グループ

申込番号 1902-D18

Ｅ
グループ

Ｆ

吉野杉ランチョンボード

吉野ゆかりの純米大吟醸 1.8Ｌ 3 点

やたがらす大吟醸・吉野千本桜純米大吟醸 1.8ℓ2 本セット

吉野ひのきアロマ精油プラスキッチンセット

真っ直ぐで細かい目、
ピンクがかっ
た色が特徴の吉野杉で制作したラ
ンチョンボードです。杉の温もり、
手触りを残すため、100％天然の
塗装をし、風合いを損なわないよう
にシンプルなデザインになってま
す。
サイズ45cm×32cm×12ｍｍ・重
さ750g×2枚

吉野山でゆかりの役行者と従者の
鬼の夫婦からお名前をいただいた
純米大吟醸
無濾過 無加水の3点セットです。
酒米としての「雄町」
「 山田錦」
「五
百万石」の味の違いをお試しいた
だけます。
吉野ゆかりの純米大吟醸 1.8Ｌ
3点

磨きぬかれた大粒の酒米山田錦
の持ち味を生かした雑味のないま
ろやかな味わいの大吟醸と、杜氏
伝統の技術を駆使して醸した純米
大吟醸のしっかりとした重みのあ
る味わいの2本セットです。それぞ
れの味わいをお楽しみ下さい。
やたがらす大吟醸・吉野千本桜純
米大吟醸1.8ℓ2本セット

目玉商品のアロマ精油とキッチン
用品として抗菌消臭耐水耐久性に
優れた大小のひのきまな板と、香
りのいい割箸の吉野ひのきオン
リーセット。
アロマ精油10ｍｌ
・ひのきまな板大
（24ｃｍ×45ｃｍ×2.3ｃｍ）1枚・ひ
のきまな板小（18ｃｍ×35ｃｍ×1.8
ｃｍ）
1枚 桧割箸24cm×100膳

㈱丸商店

北村酒造(株)

(株)北岡本店

喜多製材所

グループ

Ｇ
グループ

申込番号 2007-D18

吉野ハム（ロースハム、ベーコン、ソーセージ（プレーン／ピリ辛）セット）

申込番号 2008-D18

申込番号 2013-D18

吉野ハム（吉野産猪ベーコン、ヤマトポークベーコンセット） 無添加吉野ハム（無添加ロースハム、無添加ベーコン、無添加豚トロベーコン）

申込番号 2015-D18

無添加吉野ハム（無添加ロースハム、無添加ベーコン、無添加ソーセージセット）

奈良県産豚「ヤマトポーク」を吉野の
「桜」のチップ（風害等による枯損木を
活用しております）で燻製にしました。
素材の美味しさを、吉野の「山の気」
と
ともにお楽しみください。
※ご希望により、高品質維持冷凍でお
届けいたします。冷凍時に細胞膜を壊
さないため、素材の美味しさをそのまま
お楽しみいただけます。
（ 賞味期限：冷
蔵 20日間、冷凍 3ヶ月間）
ロースハ
ム、
ベーコン合計620ｇ以上 ソーセー
ジ（プレーン／ピリ辛）4セット

奈良県産猪と奈良県産豚「ヤマトポー
ク」
を吉野の「桜」のチップ（風害等によ
る枯損木を活用しております）
で燻製に
しました。素材の美味しさを、吉野の
「山の気」
とともにお楽しみください。
※ご希望により、高品質維持冷凍でお
届けいたします。冷凍時に細胞膜を壊
さないため、素材の美味しさをそのまま
お楽しみいただけます。
（ 賞味期限：冷
蔵 20日間、冷凍 3ヶ月間）吉野産猪
ベーコン410ｇ以上、
ヤマトポークベー
コン450ｇ以上

奈良県産豚「ヤマトポーク」を吉野の
「桜」のチップ（風害等による枯損木を
活用しております）で燻製にしました。
素材の美味しさを、吉野の「山の気」
と
ともにお楽しみください。
※ご希望により、高品質維持冷凍でお
届けいたします。冷凍時に細胞膜を壊
さないため、素材の美味しさをそのまま
お楽しみいただけます。
（ 賞味期限：冷
蔵 20日間、冷凍 3ヶ月間）無添加
ロースハム、無添加ベーコン、無添加豚
トロベーコン 合計820g以上

奈良県産豚「ヤマトポーク」を吉野の
「桜」のチップ（風害等による枯損木を
活用しております）で燻製にしました。
素材の美味しさを、吉野の「山の気」
と
ともにお楽しみください。
※ご希望により、高品質維持冷凍でお
届けいたします。冷凍時に細胞膜を壊
さないため、素材の美味しさをそのまま
お楽しみいただけます。
（ 賞味期限：冷
蔵 20日間、冷凍 3ヶ月間）無添加
ロースハム、無添加ベーコン合計570g
以上、
無添加ソーセージ3本×2

吉野ハム

吉野ハム

吉野ハム

吉野ハム
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Ａ
グループ

吉野の原木しいたけ

申込番号 2905-D18

申込番号 3105-D18

昔ながらのかまどでごはんを炊く体
験ができます。
実際に炊いてもらったごはんと、田
舎おかずをつけてランチをお召しあ
がりいただきます。チケットは4名様
分。要予約です。
4/1〜4/20、12/20〜1/5は除く。
かまどの炊飯体験とランチのチケッ
ト 4名様分
【有効期限】
チケット発行から1年間

３酒蔵の純米大吟醸と、果実酒を
盛りだくさんにセットにしました。
呑み比べを愉しんでください。
やたがらす・猩々・花巴の純米大
吟醸酒 各720ml、
「吉野物語」の
れもん・ゆず・もも 各720ml
合計6本

グランデージゴルフ俱楽部

新鮮しいたけ おかもと

水本米穀店

申込番号 3106-D18

申込番号 3501-D18

大七

沢井酒店

グループ

吉野の地酒純米大吟醸酒・吉野物語果実酒セット

今では数少なくなった日本古来の
原木栽培で椎茸を育てています。
吉野の豊かな自然の中で寒い冬、
暑い夏を乗り越え成長します。素
晴らしい自然の滋味を味わってく
ださい。
特選生椎茸 約450g×2を2回、
乾椎茸香信（中葉厚肉）150g×1
を1回

Ｃ

かまどで炊飯体験 ランチ付チケット

日本プロゴルフ選手権、
日本女子
プロゴルフ選手権を開催したアメリ
カンスタイルのゴルフコースでプ
レーしていただける券。平日のみプ
レー可。
キャディー付、ボール3個プレゼン
ト。有効期限は発行日から1年間。
ゴルフプレー料金（消費税、
ゴルフ
場利用税等込）

グループ

平日ゴルフプレー券

申込番号 2802-D18

Ｂ

申込番号 2402-D18

Ｄ
グループ

沢井酒店

湯元

吉野名水そば会席 ぺアお食事券

『竹林院 群芳園』季節の会席膳（ペア昼食券）

当店の蕎麦は、信州安曇野産・蓼科高原
産の石臼挽きした粉、吉野山の名水を使
用して丁寧に手捏ね手打ちいたしており
ます。そばつゆには、市場で吟味した昆
布・鰹節・鯖節にて出汁をとり、かえしに
は国内産丸大豆醤油・本みりん・甜菜糖
を使用してお作りしています。精進料理・
ヴィーガン対応可能。準備の都合上3日
前までにはご予約をお願いいたします。
観桜期(4/1〜ゴールデンウィーク終わ
り）は予約不可。チケットの有効期限はチ
ケット発行日から1年間となります。
吉野名水手打ちそば、そば会席膳をペアで

聖徳太子の創建と伝わる寺院で、格調高い
宿坊としても有名で、護摩堂に安置されてい
る聖徳太子坐像は南北朝時代の作です。庭
園の群芳園は千利休が作庭し、細川幽斎が
改修したといわれ、大和三庭園のひとつにも
なっています。2013年ミシュランガイドに掲
載された当館で、四季折々の鮮烈な美しさを
間近にしながらそぞろゆくのも醍醐味の一
つです。日程は要相談。
（ 満室でない時に限
る）。基本的には4/1〜5/5、12/30〜1/2の
期間は除く。チケットの有効期限はチケット発
行日から1年間となります。季節のお会席と庭
園拝観がセットになった昼食プラン2名様

宝の家

矢的庵

竹林院

群芳園

申込番号 4301-D18

森林セラピー体験（ペアチケット） 『旅館歌藤』吉野山でご昼食（ペアお食事券）
森林の樹木などが発散する
「フィトンチッド」
は、人の副交感神経を刺激して、精神安定、
ストレス解消の効果があり、健康増進や予
防、回復作用があるといわれています。森林
の中に身を置き、吉野美林案内人の指導の
もと、森林瞑想やハンモック、森の中での
ティータイムなど、のんびりしたひとときをお
楽しみください。吉野ビジターズビューロー
が実施する
「森林セラピー体験ツアー」の開
催日程より、健脚向きの「吉野・宮滝万葉
コース」、比較的高低差の少ない「神仙峡龍
門の里コース」の２つのコースからお選びい
ただけます。森林セラピー体験ペアチケット

（一社）吉野ビジターズビューロー

吉野山 旅館歌藤にて、地元食材をふ
んだんに使った料理(昼食）をお召し上
がりいただけます。お食事場所は囲炉
裏座、広間、
ログハウス茶房のいずれか
になります。ご利用時間（食事）は基本
11時〜14時の内の2時間となります。
日程は要相談（満室でない時に限る）
基本的には３/２４〜５/7、
１２/３１〜１/
３の期間は除く。チケットの有効期限は
チケット発行日から１年間となります。
吉野山（旅館 歌藤）での昼食券2名
様分

吉野町内観光地めぐり
観光・送迎・貸切の予約タクシーで吉野
町の観光地をめぐります。ご本人様を含
む4名様までご利用いただけます。
所用時間2時間半以内であれば行程等
は相談に応じます。(吉野町内に限る）
４
月１日〜５月１０日までの観桜期は除く。
必ず予約必要（ご予約は希望日の１週
間前までにお電話でお申込ください）チ
ケットの有効期限はチケット発行日から
１年間となります。ご本人様を含む4名
様までご利用いただけます。

旅館歌藤

相互タクシー㈱
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吉野町マスコットキャラクター
「吉野ピンクル」

グループ

申込番号 4002-D18

Ｇ

申込番号 3907-D18

※ 体験チケットは寄附証明
書とは別に事業所より直
接郵送します。チケット
がお手元に届きましたら
お電話にて事業所へ利用
予約をし、本券を利用す
る旨をお伝えください。
換金や金銭対応は出来か
ねます。ご利用当日は、
必ずチケットをご持参く
ださい。

グループ

体験チケットに関する注意事項

Ｆ

大七

世界遺産吉野山の中腹に位置し、天然温
泉の露天風呂や御部屋またはロビーから、
吉野山の季節の移り変わりを感じていた
だけます。季節の食材を使用した昼食券と
天然温泉入浴券がセットになった昼食プラ
ンです。食事時間は11時〜14時の内の2
時間となります。
日程は要相談（満室でな
い時に限る）基本的に12/31〜1/2・4/1
〜4/30、8/12〜8/14、11/1〜11/30の
期間は除きます。
チケットの有効期限はチ
ケット発行日から1年間となります。季節の
食材を使用した昼食２人分・天然温泉入
浴券２人分

グループ

吉野町の３つの酒蔵自慢の地酒と
純米大吟醸を1本ずつ、贅沢にセッ
トにしました。
吉野の香り豊かな杉の割箸をプレ
ゼントします。
やたがらす・猩々・花巴、それぞれ
の純米大吟醸と地酒を720mlを6
本セット

申込番号 3701-D18

Ｅ

吉野の地酒３銘柄贅沢セット 『湯元宝の家』季節の会席膳ペア昼食券

申込番号 3602-D18

Ａ
グループ

Ｂ

E

グループ

【5 万円以上 10 万円未満】
グループ

Ｃ
グループ

※ 柿の葉寿司は賞味期限の
関係上、配達ご希望日を
お知らせください。（お
受け取り時に不在で配
達 で き な い 場 合 は、再
発送できませんのでご注
意ください）
また、謝礼品により、北
海道・沖縄・離島への送
付ができない場合があり
ます。詳しくはお問い合
わせください。

※第３類医薬品に該当

申込番号

0304-E18

申込番号

柿の葉すし 季節のお届け吉野葛入手延べそばふとめん（木箱入）

p.13 を参照

0606-E18

申込番号

0701-E18

陀羅尼助丸 状況別 増量タイプ 【吉野荘湯川屋】旬の吉野の食材を満喫 山の会席料理フルコース（ペア昼食券）
日本を代表する伝統和漢陀羅尼助丸。日本遺産登録認定商
品で無添加で体にやさしい胃腸薬。フジイ陀羅尼助丸は小
さい丸剤で大人1回20粒の服用です。苦味がありますが、に
おいは少なく飲みやすいです。常備薬として長期保存可能
ですので、困った時にきっとお役に立つと思います。日ごろお
疲れで体力減退時や冷え性の方には薬用人参配合タイプ。
自宅やデスクではボトルタイプ。旅行先や出先、ポケットに分
包タイプ◆効能効果◆健胃・整腸薬であり食べすぎ飲みす
ぎによるつらい症状・消化不良・胃弱・胸焼け・胃もたれ等に
優れた効果を発揮致します。辛い時だけの頓服や毎日常用
のどちらも服用可能です。◆成分◆自然の植物のみを原料
に防腐剤・着色料等科学物質を一切使用せず1300年前よ
り伝わる伝統を重んじ、今もその製法を継承いたしておりま
す。薬用人参配合陀羅尼助丸×2 フジイ陀羅尼助丸ボトル
4200粒×1 フジイ陀羅尼助丸78分包×1

昔ながらの手作りにこだわりを持ち独自
の製法で塩漬けにした魚を、福井県産コ
シヒカリのすし飯と共に、四季折々の柿の
葉にくるみ、杉の木箱に押してまろやかな
自然の風味の柿の葉すし。当店お勧めの
とても香りの良い若葉の頃（5月下旬）、人
気の高い色鮮やかな紅葉の頃（11月中
旬）、
その他ご希望に応じ、3回に分けてお
届けいたします。宅配便で翌日到着した頃
が食べ頃です。
また初回のみ麺の匠、川口
製麺所の手延べそば、ふとめんとご一緒
にどうぞ。柿の葉すし28個入（鯖・鮭各14
個 ）×3 回 分 そ ば 、ふとめ ん 詰 合 せ
（1,150ｇ）
×1回分

たつみ

(株)藤井利三郎薬房

吉野葛を使用した特製だしでつくりあ
げる名物「西行鍋」
を一品とした山の会
席料理のフルコース。旬の吉野のお料
理を
「あたたかみのある宿」をモットー
に、地元吉野材を使用した木造吉野建
て和風旅館「吉野荘湯川屋」で満喫く
ださいませ。
日程は要相談（満室でない
時に限る）基本的には3/26〜5/7、
12/31〜1/3の期間は除く。食事時間
は11時〜14時の内の２時間となりま
す。チケットの有効期限はチケット発行
日から１年間となります。
山の会席料理フルコース
（2名様分）

吉野荘

湯川屋

Ｄ
グループ

申込番号

0803-E18

申込番号

1704-E18

申込番号

2014-E18

申込番号

2017-E18

Ｅ
グループ

Ｆ

花巴 万葉の華 純米大吟醸 1.8ℓ 2 本セット

やたがらすさくらさらさら桜花入 リキュール 20 本入

無添加吉野ハム（無添加ロースハム、無添加ベーコン、無添加豚トロベーコン） 無添加吉野ハム（ヤマトポークの無添加ロースハム、ベーコン、ソーセージセット）×3回配布（月1回）

奈良吉野地方は古代より桜の名所としてその美しき桜の
風景が作り上げられてきました。当蔵元で醸している「花
巴」の「花」は、吉野山のヤマザクラを、
「巴」はひろがりを意
味しております。私たちが目指す酒造りは、ここ吉野の風土
に寄り添いながら、風土や米のこと、発酵の質や文化と
いったことが伝わる酒をつくりたいと考えています。奈良吉
野の地で創業より「米のうまみが伝わる酒」を醸し続けて
おります美吉野醸造の最高級酒です。
料理の邪魔をする過ぎた香りを抑え、口中に含んだ時の含
み香を主体とした、食事との相性を考えて醸す食中酒とし
ての純米大吟醸で、繊細な余韻を楽しめます。控えめな味
わいながら奈良吉野の郷土料理に寄り添えるお酒です。
県内の生産者と契約栽培により酒米「吟のさと」を精米歩
合40％まで磨き抜いた純米大吟醸です。
花巴 万葉の華 純米大吟醸 1.8ℓ詰 2本セット

180ｍｌの丸型のボトルの中で桜花が開
いて飲むがもったいない程、綺麗で可
愛いリキュールです。桜の香り漂う甘
酸っぱいお酒です。香水のようなコロン
とした可愛いボトルは斜め置きもできる
おしゃれ仕様。インテリアとしてお部屋
に飾って小さなお花見を楽しんでいた
だけます。ボトルの中で花開く、あなた
だけの桜。中の桜は食用なので食べて
頂けます。贈り物や結婚式の引き出物
にも喜ばれています。やたがらすさくら
さらさら桜花入リキュール180ｍｌ×20
本入

奈良県産豚「ヤマトポーク」
を吉野の
「桜」のチップ（風害等による枯損木
を活用しております）
で燻製にしまし
た。素材の美味しさを、吉野の「山の
気」
とともにお楽しみください。
※ご希望により、高品質維持冷凍で
お届けいたします。冷凍時に細胞膜
を壊さないため、素材の美味しさを
そのままお楽しみいただけます。
（賞
味期限：冷蔵 20日間、冷凍 3ヶ月
間）無添加ロースハム、無添加ベーコ
ン、無 添 加 豚トロベーコン 合 計
1370g以上

美吉野醸造(株)

(株)北岡本店

吉野ハム

奈良県産豚「ヤマトポーク」
を吉野の
「桜」のチップ（風害等による枯損木
を活用しております）
で燻製にしまし
た。素材の美味しさを、吉野の「山の
気」
とともにお楽しみください。
※ご希望により、高品質維持冷凍で
お届けいたします。冷凍時に細胞膜
を壊さないため、素材の美味しさを
そのままお楽しみいただけます。
（賞
味期限：冷蔵 20日間、冷凍 3ヶ月
間）無添加ロースハム、無添加ベーコ
ン計360g、無添加ソーセージ3本
セット

吉野ハム

グループ

「ふるさと寄附」
ありがとうございます。

Ｇ
グループ

申込番号

2401-E18

全日ゴルフプレー券
日本プロゴルフ選手権、
日本女子
プロゴルフ選手権を開催したアメリ
カンスタイルのゴルフコースでプ
レーして頂ける券。全日
（平日・土日
祝）利用可。
キャディ付、
ボール3個
プレゼント。
有効期限は発行日から1年間。
ゴルフプレー料金（消費税、
ゴルフ
場利用税等込）

グランデージゴルフ俱楽部

申込番号

2906-E18

奈良のお米のお届け便 5kg×半年分
三つ星お米マイスター厳選の奈良の
お米ヒノヒカリ、コシヒカリ、ひとめぼ
れの3銘柄を5kgずつ、ヒノヒカリ2
回、
コシヒカリ2回、ひとめぼれ2回の
計6回お届けします。
お好きなタイミングでハガキを送り返
して頂き、
その後の発送になります。
有効期限は半年です。
米総量 30kg。
奈良県産ヒノヒカリ、
コシヒカリ、ひと
めぼれを各5kgを半年（3銘柄×2回
計6回）
をお届け

水本米穀店
16

Ａ
グループ

F

※第３類医薬品に該当

【10 万円以上 20 万円未満】

吉野杉

0205-F18

和風小机

申込番号

0607-F18

フジイ陀羅尼助丸全商品ラインナップ増量

吉野杉・桧の木工房エンゲルベルク社

(株)藤井利三郎薬房

【吉野荘湯川屋】旬の吉野の食材を満喫 山の会席料理フルコース（４名様昼食券）
吉野葛を使用した特製だしでつくりあ
げる名物「西行鍋」
を一品とした山の会
席料理のフルコース。旬の吉野のお料
理を
「あたたかみのある宿」をモットー
に、地元吉野材を使用した木造吉野建
て和風旅館「吉野荘湯川屋」で満喫く
ださいませ。
日程は要相談（満室でない
時に限る）基本的には3/26〜5/7、
12/31〜1/3の期間は除く。食事時間
は11時〜14時の内の２時間となりま
す。チケットの有効期限はチケット発行
日から１年間となります。
山の会席料理フルコース
（4名様分）

吉野荘

湯川屋

グループ

日本を代表する伝統和漢陀羅尼助丸。日本遺産登録認定商
品で無添加で体にやさしい胃腸薬。フジイ陀羅尼助丸は小
さい丸剤で大人1回20粒の服用です。苦味がありますが、に
おいは少なく飲みやすいです。常備薬として長期保存可能
ですので、困った時にきっとお役に立つと思います。日ごろお
疲れで体力減退時や冷え性の方には薬用人参配合タイプ。
自宅やデスクではボトルタイプ。旅行先や出先、ポケットに分
包タイプ◆効能効果◆健胃・整腸薬であり食べすぎ飲みす
ぎによるつらい症状・消化不良・胃弱・胸焼け・胃もたれ等に
優れた効果を発揮致します。辛い時だけの頓服や毎日常用
のどちらも服用可能です。◆成分◆自然の植物のみを原料
に防腐剤・着色料等科学物質を一切使用せず1300年前よ
り伝わる伝統を重んじ、今もその製法を継承いたしておりま
す。フジイ陀羅尼助丸（36・78分包）各2箱 ボトル1980粒
×2 4200粒×1 薬用人参配合×3 計10箱

0702-F18

Ｃ

天板は吉野杉柾板（厚さ3cm）を柄
合わせし、脚部はすのこをモチーフ
にして和風に仕上げており座敷や和
室に調和します。脚部補強材は天板
裏に配置しましたので足元すっきり
です。文机、写経机としてもご使用い
ただけます。
（天板は基本的には柾目ですが、柄
は原材料により異なる場合がありま
す。
）
90ｃｍ×50ｃｍ×33ｃｍ
（高さ）3ｃｍ
（天板厚さ）

申込番号

グループ

※ 謝礼品により、北海道・
沖縄・離島への送付がで
きない場合があります。
詳しくはお問い合わせく
ださい。

申込番号

p.13 を参照

Ｂ

グループ

Ｄ
グループ

申込番号

0703-F18

申込番号

2301-F18

申込番号

2907-F18

申込番号

2908-F18

三つ星お米マイスター厳選の奈良の
お米ヒノヒカリ、コシヒカリ、ひとめぼ
れの3銘柄を5kgずつ、ヒノヒカリ2
回、
コシヒカリ2回、ひとめぼれ2回の
計12回お届けします。
お好きなタイミングでハガキを送り返
して頂き、
その後の発送になります。
有効期限は1年です。
米総量 60kg。
奈良県ヒノヒカリ、
コシヒカリ、ひとめ
ぼれを各5kgを1年（3銘柄×4回、計
12回）
をお届け

吉野荘

湯川屋

桜美荘 たいら

水本米穀店

水本米穀店

Ｆ

奈良のお米のお届け便 5kg×1 年分

3つ星お米マイスター厳選の奈良の
お米ヒノヒカリ、コシヒカリ、ひとめぼ
れの2銘柄を10kgずつ、
ヒノヒカリ2
回、
コシヒカリ2回、ひとめぼれ2回の
計6回お届けします。
お好きなタイミングでハガキを送り返
して頂き、
その後の発送になります。
有効期限は半年です。
米総量60kg。
奈良県ヒノヒカリ、
コシヒカリ、ひとめ
ぼれを各10kgを半年（3銘柄×2回、
計6回）
をお届け

世界遺産吉野山の隠れ家的なお宿
でゆったりとしたやすらぎをお届けし
ます。お土産は味わい深い地酒と米
粒が残る甘酒です。
日程等により追
加料金が必要な場合がありますの
で、予約時に必ずご確認ください。
ま
た、滞在時にプラン以外に発生した
料金は別途宿泊施設へお支払いくだ
さい。チケットの有効期限はチケット
発行日から１年間となります。
ペア宿泊券と地酒・甘酒のおみやげ
付

グループ

奈良のお米のお届け便 10kg×半年分

地元吉野材を使用した木造吉野建て
和風旅館で、世界遺産「金峯山寺蔵王
堂」に最も近い旅館です。名物「西行
鍋」
を一品とする山の会席料理でおも
てなし。蔵王堂での毎朝の勤行にも
ご参加いただけます。日程は要相談
（満室でない時に限る）基本的には
3/26〜5/7、10/26〜12/5、12/31
〜1/3の期間は除く日程かつ平日の
み予約可能。
チケットの有効期限はチ
ケット発行日から１年間となります。
１
泊２食付 御宿泊券
（２名様分）

Ｅ

【吉野荘湯川屋】吉野山でご宿泊（１泊２食付２名様） 【桜美荘たいら】ペア宿泊券＋おみやげ

グループ

Ｇ

3301-F18

女将と廻るプレミアムミステリーツアーペア券

いただきました寄附は、
吉野町内の
子どもたちの
健全育成のためにも
活かされています。

吉野山の名所、旧跡を女将とガイド同行のもと地元の者
しか知らない穴場をご案内いたします。聖地吉野山は世
界遺産にも登録された歴史の地でもあり同時に出会い
と別れそして文学の地でもあります。多くの文人、俳人が
訪れた地をガイドの説明と共にデイープな吉野山を体験
してください。
【予約不可日】2月3日、3月20日〜5月10日、
7月7日、8月10日〜8月20日、11月1日〜11月31日、12月
30日〜1月5日、その他吉野山の行事の都合で除外日が
あります。詳しくはお問合せください。ツアーチケットペア
利用券【ツアー内容】
・所要時間（約２時間（タクシーを使
用しての吉野山観光））
・随行者（ガイド１名・女将１名）
・お弁当付き ・プレゼント（笑の会オリジナルあめ） ・
チケット有効期限（発効日より１年間） ・コース内容（時
間は相談可）

吉野山女将笑の会

申込番号

3502-F18

申込番号

3702-F18

『湯元宝の家』吉野山で御宿泊（１泊２食付２名様） 『竹林院 群芳園』吉野山で御宿泊（1 泊 2 食付 2 名様）
世界遺産吉野山の中腹に位置し、
天然温泉の露天風呂や御部屋ま
たはロビーから、吉野山の季節の
移り変わりを感じていただけます。
1泊2食付2名様のチケットです。食
事時間は11時〜14時の内の2時
間となります。
日程は要相談（満室
でない時に限る）基本的に12/31
〜 1 / 2・4 / 1 〜 4 / 3 0 、8 / 1 2 〜
8/14、11/1〜11/30の期間は除
きます。

湯元
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宝の家

聖徳太子の創建と伝わる寺院で、格調高い宿坊としても有名
で、護摩堂に安置されている聖徳太子坐像は南北朝時代の作で
す。庭園の群芳園は千利休が作庭し、細川幽斎が改修したとい
われ、大和三庭園のひとつにもなっています。2013年ミシュラン
ガイドに掲載された当館で、四季折々の鮮烈な美しさを間近に
しながらそぞろゆくのも醍醐味の一つです。お料理の品数：10
品 日程は要相談。
（満室でない時に限る）。基本的には3/25〜
5/6、8/12〜14、11/1〜11/30、12/30〜1/2の期間は除く。
日程等により追加料金が必要な場合がありますので、予約時に
必ずご確認ください。また、滞在時にプラン以外に発生した料金
は別途宿泊施設へお支払ください。チケットの有効期限はチケッ
ト発行日から1年間。 2名様分宿泊券、1泊2食太閤秀吉ゆかり
の名園の宿で、都会の喧騒を忘れ、心静かなひとときをお過ごし
ください。

竹林院

群芳園

グループ

申込番号

Ａ
グループ

Ｂ

G

グループ

【20 万円以上】
グループ

※ 謝礼品により、北海道・
沖縄・離島への送付がで
きない場合があります。
詳しくはお問い合わせく
ださい。

申込番号 0704-G18

Ｃ
グループ

申込番号 1506-G18

申込番号 2302-G18

【吉野荘湯川屋】吉野山でご宿泊（１泊２食付３名様）

猩々 上撰 樽詰 36Ｌ

【桜美荘たいら】宿泊券

地元吉野材を使用した木造吉野建て和
風旅館で、世界遺産「金峯山寺蔵王堂」
に最も近い旅館です。名物「西行鍋」を
一品とする山の会席料理でおもてなし。
蔵王堂での毎朝の勤行にもご参加いた
だけます。
（ 特別期間以外は無料）日程
は要相談（満室でない時に限る）基本的
には3/26〜5/7、12/31〜1/3の期間
は除く日程のみ予約可能。チケットの有
効期限はチケット発行日から１年間とな
ります。
１泊２食付 御宿泊券（３名様
分）

古 来より伝 統で醸された日本 酒
を、杉の香りがする樽酒でご堪能く
ださい。会合やお祝いごとにご利
用ください。
ご注文から納品まで2週間程度時
間をいただきます。
猩々 上撰 樽詰 36Ｌ

世界遺産吉野山の隠れ家的な御宿で
ゆったりとしたやすらぎをお届けしま
す。
ご家族、友人夫婦、
お友達グループ
などでご利用していただける宿泊券で
す。
（ご利用人数（最大4名様まで）、
プラ
ン等は直接事業所へお問い合わせくだ
さい。
日程等により追加料金が必要な
場合がありますので、予約時に必ずご
確認ください。
また、滞在時にプラン以
外に発生した料金は別途宿泊施設へ
お支払いください。
チケットの有効期限
はチケット発行日から１年間となります。
御家族やグループの宿泊券

北村酒造(株)

桜美荘 たいら

吉野荘

湯川屋

Ｄ
グループ

申込番号 2909-G18

申込番号 3302-G18

申込番号 3503-G18

申込番号 3703-G18

Ｅ
グループ

Ｆ

奈良のお米のお届け便 10kg×1 年分

女将と廻るプレミアムミステリーツアーペア券Ⅱ 『湯元宝の家』吉野山で御宿泊（1 泊 2 食付 4 名様） 『竹林院 群芳園』デラックスルームで御宿泊（1泊2食 2名様）

三つ星お米マイスター厳選の奈良の
お米ヒノヒカリ、コシヒカリ、ひとめぼ
れの3銘柄を10kgずつ、
ヒノヒカリ2
回、
コシヒカリ2回、ひとめぼれ2回の
計12回お届けします。
お好きなタイミングでハガキを送り返
して頂き、
その後の発送になります。
有効期限は1年です。
米総量 120kg。
奈良県ヒノヒカリ、
コシヒカリ、ひとめ
ぼれを各10kgを1年（3銘柄×4回、
計12回）
をお届け

吉野山の名所、旧跡を女将とガイド同行のもと地元の者し
か知らない穴場をご案内いたします。聖地吉野山は世界遺
産にも登録された歴史の地でもあり同時に出会いと別れ
そして文学の地でもあります。多くの文人、俳人が訪れた
地をガイドの説明と共にデイープな吉野山を体験してくだ
さい。
【予約不可日】2月3日、3月20日〜5月10日、7月7日、
8月10日〜8月20日、11月1日〜11月31日、12月30日〜1
月5日、その他吉野山の行事の都合で除外日があります。
詳しくはお問合せください。ツアーチケットペア利用券【ツ
アー内容】
・所要時間（計約4時間（①タクシーを使用して
の吉野山観光2時間）②（写仏又は写経体験or歩いて観光
コース2時間）
・随行者（ガイド１名・女将１名） ・豪華昼食
付き ・プレゼント（笑の会オリジナルあめ） ・チケット有
効期限（発効日より１年間） ・コース内容（時間は相談可）

水本米穀店

吉野山女将笑の会

世界遺産吉野山の中腹に位置し、天然
温泉の露天風呂や御部屋またはロビー
から、吉野山の季節の移り変わりを感
じていただけます。1泊2食付最大4名
様の宿泊プラン（プラン内容は直接事
業所へお問合せください）。食事時間は
11時〜14時の内の2時間となります。
日程は要相談（満室でない時に限る）基
本的に12/31〜1/2・4/1〜4/30、
8/12〜8/14、11/1〜11/30の期間
は除きます。 1泊2食付最大4名様の
宿泊プラン（プラン内容は直接事業所
へお問合せください）

湯元

宝の家

聖徳太子の創建と伝わる寺院で、格調高い宿坊としても有名で、
護摩堂に安置されている聖徳太子坐像は南北朝時代の作です。
庭園の群芳園は千利休が作庭し、細川幽斎が改修したといわれ、
大和三庭園のひとつにもなっています。2013年ミシュランガイドに
掲載された当館で、四季折々の鮮烈な美しさを間近にしながらそ
ぞろゆくのも醍醐味の一つです。お料理の品数：10品 日程は要
相談。
（満室でない時に限る）。基本的には3/25〜5/6、8/12〜
14、11/1〜11/30、12/30〜1/2の期間は除く。日程等により追
加料金が必要な場合がありますので、予約時に必ずご確認くださ
い。また、滞在時にプラン以外に発生した料金は別途宿泊施設へ
お支払ください。チケットの有効期限はチケット発行日から1年間。
デラックスルームでのご宿泊券、1泊2食、2名様 太閤秀吉ゆ
かりの名園の宿で、都会の喧騒を忘れ、心静かなひとときをお過ご
しください。

竹林院

群芳園

グループ

これまでにご支援いただいた
吉野町ふるさと納税寄附額

Ｇ
グループ

申込番号 3803-G18

申込番号 4003-G18

天然乾燥 吉野ひのき 大黒柱 『旅館歌藤』吉野山で御宿泊（１泊２食付 2 名様）
木は年輪密度が高いほど 強く光
沢も増して、品格を表します。天然
乾燥することによって、木が本来
持っている良さが引き出されて、強
固で狂いのない家を造ります。吉
野桧で、安心の家づくりのお手伝
いをいたします。
3m×12㎝×12㎝ 一方無節、超
プレーナー加工までいたします。形
状、納期は相談に応じます。

(株)坂本商店

一泊二食付き2名様で御宿泊。奈良県
内産にこだわった食事と地元吉野杉を
使った宿でゆっくりとおくつろぎ下さい。
日程は要相談（満室でない時に限る）基
本的には３/２４〜５/７、
１２/３１〜１/３
の期間は除く。
日程等により追加料金が
必要な場合がありますので、予約時に必
ずご確認ください。
また、滞在時にプラ
ン以外に発生した料金は別途宿泊施設
へお支払いください。チケットの有効期
限はチケット発行日から１年間となりま
す。
【 旅館歌藤】吉野山でご宿泊（1泊2
食付き2名様）

旅館歌藤
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寄附額

年 度（平成）

件数

20年度

453件

608万円

21年度

631件

789万円

22年度

1,129件

1,020万円

23年度

1,446件

1,178万円

24年度

1,448件

1,601万円

25年度

1,593件

1,725万円

26年度

2,423件

2,653万円

27年度

3,770件

6,187万円

28年度

5,810件

8,885万円

29年度

6,350件

1億1,100万円

（H30年3月10日現在）

（千円単位四捨五入）

たくさんの方からご寄附いただきありがとうございました。

第１号様式（第４条関係）

キ
リ
ト
リ

※謝礼品は寄附額に応じて本カタログよりお選びいただきご記入ください。
※別住所へ送付をご希望の場合は各申込み謝礼品ごとに送付先を記入してください。
（品物の送り主名は「吉野町ふるさと納税係」と表記いたします。別住所へお届けの際は先様へのお声かけをお願いします）
※配達指定日は、申込日から 2 週間以降の日程を記入してください。

【謝礼品申込み欄】
※ご記入いただいた個人情報は、吉野町個人情報保護条例に基づき、他の目的に使用することはありません。
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寄附金の使い道について
まち

まち

吉野を大切に思っていただいている皆さまからの寄附は「より良い吉野」「より魅力ある吉野」の実現のために
大切に使わせて頂きます。

1. 桜コース

2. 産業振興コース

3. 教育福祉コース
吉野町の教育施設
地域医療
福祉施策の充実

吉野町の森林保全
育林支援
商工業支援

吉野町の桜
世界遺産
自然環境の保全保護・観光振興

4. 町長にお任せコース

5. 町内の自治会・区・町内会への支援コース

その他目的達成のために町長が必要と認
める事業

「吉野町ふるさと応援交付金」として指定された自治会・町内会・区に交付されます。
※寄附申込みの際、支援する自治会・町内会・区の名称を１つのみ記入してください。

10,000 円以上ご寄附いただいた方に、金額に応じて吉野町の特産品をお贈りさせて
いただきます。 1 年に何回でも寄附特典が受けられます。

ふるさと納税手続きの流れ

クレジットカード支払いによるお申込み

下記の方法でお申し込みいただけます。

寄附金申出書によるお申込み

１

郵送

お申込み

ＦＡＸ

Ｅメール

直接窓口

ふるさとチョイス

楽天ふるさと納税

ふるさとチョイス 吉野町

で 検索
http://www.furusato-tax.jp/

本カタログ内の「寄附金申出書」にご記入の上、上記の方法の
いずれかでお申込みください。尚、クレジットカード決済を
ご希望の方は右記よりインターネット上でお申込みください。

ふるなび 吉野町

で

ふるなび

楽天ふるさと納税 吉野町 で

検索

http://www.rakuten.co.jp/f294411-yoshino/

検索

https://furunavi.jp/municipaldetail.aspx?municipalid=1226#pageno=1&pagesize=20&order=1&search=0&layout̲toggle=1

寄附金のお支払い方法は下記からお選びいただけます。
クレジットカード決済

２
寄附金の
お支払い

３

特産品と
証明書の
お受け取り

24 時間・365 日いつでも上記インターネットを通じて手続きを行っていただけます。
後日お送りする「ゆうちょ払込取扱票」にて払込ください。

ゆうちょ銀行での払込み

※手数料はかかりません。

吉野町指定の取扱い金融機関からの振込

※手数料はかかりません。

上記以外の金融機関からの振込

※手数料がかかります。

現

金

書

留

直

接

持

参

後日お送りする「振込用紙」にて払込ください。取扱い金融機関：南都銀行・りそな銀行・ＪＡならけん
後日お送りする振込先へ払込ください。
吉野町役場産業観光振興課まで郵送してください
※郵送料等がかかります。

吉野町役場産業観光振興課までお越しください

寄附金の納付確認後、特産品をお届けします。
また、別途「寄附金受領証明書」を送付いたします。
寄附金控除を受けるためには税の申告が必要です。
※控除対象となるのは、寄附金 2,000 円を超える部分についてです。
※控除される額には上限があります。

確定申告をする場合
◆寄附をした翌年の確定申告の期間内に、最寄の税務署で確定申告を行ってください。
毎年 1 月 1 日～ 12 月 31 日までに行った寄附について翌年 3 月 15 日までに所轄の税務署で所得税の確定申告を行ってください。
その際、吉野町発行の「寄附金受領証明書」を添付する必要があります。

４
税の申告

居住地を管轄する税務署が所得税を控除。また、居住地の自治体（都道府県・市区町村）が翌年度の個人住民税を控除。

ワンストップ特例制度を利用する場合
◆ワンストップ特例制度申請書および本人確認資料を吉野町に提出してください。
申込み時に申請書を要望された方には、ワンストップ特例制度申請書をお送りいたします。
寄附をされた翌年の

1 月 10 日までに吉野町へ提出してください。

後日、吉野町からワンストップ特例申請書受付書が届きます。
居住地の自治体（都道府県・市区町村）が、個人住民税から控除。
【ワンストップ特例制度とは】
確定申告の不要な給与所得者が確定申告を行わなくても税控除が受けられる仕組みで、寄附する自治体が 5 ヶ所以下の場合に限ります。

お問い合わせ先

吉野町役場 産業観光振興課
ふるさと納税係
〒６３９−３１９２
奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地１

吉野町ホームページもご覧ください。
吉野町

で

検索

http://www.town.yoshino.nara.jp/

吉野町
ふるさと納税
ホームページは
こちら→

TEL.
（0746）
32−3081/FAX.
（0746）
32−8855

（受付時間：月〜金曜日（土・日・祝を除く）8：30〜17：15） E-mail : furusatokifu@town.yoshino.lg.jp

平成 30 年 4 月発行

