
カタログ有効期限 
2018年5月31日まで

http://www.asukamura.jp/topics/hurusatonouzei/

カタログ掲載以外の謝礼品に関しましては明日香村のホームページ
をご確認くださいませ。

ふるぽ 検索JTB西日本ふるさと納税配送センター
〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町3-1-8

月曜日～金曜日10 時～17 時（祝日、年末年始、お盆除く）
※問い合わせの際はお客様のID 番号をお知らせください。

☎0570-002-631（代表）

ふるさと応援寄附金 謝礼品カタログに関するお問い合わせ ふるさと明日香村 応援寄附金 謝礼品ホームページ

ふるさと明日香村 応援寄附金ホームページ
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ふるさと応援寄附金
謝礼品カタログ

ダイジェスト版

平成 29 年度版

明日香村カタログ

明日香村ホームページ

掲載点数：62 点

掲載点数：120 点
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日本の国のはじまりの地、明日香村。

「日本」「天皇」という名称、水時計や暦、官僚制度、貨幣経済など、

現代日本の根幹となる名称や制度はこの場所で生まれました。

その証となる遺跡が村内各所に点在し、

継続的に実施されている発掘調査により新たな発見が相次いでいます。

そして山々にかかる朝もや、変わらぬ街並み、彼岸花が咲き乱れる棚田、

二上山に落ちる夕日。

日本人の心のふるさとと謂われる日本の原風景が今も体感できます。

四季折々、朝昼晩、その時々に魅力が溢れ、

古代ロマン薫る明日香村からふるさとの恵みをお届けします。
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飛鳥京観光協会 10744-54-3240

申込
番号 B054 交換

ポイント 36,000pt

「飛鳥の民宿」
１泊２日ペア宿泊券
○夕・朝食付き。

【ご予約方法】謝礼品お申込み確認後、宿泊券をお送りいた
します。予約は宿泊の１週間前までに飛鳥観光協会までお
電話ください。民宿の案内をお送りいたします。
※岡地区・豊浦地区・野口地区にある７つの民宿からお選び
いただけます。
※発行日より１年間有効。
※満室や諸事情などでご利用いただけない場合があります。

あすか癒俚の里 森羅塾  10120-957-087

申込
番号 B060 交換

ポイント 78,000pt

1日1 組限定の古民家宿「あすか
癒俚の里 森羅塾」ペア宿泊券
○【ご予約方法】謝礼品お申込み確認後、宿泊券をお送り
いたします。ご宿泊の３日前までに電話または「あすか癒
俚の里 森羅塾」ホームページから予約をお願いします（ふ
るさと納税の宿泊券ご利用とお伝えください）。宿泊券に
名前を記入の上、当日ご持参ください。
※宿では食事の提供がございませんので、近隣レストラン
のご案内などをさせていただきます。※発行日より１年間
有効。※満室などでご利用いただけない場合があります。

ASUKA GUEST HOUSE 10744-54-5659

申込
番号 B065 交換

ポイント 52,000pt

「ASUKA  GUEST  HOUSE」
蔵個室 1泊２食ペア宿泊券
○夕・朝食付き。2 名様でご利用ください。

【ご予約方法】謝礼品お申込み確認後、宿泊券をお送りい
たします。
下記メールにお客様ご自身でご予約ください。
customer ＠asukaguesthouse.com
※お電話でも受け付けます。※発行日より１年間有効。
※満室などでご利用いただけない場合があります。

B&B Asuka 10744-54-3810

申込
番号 B069 交換

ポイント 40,000pt

「B&B Asuka」1 泊２日
ペア宿泊券
○【ご予約方法】お申込み確認後、宿泊券をお送りします。
お電話・FAX・メールにて、お客様ご自身でご予約ください。
※朝食1 食、タオル、歯ブラシ、寝間着（浴衣）が含まれま
す。夕食は含まれませんので、お近くの飲食店をご利用くだ
さい。※ご予約のキャンセルは、予約日の1 週間以上前に
ご連絡ください。※10 歳以下のお子様・ペットの同伴はご
遠慮ください。

【ご予約方法】謝礼品お申し込み確認後、
有効期限（発行日より1年間）を明記したポストカード
をお送りいたします。
前日までに予約の上、当日ご持参ください。

（ランチタイム11：00〜15：00、
ディナータイム18：00〜／毎週水曜定休）

ポカフレール 1080-3101-7888

申込
番号 B061 交換

ポイント 8,000pt

ランチ ペアお食事券

ポカフレール 1080-3101-7888

申込
番号 B062 交換

ポイント 52,000pt

ディナー ペアお食事券
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明日香村に浸る

何も無いけど何かがある。

そんな昔ながらの日本家屋に

宿泊してゆったりとした

ひとときをお楽しみください。

一般財団法人明日香村地域振興公社 10744-54-9200

申込
番号 A036 交換

ポイント 10,000pt

超小型モビリティレンタルサービス
「MICHIMO」3 時間利用券

一般財団法人明日香村地域振興公社 10744-54-9200

申込
番号 A037 交換

ポイント 14,000pt

超小型モビリティレンタルサービス
「MICHIMO」5 時間利用券

一般財団法人明日香村地域振興公社 10744-54-9200

申込
番号 A038 交換

ポイント 24,000pt

超小型モビリティレンタルサービス
「MICHIMO」1日利用券

【ご予約方法】謝礼品お申し込み確認後、
利用券をお送りいたします。
事前にお電話での予約が必要です。
予約は電話番号：0744-54-9200

「MICHIMO ステーション」まで。
（国交省の認定エリア「明日香村」「橿原市」
「高取町」の一部のみ走行可能です。
ご利用には普通自動車運転免許が必要です）
営業時間9：00 〜18：00（季節により変動あり）
利用券の時間を超える場合は1 時間につき1,620 円

（税込）かかります。
※車両に限りがありますので、予約状況により、ご希望に
沿えない場合があります。※発行日より6 ヵ月間有効。

明日香村を巡る
２人乗りの「超小型モビリティ」で明日香村を走ろう！電気自動車なので CO2の排出はゼロ。小回りの利くエコカーに乗って大自然の風を感じよう！

明日香村を味わう明日香村の新鮮な食材を
使用した豊富なメニューを楽しみましょう。

ランチイメージ（B061）

ディナーイメージ（B062）

明日香村に訪れる観光客の間でも人気の
高いレストラン「Poca Frere（ポカフレー
ル）」のお食事券をご提供します。
前日までにご予約ください。
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明日香村の米

ヒノヒカリは、ほのかな甘みと

もちっとした食感のおいしいお米。

また、タンパク質やミネラル、

ビタミンが多く含まれる古代米は、

健康食材として注目されています。

一般財団法人明日香村地域振興公社 
10744-54-9200

申込
番号 A010 交換

ポイント 4,000pt

明日香の古代米（赤米 200g・袋入）
○200g

一般財団法人明日香村地域振興公社 
10744-54-9200

申込
番号 A011 交換

ポイント 4,000pt

明日香の古代米（緑米 200g・袋入）
○200g

石田農園 10744-54-2730

申込
番号 K002 交換

ポイント 10,000pt

明日香村産
「不知火（でこちゃん）」8㎏

○M〜2Lサイズ混合 8㎏
（1個160g〜260g）
※配送期間：2018年3月頃〜予定

申込
番号 A043 交換

ポイント 14,000pt

申込
番号 A044 交換

ポイント 14,000pt
飛鳥の郷 万葉人 10744-54-5456

申込
番号 F010 交換

ポイント 14,000pt

飛鳥古代米セット
○黒米450g×2個、赤米450g×1個、
緑米450g×1個、三色米450g×2個

一般財団法人明日香村地域振興公社 
10744-54-9200

申込
番号 A013 交換

ポイント 4,000pt

明日香の古代米
（赤米 450g・ペットボトル入）

○450g

一般財団法人明日香村地域振興公社 
10744-54-9200

申込
番号 A014 交換

ポイント 4,000pt

明日香の古代米
（緑米 450g・ペットボトル入）

○450g

一般財団法人明日香村地域振興公社 10744-54-9200

「采女の宅配便 夏の便」
（7/6または 7/13 発送）

○トマト・きゅうり・なす・じゃがいも・かぼちゃなど季節の農
作物と加工品をセットで10種類
※配送期間：7月6日（木）または7月13日（木）
※農作物等の内容は、天候等により変更となる
場合があります。

明日香村苺出荷部会 1 090-1907-5060

申込
番号 H002 交換

ポイント 10,000pt

明日香村産いちご「あすかルビー」
○イチゴあすかルビー約320g（6〜9粒入り）×4パック
※配送期間：2018年1月〜予定
※受付期間内でも限定数量に達した場合は受付終了とさせ
て頂きます。
※配送日数の都合上、北海道・沖縄への配送はできません。
※良いイチゴが収穫出来る時にお届けいたしますので、多少
お届けにお時間を頂く場合があります。

一般財団法人明日香村地域振興公社 10744-54-9200

「采女の宅配便 冬の便 」
（12/7または 12/14 発送）

※配送期間：12月7日（木）または12月14日（木）
※農作物等の内容は、天候等により変更となる
場合があります。

○ミニ白菜・大根・白ねぎ・春菊・みかんなど季節の農作物と
加工品をセットで10種類

明日香村の農家が丹精こめて栽培した旬の野菜や果物、
こだわりの加工品など、飛鳥の味を箱いっぱいにしてお届けします。

プチプチした食感の赤米、ほくほく甘い黒
米、もちもちの緑米のセットです。個性豊か
な明日香村育ちの古代米と、光沢あるヒノ
ヒカリを最良のバランスで配合しています。

空気のきれいな日本のふる里「あすか」で
栽培したデコポンの一種、不知火「でこちゃん」
です。

自然豊かな明日香村で育った大粒でとっても
ジューシーないちごです。

明日香村の果物大自然に囲まれた明日香村自慢の

「あすかルビー」「でこちゃん」
期間限定でしか味わえない
旬をお楽しみください。

2017/6/1~
2017/7/11

2017/6/1~
2017/12/12

松原秀典農園 1090-3658-4024

申込
番号 J003 交換

ポイント 20,000pt

明日香村産 不知火
「でこちゃん」10㎏

○10kg　※5kgもあります（J004／12,000pt）
※配送期間：2018年3月頃〜予定

2018年2月頃開始予定

2018年1月頃開始予定

2018年2月頃開始予定

20セット

20セット

白米 玄米

一般財団法人明日香村地域振興公社 
10744-54-9200

申込
番号 A006 交換

ポイント 8,000pt

明日香村産ヒノヒカリ玄米 5㎏
○5㎏

一般財団法人明日香村地域振興公社 
10744-54-9200

申込
番号 A002 交換

ポイント 8,000pt

明日香村産ヒノヒカリ5㎏
○5㎏

一般財団法人明日香村地域振興公社
10744-54-9200

申込
番号 A003 交換

ポイント 14,000pt

明日香村産ヒノヒカリ10㎏
○10kg

一般財団法人明日香村地域振興公社
10744-54-9200

申込
番号 A007 交換

ポイント 12,000pt

明日香村産ヒノヒカリ玄米 10㎏
○10㎏
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有限会社ゆめ明日香 10744-54-5054

申込
番号 B056 交換

ポイント 10,000pt

明日香素材まるごとジャム
（６点セット）

○125g×6本（あすかルビー・ブルーベリー・はっさく
のマーマレード・紫いも・トマト・いちじく／各1本）　

有限会社ゆめ明日香 10744-54-5054

申込
番号 B058 交換

ポイント 8,000pt

ドレッシングセット
○ごまドレッシング200g×1本、青じそド
レッシング210g×1本、生姜ドレッシング
210g×1本、生姜の佃煮100g×2袋

飛鳥の郷 万葉人 10744-54-5456 飛鳥の郷 万葉人 10744-54-5456

申込
番号 F005 交換

ポイント 10,000pt 申込
番号 F006 交換

ポイント 10,000pt

飛鳥カレー大和肉鶏・
古代三色米ごはん３人前セット

飛鳥カレー大和牛・
古代三色米ごはん３人前セット

○飛鳥カレー200g×3個、古代三色米ごはん450g ○飛鳥カレー200g×3個、古代三色米ごはん450g

徳星醤油醸造場 10744-54-2023

申込
番号 G001 交換

ポイント 12,000pt

キトラ醤油セット
○キトラ醤油 125㎖×4 本（「朱雀」特上こいくち、

「青龍」まろやかなこいくち、「玄武」うすくち、「白虎」
こいくち／各1 本）、「キトラ四神」手ぬぐい（900 ×
360㎜）１枚入り

徳星醤油醸造場 10744-54-2023

申込
番号 G002 交換

ポイント 6,000pt

明日香村産
味くらべセット
○徳星醤油100㎖×1本、山椒の実入り醤油100㎖
×1本、ぽん酢100㎖×1本

一般財団法人明日香村地域振興公社 
10744-54-9200

一般財団法人明日香村地域振興公社 
10744-54-9200

石舞台の月（8 個入） 石舞台の月（15 個入）
○古代米（黒米）入り ダックワーズ8個 ○古代米（黒米）入り ダックワーズ15個

申込
番号

申込
番号 A022 A023交換

ポイント
交換
ポイント4,000pt 6,000pt

飛鳥の郷 万葉人 10744-54-5456

キトラ四神クッキーセット
○クッキー大  箱8枚入、クッキー小  8枚入×2缶

申込
番号 F003 交換

ポイント 12,000pt

飛鳥の郷 万葉人 10744-54-5456

キトラ四神クッキー＆
キトラ四神せんべいセット
○クッキー大　箱8枚入、せんべい袋4枚入×3個

申込
番号 F002 交換

ポイント 10,000pt

橘舎 10744-54-5266

申込
番号 D006 交換

ポイント 26,000pt

「花祭りの甘茶」＆
「大倭国の当帰茶」
ギフトBOX
○ギフトBOXサイズ：13×18.8×8㎝
内容量：各缶25ｇ

品の良い甘さの「甘茶」と当帰の葉を焙
煎した「当帰茶」のセットです。飲む生薬
シリーズから「祝茶」としてご贈答用にご
用意しました。

地鶏ならではのぎゅっと締まった肉質と、コクのあ
る肉汁が魅力の大和肉鶏や、ニンジンや大根、ゴボ
ウなど、香り豊かな季節の野菜がたっぷり！ 大和
肉鶏と明日香村産の野菜など、飛鳥の恵みをふん
だんに使った、まさに" 飛鳥のカレー" です。

大和牛のコクのある肉汁が魅力のご当地カレー。
ニンジンや大根、ゴボウなど、香り豊かな季節の
野菜がたっぷり！ 大和牛と明日香村産の野菜な
ど、飛鳥の恵みをふんだんに使った、まさに " 飛
鳥のカレー " です。

一般財団法人明日香村地域振興公社 10744-54-9200

申込
番号 A047 交換

ポイント 4,000pt

明日香村産つるむらさきを
練り込んだ「翠麺（みどりめん）」
○2 人前（160g）
※金曜日に発送します。

栄養価の高い緑黄色野菜「つるむらさき」を練り込
んだうどん。色鮮やかな緑色の見た目と、「つるむら
さき」のネバトロがつくりだすツルツルとした食感
が特徴です。

キトラ古墳の壁画をモチーフにした醤油と本染てぬぐ
いのセットです。大変人気商品となっております。

徳星醤油醸造場が厳選した味くらべセットです。
珍しい山椒の実入り醤油も入っています。

明日香村産の上質なフルーツを使ったジャム。さわや
かでクリアな酸味とジューシーで甘い香り、上品な口
どけ。素材の味がたっぷりと味わえる贅沢な逸品です。

一般財団法人明日香村地域振興公社 
10744-54-9200

一般財団法人明日香村地域振興公社 
10744-54-9200

石舞台の風（8 個入） 石舞台の風（16 個入）
○古代米（黒米）入り サブレパイ8個 ○古代米（黒米）入り サブレパイ16個

申込
番号

申込
番号 A020 A021交換

ポイント
交換
ポイント4,000pt 6,000pt

高松塚古墳やキトラ古墳の石室の東西
南北壁画「四神」が描かれたクッキーで
す。明日香村で育った古代緑米粉を配
合したサックリ感が心地よいクッキーで
す。

日本最古といわれる富本銭を象っています。

ポカフレール 1080-3101-7888

明日香村産の野菜や果物を使った
パウンドケーキ（６個入り）
○6個入り

申込
番号 B063 交換

ポイント

ASUKA癒俚 10744-54-2607

あすかルビーのロールケーキ
２本セット
○1箱1本入り2個セット（1本当たり約16㎝・400g）

申込
番号 B059 交換

ポイント 14,000pt 6,000pt
飛鳥の郷 万葉人 10744-54-5456

富本銭（ふほんせん）煎餅
○袋5枚入×6個

申込
番号 F001 交換

ポイント 8,000pt

サラダだけでなく、しゃぶしゃぶ・冷製パス
タにも使えるドレッシングと、地元で評判の
生姜の佃煮をセットしてお届けします。

一般財団法人明日香村地域振興公社 10744-54-9200

申込
番号 A045 交換

ポイント 4,000pt

明日香村産フルーツのフリーズ
ドライ【いちご（あすかルビー）】
○1袋（5g）
※金曜日に発送します。※製造状況によりお届けま
でお時間をいただくことがあります。

明日香村産のフルーツをそのままフリーズドライにしました。美味しさや栄
養はそのままに、「サクサク」とした食感をお楽しみいただけます。そのま
までも、アイスやヨーグルトのトッピングとしてお使いいただいても、美味
しくお召し上がりいただけます。

一般財団法人明日香村地域振興公社 10744-54-9200

申込
番号 A046 交換

ポイント 4,000pt

明日香村産フルーツの
フリーズドライ【ミックス】
○1袋（13g）　※金曜日に発送します。※製造状況により
お届けまでお時間をいただくことがあります。※季節によ
り、フルーツの内容は異なります。

明日香村の美味しい味

明日香の素材を使用した

様々な特産品は、

どれもオリジナリティ

あふれるものばかり。

明日香村産の古代米（黒米）が入った
サクサク食感のサブレパイです。

明日香村産の古代米（黒米）が入ったふんわりした食感のダックワーズです。



10
※掲載しているセット内容は、季節等の都合により内容変更または同類相当の商品に変更となる場合があります。予めご了承ください。※中元歳暮時期は、季節柄大変混み合っており、お届けが多
少遅れる場合があります。予めご了承ください。※写真はすべてイメージです。記載内容以外の食材や薬味、容器等は含まれません。※商品はなくなり次第終了とさせて頂きます。※賞味期限等商品
詳細に関してはふるさと明日香村応援寄附金謝礼品ホームページhttp://furu-po.com/ をご覧ください。

9
※掲載しているセット内容は、季節等の都合により内容変更または同類相当の商品に変更となる場合があります。予めご了承ください。※中元歳暮時期は、季節柄大変混み合っており、お届けが多
少遅れる場合があります。予めご了承ください。※写真はすべてイメージです。記載内容以外の食材や薬味、容器等は含まれません。※商品はなくなり次第終了とさせて頂きます。※賞味期限等商品
詳細に関してはふるさと明日香村応援寄附金謝礼品ホームページhttp://furu-po.com/ をご覧ください。

希
少
な
ワ
イ
ン

に
酔
い
し
れ
る

明日香村のワイン

明日香村在住のご夫婦が丁寧に

育てた葡萄が、山梨県のワイナリーの

協力のもと、ワインになりました。

飛
鳥
の
遺
跡
や

古
代
の
風
景
を

様
々
な
ア
イ
テ
ム
で

明日香村をアイテムに

明日香の遺跡や古代の風景を

様々なアイテムで商品にしまし

た。目で見て楽しむ物や香りを

楽しむものまで様々です。

一般財団法人明日香村地域振興公社 
10744-54-9200

申込
番号 A024 交換

ポイント 2,000pt

キトラ四神 ふきん 朱雀
○1 枚、30㎝×40㎝

一般財団法人明日香村地域振興公社 
10744-54-9200

申込
番号 A048 交換

ポイント 4,000pt

キトラ四神 てぬぐい 朱雀
○1 枚、30㎝×90㎝

一般財団法人明日香村地域振興公社 
10744-54-9200

申込
番号 A050 交換

ポイント 4,000pt

キトラ四神 てぬぐい 青龍
○1 枚、30㎝×90㎝

一般財団法人明日香村地域振興公社 
10744-54-9200

申込
番号 A025 交換

ポイント 2,000pt

キトラ四神 ふきん 白虎
○1 枚、30㎝×40㎝

一般財団法人明日香村地域振興公社 
10744-54-9200

申込
番号 A049 交換

ポイント 4,000pt

キトラ四神 てぬぐい 白虎
○1 枚、30㎝×90㎝

一般財団法人明日香村地域振興公社 
10744-54-9200

申込
番号 A051 交換

ポイント 4,000pt

キトラ四神 てぬぐい 玄武
○1 枚、30㎝×90㎝

一般財団法人明日香村地域振興公社 
10744-54-9200

申込
番号 A026 交換

ポイント 2,000pt

キトラ四神 ふきん 青龍
○1 枚、30㎝×40㎝

一般財団法人明日香村地域振興公社 
10744-54-9200

申込
番号 A027 交換

ポイント 2,000pt

キトラ四神 ふきん 玄武
○1 枚、30㎝×40㎝

飛鳥おもいで堂 10744-28-0655

申込
番号 E012 交換

ポイント 6,000pt

明日香村遺跡ランプ「猿石（山王権現）」
○幅70㎜×奥行70㎜×高さ70㎜（台座含む）、
重さ約20g、プラスチック製、電球1 個付き

飛鳥おもいで堂 10744-28-0655

申込
番号 E021 交換

ポイント 6,000pt

明日香村遺跡フィギュア「二面石」
○幅70㎜×奥行70㎜×高さ60㎜（台座含む）、
プラスチック製

飛鳥おもいで堂 10744-28-0655

輪（Rin） 10744-56-1180 明日香村森林組合 10744-54-2038

申込
番号 E032 交換

ポイント 6,000pt

申込
番号 B073 交換

ポイント 6,000pt 申込
番号 L001 交換

ポイント 26,000pt

埴輪スタンプ「武人」 名前入れ可能

「いにしえのあしあと」グッズセット
吉野杉利用 透かし彫り
額縁タイプ（飛鳥美人）

○スタンプ部分直径20㎜、高さ50㎜（埴輪含む）、スタン
プ部分はゴム製（埴輪はプラスチック製）
※ご注文後、お名前をおうかがいします。その後、お届けま
で1週間前後いただきます。

○A4サイズでお届けします【内容】　A5クリ
アファイル：万葉植物4 種各1枚、「ヤマザク
ラ」、「カキツバタ」、「ヨメナ」、「ヤブツバキ」、　
しおり2 枚組み：明日香村情景 2 種 各1枚、

「石舞台と飛鳥川の飛石」、「橘寺の二面石と
稲渕の棚田」

○Ｗ29㎝×Ｈ38.5㎝×Ｄ1.5㎝
※受注生産につき発送まで少しお時間をい
ただきます。

飛鳥おもいで堂 10744-28-0655

申込
番号 E023 交換

ポイント 6,000pt

四神の木札お守り「玄武」（大） 
名前入れ可能
○横30㎜×縦60㎜（埴輪含む）、木製、紐付き（紐の
種類はお選びいただけません）
※ご注文後、お名前をおうかがいします。その後、お届けま
で1週間前後いただきます。

飛鳥おもいで堂 10744-28-0655

申込
番号 E005 交換

ポイント 6,000pt

四神マグカップ「四神」（大）吉野葛付き
○1 個、直径82㎜×高さ95㎜、吉野産葛付き。

【朱雀】 【朱雀】【白虎】 【白虎】【青龍】 【青龍】【玄武】 【玄武】

皇族が愛しつづけた「橘」。明日香村の村花「橘」の葉の独特な香りをグリーンノートに仕上げた
オードパルファン。品の良い香りは幅広い女性ファンから支持され、男性にも好評です。

橘舎 10744-54-5266

申込
番号 D001 交換

ポイント 38,000pt

橘の香水  「Sara」
オードパルファン
○1本　30㎖

明日香村の村花「橘」

橘舎は、2012 年から明日香村の放置畑を開墾し、
「橘」を植え続けています。

万葉人をイメージした水彩画シリーズ
のグッズセット。

吉野杉を利用した透かし彫り額縁
タイプ（飛鳥美人）になります。20セット

B&B Asuka 10744-54-3810

明日香村ワイン
（製造年２０１４年）

○720㎖×1本
ネット
限定 B071 交換

ポイント 12,000pt

4セット

B&B Asuka 10744-54-3810

明日香村ワイン（２本入）
○720㎖×2本
※2015年・2016年ワインの
セット商品となります。

ネット
限定

交換
ポイント 18,000ptB070

B&B Asuka 10744-54-3810

明日香村ワイン
（製造年２０１６年）

○720㎖×1本
ネット
限定

交換
ポイント 10,000pt

20セット

B072

B&B Asuka 10744-54-3810

明日香村ワイン
（製造年２０１5 年）

○720㎖×1本
ネット
限定

交換
ポイント 10,000pt

20セット

B053
※製造数に限りがございます。大変人気商品となっておりますので、数量限定にさせていただきます。
※未成年者の飲酒は法律で禁じられています。20歳未満の方は酒類のお申込みはできません。



謝礼品をお申込みの前にご確認ください
●掲載しているセット内容は、都合により内容変更または同類相当の謝礼品に変更となる場合があります。予めご了承ください。●農産物（生鮮食品）につきましては、天候の影響で収穫量・収穫
時期が遅れた場合、発送が遅れる場合があります。●季節によって詰め合わせる野菜が変更される場合があります。●季節によって謝礼品の内容が変更になる場合があります。
●中元歳暮時期は、季節柄大変混み合っており、お届けが多少遅れる場合があります。予めご了承ください。●写真は全てイメージです。記載内容以外の食材や薬味、容器等は含まれません。
●謝礼品は無くなり次第終了とさせて頂きます。●不在等による配送日指定のご希望は可能な限り対応致します。

監修／一般社団法人 地域交流推進協議会 506071A
 

お申込み方法について

ポイントをお持ちの方のご利用ガイド

奈良県明日香村 ふるさと応援寄附金の活用方法

お問い合わせについて

謝礼品について
ご希望謝礼品を扱う各事業者に
直接お問い合わせください。 

（各謝礼品に記載） 

カタログの内容について 
『JTB 西日本ふるさと納税配送
センター』までお問い合わせ
ください。（表紙に記載）

4
お手持ちのポイントを 
専用申込みはがきにて
ご確認ください。

※専用申込みはがきは再発行で
きませんので、ご注意ください。

1
謝礼品のお申込みは、
インターネット（マイページ）
もしくは、ハガキのどちらか
をご選択ください。 

※お申込みの際は、
必ず同じ内容を
お客様控えにご記入いただき、
謝礼品お届けまで大事に保管
してください。

2
謝礼品の配送について

体験型謝礼品の場合
ふるさと明日香村 応援寄附金
謝礼品ホームページをご覧ください。

3

インターネット申し込み
（マイページ）の場合

ハガキで
申し込みの場合

○ ハガキに記載の全ポイントを一度にお使い下さい。ポイントが
　 余った場合は、有効期限内でマイページからのみお申し込みできます。

○ ポイント内でお好みの謝礼品を複数組み合わせることもできます。

○ ハガキに記載のＩＤ / パスワードをご確認
　いただきマイページよりログインください。 

○ インターネット申し込みの方は有効期限
　内であればポイントを積み立てることが
　出来ます。その際には全てのポイントの
　有効期限が延長されます。

○ インターネット申し込みの方は謝礼品を
　別々にお申し込みでき、 残ったポイントは
　有効期限内にご利用頂けます。

○ ポイント内でお好みの謝礼品を複数組み
　合わせることもできます。

http://furu-po.com/

1.文化財の保存活用事業
国民的資産である「文化財」の保存と「文化財」を活用した
史跡整備事業に活用させていただきます。

2.良好な生活環境づくり事業
暮らしのための環境の整備や農道、古道、周遊歩道等の
整備事業に活用させていただきます。

3. 魅力ある村づくり事業
明日香村の特色を生かした観光、農林業の振興事業に
活用させていただきます。

4. 村長おまかせ事業
寄附金の使途を指定されなかった場合は村長おまかせ事業として
行財政の健全化対策や、特に村長が認める事業に活用させて
いただきます。

伝飛鳥板蓋宮跡

飛鳥寺とれんげ

棚田

亀石

地域産品の場合
宅配便、メール便でお送りします。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁じられています。酒類は20歳未満の方はお申込みになれません。

2016/10/1~
2017/4/30

カタログの見かた

【謝礼品の説明について】

Sam
ple

○事業者／みかん農園 1000-000-0000

完熟みかん（M）
○ セット内容／完熟みかん5㎏（MまたはＭＬサイズ）
配送期間：8月下旬〜12月下旬

申込
番号 A001 交換

ポイント 20,000pt

アイコンの見方

№31

7520820

* 7 5 2 0 8 2 0 *




