
 

謝礼品をお申し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。

※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歳未満の方はお申し込みになれません。

カタログの見かた

【謝礼品の説明について】

お申し込み方法について

ポイントをお持ちの方のご利用ガイド

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 ふるぽ
（ふるさと納税）コールセンター』
までお問い合わせください。

4
お手持ちのポイントを 
専用申し込みはがきにて
ご確認ください。

※専用申し込みはがきは再発行
できませんので、ご注意ください。

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

※お申し込みの際は、
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
奄美市ふるさと納税寄附金
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

はがきで
お申し込みの場合

○ はがき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。

○ はがきに記載の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/

地域産品の場合
宅配便、メール便でお送りします。

※自治体毎にポイント表記が異なります。

謝礼品が配送される時期

謝礼品に関するお問合せ先謝礼品のお申込番号 謝礼品の交換ポイント数

監修／一般社団法人 地域交流推進協議会 618071A

~

奄美市のふるさと納税の活用方法

■市民協働のまちづくり及び地域振興に関する事業

■世界自然遺産に関する事業

■地域文化の保存・継承に関する事業

■子育て支援・高齢者福祉に関する事業

■観光の振興に関する事業

■教育の振興・人材育成に関する事業

■移住定住の促進及び交流人口の増加を推進する事業

■その他（市長が必要と認める事業）

100pt

●完熟みかん5㎏（MまたはL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

完熟みかん（M）

申込
番号

交換
ポイントAA00

土盛海岸

舟こぎ競争

マングローブ原生林

泥染め

№49

7522620

* 7 5 2 2 6 2 0 *

はがきでお申し込みが
できない謝礼品

鹿児島県奄美市ふるさと納税寄附金ホームページ
http://www.city.amami.lg.jp/pjsenryaku/kifu/noze.html

カタログ掲載以外の謝礼品に関しては奄美市ふるさと納税謝礼品ホームページをご覧ください。

http://furu-po.com ふるぽ 検索
ふるさと納税謝礼品
カタログに関する
お問い合わせ -

奄美市

ダイジェスト版

カタログ有効期限

2017年6月30日

鹿児島県奄美市ふるさと納税寄附金ホームページ
http://www.city.amami.lg.jp/pjsenryaku/kifu/noze.html

http://furu-po.com ふるぽ 検索

奄美市

ふるさと納税謝礼品
カタログに関する
お問い合わせ

カタログ掲載以外の謝礼品に関しては奄美市ふるさと納税謝礼品ホームページをご覧ください。JTBふるぽ
（ふるさと納税）コールセンター

0570-666-532（代表）
年中無休  10時～ 17時（1/1～ 1/3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。
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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。※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。※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。予めご了承ください。※賞味期限等商品詳細に関しては奄美市ふるさと納税寄附金謝礼品ホームページhttp://furu-po.
com/をご覧ください。

※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。※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。※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。予めご了承ください。※賞味期限等商品詳細に関しては奄美市ふるさと納税寄附金謝礼品ホームページhttp://furu-po.
com/をご覧ください。
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バーベキューで焼き目を
つけて豪快にいただくの
もおすすめ。

25,000pt申込
番号

交換
ポイントCD01

●3.0㎏セット（肩ロース1.0kg、ロース1.0㎏、
バラ1.0㎏）※出荷頭数に限りがある為、注
文が1頭分になり準備次第の発送となります。
●事業者／株式会社カイセイ
☎0997-58-5000

奄美島豚 あかりんとん
ブロック塊セット

深い自然と島の太陽を浴びて、南国

の特質を活かした環境でのびのび

育った奄美島豚あかりんとん。希少

な島豚を厳選してお送りいたします。

ホワイト・骨付き・ボロニアの 3 種で、どれもビッグボリュームで食べ応え抜群。

ボイルするだけで、ふっくらジューシーに、肉の甘みが溶け出します。

2018/6/30まで

2018/6/30まで

9,000pt申込
番号

交換
ポイントCD03

●ホワイトソーセージ：200g、骨付きソーセージ：300g、ボロニアソーセージスライス：
60g×3 ※毎月、月末の発送となります。
●事業者／株式会社カイセイ☎0997-58-5000

奄美島豚 あかりんとん
ソーセージセット

●（大人用）中辛10個　【1個  200g（6～8皿分）】
●事業者／奄美島立会物流センター 

☎0997-52-5942

島おこし  奄美カレー（カレールー）
【大人向け10個セット】

奄美大島産のうこんをパウダーにせず、生
うこんをベースにこだわりの原料を使用
し、人工的添加物・味付けを加えること
なく作られたカレールーです。

14,000pt申込
番号

交換
ポイントCB02

●島らっきょうキムチ 200g、パパイヤキムチ 100g、
もずくキムチ 100g

●事業者／あまみ 島キムチ本舗 ☎0997-58-4333

【特産】島キムチ贅沢3点セット！
（島らっきょう、パパイヤ、もずくキムチ）

奄美特産のもずくと奄美産青パパイヤ
で歯ごたえを出した食べ飽きないキム
チです。冷奴や納豆のトッピングに最適
です。

8,000pt申込
番号

交換
ポイントCQ01

とろける味わい。
ブランド豚あかりんとん。

●柵4P（1Kg程度）・・・内訳：大トロ1P（250g程度）、中トロ
2P（500g程度）、赤身1P（250g程度）
●事業者／あまみこ・奄美特産品事業部  ☎0997-69-3831

奄美大島産
養殖本マグロ（冷凍）1kg程度

水揚げ後すぐに通常冷凍と異なるマイナス３０℃という超
低温の急速冷凍技術により凍結。そのため解凍した際に、
鮮度、味、見栄え、において驚きの鮮度を実現！

30,000pt申込
番号

交換
ポイントCN01

世界で初めて卵からの完全養殖に成功した安心・安全・
絶品本マグロです。

●赤身200g、中トロ200g、大トロ100g

●事業者／株式会社グリーンストア ☎0997-53-7087

奄美近大本マグロ【冷凍】

25,000pt申込
番号

交換
ポイントAC01

奄美大島で黒潮の海水をそのまま自然濾過
して煮詰めた天然塩です。エコの思いで、
燃料を木材に拘り続けています。 

2,000pt申込
番号

交換
ポイントBB04

●150g（原材料：黒潮の海水100％）
●事業者／打田原集落会事業部 

☎0997-63-2378 

打田原のマシュ 袋詰 小袋

●1Kg  天候の影響で収穫量が遅れた場合、発送が遅れる場
合があります。
●事業者／奄旨海房 魚匠 ☎0997-58-8400

ウンギャルマツ（青ダイ） 1kg  1尾

奄美近海で一本釣りされたウンギャルマツ（青ダイ）
は、昔から高級魚として重宝がられ、今でも刺身や
煮魚などに調理され美味しく食べられています。

12,000pt申込
番号

交換
ポイントAK07

●800g（400g×2個）（24～46匹入）
●事業者／有限会社入来水産 

☎0997-54-8093

冷凍車エビ800ｇ

奄美のきれいな海で元気に育った車エビを活
き〆にし、急速冷凍にしました。加熱してお
召し上がりください。

13,000pt申込
番号

交換
ポイントCJ05

●200g×6個  手作業で作る人気商品のため、ご注文
から発送までお時間をいただく場合がございます。
●事業者／赤木名キムチ工房 ☎0997-63-2670

豚プルコギ6個

豚バラ肉のスライスをコチュジャン等で
味付けをしたタレに漬け込みました。油
を引かず弱火で焼くだけで本場韓国の
プルコギが楽しめます。

13,000pt申込
番号

交換
ポイントAJ06

奄
美
グ
ル
メ

AMAMI
GOURMENT
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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。※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。※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。天候の影響で船が欠航や収穫量・収穫時期が遅れた場合発送が遅れる場合があります。予めご了承ください。※賞味期限等
商品詳細に関しては奄美市ふるさと納税寄附金謝礼品ホームページhttp://furu-po.com/をご覧ください。

※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。※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。※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。天候の影響で船が欠航や収穫量・収穫時期が遅れた場合発送が遅れる場合があります。予めご了承ください。※賞味期限等
商品詳細に関しては奄美市ふるさと納税寄附金謝礼品ホームページhttp://furu-po.com/をご覧ください。

豊かな大地とティダ（お日様）の恵みをしっかり吸収し、
契約果樹園の愛情たっぷりに美味しく育った「ぜっぴ
ん奄美完熟たんかん」をジャムにしました。

●ジャム118㎖、皮入りジャム118㎖
●事業者／きゃしなふ
☎050-3636-8678

んまま奄美たんかんジャム
（ジャム・皮入りジャム）セット

奄美大島の太陽をいっぱい浴びて元気にすくすく育っ
た ” タンカン ” で作りました。

●100㎖入りカップ×12個
※ご注文時に旬のおすすめジェラートを組み合わせてお送りします。
内容はお任せください。
●事業者／La Fonte ラフォンテ ☎0997-62-3935

【La Fonte】
手づくりジェラート奄美12個セット

2017/9/11~
2018/6/30

南国奄美を代表するトロピカルフルーツである、人気
のパッションフルーツ・グァバ・たんかんのジュースを
詰め合わせにしました。

●500㎖x各1本ずつ（3本）
●事業者／栄食品工業株式会社
☎0997-52-2451

奄美のとれたて  トロピカルジュース
アソート3本セット

10,000pt申込
番号

交換
ポイントAS0714,000pt申込

番号
交換
ポイントAB02

奄美のトロピカルフルーツや黒糖、塩などを低脂肪、
低カロリーのジェラートに仕立てました。

●6種類×各100㎖×各2個。たんかん、黒糖、すもも、さんご塩、
パッション、島バナナ、グアバなどのジェラートの内、6種類を厳
選してお送りします。（季節により多少種類が変更になる場合があ
ります）島バナナ9月～11月、グアバ7月～10月
●事業者／ジュラテリア　アンティカ
☎0997-69-3345

奄美産素材使用ジェラート  12個入り

6,000pt申込
番号

交換
ポイントAF11

15,000pt申込
番号

交換
ポイントBX01

●タンカンジュース 500㎖×1、ゼリー80g×5、羊かん250g×1、
かりん糖100g×1、パパイヤ漬け100g×1

●事業者／有限会社  サン奄美 

☎0997-69-5033

サン奄美セット

11,000pt申込
番号

交換
ポイントAP01

パッションフルーツ、たんかん、マンゴー等のフルー
ツや、奄美産サトウキビ 100％の純黒糖、海塩など奄
美の恵みをジェラートカップにギュッと詰め込みました。10,000pt申込

番号
交換
ポイントCU04

●10kg　専用段ボール箱入り、統一サイズではありません。  

※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。
●配送期間／2018年2月上旬～2018年3月上旬（予定）
●事業者／ＪＡあまみ ☎0997-53-3000

奄美たんかん・あったらしゃ 2017/11/1～
2018/2/10

●7パック（たんかん×2、すもも×2、パッションフルーツ×1、ド
ラゴンフルーツ&パッションフルーツ×1、マンゴー×1）
●事業者／株式会社ソレイユスマイル 

☎0997-69-4802

オリジナルスムージー7個パック

10,000pt申込
番号

交換
ポイントBH19

奄美の果物・ハーブ・自家製ハチミツをブレンドした
オリジナルスムージー。奄美の自然の恵みがたっぷり
と詰まったスムージーをお楽しみください。

奄美の養鶏農家のこだわり卵で作ったお口の中
で溶けてなくなる優しいケーキ。奄美のフルーツ
とコラボした季節限定スイーツとのセットです。

●5号サイズ×2個 （季節によってフルーツが異なり、たん
かん1月～5月、すもも6～7月、マンゴー8月～12月を予定）
●事業者／株式会社みなみくんの卵 

☎0997-62-5511

みなみの島のとろけるケーキ「おぼろ姫」
プレーンと季節物の2個入りセット

12,000pt申込
番号

交換
ポイントAV01

こころも体も元気になる、
美味しいスイーツをお届けします。

奄美は一年を通してあたたかい気候に恵ま
れ、いのち豊かに育みます。雨と太陽をたっ
ぷり浴びて育った奄美の果実は、自然の恵
みそのもの。南国奄美を代表するフルーツで
ある「たんかん」をお届けします。

奄美の
たんかん

10,000pt申込
番号

交換
ポイントCT02

●M～3L（5kg）サイズ別に箱詰  

※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。
●配送期間／2018年2月15日～2018年3月末（予定）  
●事業者／元井農園 ☎0997-56-3331

奄美たんかん良品5kg 2017/12/10～
2018/2/28

300 日以上かけてわが子を育てるように栽培しています。センサー選果機による選
別で厳選され、味にばらつきがない甘みと酸味が絶妙なとびっきり美味しい奄美た
んかんです。

ひとつひとつ丹精込めて
仕上げました。

2017/12/1～
2018/2/28

奄美市名瀬の老舗青果店「青菜」の店長  永田千秋兄が、外見は劣るものの自家
用で楽しんで頂ける奄美たんかんを厳選いたしました。

10,000pt申込
番号

交換
ポイントCV03

●奄美たんかん大玉（Ｌサイズ～２Ｌサイズ）5kg詰。Ｌサイズ5kgで約30個、２Ｌサイズ5kgで
約24個  ※サイズはおまかせください。お選びいただけませんのでご了承ください。
●配送期間／2018年2月5日～2018年3月10日（予定）  
●事業者／奄美市の老舗青果店  青菜 ☎0997-52-9746

奄美たんかん  自家用大玉  5kg詰

高糖度でジューシーな果汁を
お楽しみください。
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ほおばった人の
ココロが晴れやかに
なるパン。

12種類以上のパンを
お届けします！

山の恵み「白神こだま酵母」と、海の恵み「用
安海岸の塩とうとがなし」、大地の恵み「国産
小麦・奄美の島ざらめ」を使い、島時間の中、
丁寧にパン作りをしています。

●食パン×1斤、カンパーニュ×1、玄米ブレッド×1、バゲットハーフ×1、
ベーコンエピ×1、ボルケーノ×2、白あん木苺×2、塩バター×2、
シナモンロール×2、クロワッサン×2、はちみつクリームチーズ×2、
いちじく×2、ベーグル（数種）×3、シフォンケーキ（カット）×2
●事業者／晴れるベーカリー 
☎0997-63-2383

【晴れるベーカリー】人気パンのセット

14,000pt申込
番号

交換
ポイントBP01

9,000pt申込
番号

交換
ポイントBH21

●ヤギミルク石鹸70g、ハチミツ石鹸65g

●事業者／株式会社ソレイユスマイル
☎ 0997-69-4802

洗顔石鹸2種セット（ヤギミルク・ハチミツ）

それいゆふぁ〜む牧場の山羊達から搾った貴重なヤ
ギミルクと、奄美の百花香る自家製ハチミツを配合し
た洗顔石鹸です。石油系界面活性剤、鉱物油、着
色料、パラベン無添加でお肌を優しく洗い上げます。

5,000pt申込
番号

交換
ポイントBS02

●200㎖
●事業者／タラソ奄美の竜宮
☎0997-55-6211

奄美の月桃 うるおい美人 化粧水

赤ちゃんの肌は、お化粧品を使用しなくても自分の力
で潤いを保っています。本来の健康な肌を取り戻す回
復力を促す化粧品をめざしています。

●縦7㎝×横5.8㎝  

天然素材のためハブ革の柄には個体差がございます。
●事業者／有限会社原ハブ屋奄美  ☎0997-63-1826

ハブ革御守

奄美大島産のハブ革を使用したお財布などに入れるカー

ドタイプの御守です。奄美では古くからハブ革を持つと

金持ちになり魔除けになると伝えられています。

8,000pt申込
番号

交換
ポイントBR03 2,000pt申込

番号
交換
ポイントBL02

●縦18.3㎝×横13㎝、厚さ1.7㎝
●事業者／株式会社楠田書店 

☎0997-52-2631

書籍　『奄美の野鳥図鑑』

奄美固有種・ルリカケスをはじめとして、296 種の
野鳥をカラー写真付で掲載。主な探鳥地を地図入り
で紹介しています。

奄美の暮らしを感じる 奄美市の工芸品や地元のお土産など

●コーヒー（豆）3種類  各200g入
●事業者／自家焙煎珈琲 豆と麦 ☎0997-63-2065

【自家焙煎】豆と麦の人気コーヒー（豆）
200g×3種類セット

10,000pt申込
番号

交換
ポイントBT03

83,000pt申込
番号

交換
ポイントBN03

●純絹　シルクマッサージクレンジング100g、純絹　シルクウォッ
シュ（洗顔）90g、純絹　シルクローション120㎖
●事業者／株式会社アーダン ☎0120-931-469

アーダン　純絹三点セット

高級素材シルクと奄美の黒糖で潤う肌へ導く、ワンランク
上の基礎化粧品セットです。黒砂糖と黒糖エキスによる
黒糖オリゴのWの保湿効果で、お肌をしっかりと潤します。

「自家焙煎珈琲 豆と麦」は、奄美大島の恵み豊か
な山と海に囲まれた場所で焙煎をしています。そんな

「豆と麦」で、特に人気の高いコーヒーを 3 種ご用
意しました。

●ドリップパック5個、珈琲粉200g

●事業者／山田珈琲 Amami Island ☎090-2590-0900

あまみブレンドセット
【ドリップパック5個&粉200g】

8,000pt申込
番号

交換
ポイントCC02

山田珈琲人気 No.1 オリジナルブレンドの「あまみブ
レンド」。スペシャルティコーヒー 100％の自家焙煎
珈琲をご自宅でお手軽にお楽しみいただける、珈琲
豆【粉】とドリップパックのセットです。

10,000pt申込
番号

交換
ポイントCN08

●こな黒糖500g×5袋、ざらめ糖500g×5袋  詰合せ
●事業者／あまみこ・奄美特産品事業部  ☎0997-69-3831

奄美大島黒糖物語シリーズ
（こな黒糖・ざらめ糖詰合せ）

14,000pt申込
番号

交換
ポイントCW06

●純黒糖（ハードタイプ）85g×1、純黒糖（パウダータイプ）80g×1、サ
ンゴ海水塩30g×1、黒糖さんご（さとうきびパウダー入）×2枚、コンフィチュー
ル（たんかん、グァバ）各50g×各1、胡麻黒（奄美黒糖ドーナツ）×1個、
たんかんパイ×1枚、島ラスク（黒糖）2枚入り×1袋、黒糖ショコラ12粒
×1個、純黒糖と世界の木の実×2袋
●事業者／ 奄美きょら海工房  ☎0997-57-0091

【奄美きょら海工房】
ティータイムのおともに  奄美くつろぎセット

10,000pt申込
番号

交換
ポイントBG01

●720g ※さとうきびがなくなり次第終了させていただきます。
●事業者／株式会社キュービスト奄美  ☎0997-53-9415

純生黒糖　240ｇ×3

貴重な自然に囲まれた奄美大島で育った素材を、
たっぷり使った商品が勢ぞろい。奄美から「身体が
喜ぶ」「身体に優しい」商品をお届けいたします。

夏 :
冬 :

奄美産のさとうきびを使い、昔ながらの製法で仕
上げています。混ぜ物をしていない純粋な黒糖で
す。　

こな黒糖（サトウキビ 100％原料）は、南国の太
陽が育んだサトウキビを煮詰めて作った天然ミネラ
ルが豊富な黒砂糖です。奄美ざらめ糖（サトウキビ
100％原料）は、南国の太陽のエネルギーをたっぷ
り含んだサトウキビから作る粗精糖です。

「みき」です。忙しい朝の朝
食に、食欲がない時などに
最適です。

解凍後 1 〜 2 日は甘さが際立ちますので、3 日
目からがオススメです。

10,000pt申込
番号

交換
ポイントCX01

●プレーンみき500㎖×2本、パッションみき500㎖×2本、ス
モモみき500㎖×1本
●事業者／合同会社  味の郷かさり  ☎0997-63-0771

フルーティーな果汁入り 奄美の伝統飲料
【みき】の詰め合わせ
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「加那」は奄美の方言で「愛しい人」「恋人」
の意味です。チョコやナッツ類、お肉料理と
相性が良いです。

加 

那
（
西
平
酒
造
）

じ
ょ
う
ご
（
有
村
商
事
）

こ だ わ り の 黒 糖 焼 酎

●38度、720㎖
●事業者／合資会社 弥生焼酎醸造所
☎0997-52-1205

【秘蔵蔵内原酒】奄美でしか造れない
黒糖焼酎「弥生原酒」38度 720㎖

奄美群島で造られている黒糖焼酎の中でも
38 度の原酒を特別にご用意しました。濃厚
な味わいと熟成感のある焼酎です。

弥
生
原
酒
（
弥
生
焼
酎
醸
造
所
）

13,000pt申込
番号

交換
ポイントAD01

奄美群島でのみ製造が許されている「奄美
黒糖焼酎」は糖分ゼロの本格焼酎。黒糖の
甘い香りとトロッとした口当たりがクセになる
焼酎です。

せ
え
ご
れ
（
西
平
本
家
）

龍 

郷
（
町
田
酒
造
）

●奄美黒糖焼酎「せえごれ」25度 1,800㎖×1本
●事業者／株式会社西平本家
☎0997-52-0059

【元ちとせさんデザインラベル】
奄美黒糖焼酎「せえごれ」25度  1800㎖

7,000pt申込
番号

交換
ポイントAL01

地元奄美大島産の黒糖を 100％使用し製造
しております。口当たりがやわらかく、飲み
口がさわやかな仕上がり。

●25度、1800㎖
●事業者／有村商事株式会社
☎0997-52-2119

奄美黒糖焼酎  じょうご
25度  1800㎖

8,000pt申込
番号

交換
ポイントBC02

従来の黒糖焼酎よりも、黒砂糖をふんだん
に使用し、原料の風味がしっかりと残る常圧
蒸留製法でつくりました。

●30度、1800㎖
●事業者／西平酒造株式会社
☎0997-52-0171

加那しゃる（愛しい）
黒糖焼酎  加那  30度  1800㎖

9,000pt申込
番号

交換
ポイントAQ04

高い香りの原酒と深い味わいの原酒を、絶
妙なバランスで調和させ、今までにない香味
を誕生させました。

れ
ん
と
（
奄
美
大
島
開
運
酒
造
）

●25度、720㎖
●事業者／株式会社奄美大島開運酒造
☎0120-52-0167

奄美黒糖焼酎  れんと
25度　720㎖

5,000pt申込
番号

交換
ポイントBK01

●龍郷25度、 720㎖、龍郷ゴールド35度、 720㎖
●事業者／町田酒造株式会社
☎0997-62-5011

奄美黒糖焼酎  龍郷ギフトセット

10,000pt申込
番号

交換
ポイントCA04

「あまみ六調 20 度」は、奄美黒糖焼酎独特の
重厚な味わいを残しつつも、ソフトな口当たり
を実現した一品。黒糖の甘い香りを残しつつも、
古酒の趣を楽しめます。アルコール度数も控えめ
で、柔らかな香りのとても飲みやすい焼酎です。

●1.8ℓ
●事業者／奄美伝承蔵  渡酒造株式会社
☎0120-06-3152

【奄美黒糖焼酎】
あまみ六調20度  1,800㎖

7,000pt申込
番号

交換
ポイントCP04

奄美群島でのみ製造が認められている黒糖焼酎。黒糖焼酎は和製ラム酒とも呼
ばれ、芳醇な香りとウイスキーの様な甘みを持つのが特徴です。一口に黒糖焼酎
と言っても、蔵元・銘柄ごとに味は大きく異なり、飲みくらべることで味や香りの
違いが一段とよく分かります。黒糖焼酎の芳醇な香りとまろやかな口あたりを飲み
くらべてみてはいかがですか。糖分ゼロで低カロリー、女性にもおすすめです。

●奄美黒糖焼酎 1800㎖×12本セット【セット内容】①奄美 25度　②じょうご 25度
③れんと 25度　④里の曙 25度　⑤島のナポレオン 25度　⑥しまっちゅ伝蔵 25度
⑦奄美 30度　⑧浜千鳥乃詩 和 25度　⑨瑞祥 25度　⑩長期貯蔵 里の曙 25度
⑪あじゃ 黒 25度　⑫喜界島 25度
●事業者／株式会社 大野商会 ☎0997-53-2100

奄美黒糖焼酎  蔵元めぐり  紙パック 1800㎖×12本

52,000pt申込
番号

交換
ポイントAH06

黒糖焼酎のなかでも美味しいと評判の古酒や原
酒を飲み比べて頂くため、6 本セットにしました。
黒糖焼酎ファンへのギフトに大変人気のプレミア
ムな飲み比べセットです。

●【銘柄】らんかん720㎖/44度、喜界島壷1,000㎖
/37度、天孫岳紬モデル720㎖/40度、水連洞秘蔵酒
720㎖/40度、昇龍720㎖/40度、住の江720㎖/37度
●事業者／有限会社ピーシーショップめぐみ
☎0997-52-1327

【黒糖焼酎】古酒・原酒  飲み比べセット

60,000pt申込
番号

交換
ポイントCS01

10,000pt申込
番号

交換
ポイントAA03

奄美のおもてなしご飯、
だしが絶品!鶏飯！

黒糖焼酎との相性
も抜群。

奄美島豚（黒毛）を贅
沢に使用しました。

鶏飯は藩政時代に薩摩藩の役人たちをもてなすために作
られた料理だといわれ、今では奄美の代表的な郷土料理
の一つです。奄美ティダパパイヤは鶏飯の具材でもある健
康食材のパパイヤ漬けで、もずく入りは島のもずくを使っ
たさっぱりとした漬物です。

●奄美鶏飯セット（2人前）1200g、奄美ティダパパイヤ
250g、奄美ティダパパイヤもずく入り250g

●事業者／株式会社鳥しん ☎0997-53-6515

奄美鶏飯ご長寿セット

塩分控えめ、保存料などの添加物を使わず、自然の味
にこだわりました。ぜひ食卓で奄美の大自然を感じてく
ださい。

9,000pt申込
番号

交換
ポイントAG01

●鶏飯×2袋、マダ汁×1袋、軟骨の甘辛煮×1袋、やぎ汁×
1袋、豚骨と冬瓜のみそ煮×1袋
●事業者／社会福祉法人 三環舎 ☎0997-55-7088

【奄美の伝統・島料理】
無添加レトルト6パックセット

スタンダード・スタミナ（ニンニク・ニラ増量でパンチのあ
る味・風味）・ヘルシー（奄美産のもずくを入れる事で不足
しがちの栄養素も取り込める）な 3 種の餃子のセット。当
店こだわり!! 原材料は全て国内産を使用しております。

●各種1パックずつ3種類（1パック12個入り）
●事業者／奄美直行便（パルム食品）
☎0997-54-1100

奄美島豚餃子食べ比べセット

8,000pt申込
番号

交換
ポイントAU09

奄 美 大 島 の 郷 土 料 理
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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。天候の影響で船が欠航や収穫量・収穫時期が遅れた場合発送が遅れる場合があります。予めご了承ください。※賞味期限
等商品詳細に関しては奄美市ふるさと納税寄附金謝礼品ホームページhttp://furu-po.com/をご覧ください。

空港から車で 10 分。ホテルへ着くと、心地よい海からの風と白砂のビーチがお出迎え。1 泊 2 食付、
ご夕食には当店人気の鍋料理をご用意致します。

モーターパラグライダー遊覧飛行

奄美リゾート ばしゃ山村 ホエールウォッチング

●大人1名様。1泊2食付。事前のご予約が必要です。
【ご予約方法】
謝礼品お申込み後、出発予定日の2週間前までにお電話にてご予約ください。予約は電話番号0997-63-1178
「奄美リゾート  ばしゃ山村」まで（営業時間：8：00～22：00、不定休、季節により変動あり）。お電話確
認後、利用券をお送り致します。 ※ご夕食に当店人気の鍋料理をご用意致します。※発行より１年間有効（券
面に期日記載あり）※予約状況によりご希望に沿えない場合があります。
●事業者／株式会社　ばしゃ山  ☎0997-63-1178

奄美リゾート ばしゃ山村　
1泊2食付き宿泊券　（大人1名様）

36,000pt申込
番号

交換
ポイントBA01

ホエールウォッチング　（大人1名様）

●大人1名様。所要時間約2.5時間。事前のご予約が必要です。
【ご予約方法】謝礼品お申込み後、体験希望日の2週間前までにお電話にてご予約ください。予約
先電話番号：0120-53-1245（携帯可）マリンスポーツ奄美まで（営業時間：8:00～20:00、不定
休、季節により変動あり）。その後、体験チケットをお送りします。※料金は保険加入込み
※1日10名様限定の体験となります。予約状況によりご希望に沿えない場合があります。
●事業者／マリンスポーツ奄美 
☎0120-53-1245

ホエールウォッチングは 1 月中旬から 3 月末までの期間限定です。最大 3 時間

14,000pt申込
番号

交換
ポイントCK05

2018/1/6～
2018/3/24

表裏にカード収納が可能で、ＩＣカード
や定期券が収納できます。ワンポイント
に代表的な龍郷柄を取り合わせてみま
した。真ん中がくり貫かれているため取
り出しがスムーズです。

●7㎝×10㎝　【色がお選びいただけるので謝礼
品お申込み後、お電話でご希望の色をご連絡く
ださい】
●事業者／有限会社川畑呉服店 

☎0997-52-0030

大島紬　パスケース

14,000pt申込
番号

交換
ポイントAX05

本場奄美大島紬を２種類使用している
贅沢なコースターです。職場にはもちろ
ん、お客様をお家に招待するときにも目
を引く逸品！一輪挿しの花瓶とも相性抜
群です◎

●長さ11㎝ 1枚  ※色の選択はできません。
※1点1点風合いが異なります。
●事業者／有限会社前田織物 

☎0997-52-2344

本場奄美大島紬使用　コースター

1,000pt申込
番号

交換
ポイントAM16

本物の大島紬の生地をガラスへ特殊
コーティングし、生地のままでは難しかっ
た製品へ華麗に変身しました。大島紬
の新しい可能性を形にした商品です。

●素材：大島紬、ガラス、EVA樹脂、サイズ：
10㎝×10㎝、内容量：1個
●事業者／有限会社はじめ商事
☎0997-52-1741

クリスタル大島紬コースター

10,000pt申込
番号

交換
ポイントBJ01

本場大島紬とラミネートのコラボ
長財布と携帯とカギだけ持って出かけた
い時に。紐は本革で 110 〜 120cm く
らいまで調節可。ウォーキングの時にも
いいですね。

●縦（21㎝）横（長18㎝）マチ4.5㎝
【1つ1つ手造りのため風合いが異なります】
●事業者／FUETA

☎0997-52-8138

【手作り】紬　長財布ポケット（黒）

18,000pt申込
番号

交換
ポイントDB04

●大人1名様。フライト時間20分。事前のご予約が必要です。【ご予約方法】謝礼品お申込み確認後、体験希望
日を事前にお電話又はメールにてご予約ください。予約電話は下記事業者、メールは　info@happysky.flier.jp　
まで。 ※チケット等の発送はございません。※料金は機材レンタル、保険加入込み。※予約状況によりご希望に沿
えない場合があります。※フライト場所は空港周辺15分圏内の海岸。※当日のフライト可否、フライト集合場所は
前日の18時以降にご連絡いたします。
●事業者／奄美パラグライダーハッピースカイ ☎090-5749-9413

二人乗りモーターパラグライダー遊覧飛行（大人1名様利用）

インストラクターと二人乗りモーターパラグライダーで、奄美の美しいサンゴ礁の海上を鳥
目線で空中散歩！所要時間 30 分（フライト約 20 分、説明 10 分）で大きな感動を味わ
えます。高い山から飛び立つのではなく、プロペラ付きのモーターを使い、砂浜から飛び
立ち、砂浜に着陸します。体験された高い所が苦手な方も「飛ぶ前は緊張したけど飛ん
でみたら全然怖くない」等の感想を多くいただいております。フライト高度の高低もお客
様のお好みで飛べるので安心です。奄美旅行の思い出作りに是非モーターパラグライダー
にチャレンジしてみてください！レッツ！ハッピースカイ！！

22,000pt申込
番号

交換
ポイントBM01

本場奄美大島紬とは、幾人もの熟練工の手を経て造り
だされる、奄美が誇る至高の伝統工芸品。絹 100%、
光沢とハリのある美しい素材感と軽くて暖かい着心地
のよさ。南国風土感を醸す古典から現代までのさまざ
まな柄発想も豊かで、全国に多数のファンを持ちます。

●縦23㎝×横（底20㎝、上辺24㎝）×マチ6㎝
※カラーはこちらで選ばせていただきます。
●事業者／本場奄美大島紬協同組合  ☎0997-52-3411

【気品あふれる本場奄美大島紬使用】
手提げバッグ

25,000pt申込
番号

交換
ポイントBV09

絹 100％、奄美大島のきめ細やかな泥田土と多くの
鉄分を含む木「シャリンバイ」液で染め、一つひとつ
手織りで絣あわせしたぬくもりあふれる逸品です。泥
染めならではのしっとりとした深みのある黒と、艶やか
な光沢をお楽しみください。

●一反（女物一反の長さ12.34m以上、幅は34.8㎝以上）
※写真は見本です。柄についてはお問い合わせください。
●事業者／本場奄美大島紬販売協同組合 ☎0997-53-5411

本場奄美大島紬（女物）純泥

380,000pt申込
番号

交換
ポイントAN01

最高級の泥染め大島紬で作られた印鑑ケース（朱肉入
り）印鑑 2・3 本はいります。

●9.8㎝×3.5㎝（ひねり部分含まず）
素材：＜表布＞絹100%（大島紬）＜内貼り＞ フェルト
＜本体＞ アンティークゴールド
●事業者／AMAMI 紬工房 ゆみ ☎0997-52-4725

大島紬・印鑑ケース【龍郷柄・赤】

6,000pt申込
番号

交換
ポイントAR82

本場奄美大島紬がポケットチーフに！胸ポケットに挿す
だけで、動いてもずれる心配もなく、形作る手間も時
間もかかりません。ポケットチーフに慣れていない人に
も使いやすいと大好評です。

●横7㎝×縦19㎝
●事業者／フィックスポン奄美
☎0997-52-0311

本場大島紬ポケットチーフ　龍郷柄（赤）
クラッシュタイプ（かがり糸ベージュ）

18,000pt申込
番号

交換
ポイントBW01

奄美大島の青い海、爽やかな夏を届けます。コバルト
ブルーの夏大島紬で手作りしました。

●素材：絹100%（大島紬）全長約150㎝、剣先8.7㎝
画像はイメージです。1つ１つ手作りなので、色合いが異なる場合
がございます。
●事業者／山田絹織物 ☎0997-63-9104

大島紬ネクタイ（あまみのうみ）

20,000pt申込
番号

交換
ポイントBQ05


