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ふるさと納税謝礼品

吉
野
町

平成27年度版（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

吉野町は美しい村連合に
加盟しています

日本の心のふるさと・笑顔あふれる吉野町



Aグループ【申込番号001～ 033】
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申込番号
001 ㈱柿の葉ずし 平宗 吉野本店

謹製 柿の葉寿司鮎の甘露煮詰合
食材吟味・保存料無添加 鯖・鮭20個 鮎甘露煮３尾入

申込番号
002 吉野ハニー

日本蜜蜂ハチミツ
日本蜜蜂ハチミツ（450ｇ） 吉野で生まれた
「安心・安全」幻の天然ハチミツ

申込番号
003 やっこ

柿の葉寿司・桜そうめん
柿の葉ずし28個入（鯖14・鮭14）
桜そうめん

申込番号
004 ㈱西澤　葛花堂

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。

申込番号
005 和楽路屋　田中

柿の葉寿司・吉野銘茶ほうじ茶
すべて国産・極上品で手作りにこだわりました。

申込番号
006 舟形家

葛だより
葛ようかん、葛湯、葛餅、葛せんべい、
ごまどうふ、桜塩

ごあいさつ
　このたびは数ある市町村の中から吉野町を応援していただき誠にありがとうございます。
　吉野町では、寄附金を「日本の心のふるさと」吉野町をより魅力ある町にしていくため、桜の保全、
産業振興、教育、福祉、地域支援などの施策に大切に使わせていただきます。
　10,000円以上の寄附をいただいた方に、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好きな謝礼品をお選びください。

10,000円以上20,000円未満の方は、『Ａグループから１点』
20,000円以上30,000円未満の方は、『Ａグループから２点』  
30,000円以上50,000円未満の方は、『Ｂグループから１点』
50,000円以上100,000円未満の方は、『Ｃグループから１点または、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ、Ｂグループから２点』 
100,000円以上の方は、『Ｄグループから１点または、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ、Ｂ、Ｃグループから２点』

ふるさと納税額が、

を、お選びください。
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申込番号
019 ㈱北岡本店

やたがらす大吟醸雫酒 720mℓ詰
米・水・杜氏の技・三拍子が奏でる極上の味

申込番号
020 矢的庵

吉野名水そば
吉野の名水で作った信州仕込の手打そば  要冷蔵・生もの・
翌日到着範囲内に限る・到着日が賞味期限

申込番号
021 ㈱山本きのこ園

よしのしめじの日本初商品セット
よしのしめじ（青果物）、しめしめじ、乾燥しめじ、
しめじおかきのセット

申込番号
016 梅谷味噌醤油㈱

宮滝しょうゆ・味噌詰合セット
吉野杉の大桶でじっくりと熟成させた味噌醤油

申込番号
017 吉野山豆腐本舗 林とうふ店

吉野とうふ・葛・しょうゆセット（6月～10月）
吉野・大峯山系の名水とうふ・こだわりの葛菓子 吉野しょうゆセット

申込番号
018 吉野山豆腐本舗 林とうふ店

吉野とうふ・葛・しょうゆセット（11月～5月）
吉野の名水とうふ・こだわりの葛菓子・吉野しょうゆのコラボセット

申込番号
013 ㈱ＨＡＳＨＩＤＡ

吉野山ハム
吉野山桜で奈良県産ヤマトポークを燻しました。
（ロースハム、ベーコンセット）

申込番号
014 旅館　歌藤

高級本葛湯セット（6種類24個）
見た目も味も上品なとっておきの本葛湯セット

申込番号
015 旅館　歌藤

行者スイーツ（葛ラムネ・葛もち3種）
大切な人へありがとうの贈り物
季節によりセット内容が変わります。

申込番号
010 たつみ

柿の葉寿司・素麺ふし
吉野杉木箱入　鯖鮭28個・素麺ふし

申込番号
011 横矢芳泉堂

葛菓集
吉野の郷に葛の風土菓セット

申込番号
012 坂本商店

本場吉野産 手づくり桧まな板
樹齢80年以上の吉野桧使用
（23.0cm×48.0cm×2.5cm以上）

申込番号
007 大西米穀店

大和銘米 ひのひかり 10ｋｇ
鮮度保持・冷蔵庫保存用2ｋｇ詰袋3枚付

申込番号
008 水本米穀店

奉納米 吉野大峯 ごんげんらいす
お米マイスター厳選の吉野産ヒノヒカリ10ｋｇ

申込番号
009 大七沢井酒店

吉野の地酒３銘柄セット
吉野しぐれ、猩々、花巴　各720ｍｌ　吉野杉割箸
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申込番号
031 枳殻屋

吉野産天然猪肉 特選 吉野牡丹 480ｇ
吉野地方の自然の恩恵の中でも最上級の一品 吉野産
天然猪肉をどうぞご堪能下さいませ。

申込番号
032 エッチング幸房　ソ・レイユ

名刺ホルダー /キーホルダーセット
名刺ホルダー（名入れ）とキーホルダー各１個

申込番号
033 津風呂湖観光協会

津風呂湖施設利用券 (1名様 1日券 )
遊覧船・ボート・遊魚券を組み合わせてご利用いただけます。

申込番号
028 ㈲津風呂湖温泉

温泉入浴とお食事セット券 2名
温泉入浴2名 お食事（津風呂湖鍋） 奈良県ブランド
大和肉鶏の鍋

申込番号
029 ＳＯ－ＲＡ工房

色変わり桜花箸置セット
手作りのガラス製箸置５色組みセット

申込番号
030 枳殻屋

桜鮎　塩焼　7尾入
季節限定商品
6月～10月

申込番号
025 野澤養鶏㈱

のざわ卵
奈良県、大阪府で最優秀賞、消費者賞の受賞卵
１６個入りケース×４箱

申込番号
026 喜多製材所

吉野ひのきソフトチップ枕＆吉野ひのき樹液水（500ml）
枕：中のチップの出し入れ自由。樹液水：香りが気になる玄関やリビングにスプレー
するだけで、ヒノキの爽やかな香りが漂います。

申込番号
027 新鮮しいたけ　おかもと

吉野の原木しいたけ（乾）
旨みたっぷり乾燥セット・特選・スライス・パウダー

申込番号
022 灘商事㈱

菓心伝心
くず湯30ｇ×20個入　4種類の味が楽しめます。　
葛ようかん3種類が入った詰め合わせ

申込番号
023 吉野製箸工業協同組合

吉野杉・桧箸セレクト
木目の美しさと芳しさを合わせ持つ　杉・桧箸の逸品

申込番号
024 福西和紙本舗

吉野四季物語
４色の草木染め和紙の箱入りのセットです。

６
月
よ
り
発
送

11
月
〜
3
月
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申込番号
043 新鮮しいたけ　おかもと

吉野の原木しいたけ定期便（生＆乾）
生のセットを２回　乾のセットを１回　定期便で発送

申込番号
044 吉野杉・桧の木工房エンゲルベルク社

吉野杉・桧の木工製品詰め合わせ
銘木吉野杉・桧を使用した木工製品です。

申込番号
045 桜美荘　たいら

「四季の会席料理」ペアお食事券
吉野山の旬の恵を余すところ無くお召し上がりいただけます。

申込番号
040 梅谷味噌醤油㈱

宮滝しょうゆ・味噌バラエティセット
吉野杉の大桶でじっくりと熟成させた味噌醤油　1～2回に分けて発送

申込番号
041 ㈱北岡本店

吉野路薫る酒セット
大吟醸・かおりすぎます・奈良漬セット

申込番号
042 喜多製材所

風呂イス、石けん置き、香り袋、精油、まな板
風呂イス…高さはお好みで選べます石けん置…１個、香り袋…5個入、
精油…30ｍｌ、まな板…1枚

申込番号
037 大七沢井酒店

吉野の地酒３銘柄贅沢セット
やたがらす、猩々、花巴　各720ｍｌ×2本

申込番号
038 たつみ

柿の葉寿司・くずきり
吉野杉木箱入　鯖鮭40個・くずきり×2セット

申込番号
039 ㈱ＨＡＳＨＩＤＡ

吉野山ハム
吉野山桜で奈良県産ヤマトポークを燻しました。【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
034 ㈱西澤　葛花堂

本葛しるこ　極上本葛
本葛しるこ35個と極上本葛500ｇ×2個

申込番号
035 舟形家

吉野葛絵巻
葛ようかん、葛湯、葛餅、葛せんべい、ごまどうふ、
葛菓子、よしの本葛、葛きり

申込番号
036 水本米穀店

奉納米 吉野大峯 ごんげんらいす
お米マイスター厳選の吉野産ヒノヒカリ25ｋｇ 
3回に分けて発送
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申込番号
052 津風呂湖観光協会

津風呂湖入漁券 ( 1 名様年券 )
1年間を通して、津風呂湖で釣りが楽しめます。（ヘラブナ、バス釣り
+ワカサギ釣り  など）

申込番号
049 ㈱丸商店

吉野杉ランチョンボード
数量2枚・サイズ450×320×12ミリ・重さ750g/枚

申込番号
050 太鼓判　花夢花夢

吉野山日帰りプラン ( 1 名様 )
選べるお料理+行者の湯+体験+おみやげ

申込番号
051 吉野ビジターズビューロー

森林セラピー体験ツアー ペアチケット
専門のガイドが案内、2つのコースからお選び下さい。（2名分）

申込番号
046 ㈱吉野荘 湯川屋

山の会席料理「西行御膳」【個室にて2名様】
ゆっくりと山の会席料理「西行御膳」主に吉野特産の吉野葛を使った、体にやさしい
田舎料理をお召し上がり下さい。

申込番号
047 グランデージゴルフ倶楽部

平日プレー券（キャディ付き）
平日プレー券（キャディ付き）+ゴルフボール3個1名様分

申込番号
048 あかり工房 吉野

吉野桧のあかり「結晶」
照明器具（E17-25Wランプ・高さ28cm）1点 リラックスライト
吉野桧、手漉き和紙使用

吉野町を応援していただきありがとうございます。
これまでにお寄せいただいた「ふるさと納税」によって実施した
事業の一部を紹介します。

　平成 26 年 8 月に、吉野中学校の子どもたちが
使っている学習机を、地元吉野産ひのきに代えさ
せていただきました。
　地元の木材加工業者が部材を成型し、吉野中学
校の生徒が自らの机を組み立てました。日頃の慣
れない作業に戸惑う生徒も、全員無事に完成まで
こぎつけました。
　子どもたちは、「マイ机」として 3 年間大切に
使います。木の持つ暖かさと、皆様の温かい思い
をからだいっぱいに感じながら日々学習に励んで
います。

地元吉野産ひのきの「マイ机」

この他にも、桜の保全や、コミュニティバスのさくらラッピングなど
吉野町を元気にする事業に活用させていただいています。
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申込番号
057 吉野杉・桧の木工房エンゲルベルク社

吉野杉
和風小机

銘木吉野杉を
使用し、和風に
仕上げました。

申込番号
058 桜美荘 たいら

ペア宿泊券と
お土産
　（地酒・甘酒）

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。

申込番号
059 ㈱吉野荘 湯川屋

吉野山でご宿泊（1泊 2食付き 2名様）吉野山でご宿泊（1泊 2食付き 2名様）吉野山でご宿泊（1泊 2食付き 2名様）

世界遺産吉野山の世界遺産吉野山の
お宿です。お宿です。
夕食はゆっくりと夕食はゆっくりと
お部屋でご用意お部屋でご用意
させていただきます。させていただきます。

世界遺産吉野山の
お宿です。
夕食はゆっくりと
お部屋でご用意
させていただきます。

申込番号
056 太鼓判　花夢花夢

吉野山でご宿泊（1泊2食付き 2名様）吉野山でご宿泊（1泊2食付き 2名様）吉野山でご宿泊（1泊2食付き 2名様）
温泉+宿泊プラン

申込番号
053 ㈱山本きのこ園

よしのしめじの
日本初商品セット

グランデージゴルフ倶楽部

全日プレー券（キャディ付き）
全日プレー券（キャディ付き）+ゴルフボール3個1名様分

申込番号
055 あかり工房 吉野

吉野桧のライト
　「SAKURA」

照明器具
　（E17-25Wランプ・
　　高さ34cm）1点
リラックスライト
吉野桧、手漉き和紙使用

よしのしめじ（青果物）、
しめしめじ、乾燥しめじ、
しめじおかき
のセット×４カ月 申込番号

054



お問い合わせ先

〒６３９－３１９２
奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地１

吉野町役場 文化観光交流課
　　　ふるさと納税係

TEL.（0746）32－3081/FAX.（0746）32－8855
E-mail : furusatokifu@town.yoshino.lg.jp

吉野町ホームページもご覧ください。 http://www.town.yoshino.nara.jp/
で吉野町 検索

世界遺産・吉野ふるさとづくり寄附「寄附金申出書」

従来はおひとり様１年に１回限りだった寄附特典が平成27年4月からは『何回でも可能』となりました。

所得税と住民税の控除が受けられます

（平成 27年 4月より金額に応じて様々な特産品をお選び頂けるようになりました。）
10,000円以上ご寄附いただいた方に、吉野町の特産品をお贈りさせていただきます。

⑥

⑤

□ 直接、吉野町役場にご持参

④

(郵送料は寄附者のご負担となります )
□ 現金書留による送金

③
(手数料は寄附者のご負担となります )

②

特産品の申込

寄附金の払込み

□ 上記以外の金融機関

□ ゆうちょ銀行での払込み

( 特産品の申込も同時に入力して頂けます）
① 寄附申出書の提出

ふるさと納税ワンストップ特例制度
または確定申告

特　産　品　を　お　送　り　し　ま　す

寄　附　金　の　証　明　書　の　送　付

吉野町ホームページより入力
(南都銀行、りそな銀行、JAならけん )

□ 吉野町指定の取り扱い金融機関からの振込

( □にチェックをつけて下さい )
寄附の方法寄附金の払込方法

（お知らせいただいた個人情報は、吉野町役場で厳重に管理し、目的以外には使用しません。）

□  はい　　　　□  いいえ
今後、吉野町の観光･イベント情報等のDMを送付してよろしいですか？

□ 1. 桜コース　　　　　　　　　　･吉野の桜、世界遺産、自然環境の保全保護
□ 2. 産業振興コース　　　　　　　･吉野の森林保全、育林支援、商工業支援、観光振興
□ 3. 教育福祉コース　　　　　　　･吉野の教育施設、地域医療、福祉施策の充実
□ 4. 町長にお任せコース
□ 5. 地域支援コース【　　　　　】・地域名をホームページ掲載上の中から選択し【　】に記入してください。

（☑を付けてください）
寄附金の希望用途

寄附金額 金　　　　　　　　　　　　　円

E-mailお名前

ふりがな
FAX

ご住所
電話

(〒　　　－　　　　)

クレジットカードによる払い込みの場合この用紙は不要です。吉野町ホームページ内、
ふるさと納税オンライン決済システムをご利用下さい。(http://www.town.yoshino.nara.jp/)

私は、心のふるさと吉野町を応援するために寄附を申し出ます。

平成　　　年　　　月　　　日奈良県　吉野町長　あて

　平成 27 年度税制改革により、個人住民税の特例控除額の上限が引き上げられました。また年末調整をして、
確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、寄附する地方自治体が５ヶ所以下のときは確定申
告が不要となります。( ふるさと納税ワンストップ特例制度 )

クレジットカードによる払込 金融機関からの払込


