平成29年度版
（平成29年4月1日〜平成30年3月31日）

「世界遺産 吉野ふるさとづくり寄附（ふるさと納税）
」

奈良県

吉野町

ふるさと逸品カタログ

選べて
うれしい

全

113品

「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 〜」が
平成28年度、文化庁から
日本遺産の認定をうけました。

「日本で最も美しい村」
連合に加盟しています

桜と木の町
「奈良県吉野町」
に応援よろしくお願いします。
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
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います。
と町民
丸となり 産業復興に取り組
我がふるさと「吉野」の先人達が、育み守り継いできた文化や産業を未来に向けて
持続し、発展するまちづくりを進めていきたいと考えています。
この謝礼品カタログは、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。

吉野の森と水の恵みから生まれた素材に

いのちが輝き笑顔あふれる吉野町

蓮華会

蛙飛び行事
森林セラピー

国栖奏

吉野町では、ウッドスタート宣言をして「木育」を始めました。

金峯山寺

蔵王堂

国栖の里

伝統と巧みの技が融合したおすすめの逸品

こちらに掲載している謝礼品は、次ページ以降に詳細を掲載しております。

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、
Ｃ

1 万円以上 2 万円未満の方

Ａグループから 1 点

グループ

2 万円以上 3 万円未満の方

Ａグループから 2 点

3 万円以上 5 万円未満の方

Ｂグループから 1 点

Ｄ
グループ

Ｅ
グループ

5 万円以上 10 万円未満の方

Ｃグループから 1 点
または
Ａ〜Ｂグループから 2 点

10 万円以上 20 万円未満の方

Ｄグループから 1 点
または
Ａ〜Ｃグループから 2 点

20 万円以上の方

Ｅグループから 1 点
または
Ａ〜Ｄグループから 2 点
を、お選びください。

A

グループ

【申込番号 A001 〜 A064】
※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 A001

申込番号 A002

柿の葉寿司と桜そうめん

柿の葉ずし・吉野銘茶ほうじ茶

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）
やっこ

すべて国内産の極上品にこだわり先代
からの秘法秘伝を守り手造りで真心込
めて包んでおります。
24個入(鯖・鮭各12個）
吉野銘茶ほうじ茶1袋
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和楽路屋

田中

Ａ
グループ

Ｂ

申込番号 A004

吉野桧製ストレッチ台

吉野ひのき 無塗装積木

申込番号 A005

吉野桧 うす型軽量まな板・
ターナ・しゃもじ

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

吉野杉・桧の木工房 エンゲルベルク社

申込番号 A006

申込番号 A007

申込番号 A008

本葛しるこ「凌雲の志」

柿の葉すし・くずきり

日本蜜蜂ハチミツ（450g）

うす型の軽いまな板(20㎝×40㎝×2
㎝(厚さ)【両面無節】）
とテフロンフライ
パンにやさしいターナ、
しゃもじをセット
にしました。

グループ

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・
無漂白ですので安全で安心な積木で
す。箱も吉野桧製。21パーツ
【箱寸法】26．5ｃｍ×33ｃｍ×4．5ｃｍ

Ｃ

アキレス腱やふくらはぎのストレッチに
最適です。足裏マッサージも可能です。
無塗装ですのでベタつきません。
(35㎝×35㎝×13㎝（高さ）
）

グループ

申込番号 A003

Ｄ
グループ

葛花堂

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。吉野
で生まれた
「安全、安心」幻の天然ハチ
ミツです。
採蜜量が少ないため、売り切れ次第終
了となります。

吉野ハニー

申込番号 A009

申込番号 A010

申込番号 A011

よしの葛日和

新葛だより

葛ようかん 30 本詰合せ

吉野旅情25個入4種の味が楽しめ、体
が温まる葛湯ともっちりとした食感と
すっきりした甘みの葛餅9個入。
きなこ
と黒蜜付(各5g×5個)。

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です。素材
の持つおいしさを充分にご堪能いただ
ける逸品です。
生くずきり2個・葛餅4個・葛ようかん8
個・くず湯4袋・ごまどうふ75g×2個
桜塩50g×1袋
舟形家

灘商事㈱
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吉野葛をふんだんに使いました。なめ
らかな食感とまろやかさが特長の和菓
子です。7種類の異なった味を楽しんで
いただけます。
【小倉6本】
【 抹茶・栗・桜・柚子・さつま
いも・柿各4本】
(各65g)

舟形家

グループ

㈱西澤

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。
吉野杉木箱柿の葉すし28個入
（鯖・鮭各14個）くずきり200g
たつみ

Ｅ

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」35個です。独特
でまろやかな舌ざわりをお届けします。

8月以降に発送

Ａ
グループ

Ｂ
グループ

申込番号 A014

※第３類医薬品に該当する
ため発送前に事業者より
注意喚起のご連絡をいた
します。

Ｃ

申込番号 A013

生葛きり・くず餅詰合せ

ダラニスケシリーズ

フジイ陀羅尼助丸

｢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、
桜、抹茶、
あんの4種類

胃腸薬陀羅尼助丸の主原料オウバク
で作った商品。石鹸には殺菌作用があ
り、お肌を清潔に保ちます。飴はすっき
り黒糖味で気分転換にどうぞ。

舟形家

㈱藤井利三郎薬房

吉野を代表する伝統和漢陀羅尼助丸。
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。
※17ページの注意事項を必ずご確認
下さい。

グループ

申込番号 A012

㈱藤井利三郎薬房

Ｄ
グループ

Ｅ
グループ

申込番号 A015

申込番号 A016

申込番号 A017

桜ようかんと吉野本葛セット

謹製

柿の葉ずし・柚庵仕立て
焼さばずし詰合

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ました。
「桜ようかん」3本・吉野本葛(粉末150
ｇ）1袋・吉野本葛（150g）
1袋

萬松堂

申込番号 A018

柿の葉ずし・鮎甘露煮詰合

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。食材吟味・保存料無添加。柿の葉ず
し20個入(鯖・鮭各10個）、鮎甘露煮3尾入

㈱柿の葉ずし 平宗 吉野本店

申込番号 A019 ５月〜10月発送

百年杉 木桶仕込み
山廃純米酒 720ml 詰
木桶仕込み復活！山守・製材・樽丸・醸
造が一丸となり吉野杉の良さを伝統的
な酒造りで実現させた、山の幸に合う
深みのある食中酒

夏の冷やし 麹あまざけ
（ノンアルコール）

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。柿の葉ずし18個入(鯖・鮭、金
目鯛各6個）
・柚庵仕立て焼さばずし1本

㈱柿の葉ずし 平宗 吉野本店

申込番号 A020 ９月中旬より順次発送

農家こだわりのひとめぼれ

日本酒の蔵元が造る糖類無添加のこう
じ飲料。手造りの麹の力で上品な甘さ
を引き出した、冷やしてサッパリ美味し
い麹のドリンク。

吉野龍門岳から湧出る冷水で育てた
【吉野町西谷産ブランド米】ひとめぼ
れ。田中さんが育てた新米をお届けし
ます。
【精米10㎏】
※限定数：40

美吉野醸造㈱

田中農園

美吉野醸造㈱
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Ａ
グループ

Ｂ

大和銘米ひのひかり 5ｋｇ
老舗久助堂 葛さくら菓子・葛湯

大和銘米ひのひかり 5ｋｇ
宮滝しょうゆ詰合せ

高級本葛湯セット
（6 種類×4 本）

奈良の特選銘柄米ひのひかりの搗きた
て5ｋｇと、老舗久助堂 葛さくら菓子・
葛湯の詰合せ。

奈良の特選銘柄米ひのひかりの搗きた
て5ｋｇと、吉野杉の大桶でじっくりと熟
成させたしょうゆ・ぽん酢・だし醤油（各
360ml）
の詰合せ。

中久保米穀店

中久保米穀店

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。
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。

旅館

歌藤

グループ

申込番号 A023

Ｃ

申込番号 A022

グループ

申込番号 A021

Ｄ
グループ

Ｅ

申込番号 A025

申込番号 A026

大和銘米 ひのひかり

本場吉野産

純米吟醸・純米酒
720ml 3 点セット

手づくり桧まな板

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。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の逸品。
ご賞味
下さいませ。

樹齢80年以上の吉野産ひのきを使用
し一枚ずつ丁寧に仕上げた一枚板のま
な板です。
（23.0cm×48.0cm×2.5cm以上）

大西米穀店

坂本商店

申込番号 A027

猩々 純米大吟醸

720ｍｌ

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。

北村酒造㈱

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
元が自信を持って提供するお酒3点セッ
トです。

北村酒造㈱

申込番号 A028

申込番号 A029

手づくりバック エスカルゴ

ポシェット兼用プチバック

エスカルゴ型のタウンバックです。オーガン
ジーのバラプリントとレース使いの少し大き
めのバックです。小さなバラと大きなバラプ
リントをニードルミシンでアップリケしまし
た。ちょっとおしゃれな出来上がりです。
※個数に限りがあります。

ポシェット型手提げマチ付きです。カ
ジュアルプリントのポシェット兼用プチ
バック。近くへのお出かけの際に便利
です。
おしゃれなガマグチがついていま
す。※個数に限りがあります。

花の木工房
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花の木工房

グループ

申込番号 A024

Ａ
グループ

Ｂ
グループ

Ｃ
グループ

申込番号 A030

申込番号 A031

申込番号 A032

ポシェット ビクトリアン・クレイジー

手づくりバック パックンバック

吉野の里

レースとオーガンジーのハーモニーを
大切に前面にお花のアクセントをつけ
ました。外出のお供にかるく肩からなな
め掛け。
※個数に限りがあります。

ハンドメイドの布製バック。アンティークレー
スはフランス製、布も一部フランス製です。
裏布もステキなプリントをつかっています。
ニードルミシンを使ってアップリケをしてい
ます。ちょっとロマンチックなバックです。
※個数に限りがあります。

魚のプロが選んだ旬の魚を西京味噌と
吉野味噌をブレンドした味噌に漬け込ん
だこだわりの逸品です。季節により発送
する魚の内容は変わります。
（例：サワラ・
イカ・ブリ・サケ等）1セット約8切れ入

花の木工房

花の木工房

味噌漬けセット

（有）上市魚市場 四季の味なかたに

Ｄ
グループ

Ｅ
グループ

申込番号 A033

申込番号 A034

吉野四季物語

観光特急「青の交響曲（シンフォニー）」
で吉野への列車旅

吉野の四季をイメージした4色の草木
染め和紙の箱入りのセットです。
桜（ピンク）藍染め
（青）
ネム
（黄）生漉き
（白）の4色を吉野の四季に合わせて箱
に入れました。32cm×145ｃｍ×4色
（計4枚）

福西和紙本舗

大阪阿部野橋駅〜吉野駅間 往復乗車券・往復特別急行券（青のシン
フォニーは大阪阿部野橋駅〜吉野駅間のいずれか片道利用となります）
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２９年４月２４日（月）から平成３０年３月２３日（金）
まで（４/２９〜５/７、８/１１〜８/１５、１２/３１〜１/３は除く）寄附申込み受
付は平成30年1月末まで
近畿日本鉄道㈱

申込番号 A035

吉野の原木しいたけ（乾）
今では数少なくなった日本古来の原木栽培で
しいたけを育てています。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下さい。乾
椎茸香信（中葉厚肉）150g×1袋 椎茸パウ
ダー70g×2袋 乾椎茸スライス60g×1袋

新鮮しいたけ おかもと

申込番号 A036

申込番号 A037

申込番号 A038

無添加吉野ハム
（ロースハム
170ｇ・ソーセージ
（３本）
×２袋）

無添加吉野ハム（無添加ベーコン 170ｇ・
無添加ソーセージ（３本）×２袋）

吉野ハム（吉野産猪ベーコン）
300ｇ以上

奈良産「ヤマトポーク」を、岩塩、
てんさい
糖、ハーブのみで味付けし、吉野山の「シ
ロヤマザクラ」のチップ(風害等による枯
損木を活用しております）
で燻しました。

奈良産「ヤマトポーク」
を、岩塩、
てんさい
糖、ハーブのみで味付けし、吉野山の「シ
ロヤマザクラ」のチップ(風害等による枯
損木を活用しております）
で燻しました。

奈良県吉野地方の上質な猪肉を、吉野山の
「シロヤマザクラ」のチップ（風害等による枯
損木を活用しております）で燻しました。
【猪
ベーコン約300g】ジューシーで柔らかく、味
に深みがあるベーコンに仕上がっています。

㈱HASHIDA 吉野事務所

㈱HASHIDA 吉野事務所

㈱HASHIDA 吉野事務所
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Ａ
グループ

Ｂ

申込番号 A040

申込番号 A041

吉野ハム（ロースハム・
ベーコンセット）380ｇ以上

吉野の地酒 3 銘柄セット

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」、猩々
「吟のさ
と」、花巴「蔵王桜」 各720ml 吉野
杉割箸付

大七沢井酒店

大七沢井酒店

グループ

㈱HASHIDA 吉野事務所

やたがらす「吉野物語」720ｍｌ×2本。
猩々
「純米酒」720ｍｌ×1本。
季節によって果実の種類が変わること
があります

Ｃ

奈良のブランド豚「ヤマトポーク」を、吉
野山の「シロヤマザクラ」のチップ（風害
等による枯損木を活用しております）で
燻しました。
ジューシーで柔らかく、味に
深みがあるハムに仕上がっています。

グループ

申込番号 A039

Ｄ
グループ

文様割箸、文様コースター
6 種セット

文様割箸、特製箸箱 6 種セット

葛菓集

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種と特製
吉野杉箸箱6種のセット。

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5種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。
横矢芳泉堂

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種と文様
柄の吉野杉コースター6種のセット。

㈱寺本木材

申込番号 A044

㈱寺本木材

申込番号 A045

申込番号 A046

申込番号 A047

吉野の地酒と美味いもの詰め合わせ

吉野ピンクルグッズと美味いもの詰め合わせ

絶品！吉野のたまごかけごはんセット！

樽丸、やたがらす、猩々各300ml、杉マ
ス、宮滝ぽん酢、
くず餅、
くず湯の詰め
合わせ。ふるさと納税謝礼品だけの限
定セットです。

吉野町のマスコットキャラクター「吉野
ピンクル」のオリジナルグッズと吉野の
美味しいおみやげを詰め合わせにしま
した。ふるさと納税謝礼品だけの限定
セットです。

吉野のおいしい水が生み出す新鮮な
卵、奈良県産ヒノヒカリ、珍しい鮎の魚
醤やだし醤油を組み合わせた最強の卵
かけごはんセットがふるさと納税謝礼品
だけの限定セットとして登場しました！

（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
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グループ

申込番号 A043

Ｅ

申込番号 A042

Ａ
グループ

Ｂ
グループ

申込番号 A048

申込番号 A049

申込番号 A050

宮滝しょうゆ・味噌詰合せセット

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

やたがらす大吟醸雫酒 720ml 詰め

Ｃ

万葉集にも名高い宮滝の地で代々続
く杉桶に仕込んだ天然醸造の醤油や
大人気のぽん酢、こうじたっぷり糀味
噌の詰合せ。

グループ

厳選した果実をひとつずつ丁寧に加
工。果汁・果肉をたっぷり詰め込んだ果
物のリキュールです。
ロックやソーダ割
でお飲みください。

厳寒の季節に仕込んだモロミを酒袋に
詰めて吊るし、
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。

㈱北岡本店

㈱北岡本店

梅谷醸造元

Ｄ
グループ

Ｅ
グループ

申込番号 A051

申込番号 A052

申込番号 A053

吉野ひのき・おやすみセット

色変わり 桜花

枕の為だけに作った桧チップをギュっと
詰め込みました！チップの量を調整する
ことで自分だけの高さにすることがで
きます。
ひのきソフトカールチップ枕1ヶ
ひのき樹液水500ml×1本

パート・ド・ヴェール技法で製作したガラ
ス製の桜花箸置色変わり5個セット
柔らかな表情と色合いのガラスの箸置
きです。
さくらが持つ様々な色合いを組
み合わせて揃えました。

喜多製材所

SO-RA 工房

箸置セット

吉野のおはしセレクト
木目の美しさと自然木の芳しさをお届
けします。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。

吉野製箸工業（協）

申込番号 A054

申込番号 A055

申込番号 A056

奉納米
11kg

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
お菓子のセット

吉野大奉ごんげんらいす

三つ星お米マイスターが厳選する奈良
県産ヒノヒカリは、味・粘り・香りと三拍
子揃ったおいしいお米です。

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

三つ星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4種類。

吉野山 水本米穀店

吉野山 水本米穀店

吉野山 水本米穀店
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Ａ
グループ

Ｂ

お米屋さんの田舎ランチ
（ペアチケット）

桜鮎の塩焼

7 尾入

申込番号 A059 11月〜3月発送

吉野産 天然猪肉 特選吉野牡丹 480g

枳殻屋

枳殻屋

グループ

清流吉野川が育んだ鮎を、元気で色美
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。

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。

Ｃ

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。
おみや
げ付き。
（4/1〜4/20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 水本米穀店

申込番号 A058 6月〜10月発送

グループ

申込番号 A057

Ｄ
グループ

申込番号 A062

名刺ホルダー・ネームタグセット

のざわ卵

津風呂湖観光協会会員企業利用券

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。
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。

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

遊覧船・ボート・遊漁券・食事券・宿泊
券などご希望に応じて対応させていた
だきます。
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。

エッチング幸房 ソ・レイユ

申込番号 A063

野澤養鶏㈱

申込番号 A064

吉野名水そば

吉野のしめじ盛り沢山セット

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。打ちたてをお届けいた
します。5人前
矢的庵

吉野杉おが粉を使用したぶなしめじ。生と独自
の製法で乾燥させた乾燥ぶなしめじのしめじめ
しなど盛り沢山のしめじセットです。無添加のあ
ご出しを使用したしめじめし。こちらはお米2合
といつもの水加減で一緒に炊くだけの簡単し
めじめしの素です。あごだしとしめじの旨味が
マッチしています。
㈱山本きのこ園
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津風呂湖観光協会

グループ

申込番号 A061

Ｅ

申込番号 A060

Ａ
グループ

B

グループ

【申込番号 B065 〜 B092】
Ｂ
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。

Ｃ
グループ

※ 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。換金や金銭対応はで
きかねます。御利用当日は必ず本券を
お持ちください。

申込番号 B065

申込番号 B066

吉野町内観光地めぐり

本葛しるこ・極上本葛

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）
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。相互タクシー㈱

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」35個と希少価
値の高い極上の吉野本葛500g入×2
個のセットです。

㈱西澤

葛花堂

Ｄ
グループ

Ｅ
グループ

申込番号 B067

申込番号 B068

申込番号 B069

柿の葉すし・くずきり

新吉野葛絵巻

平日プレー券（キャディ付）1 名様分

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。吉野杉木
箱柿の葉すし40個入（鯖・鮭各20個）
×
2箱、
くずきり200g×2袋
たつみ

申込番号 B070

※第３類医薬品に該当
するため発送前に事
業者より注意喚起の
ご連絡をいたします。

フジイ陀羅尼助丸（大入り）

吉野を代表する伝統和漢陀羅尼助丸。
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。
※17ページの注意事項を必ずご確認
下さい。

㈱藤井利三郎薬房

葛ようかん、葛湯、葛餅、吉野本葛、生く
ずきり、干くずきり、葛菓子、
ごまどうふ、
「吉野葛製品」
満足のセットです。

舟形家

申込番号 B071

吉野杉ランチョンボード
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
になっています。
サイズ45cm×32cm×
12ｍｍ 重さ750g×2枚 ㈱丸商店
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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プ
レー券。平日限定ゴルフプレー券(キャディ
付・ゴルフボール3個プレゼント）

グランデージゴルフ倶楽部

申込番号 B072

【吉野荘湯川屋】山の会席料理
「西行御膳」ペア御食事券
吉野葛を使用した、独特の特製だしで作りあげた
「西行鍋（さいぎょうなべ）」を一品とした山の会席料
理「西行御膳（さいぎょうごぜん）」。食事時間は１１時
〜１４時の内の２時間となります。
（４/１〜５/７、１２/
３１〜１/３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
吉野荘 湯川屋
なります。

Ａ
グループ

Ｂ

申込番号 B074

花巴 万葉の華 純米大吟醸
1.8ℓ詰 2 本セット

吉野ゆかりの純米大吟醸 1.8Ｌ 3 点

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。
（３/２６〜５/7、１２/
３１〜１/３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。 旅館 歌藤

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。

北村酒造㈱

グループ

美吉野醸造㈱

【旅館歌藤】吉野山でご昼食（ペアお食事券）

Ｃ

農と共に歩む酒造りを目指し、県内の
生産者と契約栽培した酒米で醸した、
綺麗な後味と米の旨味が伝わる食と共
に愉しむ純米大吟醸

申込番号 B075

グループ

申込番号 B073

Ｄ
グループ

申込番号 B078

吉野の原木しいたけ

吉野ハム（吉野産猪ベーコン・
ヤマトポークベーコン）

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））

今では数少なくなった日本古来の原木栽
培でしいたけを育てています。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
て下さい。干椎茸のセットを1回 生椎茸
のセットを2回に分けて発送いたします。

奈良県吉野地方の猪と奈良県産ヤマト
ポークを、吉野山の「シロヤマザクラ」の
チップ(風害等による枯損木を活用して
おります）
で燻しました。
どちらも柔らか
く深みのある味に仕上がっています。

奈良県産「ヤマトポーク」を、吉野山の
「シロヤマザクラ」のチップ(風害等によ
る枯損木を活用しております）
で燻しま
した。
ジューシーで柔らかく、味に深み
があるハムに仕上がっています。

新鮮しいたけ おかもと

㈱HASHIDA 吉野事務所

㈱HASHIDA 吉野事務所

申込番号 B079

申込番号 B080

無添加吉野ハム（ロースハム・
ベーコン・豚トロベーコン）900ｇ

吉野の地酒 3 銘柄贅沢セット

奈良産「ヤマトポーク」
を、岩塩、
てんさ
い糖、
ハーブのみで味付けし、吉野山の
「シロヤマザクラ」のチップ(風害等によ
る枯損木を活用しております）
で燻しま
した。

㈱HASHIDA 吉野事務所

申込番号 B081

やたがらす、猩々、花巴、
各720ml×2本
入 吉野杉割箸、
さくら花入葛湯付き

大七沢井酒店
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吉野町森林セラピー体験ツアー【ペアチケット】
「森林セラピー」
とは、森林の力を借り
て心と体を癒す取り組みです。長きに
渡り大切に育てられた杉や桧の美林を
専門のガイドがご案内します。(2名分）
おみやげ付。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。

（一社）吉野ビジターズビューロー

グループ

申込番号 B077

Ｅ

申込番号 B076

Ａ
グループ

Ｂ
グループ

申込番号 B082

申込番号 B083

申込番号 B084

宮滝しょうゆ・味噌バラエティセット

やたがらす大吟醸雫酒・吉野千本桜
純米大吟醸酒 1.8ℓ詰 2 本セット

贅沢！吉野ひのきづくし

Ｃ

万葉集にも名高い宮滝の地で代々続
く杉桶に仕込んだ天然醸造の醤油や
大人気のぽん酢他数々の商品の詰合
せです。

グループ

米・水・杜氏の技の三拍子が奏でる極
上の酒雫酒としっかりと重みのある純
米大吟醸酒の1.8ℓ詰2本セットです。

吉野桧を生活の中で感じて頂ける商品
を詰め込みました。
ソープトレイ1個。
香 袋 5 個 入 。精 油 3 0 m l 。ま な 板
18×35×1.8㎝を1枚。風呂イスは目的
に合わせてお好みの高さを選べます。

㈱北岡本店

喜多製材所

基本的には２回に分けて発送します。
（ご要望にお応えします。）

梅谷醸造元

Ｄ
グループ

Ｅ
グループ

申込番号 B085

申込番号 B086

桜のガラスプレート
手づくり体験（ペアチケット）

かまどで炊飯体験 ランチ付 チケット

ガラスのデザート皿(直径15㎝相当のカ
タチ）
をお1人様2点制作。
お子様やもの
づくり初心者でも作り易い技法です。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。

SO-RA 工房

申込番号 B088

【竹林院 群芳園】季節の会席膳
（ペア昼食券）
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。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。季節のお
会席と庭園拝観がセットになった昼食プランです。(4/1〜
5/5、12/30〜1/2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。 竹林院 群芳園

昔ながらのかまどでご飯を炊く体験。炊
いたご飯は地元食材を使った田舎おか
ずと一緒に召し上がって頂きます。
4名様。
（4/1〜4/20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。
水本米穀店

申込番号 B089

【湯元 宝の家】季節の会席膳
ペア昼食券
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
わりを感じて頂けます。季節の食材を使用した昼食と
天然温泉がセットになった昼食プランです。
（１２/３１
〜１/２、４/１〜４/３０、８/１２〜８/１４、１１/１〜１１/３０
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。
湯元 宝の家
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申込番号 B087

吉野絵の漆器の夫婦茶碗セット
（お箸、盆付）
＆大和の茶がゆセット＆
笑の会オリジナルあめ
吉野絵夫婦茶碗1組。吉野絵のお盆と
吉野杉の箸。茶がゆの素(12袋入り）1
つ。奈良県産ひのひかり2合。女将三昧
あめ1袋。

吉野山 女将 笑の会

申込番号 B090

津風呂湖観光協会会員企業利用券
遊覧船・ボート・遊漁券・食事券・宿泊
券などご希望に応じて対応させていた
だきます。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。

津風呂湖観光協会

Ａ
グループ

Ｂ

申込番号 B092

木目や色つやの美しい吉野桧を特別に
薄くスライスして貼り合わせた夕日色
の照明です。睡眠前のリラックスタイム
にピッタリです。
（ご注文をいただいてから製作しますので、
お時間を
頂戴します。
）

Ｄ

グループ

グループ

C

吉野

グループ

吉野名水そば会席 ペアお食事券
矢的庵は吉野山の上千本にあるこだわ
りの手打ち蕎麦屋です。古民家を改装し
た落ち着いた雰囲気の中で、季節の吉野
産食材を使った会席料理と吉野山の名
水から作ったお蕎麦をお召し上がりくだ
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。
矢的庵

Ｃ

吉野桧ライト「光線」

あかり工房

グループ

申込番号 B091

【申込番号 C093 〜 C096】

申込番号 C095

奈良のお米のお届け便
5kg × 半年分
お米マイスターが選ぶ奈良のおいしいお米
半 年 分（ 6 回 ）をお届けします。ヒノヒカリ
5kg×2回、コシヒカリ5kg×2回、ひとめぼれ
5kg×2回分 合計：3種 30kg 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 水本米穀店

申込番号 C094

全日プレー券（キャディ付）1 名様分

無添加吉野ハム（ロースハム・
ベーコン・豚トロベーコン）1,400ｇ

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プレー券。全日(平日・土
日祝）使用可能なゴルフプレー券(キャディ付・ゴ
ルフボール3個プレゼント）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。

グランデージゴルフ倶楽部

申込番号 C096

【太鼓判 花夢花夢】吉野山でご宿泊
（1 泊 2 食付き 2 名様）
世界遺産吉野山の中にある宿、アットホー
ムな家庭的な宿です。
行者の湯活性石温泉も魅力の一つです。
(4/1〜5/7、7/15〜8/31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。
太鼓判 花夢花夢
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添加剤不使用で味付けした奈良産ヤマ
トポークを、吉野山「シロヤマザクラ」の
チップ(風害等による枯損木を活用して
おります）で燻しました。
【ロースハム、
ベーコン、
トントロベートン】合計1,400g

㈱HASHIDA 吉野事務所

グループ

※ 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。換金や金銭対応はで
きかねます。御利用当日は必ず本券を
お持ちください。

申込番号 C093

Ｅ

＊宿泊プランを選択された場合＊
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。

Ａ
グループ

D

グループ

【申込番号 D097 〜 D106】
Ｂ
グループ

＊宿泊プランを選択された場合＊
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。

Ｃ
グループ

※ 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。換金や金銭対応はで
きかねます。御利用当日は必ず本券を
お持ちください。

申込番号 D097

吉野杉

和風小机

天板は吉野杉柾板、脚部はすのこをモ
チーフにして和風に仕上げており和室
に調和します。脚部補強材は天板裏に
配置して足元すっきりです。(90㎝×50
㎝×33㎝(高さ）
3㎝(天板厚さ）
）

吉野杉・桧の木工房 エンゲルベルク社

申込番号 D098

【吉野荘湯川屋】吉野山でご宿泊
（1 泊 2 食付き 2 名様）
「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です。
「金峯山寺蔵王堂」に最も
近い旅館で吉野山の中心に位置します。皆様との御出会
いを心よりお待ち申し上げております。
（ 4/1〜 5/7、
12/31〜1/2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。 吉野荘 湯川屋

Ｄ
グループ

Ｅ

申込番号 D099

グループ

【桜美荘たいら】ペア宿泊券 + おみやげ
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。
ペア宿泊券と地酒、甘酒のおみやげ
付（観桜期はご利用いただけない場合
があります）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。

桜美荘 たいら

申込番号 D100

【旅館歌藤】吉野山でご宿泊
（1 泊 2 食付き 2 名様）
一泊二食付きペアで御宿泊。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。
（3/26〜5/7、12/31〜1/3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。
旅館 歌藤

申込番号 D102

申込番号 D103

奈良のお米のお届け便
5kg×1 年分

奈良のお米のお届け便
10kg× 半年分

お米マイスターが選ぶ奈良のおいしいお米
1年分（12回）をお届けします。ヒノヒカリ
5kg×4回、コシヒカリ5kg×4回、ひとめぼ
れ5kg×4回分。合計：3種 60kg 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 水本米穀店

お米マイスターが選ぶ奈良のおいしいお米
半年分（6回）をお届けします。ヒノヒカリ
10kg×2回、コシヒカリ10kg×2回、ひとめ
ぼれ10kg×2回分。合計：3種 60kg 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 水本米穀店
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申込番号 D101

天然乾燥 吉野桧 大黒柱
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。

坂本商店

申込番号 D104

【竹林院 群芳園】吉野山でご宿泊
（1 泊 2 食付 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。(3/25〜5/6、8/12〜14、11/1
〜11/30、12/30〜1/2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。
竹林院 群芳園

Ａ
グループ

Ｂ
グループ

申込番号 D105

申込番号 D106

『湯元 宝の家』吉野山でご宿泊
（1 泊 2 食付 2 名様）

木目や色つやの美しい吉野桧を特別に薄くス
ライスし桜の花びらに1枚1枚カットして貼り
合わせたスリムな照明です。ご注文後に制作
するため、ご注文より約１カ月でのお届け予定
です。混み合い時は２ヶ月以上お待ちいただく
事もございます。 あかり工房 吉野

Ｃ

【医薬品に関する注意事項】
申込番号Ａ014・申込番号Ｂ070 に
該当します。

グループ

1泊2食付の宿泊プランです。天然温泉の
露天風呂からは吉野山の季節の移り変わり
を感じて頂けます。(12/31〜1/2、4/1〜
4/30、8/12〜8/14、11/1〜11/30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。
湯元 宝の家

吉野桧あかり
「スリムスタンド Sakura」

※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。
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
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

一般用医薬品

区分

博文

要指導医薬品

第1類
医薬品

指定第２類
医薬品

第２類
医薬品

第３類
医薬品

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

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

事項
定義及び
説明

表示

要指導医薬品

対応する
専門家

薬剤師

情報提供

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）

営業時間外の相談

FAX 相談受付：２４時間
一般医薬
（ご相談への回答は営業時間内にさせて頂きます。） 品の販売
サイト上
の表示の
営業時間外で医薬品の インターネット注文、FAX 注文は２４時間受理
解説
購入又は譲受けの申
込みを受理する時間
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
相談時の及び緊急時 TEL 0746−32−3025
薬品売場を閉鎖します。
（閉鎖時は販
の電話番号その他連 FAX 0746−32−3052
売できません）
絡先

特定販売を行う
一般用医薬品の
使用期限
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
販売店舗名称

使用期限が１年以上のもの

相談があ
った場合
の対応

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
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。

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。

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。

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。
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

店舗販売業者の名称

Ｅ

店舗販売業

グループ

許可の区分

営業時間

Ｄ

医薬品販売業の管理及び運営事項

Ａ
グループ

E

グループ

【申込番号 E107 〜 E113】
Ｂ
グループ

＊宿泊プランを選択された場合＊
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。

Ｃ
グループ

※ 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。換金や金銭対応はで
きかねます。御利用当日は必ず本券を
お持ちください。

申込番号 E107

申込番号 E108

【桜美荘たいら】ご宿泊券
（御家族やグループでのご宿泊）

【旅館歌藤】吉野山でご宿泊
（ご家族やグループでのご宿泊）

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。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。

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。
（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。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。

桜美荘 たいら

旅館

歌藤

Ｄ
グループ

Ｅ
グループ

申込番号 E109

申込番号 E110

申込番号 E111

猩々 上撰

吉野杉棺（ひつぎ）木霊（もくれい）

奈良のお米のお届け便
10kg×１年分

樽詰 ３６Ｌ

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。

北村酒造㈱

申込番号 E112

【竹林院 群芳園】デラックスルームで
ご宿泊（1 泊 2 食付 2 名様）
太閤秀吉ゆかりの名園の宿（吉野山）
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。(3/25〜5/6、
12/30〜1/2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。
竹林院 群芳園

100年かけて育てあげた最高級天然無垢の
吉野杉から心を込めて棺を制作いたします。
納期は1週間から10日。配送方法は宅配便
または自社で配送いたします。お届け指定日
は受付可能ですが、時間指定はできません
のでご了承ください。
（※年度内の発送に限る） ㈱寺本木材

申込番号 E113

【湯元 宝の家】吉野山でご宿泊
（1 泊 2 食付 4 名様）
1泊2食付の宿泊プランです。天然温泉の露天風呂からは
吉野山の季節の移り変わりを感じて頂けます。ご利用人
数は最大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。(12/31〜1/2、4/1〜4/30、8/12〜8/14、
11/1〜11/30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。
湯元 宝の家
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お米マイスターが選ぶ奈良のおいしいお米半
年 分（ 1 2 回 ）をお 届 けします 。ヒノヒカリ
10kg×4回、コシヒカリ10kg×4回、ひとめぼ
れ10kg×4回分。合計：3種 120kg 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 水本米穀店

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。（例：1 万円のご寄附の場合 → 「１品目」のみ記入）
※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・観光振興

吉野町の桜
世界遺産
自然環境の保全保護

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

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。

ふるさとチョイス 吉野町

で

楽天ふるさと納税 吉野町 で

検索

http://www.furusato-tax.jp/

検索

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

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

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。
本カタログ内の「ゆうちょ払込取扱票」をご利用ください。

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

３

特産品と
証明書の
お受け取り

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 29 年 4 月発行

