
http://www.city.tamano.lg.jp/

カタログ掲載以外の謝礼品に関しましてはこちらからご覧ください。

スマイルたまの！応援寄附金ホームページ

スマイルたまの！応援寄附金

謝礼品交換サイト

JTB西日本ふるさと納税配送センター

※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）
月曜日～金曜日10時～17時（祭日、年末年始、お盆除く）

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町3-1-8 http://furu-po.com/ ふるぽ 検 索ふるさと応援謝礼品

カタログに関する

お問い合わせ

ダイジェスト版
カタログ有効期限：2018年4月1日

スマイルたまの！応援寄附金

謝礼品カタログ

T A M A N O  C I T Y

玉野市岡山県

玉野市は岡山県の南端にあり、瀬戸内海の温暖な気候風土の中、美しい

自然に恵まれた風光明美なみなと町。古くから造船業、銅精錬、繊維業

や製塩業などの産業とともに発展してきました。さらに「日本の渚百選」

「快水浴場百選」に選ばれた「渋川海岸」、瀬戸内海を一望できる「王子

が岳」、県下最大の公園「みやま公園」など、自然を満喫できる魅力ある

観光スポットもたくさん。

そんな玉野市の魅力をお届けします。

ぜひ、ふるさと納税で玉野市を応援してください！



申込
番号 P001 ポイント数 10pt
深山イギリス庭園
入園券年間パスポート
○使用期限：発券から1年間有効
○事業者／公益財団法人玉野市公園緑化協会
TEL：0863-21-2860

申込
番号 P004 ポイント数 35pt
みやま公園ドッグラン回数券
12回分
○１２回分
○事業者／公益財団法人玉野市公園緑化協会
TEL：0863-21-2860

申込
番号 P003 ポイント数 20pt
ミニパターゴルフ優待券（小人）
13回分
○（小人用）１３回分
○事業者／公益財団法人玉野市公園緑化協会
TEL：0863-21-2860

申込
番号 P002 ポイント数 35pt
ミニパターゴルフ回数券（大人）
13回分
○１３回分
○事業者／公益財団法人玉野市公園緑化協会
TEL：0863-21-2860

申込
番号 H001 ポイント数 70pt
瀬戸内温泉たまの湯
入館無料優待券10枚セット
○10枚セット
○有効期限：発券から1年
○事業者／瀬戸内温泉たまの湯 TEL：0863-31-1526

特徴は、自然の風景の中に多くの花や樹
木がそれぞれの美しさとともに共存し、
四季折々の自然に調和した、イギリスの
歴史と文化がはぐくんだ自然美を基本
としたものです。

高度な技術は不要、ルールも簡単！
老若男女を問わず、楽しくプレーできます。 20世紀における

伝統的なイギリス庭園
岡山県玉野市にある
公園内のドッグラン
みやま公園ドッグランは中大型犬用
550㎡、中小型犬用600㎡、フリース
ペース用（混用）120㎡で、犬用トイレ
や足洗い場もあります。

通常、一般平日1,500円、
土日祝日1,700円のところ
入館料無料優待券を
10枚セットでお届けします。

ダイヤモンド瀬戸内マリンホテルの
宿泊にご利用いただけるチケットです。

申込
番号 N003 ポイント数 150pt
【１泊2食付】
海側スタンダードツインペア宿泊券
○大人2名様宿泊券、夕食・朝食付き  部屋タイプ：海側スタンダートツイン
○有効期限：発行日より6か月
○事業者／ダイヤモンド瀬戸内マリンホテル TEL：0863-81-2111
※ホテル繁忙期、特定期間のご利用や、部屋タイプグレードアップの場合は別途料金が発生します。
　大人入湯税150円は現地払い

温泉

宿泊

公園
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※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。※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。※謝礼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玉野市ふるさと納税寄附金謝礼品交換サイト
http://furu-po.com/tamano/をご覧ください。※2018年4月にカタログが改訂される予定です。改訂に伴い、内容や必要ポイント数が大幅に変更になる可能性がございます。ご希望の謝礼品につきましては、カタログの有効期限内に
お早目にお申込みくださいますようお願い致します。 21

寄附ってどうするの？寄附の流れ

インターネットによるお申し込み
「ふるぽ玉野市」、「ふるさとチョイス玉野市」
から、お申し込みください。

申込書によるお申し込み
寄附申込書に必要事項を記入のうえ、郵送ま
たはFAXにて玉野市役所秘書広報課までご提
出ください。申込書は市ホームページにて入手
できます。
（郵送を希望する方は、ご連絡ください）

謝礼品を申し込む4

玉野市ふるさと納税では、ご寄附いただいた方に、寄附金額に応じた謝礼品ポイントを
付与します。
付与されたポイントの範囲内で、いくつでも、何度でも謝礼品を申し込むことができます。
寄附金額に応じたポイントにつきましては、表をご確認ください。

▶ポイント制についての注意事項
●謝礼品ポイントは、市外在住で、1万円以上ご寄附いただいた方に付与されます。
●謝礼品ポイントは、ポイント付与日より1年間有効です。なお、ポイントが加算された
場合は、すべてのポイントが加算日より1年間有効となります。

●謝礼品ポイントは、寄附金のご入金を確認した後で付与します。そのため、郵便振替・銀
行振込用紙で入金した場合、ポイント付与までに数日～数週間かかる場合があります。

寄附金額に対する謝礼品ポイント一覧
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10,000円以上、2,000円単位で
5ポイント（上限1,250ポイント）

方  法

クレジットカード

郵便振替
銀行振込

現金書留

窓口払い

お手続きなど

市が寄附金の入金を確認後、発送します。
約1か月程度かかります。
確定申告する際に必要な書類です。

インターネット申込みを行う場合のみ対応。「ふるぽ」ま
たは「ふるさとチョイス」からお申し込みの際に、クレジッ
トで決済処理をしてください。
郵便振替用紙または銀行振込用紙を送付しますので、
所定の金融機関で入金してください。
玉野市秘書広報課宛に送金してください。（郵送料は
ご負担ください）
玉野市秘書広報課で対応いたします。（平日8時半～
17時15分）

クレジットカード決済分は入金確認後、寄附額
に応じたポイントを付与し、JTBが謝礼品カタ
ログ及び謝礼品申込用はがきを送付します。
※入金方法により、入金を確認するまでの時間が異
なります。また謝礼品カタログ及び謝礼品申込用
はがきはポイント付与後に送付するため、お手元に
届くまで数日～数週間かかる場合があります。

※謝礼品は、寄附申込時点では申し込みできませ
ん。別途送付する謝礼品申込用はがきが届きまし
たら、次の方法（　 ）でお申し込みください。

インターネットによるお申込み
はがきに記載のログインID・パスワードを使用し、謝礼品申込専用ページ（マイ
ページ）からご希望の謝礼品を選択してください。

謝礼品申込専用ページ（マイページ）　http://www.jtb-furusato.jp/

謝礼品申込用はがきによるお申込み
はがきに必要事項、希望する謝礼品番号を記入し、返送してください。なお、は
がきでお申込みの場合、はがきに記載の全ポイントを一度にお使いください。
※謝礼品の中にはインターネット申込限定のものがあります。お手数ですが、インターネット
でお申し込みください。

謝礼品は、事業者が直接発送します。
ご希望の謝礼品によっては、発送まで
お時間をいただくことがあります。

寄附を申し込む1

謝礼品ポイント発行3

寄附金受領証明書が届く6謝礼品が届く5

寄附金を入金する2

4

謝礼品ポイント
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玉野市滝、通称「一の滝」と呼ばれる地区にある養蜂園。清流の流れる
谷間で、四季折々に咲く花々から、ミツバチたちは密を集めてきます。
この密を完熟な状態で採取し、純粋なはちみつとしてお届けします。

BLOCK natural ice creamとは、フレッシュな野菜や果物、食物繊
維豊富な寒天、希少糖を使用し女性やお子様にも安心してお召し上
がりいただけるオリジナルアイスクリームです。今回は、岡山県玉野
市産の紫芋を使用した紫芋くるみアイスのセットになります。

株式会社ストライプインターナショナル TEL：0120-806-008事業者

株式会社半鐘屋 TEL：0868-22-5128事業者

岡山県玉野市産の雑穀のみを5種類（黒米・もちきび・はとむぎ・大豆・たかきび）使った雑穀ブレンドです。
25gの小分け使い切りパックなので計量の必要もなく、ご家庭で手軽に雑穀ごはんが炊飯器で炊けます。
おにぎり、チャーハン、リゾット、ライスコロッケなどにしてもおいしく召し上がれます。

玉野産五穀ごはん 海と山に恵まれた玉野市は、じつは「雑穀のまち」でもあります。

休耕田を活かした雑穀栽培を積極的に推進しています。

素材の美味しさがしっかり伝わる
甘さのアイスに仕上げました。

申込
番号 T001 ポイント数 35pt
BLOCK natural ice cream
紫芋クルミ 8本セット
○紫芋クルミ 1本あたり 内容量80ml×8本セット
　オリジナルデザインカップ×8個
※カップのデザイン・色は写真と異なる場合があります。
※オリジナルデザインカップはカップアイスではありません。（カップのみとなります）

申込
番号 A102 ポイント数 55pt
玉野産はちみつ「滝の蜜」３本セット
○フクラシ蜜600ｇ1本、アカシア蜜600ｇ1本、くり蜜600g1本
○数量限定につきなくなり次第終了致します。
○配送期間／ 2017年7月上旬～2017年8月下旬
○ネット限定 マイページよりお申込みください
○事業者／道の駅「みやま公園」（有）みどりの館みやま TEL：0863-32-0115

申込
番号 G003 ポイント数 25pt
玉野五穀ブレンド
1か月分（30個入り）
○25g×30個

申込
番号 G001 ポイント数 5pt
玉野五穀ブレンド
1個入り
○25g×1個

申込
番号 G002 ポイント数 10pt
玉野五穀ブレンド
5個入り
○25g×5個

こだわりぬいて、真っ赤に完熟するまで丁寧に育てたタートルファーム
の星のトマトを使った商品がすべて詰まったトマトづくしのセットです。

朝どり完熟、星のトマト朝どり完熟、星のトマト
しっかり熟れるまで丁寧に育てた、味が自慢のこだわりトマト。

申込
番号 E005 ポイント数 20pt
【星のトマト】トマトづくしセット
（濃縮トマト・ケチャップ・ドライトマト・トマトジャム）
○星のトマト 高糖度完熟トマト ストレート濃縮２００ｍｌ×1個、
完熟トマトケチャップ５００ｇ×１本、星のトマト ドライ完熟トマト２０ｇ×１袋、
星のトマト　完熟トマトジャム１００ｇ×１個

農業生産法人タートルファーム株式会社 TEL：0863-41-1181事業者

申込
番号 E004 ポイント数 20pt
【星のトマト】ギフト詰め合わせ
（濃縮トマト・ケチャップ・トマトジャム）
○星のトマト 高糖度完熟トマト ストレート濃縮５００ｍｌ×１本
　星のトマト ケチャップ３００ｇ×１個
　星のトマト 完熟トマトジャム１００ｇ×１個

申込
番号 E003 ポイント数 35pt
【星のトマト】高糖度完熟トマト
ストレート濃縮1000ml×2本
○星のトマト 高糖度完熟トマト ストレート濃縮１０００ｍｌ×２本

申込
番号 E006 ポイント数 30pt
【星のトマト】トマトづくし
（濃縮トマト・ドライトマト）ギフトセット
○星のトマト 高糖度完熟トマト ストレート濃縮２００ｍｌ×６個、
　星のトマト ドライ完熟トマト４０ｇ×１袋

申込
番号 E001 ポイント数 20pt
【星のトマト】高糖度完熟トマト
ストレート濃縮1000ml×1本
○星のトマト 高糖度完熟トマト ストレート濃縮１０００ｍｌ×１本

申込
番号 E002 ポイント数 20pt
【星のトマト】高糖度完熟トマト
ストレート濃縮500ml×2本
○星のトマト 高糖度完熟トマト ストレート濃縮５００ｍｌ×２本

2017/4/1～
7/31

受付期間

申込
番号 T002 ポイント数 45pt
BLOCK natural ice cream
紫芋クルミ 12本セット

BLOCK natural ice cream は
ち
み
つ

○紫芋クルミ 1本あたり 内容量80ml×12本セット
　オリジナルデザインカップ×12個

常温

常温

常温

常温

常温

常温

常温

常温
数量限定期間限定常温

常温

冷凍 冷凍

申込
番号 Q002 ポイント数 40pt
愛宕梨4㎏（4～6玉）
○4ｋｇ箱 4～6玉入
○ネット限定 マイページよりお申込みください
○配送期間／ 2017年12月1日～12月20日
○事業者／岡山市農業協同組合
TEL：086-225-3266

100個
限定

2017/4/1～
10/31

受付期間

数量限定期間限定常温

50個
限定

申込
番号 Q001 ポイント数 40pt
20世紀梨4㎏（8～10玉）
○4ｋｇ箱 8～10玉入
○ネット限定 マイページよりお申込みください
○配送期間／2017年9月15日～2017年9月25日
○事業者／岡山市農業協同組合
TEL：086-225-3266

2017/4/1～
8/15

受付期間

数量限定期間限定常温申込
番号 G013 ポイント数 5pt
もちきび
○100g

申込
番号 G014 ポイント数 5pt
赤米
○100g

申込
番号 G015 ポイント数 5pt
黒米
○100g

申込
番号 G016 ポイント数 5pt
たかきび
○100g

常温

常温

常温

常温

100個
限定

申込
番号 A001 ポイント数 25pt
玉野市大薮産みかん10㎏
○10㎏
○配送期間／2017年10月上旬～12月上旬
○ネット限定 マイページよりお申込みください
○事業者／道の駅「みやま公園」（有）みどりの館みやま
TEL：0863-32-0115

2017/9/1～
11/30

受付期間

数量限定期間限定常温

朝、「道の駅みやま公園」の直売所に出荷された野菜の中から、
オススメの野菜を選び、箱に詰めてお届けします。

新鮮野菜の詰めあわせ 30個
限定数量限定期間限定常温

配送期間
2017年6月上旬～
2017年6月下旬

配送期間
2017年11月上旬～
2017年12月中旬

配送期間
2018年1月14日～
2018年2月中旬

○季節の野菜、数種類。お米が入る場合があります。　○ネット限定 マイページよりお申込みください
○事業者／道の駅「みやま公園」（有）みどりの館みやま TEL：0863-32-0115

申込
番号 A012 ポイント数 35pt

2017/6/1～
6/23

受付期間

申込
番号 A013 ポイント数 35pt

2017/11/1～
12/15

受付期間

申込
番号 A014 ポイント数 35pt

2018/1/10～
2/16

受付期間

瀬戸内海の温暖な気
候をいかした野菜づ

くりが盛んです。

丹精こめて育てた旬
の野菜や果物をお届

けします。

※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。※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。※謝礼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玉野市ふるさと納税寄附金謝礼品交換サイト
http://furu-po.com/tamano/をご覧ください。※農産物、海産物につきましては天候等の影響で、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。※2018年4月にカタログが改訂される予定です。改訂に伴い、内容や
必要ポイント数が大幅に変更になる可能性がございます。ご希望の謝礼品につきましては、カタログの有効期限内にお早目にお申込みくださいますようお願い致します。

※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。※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。※謝礼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玉野市ふるさと納税寄附金謝礼品交換サイト
http://furu-po.com/tamano/をご覧ください。※農産物、海産物につきましては天候等の影響で、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。※2018年4月にカタログが改訂される予定です。改訂に伴い、内容や
必要ポイント数が大幅に変更になる可能性がございます。ご希望の謝礼品につきましては、カタログの有効期限内にお早目にお申込みくださいますようお願い致します。3 4



瀬戸内でとれる旬の地魚を厳選してセットにし
てお届けいたします。ぜひ煮魚にしてお召し上
がりください。セット内容はおまかせください。

脂の乗った3～4kg級の鰆を味が馴染みやす
いよう粗挽きにした白味噌にじっくり漬け込み
ました。

あまりに美味しいので、おひつが空になり、隣の
家に「飯（まま）」を借りに行くほど美味しいと言
われる岡山を代表する特産品です。

瀬戸内でとれる旬の地魚を厳選してセットにし
てお届けいたします。ぜひ焼魚にしてお召し上
がりください。セット内容はおまかせください。

瀬戸内の穴子や蛸など名産特産品を個食パッ
クで詰合せました。瀬戸内の海の幸を満喫でき
るお買得な詰合せです。

漁から加工、出荷まで漁師と加工場の従業員が一体
となり鮮度にこだわった製品づくりを行っております。
安全で質の高いちりめんをぜひ一度ご賞味ください。

申込
番号 K004 ポイント数 35pt
瀬戸内煮魚用セット（冷凍）
○1kg前後、加熱してお召し上がりください
○賞味期限／冷凍保存約1か月
○事業者／株式会社玉野魚市場 TEL：0863-31-2701

申込
番号 B002 ポイント数 25pt
瀬戸内海産 鰆の味噌漬
○80g×5切
○賞味期限／ 7日間
○事業者／岡山県漁業協同組合連合会 TEL：086-262-4444

瀬戸内を代表する鰆・鯛・舌平目・鱸を味が馴染
みやすいよう粗挽きにした白味噌にじっくり漬
け込みました。

申込
番号 B003 ポイント数 25pt
瀬戸内 味わい味噌漬セット
○鰆の味噌漬80g×2、鯛の味噌漬60g×2、
　舌平目の味噌漬70g×2、鱸の味噌漬60g×2
○賞味期限／ 7日間
○事業者／岡山県漁業協同組合連合会 TEL：086-262-4444

申込
番号 B004 ポイント数 25pt
瀬戸内海産 ままかり詰合せ
○ままかりの酢漬75g×3、ままかりの姿焼80g×3
○賞味期限／ 30日間
○事業者／岡山県漁業協同組合連合会 TEL：086-262-4444

瀬戸内海産の鱧（ハモ）を鍋にしてお召し上が
りください。

申込
番号 B001 ポイント数 25pt
瀬戸内海産 鱧鍋セット
○鱧(骨切済)600g、寄せ鍋つゆ20g×4、梅だれ30g×4
○賞味期限／ 90日間
○配送期間／ 2017年11月21日～2018年1月24日
○事業者／岡山県漁業協同組合連合会 TEL：086-262-4444

岡山の特産「さわら」を満喫できる詰合せ。
味噌漬け、たたき、湯煎調理でそのままお召し上が
りいただける味噌煮と便利な個食の詰合せです。

申込
番号 B008 ポイント数 25pt
瀬戸内海産 さわらづくし
○鰆の味噌漬80g×2、鰆の味噌煮60g×2、
　鰆のたたき120g、ポン酢2パック
○賞味期限／ 60日間
○事業者／岡山県漁業協同組合連合会 TEL：086-262-4444

申込
番号 B007 ポイント数 25pt
瀬戸内いろいろセット
○焼きあなご120g、あなごのタレ20g、ゆでだこ150g、
ちりめん80g、ままかりの酢漬75g
○賞味期限／30日間
○事業者／岡山県漁業協同組合連合会 TEL：086-262-4444

申込
番号 B005 ポイント数 25pt
瀬戸内上乾ちりめん
○90g×3袋
○賞味期限／14日間
○事業者／岡山県漁業協同組合連合会 TEL：086-262-4444

申込
番号 K005 ポイント数 35pt
瀬戸内焼魚用セット（冷凍）
○1kg前後、加熱してお召し上がりください
○賞味期限／冷凍保存約1か月
○事業者／株式会社玉野魚市場 TEL：0863-31-2701

瀬
戸
内
で
と
れ
る
旬
の
地
魚
を
厳
選
し
て
詰
め
合
わ
せ
ま
し
た
。

鮮
度
い
き
い
き

天候、災害、潮等により収穫量・収穫時期が遅れた場合、発送が遅れる場合があります。冷凍加工の都合上、発送までお時間がかかる場合があります。

玉野市認定【お宝たまの印商品：焼たこ、たま
げた一夜干し】と正真正銘【地物の焼穴子】を
セットにしたよくばりセットです。

申込
番号 K001 ポイント数 35pt
瀬戸内魚介加工品セット
○1kg前後（アナゴ、げた、たこ）
　内容は季節、漁の状況により変わることがあります
○賞味期限／出荷後冷凍保存半年
○事業者／株式会社玉野魚市場 TEL：0863-31-2701

サワラ、タコ、タイの燻製品です。

申込
番号 C002 ポイント数 40pt
龍宮城 ver.2

イメージ写真

○燻製品詰め合わせ（サワラ約170g、タコ約130g、タイ約170g）　
○賞味期限／ 60日間
○事業者／玉野食品株式会社 TEL：0863-31-4111

冷蔵冷蔵冷凍

冷凍 冷凍 冷凍

冷蔵冷蔵
冷蔵

冷蔵
冷凍

瀬戸内でとれる旬の地魚を厳選してセットにし
てお届けいたします。ぜひ煮魚にしてお召し上
がりください。セット内容はおまかせください。

申込
番号 K002 ポイント数 35pt
瀬戸内煮魚用セット（冷蔵）
○1kg前後、加熱してお召し上がりください
○賞味期限／出荷後冷蔵保存2日
○事業者／株式会社玉野魚市場 TEL：0863-31-2701

冷凍

※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。※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。※謝礼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玉野市ふるさと納税寄附金謝礼品交換サイト
http://furu-po.com/tamano/をご覧ください。※農産物、海産物につきましては天候等の影響で、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。※2018年4月にカタログが改訂される予定です。改訂に伴い、内容や
必要ポイント数が大幅に変更になる可能性がございます。ご希望の謝礼品につきましては、カタログの有効期限内にお早目にお申込みくださいますようお願い致します。

※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。※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。※謝礼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玉野市ふるさと納税寄附金謝礼品交換サイト
http://furu-po.com/tamano/をご覧ください。※農産物、海産物につきましては天候等の影響で、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。※2018年4月にカタログが改訂される予定です。改訂に伴い、内容や
必要ポイント数が大幅に変更になる可能性がございます。ご希望の謝礼品につきましては、カタログの有効期限内にお早目にお申込みくださいますようお願い致します。5 65



味・艶・焼きあがりの香りの良い海苔のみを厳選し、使用しています。
海苔は早摘みであるほど、うまみを多く含み栄養価も高く、口溶け良好で
香り高いものなので、邦美丸の海苔は早摘みにこだわっています。

穴子入りの焼きめしに温泉たまごを
トッピング。玉野市のご当地グルメ
「たまの温玉めし」のたれが誕生しま
した。本醸造醤油にアナゴや魚、か
つお節、昆布エキスを加えて絶妙な
バランスで仕上げた万能たれです。

瀬戸内海に面した玉野市で潮風をたっぷりあびて育った
紫いもを、白麹で仕込み本格焼酎に仕上げました。紫い
も焼酎は、香り高くフルーティーな味わいが特徴です。

ほのかな甘みと、くせのないスッキリした
喉ごしをお楽しみください。
ほのかな甘みと、くせのないスッキリした
喉ごしをお楽しみください。

瀬戸内の豊かな海で育った、胸上のりの味・
香りをお楽しみください。

塩海苔、味海苔、焼海苔の
一番人気のお得なセットです。

植物油と塩のシンプルな味付けで、
特に若い女性や中年男性に愛されていて、
おつまみとしても人気が高い一品です。

余計なものを一切使わずに
味付けしているので、
特に健康に気遣う方や
小さいお子様に人気があります。

海苔の香ばしい香りが食欲をかきたて、
特に小さいお子様や海苔つうな方に
愛されている一品です。

玉野市渋川には長さ900mの藤棚があります。その
藤棚に、たわわに実った藤の実から丹念にエキスを
抽出し、じっくり熟成させた藤の実リキュールです。

フルーティーな香りと素直な飲み心地は、
オンザロックや水割り、ソーダ割り等で
お楽しみ頂けます。

フルーティーな香りと素直な飲み心地は、
オンザロックや水割り、ソーダ割り等で
お楽しみ頂けます。

自社栽培した
新鮮なきのこを
お届けします。

自然の恵みをいかした特産品

たまの温玉めし

海
苔

ご当地

グルメ

申込
番号 D102 ポイント数 20pt

申込
番号 D101 ポイント数 10pt

たまの温玉めしのたれ 3本セット
○200ml×3
○数量限定につき、なくなり次第受付終了致します。
○事業者／特定非営利活動法人手毬の里
TEL：0863-71-1365

たまの温玉めしのたれ
○200ml
○数量限定につき、なくなり次第受付終了致します。
○事業者／特定非営利活動法人手毬の里
TEL：0863-71-1365

申込
番号 J003 ポイント数 20pt
たまの藤ロマン
○720ml
○事業者／公益社団法人玉野市観光協会
TEL：0863-21-3486

申込
番号 M013 ポイント数 55pt
生キクラゲ 定期便
（1kg × 3か月）
○生キクラゲ1kg×3か月

申込
番号 M014 ポイント数 70pt
生キクラゲ 定期便
（1kg × 4か月）
○生キクラゲ1kg×4か月

申込
番号 M015 ポイント数 85pt
生椎茸＆生キクラゲ
（定期便 6か月）
○生椎茸800ｇ、生キクラゲ200ｇ×6か月

申込
番号 M016 ポイント数 45pt
生椎茸＆生キクラゲ
（定期便 3か月）
○生椎茸800ｇ、生キクラゲ200ｇ×3か月

申込
番号 M017 ポイント数 55pt
生椎茸＆生キクラゲ
（定期便 4か月）
○生椎茸800ｇ、生キクラゲ200ｇ×4か月

申込
番号 M008 ポイント数 95pt
【お徳用】乾燥椎茸スライス 2㎏
○乾燥椎茸スライス 500ｇ×4袋＝2kg

申込
番号 M009 ポイント数 140pt
【お徳用】乾燥キクラゲホール 2㎏
○乾燥キクラゲホール 500ｇ×4袋＝2kg

申込
番号 M019 ポイント数 70pt
【お徳用】乾燥キクラゲホール 1㎏
○乾燥キクラゲホール １ｋｇ

申込
番号 M020 ポイント数 85pt
【お徳用】乾燥キクラゲスライス 1㎏
○乾燥キクラゲスライス １ｋｇ

申込
番号 M107 ポイント数 80pt
【お徳用】乾燥椎茸 2㎏
○乾燥椎茸ホール 500ｇ×4袋＝2kg

申込
番号 M021 ポイント数 60pt
【お徳用】乾燥椎茸スライス＆
乾燥キクラゲホール
○乾燥椎茸スライス500ｇ、乾燥キクラゲホール500ｇ

申込
番号 M010 ポイント数 165pt
【お徳用】乾燥キクラゲスライス 2㎏
○乾燥キクラゲスライス 500ｇ×4袋＝2kg

2017/4/1～
6/30

受付期間

申込
番号 F001 ポイント数 30pt
海苔セット
○焼きのり（１０枚）×２、
味付けのり（８切５枚入×30）×3
○事業者／胸上漁業協同組合
TEL：0863-41-1535

邦美丸 TEL：080-6240-9230事業者

200個
限定

申込
番号 A008 ポイント数 30pt
紫笑伝720ml×２本
○720ml×2本
○ネット限定 マイページよりお申込みください
○事業者／道の駅「みやま公園」 （有）みどりの館みやま
TEL：0863-32-0115

申込
番号 M001 ポイント数 20pt
贅沢キノコギフト
○椎茸の旨煮、わさび椎茸、乾燥椎茸ホール、乾燥椎茸スライス、
　乾燥キクラゲホール、乾燥キクラゲスライスを各1個ずつ

申込
番号 M002 ポイント数 15pt
乾物キノコ 4種
○乾燥椎茸ホール、乾燥椎茸スライス、乾燥キクラゲホール、
　乾燥キクラゲスライスを各2個ずつ

申込
番号 M003 ポイント数 10pt
乾燥キクラゲ 2種
○乾燥キクラゲホール、乾燥キクラゲスライスを各2個ずつ

申込
番号 M004 ポイント数 10pt
乾物椎茸 2種
○乾燥椎茸ホール、乾燥椎茸スライスを各2個ずつ

申込
番号 M012 ポイント数 50pt
生椎茸 定期便
（1㎏ × 4か月）
○生椎茸1kg×4か月

申込
番号 M005 ポイント数 15pt
生椎茸詰め合わせ
○1kg

申込
番号 M006 ポイント数 20pt
生キクラゲ 詰め合わせ
○1kg

申込
番号 M018 ポイント数 15pt
生椎茸800g ＆ 生キクラゲ200g
○生椎茸800ｇ、生キクラゲ200g

定期便
産地直送

申込
番号 M011 ポイント数 40pt
生椎茸 定期便
（1㎏ × 3か月）
○生椎茸1kg×3か月

三宝産業株式会社 TEL：086-221-0811事業者

き
の
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の
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期間限定

数量限定常温

数量限定常温

数量限定常温

常温

申込
番号 L004 ポイント数 30pt
邦美丸の海苔３本セット
（各8切80枚全形10枚分）
○各8切80枚（全形10枚分）×3本セット

常温

申込
番号 L002 ポイント数 15pt
邦美丸の味海苔（オレンジ）
8切80枚（全形10枚分）
○8切80枚（全形10枚分）

常温

申込
番号 L001 ポイント数 15pt
邦美丸の塩海苔（白）
（8切80枚全形10枚分）
○8切80枚（全形10枚分）

常温

申込
番号 L003 ポイント数 15pt
邦美丸の焼海苔（黒）
8切80枚（全形10枚分）
○8切80枚（全形10枚分）

常温

常温

常温

常温

常温

常温

常温

常温

常温

常温

常温

常温

常温

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

※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。※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。※謝礼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玉野市ふるさと納税寄附金謝礼品交換サイト
http://furu-po.com/tamano/をご覧ください。※天候等の影響で、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。※2018年4月にカタログが改訂される予定です。改訂に伴い、内容や必要ポイント数が大幅に変更に
なる可能性がございます。ご希望の謝礼品につきましては、カタログの有効期限内にお早目にお申込みくださいますようお願い致します。

※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。※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。※謝礼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玉野市ふるさと納税寄附金謝礼品交換サイト
http://furu-po.com/tamano/をご覧ください。※20歳未満の方の飲酒は法律で禁じられています。20歳未満の方はお申込みになれません。※2018年4月にカタログが改訂される予定です。改訂に伴い、内容や必要ポイント数が大幅
に変更になる可能性がございます。ご希望の謝礼品につきましては、カタログの有効期限内にお早目にお申込みくださいますようお願い致します。7 8



内尾和正は玉野市生まれ、玉野在住のイラストレーター。
映画『ファイナルファンタジー』やゲーム『神撃のバハムート』、『天
空のクリスタリア』、東芝のテレビCM等で、その細やかな表現と
独創性の高さで絶賛を受ける。また、ベルギーなどで、個展を開
催。ヨーロッパの人々を魅了させている。
現在は、ライフワークである『奇譚しるべ』の制作に取り組んで
いる。内尾和正のファンタジーワールドを是非お手元に。

これまで、小学生以下を対象としたコンテストにて個性あふれる
生き物を描いてきました。この度は、年齢の枠を越えてあなたの
オリジナル(夢のいきもの)を描きあげます。

あなたの考えたオリジナルの
「夢のいきもの」を描きおろします。

玉野市出身の漫画家「いしいひさいち」氏のキャラクターののちゃんを
あしらったネクタイです。

玉野市の旬な情報やイベントなどを毎月お届
けする「広報たまの」と、岡山県内で唯一の
水族館である渋川マリン水族館の年間パス
ポートをセットでお届けします。

船の進水式で使われた支え綱は安産や
様々なご利益があるとされています。
三井造船玉野事業所で建造された船が
進水する際に使用した支え綱を使用し、
一つ一つ手作りで作成しています。

申込
番号 S001 ポイント数 15pt
岡山県玉野市広報紙「広報たまの」一年分【毎月送付（12回）】と
「渋川マリン水族館年間パスポート」のセット
○「広報たまの」（A4版：24ページ～36ページ）と「年間パスポート」（通常のカードの大きさ）のセット
○配送期間／お申込みの翌月以降のお届け予定です
○事業者／岡山県玉野市 TEL：0863-32-5533

申込
番号 J012 ポイント数 45pt
ののちゃんネクタイ（グリーン）
○130㎝・40ｇ
○事業者／公益社団法人玉野市観光協会
TEL：0863-21-3486

申込
番号 J018 ポイント数 345pt
『篭杜木（こもりぎ）』
○全体サイズ：36×36㎝、イラストサイズ：20×20cm

申込
番号 J023 ポイント数 690pt
『燐光回廊（りんこうかいろう）』
○全体サイズ：60×40㎝、イラストサイズ：40×20㎝

申込
番号 J024 ポイント数 690pt
『蜃気楼閣（しんきろうかく）』
○全体サイズ：60×40㎝、イラストサイズ：40×20㎝

申込
番号 J030 ポイント数 1250pt
内尾和正があなたの為に描きおろす
オリジナルイラスト「夢のいきもの」
○用紙サイズ：279㎜×420㎜（額装サイズ294㎜×435㎜）

紅陽永灯

雲霞交翼 燐光回廊 蜃気楼閣

篭杜木

申込
番号 J020 ポイント数 690pt
『雲霞交翼（うんかこうよく）』
○全体サイズ：60×40㎝、イラストサイズ：40×20㎝

申込
番号 J022 ポイント数 690pt
『紅陽永灯（こうようえいとう）』
○全体サイズ：60×40㎝、イラストサイズ：40×20㎝

申込
番号 J013 ポイント数 45pt
ののちゃんネクタイ（シルバーグレー）
○130㎝・40ｇ
○事業者／公益社団法人玉野市観光協会
TEL：0863-21-3486

申込
番号 J031 ポイント数 45pt
銅製 手造り両面おろし金 4号
○材質：純銅、仕上方法：錫めっき仕上、
　本体サイズ：約縦225×幅120mm、本体重量：約320g

申込
番号 J032 ポイント数 205pt
ごはんは銅だ 銅炊飯釜3合炊き
○本体サイズ：蓋含む最大径約215×155mmH、
　本体重量：約1550g、容量：1合～3合

申込
番号 J035 ポイント数 45pt
銅製 玉子焼き 15㎝
○本体サイズ（取手含む）：約150×325×85mmH、
　本体重量：約570g、
　容量：玉子Mサイズ約3～4個分が焼けます

申込
番号 J033 ポイント数 55pt
雪月花手打ちタンブラー(中)
○材質：純銅、仕上方法：内面錫めっき仕上、
　本体サイズ：径約75×120mmH、
　本体重量：約215g、容量：約350ml

申込
番号 J034 ポイント数 180pt
銅製青被き（あおかずき）急須後手ストレーナー付と
銅製茶筒セット
○急須後手ストレーナー付／本体サイズ：本体（最大）約105×185×105mmH、
　ストレーナー／径約102×57mmH、
　本体重量：約390g、容量：約550g
　茶筒／本体サイズ：径約73×109mmH、本体重量：約240g

申込
番号 J001 ポイント数 5pt
お守り「支綱」（ストラップ）
○50ｇ
○事業者／公益社団法人玉野市観光協会
TEL：0863-21-3486

プロの料理人も絶賛の銅のおろし金

玉子焼きなら銅に限る

冷たさ美味しさを楽しむお米の美味しさを逃がさないので
美味しく炊きあげることができます。

ゆったりと茶を頂き、茶器を愛でながら
雅趣あふれるお茶の時間を愉しんでください。

玉野の手仕事

内尾和正作品

銅製品

公益社団法人玉野市観光協会 TEL：0863-21-3486事業者

公益社団法人玉野市観光協会 TEL：0863-21-3486事業者

※出来上がった作品は動画にはなりません。
※発送は約6か月後となります。
【ご注意】
ご注文後、あなたの考えたオリジナルイラストを描いて頂く用紙を郵送にてお送りい
たします。指定用紙以外に描いてお送り頂いても構いませんが、完成後のサイズは規
定の物となります。
制作期間の目安は6か月程度。寄付者様のイラスト制作期間（約2か月）オリジナルイ
ラスト受け取り後、内尾氏の制作期間（約4か月）
作品の著作権は内尾氏の帰属とさせて頂きます。予めご了承ください。

夢のいきもの  内尾和正  YouTube

これまでのオリジナル作品はこちら

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。

60個
限定

申込
番号 Q003 ポイント数 35pt
スイートピー（50本）
○50本束
○配送期間／ 2018年1月15日～2月28日
○ネット限定 マイページよりお申込みください
○事業者／岡山市農業協同組合
TEL：086-225-3266 ～2017

11/30

受付期間

お花オリジナルグッズ

数量限定 期間限定

※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。※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。※謝礼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玉野市ふるさと納税寄附金謝礼品交換サイト
http://furu-po.com/tamano/をご覧ください。※2018年4月にカタログが改訂される予定です。改訂に伴い、内容や必要ポイント数が大幅に変更になる可能性がございます。ご希望の謝礼品につきましては、カタログの有効期限内に
お早目にお申込みくださいますようお願い致します。

※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。※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。※謝礼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玉野市ふるさと納税寄附金謝礼品交換サイト
http://furu-po.com/tamano/をご覧ください。※2018年4月にカタログが改訂される予定です。改訂に伴い、内容や必要ポイント数が大幅に変更になる可能性がございます。ご希望の謝礼品につきましては、カタログの有効期限内に
お早目にお申込みくださいますようお願い致します。9 10



●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。●不在等よる配送日指定のご希望は可能な限り対応致します。●2018年4月にカタログが改訂される予定です。改訂に伴い、内容や必要ポイント数が大幅に変更
になる可能性がございます。ご希望の謝礼品につきましては、カタログの有効期限内にお早目にお申込みくださいますようお願い致します。

20歳未満の方の飲酒は法律で禁じられています。20歳未満の方はお申込みになれません。
51

謝礼品をお申込みの前にご確認ください

【謝礼品の説明について】

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。

謝礼品の配送について お問い合わせについて

謝礼品の配送方法

謝礼品の申込番号 謝礼品に関する問合せ先
謝礼品が配送される時期

謝礼品の申込期限が設けられている
謝礼品。期間内のみ申込み可。

Sample

8/1～
12/15

受付期間

謝礼品の交換ポイント数
※自治体毎にポイント表記が異なります。

完熟みかん（M）
○セット内容／完熟みかん5kg（MまたはMLサイズ）
配送期間：8月下旬～12月下旬
○事業者／みかん農園 ☎000-000-0000

カタログの見かたお申込み方法について

http://jtb-furusato.jp/

○ ハガキに記載の全ポイントを一度にお使いください。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できま
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。

○ インターネット申込みの方は謝礼品を別々
にお申込みでき、 残ったポイントは有効期
限内にご利用いただけます。

○ 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。

※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。

※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。

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）

インターネット申込み（マイページ）の場合

ハガキで申込みの場合

ポイントをお持ちの方のご利用ガイド

1 2 3 4

地域産品の場合
宅配便、メール便でお送りします。

体験型謝礼品の場合
玉野市ふるさと応援寄附金謝礼品
ホームページをご覧ください。

岡山県玉野市ふるさと納税の活用方法

心豊かな人をはぐくむまちづくり事業
家庭・地域の教育力の充実、安全で適切な教育環境の提供、
充実した学校教育を提供するための事業に使わせていただきます。

安心して生活できるまちづくり事業
高齢者・障害者の生活を支援、子どもの健やかな成長を支援、
地域の福祉活動を推進する事業に使わせていただきます。

安全で災害に強いまちづくり事業
火災、災害による被害を軽減させる、
交通事故を減少させる事業に使わせていただきます。

事業は指定しない
公共交通対策事業、雑穀生産振興事業など、
市長が必要と認める事業に活用させていただきます。

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。

ハガキでは
お申込みできません。

数量限定

謝礼品の申込期限や配送期限が
設けられている謝礼品。

謝礼品の受付数量が設けられて
いる謝礼品。

数量限定

期間限定
期間限定

常温

常温で配送される
謝礼品常温

冷蔵便で配送される
謝礼品冷蔵

冷凍便で配送される
謝礼品冷凍

申込
番号 A001 ポイント数 80pt


