
ふるさと納 税 謝 礼 品 カタログ
和 泊 町鹿 児 島 県 わ ど ま り ち ょ う

おきのえらぶ島

WADOMARI

謝礼品
カタログに
関する
お問合せ

● 鹿児島県和泊町ふるさと納税寄附金ホームページ
http://www.town.wadomari .lg. jp/wadomari02/soumu17.asp

● カタログ掲載以外の謝礼品に関しては和泊町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/wadomari/ ふるぽ 検索
〒541-0058   大阪市中央区南久宝寺町3-1-8

JTB ふるぽ　ふるさと納税コールセンター

0570-666-532（代 表）
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。

カタログ有効期限 2018 年 4 月 30 日までダイジェスト版
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「町民が輝き、活力と潤いと魅力あふれる花のまち」
和泊町は、鹿児島市から南へ552㎞、北緯27度線の上に浮かぶ
サンゴ礁の島沖永良部島の北東部に位置しています。
知名町と隣接し、南は太平洋、北は東シナ海に面し、東北部に
徳之島、南に与論島、沖縄を見ることができます。古くは、琉球
国に属し、生活や文化は琉球文化の影響が色濃く残っています。
また、明治維新の頃、流摘されていた西郷隆盛翁が「敬天愛人」
の思想を確立した地としても知られています。

産業は、平均気温22度の温暖な気候と平坦な地形を活かした農
業が中心で、特に花き栽培が盛んな町として知られており、その
他さとうきびやばれいしょなどの野菜、肉用牛生産を組み合わせ
た複合経営を基本としながら、地域全体で安心・安全な農畜産
物の安定供給に取り組み、持続性の高い農業を展開しています。

今後も美しい自然や景観、歴史、伝統、文化などの個性を更に
磨き上げ、「和泊町に住んでよかった。」、「和泊町に住んでみたい。」
と思える町政運営に取り組んでまいります。ふるさとを離れて頑張っ
ている皆さま、和泊町に関心のある皆
さま、ふるさと納税で和泊町を応援して
ください。澄みきった青い海と空、まば
ゆい太陽、素朴で厚い人情の町、沖
永良部島の和泊町をよろしくお願いい
たします。

伊地知 実利名産品じゃがいも

沖永良部のウミガメ

島から見る夕日

日本一のカジュマル
国頭小学校の校庭のほぼ中央北寄りに、大きく枝を広げたカジュマル。
第1回卒業生によって植えられた、新日本名木百選の1つ。和泊町指定天然記念物。

えらぶゆり

ワンジョビーチ

100年以上の歴史を持つえらぶゆりは、山野に自生していたゆ
りから球根栽培が始まり、広く欧米にも輸出されていました。
現在は、切り花生産が主体となっています。

東シナ海に広がるすみきった青空、
サンゴ礁の美しい海と真っ白い砂浜が印象的な海岸です。

島の形成
島は琉球さんご礁からなり、ほぼ全島に琉球石灰岩の層が広く分布しています。
平坦な地形が特徴で、海岸線は崖地が連続し特徴的な風景をつくっています。

西郷南洲翁
西郷隆盛は島津久光公の怒りにふれ薩摩藩の重罪人として沖永良部へ流謫され、
この地で牢居中に「敬天愛人」の大精神を発想したといわれており、記念館が建
てられている。

伝統

ウミガメの楽園で

ダイビング体験ができる！

詳しくは3Pへ

ケイビング

わくわくドキドキの洞窟探検にでよう！詳しくは3Pへ

和 泊 町 の み ど ころと島の歴史

和泊町長



※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。※20
歳未満の方は酒類のお申込みはできません。※賞味期限等商品詳細に関しては和泊町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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和泊市街地に息づいて 50 年余。落ち着いた雰囲気の中、
安らぎのひとときでおもてなしいたします。青い海と空、色と
りどりの花々に囲まれた沖永良部島で心ゆくまでおくつろぎく
ださい。

癒

宿泊

や
さ
れ
る

郷里を離れ生活している皆様に代わって、
まごころをお届けします。

沖永良部島の体験ダイビング
2 ダイブセット
●浅場で練習ダイブとボートダイブ体験の2ダイブセット。
※一名様分（12歳以上60歳未満の方）となります
■シリンダー・ウェイト・保険・乗船料・ガイド・ドリンクなど込
みの料金。昼食が必要になる場合は別途。■ビーチで1ダイ
ブ（=練習＋α）＆ボートに乗船し本格ダイビング体験を1ダイブ
の2ダイブセット。■足が届く浅い場所でスキルの練習をした
後、ボートに乗って本格ダイビンポイントへ。※午前か午後ス
タートで約半日です ※冬季など快適さに支障があると判断した
場合、こちらの判断で開催を中止させて頂くこともございます。
●GTダイバーズ沖永良部島 ☎0997-92-4566

申込番号 K001 ポイント数 36,000pt

沖永良部島で体験
旅の疲れをじっくり癒すタイ古式リラクゼーション
●現地タイで資格を取得したセラピストによる長時間のリラクゼーション ●大人1名様
※発行日より1年間有効 ※ご注文後郵送にてチケットをお送り致します。
●株式会社えらぶ海洋企画 ☎0997-92-3002

申込番号 L001 ポイント数 24,000pt

沖永良部島で体験
リラックス効果の高い贅沢なアグレーブルコース
●ボディーからフェイシャルまでオールハンドで磨き上げるトータルビューティーコース ●大人1名様
※発行日より1年間有効 ※ご注文後郵送にてチケットをお送り致します。
●株式会社えらぶ海洋企画 ☎0997-92-3002

申込番号 L002 ポイント数 39,000pt

沖永良部島で体験　エイジングフェイシャルと
代謝を高める温かな海藻パックのスリールコース
●ハンドマッサージで顔のむくみを緩和し、高品質な海藻をペースト状にして塗布することにより代謝を
高め潤いやハリに満ちた肌へと導くコース ●大人1名様
※発行日より1年間有効 ※ご注文後郵送にてチケットをお送り致します。
●株式会社えらぶ海洋企画 ☎0997-92-3002

申込番号 L003 ポイント数 24,000pt

沖永良部を満喫！観光ホテル東 宿泊券

※宿泊券の詳細・ご予約は、直接宿泊施設へご連絡ください
※ご宿泊の際には、必ず本券をお持ちください。
※払い戻しや現金への換金はできません。
●観光ホテル東 ☎0997-92-1283

申込番号 W001 ポイント数 13,000pt

ポイント数 40,000pt
沖永良部島でしか体験できない
ケイビングツアー ( 洞窟探検 )
リムストーンコース
●10歳以上1名様（未成年は保護者同伴）保険込
※予約の状況、天候次第でご希望に添えない場合があります。
※お申込みより1年間有効
●（社）沖永良部島ケイビングガイド連盟  ☎0997-84-3335

申込番号 Q001

※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。※20
歳未満の方は酒類のお申込みはできません。※賞味期限等商品詳細に関しては和泊町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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体験する
ウミガメの楽園沖永良部島でダイビング体験。

ゆったりとした時の中で、
贅沢な時間を。

ウミガメの楽園＝沖永良
部島で体験ダイビング。人
気のニモやドリーに会え
る !PADI スキューバダイビ
ング体験プログラム。男女
インストラクターが皆様のダ
イビングを完全サポート!
記念写真もプレゼント。

手つかずの洞窟へ、ヘッドライトの明かりを
頼りにガイドと探検するツアー。絶景の連続
に言葉を失うことでしょう。（所要時間 5時間）

スケジュールの例

手つかずの洞窟へ
探検にでかけよう。

ポイント数 13,000pt
親孝行代行サービス
●実家の室内・庭清掃・墓参り代行（花替）・電球確認・
話し相手（季節の1品1㎏程度+近況報告を添えて返礼）
※謝礼品御申込み後、往復はがきにて利用券を送付しま
す。ご利用の日時ご指定後、ご返送で予約完了です。
●公益社団法人 和泊町シルバー人材センター
☎0997-92-0309

申込番号 D001 ポイント数 7,000pt
空き家巡回サービス
●①家や敷地の状況チェック ②垣根・樹木の境界付近
状況チェック ■訪問後、写真付きで報告します。（作業
見積書添付）
※謝礼品御申込み後、往復はがきにて利用券を送付しま
す。ご利用の日時ご指定後、ご返送で予約完了です。
※実際の作業は別途請求が発生します
●公益社団法人 和泊町シルバー人材センター
☎0997-92-0309

申込番号 D002

宿へお迎え

お店にてレクチャー

１ダイブ目：浅い場所で練習＋α（練習がメイン）

２ダイブ目：ボートで本格ダイビング体験

港に戻る

お店にて着替え/精算

宿へお送り/解散

8:30

8:45

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

※上記はあくまで一例です。午前か午後スタートで約半日です。
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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。※20
歳未満の方は酒類のお申込みはできません。※賞味期限等商品詳細に関しては和泊町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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沖永良部島で造られた黒糖焼酎
「稲乃露」・「えらぶ」セット

●黒糖焼酎・稲乃露30度 1,800㎖×1本、えらぶ30度 1,800㎖×1本
●沖永良部酒造株式会社 ☎0997-92-0185

申込番号 U001 ポイント数 13,000pt
沖永良部島で造られた黒糖焼酎

「はなとり」・「まぁさん」セット
●黒糖焼酎・はなとり20度 1,800㎖×1本、まぁさん25度 1,800㎖×1本
●沖永良部酒造株式会社 ☎0997-92-0185

申込番号 U002 ポイント数 13,000pt
沖永良部島で造られた黒糖焼酎

「白ゆり」・「稲乃露」セット
●黒糖焼酎・白ゆり40度 720㎖×1本、稲乃露30度 900㎖×1本
●沖永良部酒造株式会社 ☎0997-92-0185

申込番号 U004 ポイント数 11,000pt

沖永良部島の漁師が素潜り漁でとったイセエビを生のまますぐに凍結。
焼きエビ、ボイル、濃厚なだしたっぷりの鍋パーティーはいかがですか？
沖永良部島の海の幸をご堪能ください。

黒糖焼酎は、サトウキビからできる黒糖と米こうじを原料に使っています。
沖永良部島を含む奄美群島でのみ造ることのできる焼酎で、島を代表する伝
統の味です。大地の恵みを活かして造るこだわりの味わいをお楽しみください。

旨みの詰まった濃厚な味わい。
自然が育んだ天然イセエビ。

芳醇な香りとコクを味わう。
島の恵みの黒糖焼酎。恵

み
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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。※20
歳未満の方は酒類のお申込みはできません。※賞味期限等商品詳細に関しては和泊町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。

海にかこまれた自然豊
かな沖永良部島で生ま
れ子牛のあいだを過ご
し、鹿児島の肥育農
家でこだわって丁寧に
育てられた旨みたっぷ
りの黒毛和牛です。

受付期間 2017年6月1日〜2018年3月31日

自然豊かな沖永良部生まれの子牛を
こだわって育てた
黒毛和牛のロースステーキ 200g 2 枚
●黒毛和牛２００ｇ×２枚
※天候の影響で入荷量・入荷時期が遅れた場合、発送が遅れる場
合があります。
●配送期間／2017年6月1日〜随時発送致します。
●えらぶミート ☎0997-92-0215

ポイント数 27,000pt

受付期間 2017年6月1日〜2018年3月31日

自然豊かな沖永良部生まれの子牛を
こだわって育てた
黒毛和牛の焼肉セット500g
●極上タン200g、上ハラミ300g
※天候の影響で入荷量・入荷時期が遅れた場合、発送が遅れる場
合があります。
●配送期間／2017年6月1日〜随時発送致します。
●えらぶミート ☎0997-92-0215

ポイント数 25,000pt

たっぷりの黒糖焼酎と醤
油、砂糖、みりんで丁
寧に仕上げた島のごちそ
う「まーさぬ」豚角煮。
とろける食感と絶妙な味
をおたのしみください。

沖永良部島の粗塩とザラ
メ糖のみで味付けしたイ
カ100％の珍しいソーセ
ジです。口いっぱいに広
がる海の香りとぷりぷり
の食感で沖永良部島を
感じてください。

受付期間 2017年4月10日〜2018年3月31日

沖永良部島のごちそう！とろける食感！
創作島料理とうぐらの「まーさぬ」豚角煮 4枚

●豚角煮 4枚×5パック
※天候の影響により発送が遅れる場合があります。
●配送期間／2017年4月17日〜随時発送致します。
●有限会社 メークマ
☎0997-92-1345

申込番号 H002 ポイント数 12,000pt

国内産は、とても希少です。
水揚げしたアサヒガニを生
のまま冷凍しました。最高
のだしで鍋からの雑炊は
絶品です。

素潜り漁でとった夜光貝。貝
柱の部分は、生のまま冷凍
し、身の部分は圧力をかけ
柔らかく仕上げました。殻は
お部屋のインテリアとして南
の島を満喫してください。

寿司ネタでも有名なソデイ
カの刺身を柵切りし真空
パックに小分けしました。
長期保存が可能で甘味が
まします。

沖永良部島 幻のカニ
天然アサヒガニ 鍋に最高！
●3kg
※天候や漁の状況等の影響で、発送が遅れる場合が
あります。 ※5/1〜8/20まで禁漁期間につき採捕できま
せんので発送が遅れます。
●沖永良部島漁業協同組合
☎0997-92-3427

ポイント数 38,000pt
沖永良部島 海の宝石！
夜光貝 殻と身 3 個セット
●夜光貝 殻+身 3個セット
※天候や漁の状況等の影響で、発送が遅れる場合があ
ります。※5/1〜8/20まで禁漁期間につき採捕できませ
んので発送が遅れます
●沖永良部島漁業協同組合
☎0997-92-3427

ポイント数 40,000pt
沖永良部島 イカの王様！
ソデイカ柵 3㎏
●ソデイカ柵 約3kg
※天候や漁の状況等の影響で、発送が遅れる場合があ
ります。※7/1〜10/31まで禁漁期間につき水揚げでき
ませんので発送が遅れます
●沖永良部島漁業協同組合
☎0997-92-3427

ポイント数 42,000pt

絶品！沖永良部島の漁師が
素潜りでとった天然イセエビ 7㎏
●約7㎏（およそ1匹300g〜1㎏、15〜23匹位）
※漁により個数、グラム数前後します。指定は出来かねま
す。※天候や漁の状況等の影響で、発送が遅れる場合
があります。※5/1〜8/20まで禁漁期間につき採捕できま
せんので発送が遅れます
●沖永良部島漁業協同組合 ☎0997-92-3427

ポイント数 140,000pt
絶品！沖永良部島天然イセエビ 3㎏
海の宝石夜光貝（殻 + 身）セット
イカの王様ソデイカ柵 3㎏

●イセエビ約3㎏（およそ1匹300g〜1㎏、7〜12匹位）
※漁により個数、グラム数前後します。指定は出来かねます。
夜光貝（殻+身）2個、ソデイカ柵（小分真空パック）約3㎏
※天候や漁の状況等の影響で、発送が遅れる場合があります。
※5/1〜8/20まで禁漁期間につき採捕できませんので発送が遅れます
●沖永良部島漁業協同組合 ☎0997-92-3427

ポイント数 132,000pt

芳醇な香りとまろやか
な味わいがある、代表
銘柄にして主力商品の
「稲乃露」と、原酒を
巧みにブレンドさせた、
ふくよかな香りだちに
熟成によるまろやかさの
「えらぶ」のセットです。

殆どクセもなくさらっとし
た飲み口で、ほのかに
甘味も感じられる「はな
とり」と、樽貯蔵による
甘い香りとふくよかな味
わいが楽しめる「まぁさ
ん」のセットです。

樽独特な風味とコクが
あり、爽やかな口当た
りが楽しめる「白ゆり」
と、芳醇な香りとまろや
かな味わいがある、代
表銘柄にして主力商品
の「稲乃露」セットです。

受付期間 2017年4月10日〜2018年3月31日

鹿児島県「農林水産大臣賞」受賞 創作島料理
とうぐらの沖永良部島ソーセージ（ソデイカ）

●沖永良部島ソーセージ（ソデイカ）3本いり（約200ｇ）
×4パック ※天候の影響により発送が遅れる場合があり
ます。
●配送期間／2017年4月17日〜随時発送致します。
●有限会社 メークマ ☎0997-92-1345

申込番号 H003 ポイント数 10,000pt

ふるぽホームページで
ご注文いただけます。

ふるぽホームページで
ご注文いただけます。

ふるぽホームページで
ご注文いただけます。

ふるぽホームページで
ご注文いただけます。

ふるぽホームページで
ご注文いただけます。

ふるぽホームページで
ご注文いただけます。

ふるぽホームページで
ご注文いただけます。



※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。※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。※20
歳未満の方は酒類のお申込みはできません。※賞味期限等商品詳細に関しては和泊町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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※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。※20
歳未満の方は酒類のお申込みはできません。※賞味期限等商品詳細に関しては和泊町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。

8

太陽をたっぷり浴びた南国のフルーツをはじ

め、黒糖を使用した上品な風味のお菓子など、

島の食材をふんだんに取り入れた特産品を多

彩にご用意しました。

沖永良部島で採れた 2 種類の蜂蜜です。
口にすると花の香りが広がる蜂蜜とあまい
苦いコーヒー好きにはたまらない蜂蜜です。

沖永良部島のとろける黒糖をふんだんに使用した糖
みつアンダギーです。上品な口当たりで、甘さ控えめ、
やみつきになる味です。

無農薬栽培の、酸味と甘みたっぷりの島バナナです。
青物でのお届けとなりますので、追熟を行い黒い斑点
（シュガースポット）が入ってからお召し上がりください。

パパイヤは、ビタミンAやカリウムなど栄養素があり、脂肪や
たんぱく質分解酵素が含まれる、ヘルシー食材です。炒め
物や、千切りで酢の物、漬け物などでお召し上がりください。

黒糖シフォンは口の中にふんわりと甘みと香りが広がり、甘いものが
苦手な男性にも人気です。たんかんとは、ポンカンとオレンジを合
わせた品種で、甘みと香りが高いのが特徴です。

沖永良部島産 蜂蜜

●200ｇ×2個
※離島の為、天候の影響で発送が遅れる場合があります。
●東マンゴー園 ☎090-7159-4053

申込番号 J001 ポイント数 10,000pt

受付期間 2017年6月1日〜2017年8月15日

沖永良部完熟アップルマンゴー
2 〜 3 玉で 1㎏
●2〜3玉、合計約1㎏
※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／2017年7月15日〜2017年8月20日頃
●株式会社田中マンゴー園 ☎0997-92-1216

ポイント数 11,000pt

受付期間 2017年4月1日〜2017年8月10日

沖永良部のおじぃおばぁが育てた
甘み凝縮の減農薬完熟マンゴー 2㎏相当
●4〜6玉、約2㎏
※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／2017年7月20日〜2017年8月20日
●えらぶ天恵ファーム ☎0997-84-3877

ポイント数 19,000pt

受付期間 2017年4月1日〜2017年7月20日

ティダと汗水の恵み
絶品！沖永良部島の「完熟マンゴー」1㎏
●2玉〜3玉  合計約1㎏
※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／2017年7月15日〜2017年8月15日頃
●まるとよ農産 ☎090-9601-0605

ポイント数 12,000pt

美容と健康食だったの！? 沖永良部産「青パパイヤ」5㎏
●1玉 約500g〜2000g前後、合計 約5㎏
※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／2017年4月5日〜2018年3月31日
●まるとよ農産 ☎090-9601-0605

申込番号 C004 ポイント数 9,000pt

沖永良部島産 完熟マンゴー
1㎏化粧箱入り 2 〜 3 玉入り
●2〜3玉、約1㎏、 化粧箱入り
※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。※完熟にて収穫の為、期日指定が出来ません。
●配送期間／2017年7月15日〜2017年8月20日頃
●東マンゴー園 ☎090-7159-4053

ポイント数 12,000pt

リピーター 100％
沖永良部島のとろける糖みつアンダギー
●250グラム入り（４本）
※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。
●まごころ製糖 ☎090-4994-5871

申込番号 P001 ポイント数 12,000pt

沖永良部島からの贈り物
城乃屋黒糖・たんかんシフォンケーキセット
●直径17㎝、高さ7〜8㎝、約390〜400ｇ
※離島の為、天候の影響で発送が遅れる場合があります。
●（有）城乃屋 ☎0997-92-3533

申込番号 S001 ポイント数 10,000pt

沖永良部島でコーヒー栽培を手掛けるコー
ヒー屋さんオリジナルブレンド、ドリップパッ
クセット6 個入り。

当店自慢の商品をボリューム満点に詰合せた商
品です。お子様からご高齢の方まで幅広い年
代の好みに合わせた手作り菓子です。

沖永良部島の赤土で栽培されたさとうきび、じゃがいも、月桃、ロー
ゼルで作られた特産品で、きくらげはさとうきびの搾りかすを菌床に
し、栽培されたミネラルたっぷりの商品です。

沖永良部島からお届け！
てるまにブレンドコーヒー【ドリップパック6 個】
●各6パック入り、各12g
※台風などの影響で商品の発送が遅れる場合があります。
●てるまに珈琲 ☎080-8388-8080

申込番号 V001 ポイント数 12,000pt

沖永良部島特製手作り菓子 7 種類詰め合わせセット
●外装：25.5×31×17.5㎝、さたぐるま6ヶ、さといもケーキ10ヶ、山芋しぐれ5ヶ、かぼちゃケーキ1ヶ、バナナケーキ1ヶ、紫
おいもさん10ヶ、黒糖クッキー1袋　※農産物由来の為、原料特有の夾雑物等の混入の可能性がございます事、御
理解下さい。 ※季節や在庫状況により異なる種類のお菓子に変更となる可能性がございます事、予め御理解下さい。
※離島からの発送となる為、天候の影響によりお届けが遅れる可能性ございます事御理解下さい。
●ポニー食品 ☎0997-92-1366

申込番号 N004 ポイント数 20,000pt

沖永良部島 特産品セット
●純黒糖・やじ豆70ｇ、月桃美茶3ｇ×5、乾燥きくらげ25ｇ、ローゼルソルト50ｇ、島の恵みのポタージュスー
プ180ｇ×2
※天候の影響で発送が遅れる場合があります。
●（社）おきのえらぶ島観光協会 ☎0997-92-0211

申込番号 R001 ポイント数 10,000pt

ふるぽホームページで
ご注文いただけます。

ふるぽホームページで
ご注文いただけます。

ふるぽホームページで
ご注文いただけます。

ふるぽホームページで
ご注文いただけます。

受付期間 2017年6月1日〜2017年8月15日

受付期間 2017年4月1日〜2017年11月10日

沖永良部島の遠いあの日が甦る 懐かしの味「島バナナ」3kg
●2房〜4房、合計約3㎏
※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。
※品種は、モンキー・三尺いずれかになります。（品種指定不可）
●配送期間／2017年7月10日〜2017年12月10日頃
●まるとよ農産 ☎090-9601-0605

ポイント数 10,000ptふるぽホームページで
ご注文いただけます。



「春のささやき」は沖永良部島で育
ち、全国で一番早く出荷されるじゃ
がいものことです。皮がむきやすく、
煮崩れしにくいので様々な料理に使
えるメークインと、煮崩れしにくく油と
の相性がいいフライ等に最適なえら
ぶゴールドの 2 種類からお選びいた
だけます。かごしまブランドにも認定
されています。沖永良部島からの春
の恵みを、この機会に是非ご賞味く
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。※20
歳未満の方は酒類のお申込みはできません。※賞味期限等商品詳細に関しては和泊町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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※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。※20
歳未満の方は酒類のお申込みはできません。※賞味期限等商品詳細に関しては和泊町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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沖永良部島で大切に育てられた えらぶゆり切り花

●10本入
※離島のため悪天候の際には到着が著しく遅れる場合もございます。
●配送期間／2月下旬〜4月下旬頃
●株式会社福山花店 ☎0997-92-2065

受付期間 【1回目】2017年4月30日まで 受付期間 【2回目】2018年2月25日〜2018年3月30日

申込番号 B001 ポイント数 8,000pt

「えらぶゆり」は、鹿児島市から南に 550㎞南西諸島に浮かぶ
沖永良部島で１００年以上昔から育てられ、その球根は広く欧米
にも輸出されていました。民謡「えらぶゆりの花」にも「島の宝」
と歌われ、島の赤土でひとつひとつ大切に育てられた、純白で
清楚な花えらぶゆりの切花。大切な方への贈り物に、ぜひどうぞ。
※つぼみの状態でお送りいたします

夜光貝を磨きあげ、木造台座に、電源
コード・電球セットを加工した磨き貝照
明セットです。
（電源コードにON/OFFスイッチ有）

沖永良部島じゃがいもブランド
マスターが作った赤土で育った
ミネラルたっぷりの最高のじゃが
いも、そして島塩、島の純黒糖、
トッピングに島の桑粉末。沖永
良部島の恵みがたっぷりつまっ
てます！また、コラーゲンを加え、
女性の美と健康を応援しており
ます！

島の基幹作物であるさとうきびの絞りかす『バガス』を菌床の材料として使
用しています。有機成分をたっぷり含んだ菌床で育ったきくらげはミネラル成
分たっぷり！肉厚で独特な歯ごたえを楽しめます。

沖永良部島で育った、
全国一出荷の早いじゃがいも。

上品な色合いと質感が美しい大島紬。
長い歴史と伝統を誇ります。

受付期間 【1回目】 2017年4月1日〜2017年4月10日

受付期間 【2回目】 2018年2月20日〜2018年3月31日

沖永良部島からお届け！全国一早い新じゃが
「春のささやき」メークイン10㎏

●Lサイズ10Kg（1玉90g〜139g）
※天候等の影響で掘り取りが出来ない場合、発送が遅れる可能性があります。
●配送期間／2月下旬〜4月中旬頃
●あまみ農業協同組合和泊事業本部 営農販売課 ☎0997-92-0403

申込番号 M001 ポイント数 10,000pt

受付期間 【1回目】 2017年4月1日〜2017年4月20日

沖永良部島の海から幻想的な光の贈り物
「夜光貝照明」セット

●磨き夜光貝 約300g〜450g、木製台座・電源ケーブル・電球（5W）
※注文期間が集中した場合、加工に日数を要するため遅れる場合があります。
●配送期間／2017年5月1日〜2018年3月31日
●まるとよ農産 ☎090-9601-0605

ポイント数 32,000pt

受付期間 2017年4月1日〜2017年12月31日

受付期間 【2回目】 2018年2月1日〜2018年3月31日

沖永良部島からお届け！全国一早い新じゃが
「春のささやき」えらぶゴールド10㎏

●Lサイズ10Kg（1玉90g〜139g）
※天候等の影響で掘り取りが出来ない場合、発送が遅れる可能性があります。
●配送期間／2月上旬〜4月下旬頃
●あまみ農業協同組合和泊事業本部 営農販売課 ☎0997-92-0403

申込番号 M002 ポイント数 9,000pt

ミネラル・コラーゲンがたっぷり！
沖永良部島の恵みのポタージュスープ
●1セット 180ｇ×2袋 合計 3セット
●サロンバー エスポワール ☎080-5245-6135

申込番号 E001 ポイント数 6,000pt

地の利を生かした沖永良部産 
恵の生きくらげ

地の利を生かした沖永良部産
恵のきくらげAセット

●生きくらげ100g×5、生きくらげ300g×2、合計 1100ｇ
※台風及び突風などで流通便がストップした場合発送が遅れる場
合があります。
●株式会社 南国きのこ苑 ☎0997-92-3537

●生きくらげ100g×5、乾燥きくらげ50g×3、合計 650ｇ
※台風及び突風などで流通便がストップした場合発送が遅れる場
合があります。
●株式会社 南国きのこ苑 ☎0997-92-3537

申込番号 G001

申込番号 G002

ポイント数 8,000pt

ポイント数 12,000pt

自
慢
の
逸
品
を

お
届
け
し
ま
す
。

ふるぽホームページで
ご注文いただけます。

伝統工芸品

〜沖永良部島からの贈り物〜
大島紬の婦人用ベストスーツ
●Ｌ
色、柄は紬によって異なりますので、直接お問い合わせ
ください。
●あがり庵 ☎0997-81-4117

ポイント数 375,000pt

▶ http://furu-po.com/wadomari
詳しい情報は、　　　　  をご覧ください。

〜沖永良部島からの贈り物〜
大島紬 仕立て上がり着物
●身長150〜160㎝
※仕立て上がりの着物ですので、直接お電話でサイズ
をお確かめください。
●あがり庵 ☎0997-81-4117

ポイント数 1,500,000pt

▶ http://furu-po.com/wadomari
詳しい情報は、　　　　  をご覧ください。

〜沖永良部島からの贈り物〜
大島紬のポシェット
●縦約20×横15㎝
●あがり庵
☎0997-81-4117

ポイント数 13,000pt

▶ http://furu-po.com/wadomari
詳しい情報は、　　　　  をご覧ください。



 

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
和泊町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

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/

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。

謝礼品に関するお問合せ先

監修／一般社団法人 地域交流推進協議会 714071A

~

和泊町のふるさと納税の活用方法
和泊町ふるさと納税でご支援いただいた寄附金は、次に掲げる事業の推進に活用します。

花と緑と海を守り育てる事業 
● 花と緑のまちづくり
● 植林・造林事業

● 漁場育成・養殖・さんご礁保全
● 自然環境保全

● 園児・小中学生の知育・徳育・体育・食育推進
● 子育て支援

● 沖永良部高校教育振興

和泊の子どもたちを育む事業
● 乳幼児から高齢者までの健康づくり

● 予防医療，医療費削減
● 健康診査，健康指導

● 高齢者対策，障害者対策

いきいき健康づくり事業
● 花農業・林業・水産業・商工業の振興

● 町おこし事業 ● 共生協働のまちづくり
● 定住促進事業 ● 各種イベント・文化芸術活動

● 企業誘致

元気なまち和泊をつくる事業

№23

7520020

* 7 5 2 0 0 2 0 *

完熟みかん（M）

●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

申込番号 X000 ポイント数 0,000pt

謝礼品が配送される時期

謝礼品のお申込番号

謝礼品の交換ポイント数




