ふるさとチョイス

京都府 福知山市
ふるさと納税お礼の品一覧

備長炭焼特製焼豚1本(440g)【10704
94】

<京都府認定＞京地どり 丹波の黒
豆味噌漬け（むね肉）約1kg【10947
82】

10,000円

11,000円

奥丹波みたけ牛たにぼくバーグ150g
×10個入【1059978】

11,000円

＜谷牧場オリジナル惣菜＞牛すじコ
ロッケ15個+ミンチカツセット15個
【1059990】

11,000円

備長炭の火勢で、熟練した職人の技
により表面は香ばしく中身はジュー
シーに仕上げた特製焼豚です。【冷
蔵】（提供元：和牛肉と豚味噌漬け
の中島本店）

生産戸数わずか3戸の希少なブラン
ド鶏・京地どりを、丹波の黒豆100%
で作った味噌にじっくり漬け込みま
した。京地どりのむね肉は比較的柔
らかく、丹波黒豆味噌との相性ぴっ
たりです！◆むね肉約250g×4パッ
ク【冷凍】（提供元：岡本ファーム
）

京都府福知山市の三岳で育ったオリ
ジナルブランド奥丹波みたけ牛を40
日間熟成し贅沢にもハンバーグにし
てみました。柔らかくスパイシーな
味付けは老若男女問わず人気の一品
です。【冷凍】（提供元：有限会社
谷牧場）

柔らかく煮込んだ牛筋を混ぜ合わせ
た牛すじコロッケと、合挽ミンチの
ミンチカツのセット。どちらもパン
粉つきでご家庭で揚げて頂くだけ!
！ともに保存料、防腐剤不使用。【
冷凍】（提供元：有限会社谷牧場）

福知山名物鴨すき＜鴨肉と鴨団子セ
ット＞【1077857】

九州産もち豚味噌漬(ロース/肩ロー
ス 各250g)【1020352】

備長炭焼特製焼豚2本(880g)【10704
95】

【木箱入】特製備長炭焼き焼豚2本
（700g）【1081765】

11,000円

12,000円

18,000円

19,000円

福知山名物鴨すきの、甘みのある脂
が特徴のチェリバレー種の鴨肉（15
0g）と、鴨肉と鶏肉に生姜を効かせ
たつくね（50g）、濃縮だしのセッ
トです。【冷凍】（提供元：鳥名子
福知山本店）

白味噌をベースにした伝統のオリジ
ナル味噌でじっくり漬込んだ肉は一
層やわらかくなり、甘みが口いっぱ
いに広がります。◆ロース250g、肩
ロース250g【冷蔵】（提供元：和牛
肉と豚味噌漬けの中島本店）

備長炭の火勢で、熟練した職人の技
により表面は香ばしく中身はジュー
シーに仕上げた特製焼豚です。【冷
蔵】（提供元：和牛肉と豚味噌漬け
の中島本店）

こちらは贈答用にも使える木箱入り
です。備長炭の火勢で、熟練した職
人の技により表面は香ばしく中身は
ジューシーに仕上げた特製焼豚です
。【冷蔵】（提供元：和牛肉と豚味
噌漬けの中島本店）

九州産もち豚味噌漬
大（ロース/肩ロース
各330g）【1081766】

＜京都府認定＞京地どり
むね肉冷凍パック約2kg【1094783】

黒毛和牛味噌漬400g【1081767】

黒毛和牛味噌漬600g【1081768】

19,000円
白味噌をベースにした伝統のオリジ
ナル味噌でじっくり漬込んだ肉は一
層やわらかくなり、甘みが口いっぱ
いに広がります。◆ロース330g、肩
ロース330g【冷蔵】（提供元：和牛
肉と豚味噌漬けの中島本店）

このカタログに掲載されている情報は 2021 年

20,000円
京地どりは、生産戸数わずか3戸の
希少ブランド鶏です。京都福知山の
穏やかな土地でのびのびと育った、
しっかりした肉質と優しさを兼ね備
えた地鶏本来の味をご堪能ください
。◆むね肉約250g×8パック【冷凍
】（提供元：岡本ファーム）
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37,000円
特製合わせ味噌に漬けた秘伝の味を
ご堪能ください。◆国産黒毛和牛も
も肉味噌漬け400ｇ【冷蔵】（提供
元：和牛肉と豚味噌漬けの中島本店
）

55,000円
特製合わせ味噌に漬けた秘伝の味を
ご堪能ください。◆国産黒毛和牛も
も肉味噌漬け600ｇ【冷蔵】（提供
元：和牛肉と豚味噌漬けの中島本店
）

月 12 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は
「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス
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黒毛和牛味噌漬ロース600g【108176
9】

黒毛和牛味噌漬ロース600ｇ、特製
焼豚木箱2本入りセット【1081770】

74,000円

福知山産 鬼っこお豆(大豆菓子)し
ょっぱいの&甘いの
各2箱【1119533】

92,000円

10,000円

丹波黒 黒豆しぼり甘納豆90g×5袋
【1100988】

11,000円

特製合わせ味噌に漬けた秘伝の味を
ご堪能ください。◆国産黒毛和牛ロ
ース味噌漬け600ｇ【冷蔵】（提供
元：和牛肉と豚味噌漬けの中島本店
）

贈答用にも使える木箱入り。秘伝の
味の黒毛和牛味噌漬と、秘伝のタレ
に三昼夜漬け込みレンガ釜＆備長炭
で香ばしく焼き上げた特製の焼き焼
豚セット。◆国産和牛ロース味噌漬
け600ｇ、焼き豚約350ｇ×2本【冷
蔵】（提供元：和牛肉と豚味噌漬け
の中島本店）

鬼が隠れ住んだといわれる大江山の
麓で、大豆のお菓子を作りました。
赤鬼は甘しょっぱい青のりまぶし、
青鬼は砂糖まぶし。シンプルな原材
料で安心の美味しさ。小さなお子様
も一緒にポリポリお楽しみいただけ
ます。◆【赤鬼】しょっぱいの100g
×2個、【青鬼】甘いの100g×2個（
提供元：ヒカミヤ）

丹波でも数少ない黒豆専門店「丹波
豆福堂」が厳選した丹波黒を、砂糖
だけで仕上げた甘さ控えめのしぼり
甘納豆です。（提供元：丹波豆福堂
）

光秀焼き菓子＋オリジナル光秀グッ
ズセット【1100987】

丹波黒大豆おかき
手焼一番【1077856】

＜福知山名物＞踊せんべい
30袋入【1077855】

＜福知山名物＞踊せんべい10袋入×
3箱【1059989】

11,000円

11,000円

11,000円

11,000円

光秀を愛する店主が作る焼き菓子の
詰め合わせに、「光秀をもっと多く
の人に知ってほしい」と思いを込め
たカードとオリジナルの光秀缶バッ
ジをセットにしました。◆マドレー
ヌ6個、フィナンシェ4個、ショコラ
ケーキ3個、フリアン3個、クッキー
4枚、缶バッジ（提供元：明智茶屋
）

もち米をセイロで蒸し、丹波篠山産
の黒大豆を入れ、杵つき・切断・乾
燥と一つ一つ手間暇をかけ、手造り
の技法で1枚1枚丹念に焼き上げてお
ります。ボリュームたっぷりの大判
サイズが人気です。◆大判34枚入り
（提供元：おかし館うえはら）

たっぷり３０袋入り。「踊せんべい
」とは、素朴で優雅な福知山音頭と
踊りを、味覚で表現しようと初代店
主が考案した、踊り提灯型に焼き上
げたせんべいです。（提供元：踊せ
んべいのちきり屋）

おすそ分けや手土産に使いやすい3
箱入り。「踊せんべい」とは、素朴
で優雅な福知山音頭と踊りを、味覚
で表現しようと初代店主が考案した
、踊り提灯型に焼き上げたせんべい
です。（提供元：踊せんべいのちき
り屋）

丹波鶴屋のどら焼き6個セット【111
7497】

明智蔵2本セット【1114160】

純・栗どら焼き<美玖里>
6個セット【1114159】

＜ふるさと納税限定＞無添加＆グル
テンフリー 丹波黒豆クリームシフ
ォンサンド8個【1054876】

11,000円
足立音衛門の姉妹ブランド「丹波鶴
屋」のどら焼きの詰合せ。職人が1
枚ずつ手焼きするまるでケーキのよ
うな皮に、丹波の希少な小豆「馬路
大納言小豆」「春日大納言小豆」「
丹波大納言小豆」の粒あんをはさん
で仕上げます。ふんわり上品などら
焼きで、小豆の品種の違いをお楽し
みください。◆どら焼き6個（3種×
各2個）【冷蔵】（提供元：丹波鶴
屋）

このカタログに掲載されている情報は

12,000円
ヨーロッパ種でも貴重な「マローネ
栗」を使用し、明智蔵で洋酒に漬け
たレーズン、カレンツと一緒にケー
キに仕立てました。通常の音衛門の
パウンドケーキのハーフサイズ(約8
cm)と、食べきりやすいサイズです
。【冷蔵】（提供元：足立音衛門）

14,000円
美味しく(美)、外観が優れており(
玖:美しい黒色の石)、この品種が普
及することで産地(里)が豊かになる
ことを願い命名された美玖里(みく
り)栗を、本来の色味・風味を損な
わないよう、すぐにペーストに仕上
げます。大事に加工したペーストを
、含まれる栗の粒をできるだけ残す
ように職人が優しく手のひらで覆う
ようにどら焼きに仕上げました。【
冷蔵】（提供元：足立音衛門）

15,000円
無添加＆グルテンフリーで小麦アレ
ルギーの方や小さいお子様にもお勧
め！柔らかく炊き上げた丹波篠山の
黒豆を、北海道産純生クリームをサ
ンドしたしっとりふわふわの米粉シ
フォンケーキにトッピング。【冷凍
】（提供元：お米のシフォンケーキ
専門店おいしふぉん）

2021年 04月 12 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス
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＜ふるさと納税限定＞無添加＆グル
テンフリー お米の生チョコケーキ
9個【1054876】

15,000円

丹波栗の焼き栗きんとん～光秀の宝
物～（10個入り）【1098268】

15,000円

栗のテリーヌと音衛門のパウンドケ
ーキ各1本セット【1034983】

丹波鶴屋の菓子詰合せ（どら焼き＆
羊羹）【1117498】

20,000円

25,000円

無添加＆グルテンフリーで小麦アレ
ルギーの方や小さいお子様にもお勧
め！クーベルチュールチョコレート
を贅沢に使用した生チョコケーキに
、国産希少の沖縄ラム酒の風味を加
えました。【冷凍】（提供元：お米
のシフォンケーキ専門店おいしふぉ
ん）

2019年「ふくちやまのエエもん」認
定品！厳選された丹波栗を丁寧に裏
ごしし、砂糖のみを加え、光秀の桔
梗紋にかたどった焼き栗きんとんで
す。（提供元：川見風月堂）

音衛門の代表的なケーキを2本セッ
トにしました。栗のテリーヌは総重
量650グラム中、栗が400グラムとい
う栗だらけのケーキです。音衛門の
パウンドケーキは多くの皆様から愛
され続ける基本のケーキです。【冷
蔵】（提供元：足立音衛門）

丹波の希少な小豆4種類をそれぞれ
の個性を残したまま和菓子に仕立て
ました。どら焼きはまるでケーキの
ような皮に餡玉をはさみました。羊
羹は職人が1本1本心を込めてすべて
手作業で瑞々しく艶のある羊羹に仕
上げています。◆どら焼き4個（4種
類×各1個）、ハーフサイズ羊羹4本
（2種類×各1本・1種類×2本）【冷
蔵】（提供元：丹波鶴屋）

栗のテリーヌ「天」1本(木箱入り)
【1034984】

棚田の里ブルーベリーガーデンのブ
ルーベリージャム3個セット【10224
53】

『卵どすえ』1箱(80個)【1089585】

鬼たまセット【1008718】

38,000円

10,000円

9,000円

10,000円

店主おとえもんが自分の夢を形にと
考えられ得る厳選素材を使って焼き
上げました。選び抜いた素材たち、
じっくりと手作業で仕上げるケーキ
からは、おとえもんの焼き菓子への
こだわりを感じていただけます。【
冷蔵】（提供元：足立音衛門）

農薬不使用で手間暇かけて大切に育
てた大粒ブルーベリーを、砂糖のみ
を使用して、摘んだその日にジャム
にしました。摘みたてのフレッシュ
感を大切にした甘さ控えめなジャム
です。◆200g入り×3個（提供元：
棚田の里）

＜G20大阪サミット提供品！人気の
「卵どすえ」に８０個入りが登場！
＞鶏の飼料に魚粉、赤パプリカを多
く配合することで赤みのある卵黄に
なっています。濃厚な旨みを味わっ
て下さい。卵かけご飯はもちろん、
親子丼・海鮮丼、加熱料理にもオス
スメです。【冷蔵】（提供元：グリ
ーンファームソーゴ）

卵黄色にこだわった2種類の卵合計3
0個のセットです。鬼の卵(おにのら
ん)は、飼料に赤パプリカを配合す
ることで濃厚な黄味色に仕上がって
おります。金鬼たまご(きんきたま
ご)は、飼料にマリーゴールドの花
弁粉末を加えることで色鮮やかな黄
色の発色が特徴です。◆鬼の卵10個
入り×2パック、金鬼たまご10個入
り×1パック【冷蔵】（提供元：グ
リーンファームソーゴ）

『卵どすえ』1箱(200個)【1054308
】

『黄味自慢』約10kg【1054309】

京都府福知山産 旬のお野菜詰め合
わせセット【1114158】

小林ふぁ～むのとまとのじゅ～す（
180ml×6本）【1083001】

15,000円
＜G20大阪サミット提供品！＞鶏の
飼料に魚粉、赤パプリカを多く配合
することで赤みのある卵黄になって
います。濃厚な旨みを味わって下さ
い。卵かけご飯はもちろん、親子丼
・海鮮丼、加熱料理にもオススメで
す。【冷蔵】（提供元：グリーンフ
ァームソーゴ）

このカタログに掲載されている情報は

15,000円
鶏の飼料にマリーゴールドの花弁粉
末を配合し、ルテイン(黄色色素)を
最大限に卵へ移行させた為、加熱後
は非常に鮮やかな黄色になります。
和洋中を問わず料理の彩りを豊かに
します。◆LまたはMサイズ約10kg（
Lサイズ：143～156個、Mサイズ157
～172個）※サイズや個数は選べま
せん。（提供元：グリーンファーム
ソーゴ）

10,000円
栽培期間中農薬・肥料不使用で栽培
した、旬のお野菜7～10種類前後の
詰め合わせにしてお届けいたします
。自然の中でゆっくりゆっくり育っ
た生命力あるお野菜達は味が濃く、
心と体に染みわたります。※写真は
野菜の一例です。量は野菜の種類に
よって異なります。【冷蔵】（提供
元：86Farm&まころパン）

18,000円
★コンテスト大賞受賞★トマトジュ
ースが苦手なトマト農家のつくった
甘くてすっぱい昔懐かしいトマトジ
ュース。食塩・砂糖・水はいっさい
加えていない、トマトまるごと6個
分の100％トマトのジュースです。
【冷蔵】（提供元：小林ふぁ～む）

2021年 04月 12 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス
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ぷれみあむとまとのじゅ～す（720m
l×1本）【1134821】

36,000円

＜明智光秀が築いた城下町福知山＞
明智光秀 桔梗咲く 純米吟醸酒
720ml【1115267】

9,000円

＜明智光秀が築いた城下町福知山＞
明智光秀 地酒セット
720ml1本とカップ酒2本【1115266】

12,000円

【純米吟醸 生酒】さつき和花720m
l×2本セット【1213918】

16,000円

「ぷれみあむとまとじゅ～す輝」は
、本当に美味しく育った選りすぐり
、年40本の限定生産。1本あたりト
マト24個を使用し、生搾りのような
フレッシュ感にあふれた爽やかなト
マトジュースです。福知山産ひのき
の木箱に真田紐を結わえ贈り物にも
ぴったりな逸品。【冷蔵】（提供：
小林ふぁ～む）

福知山は明智光秀により築城され栄
えた城下町で、福知山という名も光
秀により名付けられたと伝えられて
います。早くから鉄砲に精通し身を
立てた光秀の慧眼を辛口の純米吟醸
酒で表現しました。ラベルは地元の
デザイナーに依頼した東和酒造オリ
ジナル。（提供元：福知山唯一の酒
蔵 東和酒造）

福知山は明智光秀により築城され栄
えた城下町で、福知山という名も光
秀により名付けられたと伝えられて
います。早くから鉄砲に精通し身を
立てた光秀の慧眼を辛口の日本酒で
表現しました。カップ酒はプリント
瓶で、飲んだあともご利用できます
。（提供元：福知山唯一の酒蔵
東和酒造）

奥丹波の小さな集落「上六人部」の
地域おこしでつくられた純米吟醸生
酒です。地元の酒造「東和酒造」が
地元産コシヒカリを59％まで磨いて
仕込みました。果物を思わせる爽や
かな香りと、後味に程よい苦みのの
こる引き締まった味わいです。◆冷
蔵（提供元：株式会社辰巳屋商店」

オリジナル焼酎『黄金の夢』【1059
993】

福知三萬二千石地酒セット【102672
2】

純米吟醸生酒「大鬼」720mlと「鬼
力の棚田米」2kgセット（B）【1030
080】

ひやおろし「赤の大鬼」720mlと「
鬼力の棚田米」2kgセット(D)【1052
322】

11,000円

12,000円

11,000円

11,000円

焼酎芋として最適の「黄金千貫」を
使用した原酒を5年間熟成の上、製
品化しました。一切加水しない濃厚
で風味豊かな34度の焼酎です。◆72
0ml×1本（提供元：農業生産法人み
わ・ダッシュ村）

京都の酒蔵しか使用できない酒米「
祝」をゆっくりと発酵させた特別純
米酒と、東和酒造定番の辛口純米酒
のセットです。◆720ml×2本（提供
元：福知山唯一の酒蔵 東和酒造）

日本の棚田百選に選ばれた小さな集
落「毛原」から、辛口で切れのある
純米吟醸生酒と、毛原の棚田で丹精
こめて栽培し、モチモチと甘みのあ
る令和元年度産コシヒカリをお届け
します。（提供元：毛原の棚田）

日本の棚田百選に選ばれた小さな集
落「毛原」から、純米吟醸生酒を熟
成した辛口で切れのある「ひやおろ
し」と、毛原の棚田で丹精こめて栽
培し、モチモチと甘みのある令和元
年度産コシヒカリをお届けします。
（提供元：毛原の棚田）

純米吟醸生酒「大鬼」1.8Lと「鬼力
の棚田米」5kgセット（A）【103007
9】

ひやおろし「赤の大鬼」1.8Lと「鬼
力の棚田米」5kgセット(C)【105232
1】

＜里の駅みたけ＞お米2kgと特産品
（漬物・佃煮・ジャム）セット【10
99413】

＜里の駅みたけ＞お米2kgと特産品
（漬物・佃煮・味噌・ジャム）セッ
ト【1099415】

21,000円
日本の棚田百選に選ばれた小さな集
落「毛原」から、辛口で切れのある
純米吟醸生酒と、毛原の棚田で丹精
こめて栽培し、モチモチと甘みのあ
る令和元年度産コシヒカリをお届け
します。（提供元：毛原の棚田）

このカタログに掲載されている情報は

21,000円
日本の棚田百選に選ばれた小さな集
落「毛原」から、純米吟醸生酒を熟
成した辛口で切れのある「ひやおろ
し」と、毛原の棚田で丹精こめて栽
培し、モチモチと甘みのある令和元
年度産コシヒカリをお届けします。
（提供元：毛原の棚田）

10,000円
地元のお母さんたちが製品開発から
製造までを手掛ける無添加の「ふる
さとの味」と、地元農家さんが作っ
たお米のセットです。◆精米2kg、
ピーマン漬、まるごときゅうり粕漬
、やまぶき佃煮、ブルーベリージャ
ム）（提供元：里の駅みたけ）

13,000円
地元のお母さんたちが製品開発から
製造までを手掛ける無添加の「ふる
さとの味」と、地元農家さんが作っ
たお米のセットです。◆精米2kg、
ピーマン漬、きゅうり漬、まるごと
きゅうり粕漬、やまぶき佃煮、味噌
、ブルーベリージャム）（提供元：
里の駅みたけ）

2021年 04月 12 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス
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ふるさと納税お礼の品一覧

＜里の駅みたけ＞お米5kgと特産品
（漬物・ジャム）セット【1099414
】

15,000円

＜里の駅みたけ＞お米5kgと特産品
（漬物・佃煮・味噌・ジャム）セッ
ト【1099416】

18,000円

姫髪の里・ふるさと米 計7kg（こ
しひかり5kg+ミルキークイーン2kg
）【1123606】

11,000円

＜京都丹波＞小林ふぁ～むのコシヒ
カリ(精米)5kg【1064391】

11,000円

地元のお母さんたちが製品開発から
製造までを手掛ける無添加の「ふる
さとの味」と、地元農家さんが作っ
たお米のセットです。◆精米5kg、
ピーマン漬、きゅうり漬、まるごと
きゅうり粕漬、ブルーベリージャム
）（提供元：里の駅みたけ）

地元のお母さんたちが製品開発から
製造までを手掛ける無添加の「ふる
さとの味」と、地元農家さんが作っ
たお米のセットです。◆精米5kg、
ピーマン漬、きゅうり漬、まるごと
きゅうり粕漬、やまぶき佃煮、味噌
、ブルーベリージャム）（提供元：
里の駅みたけ）

姫髪山の豊かな恵みと清流をたっぷ
り受けて実った『ふるさと米』です
。栽培期間中の肥料を減らし低農薬
を心掛けています。◆コシヒカリ（
精米）5kg、ミルキークイーン（精
米）2kg（提供元：森成農産姫髪の
里）

小林ふぁ～むは、山の湧き水、澄ん
だ空気、昼夜の寒暖差など、自然豊
かな福知山の環境と気候を生かして
お米や野菜を作っています。化学肥
料や農薬を50%以上減らし、美味し
いお米作りに取り組んでいます。（
提供元：小林ふぁ～む）

京都府産コシヒカリ丹波美人
白米5kg【1059991】

姫髪の里・ふるさと米 計10kg（コ
シヒカリ5kg+キヌヒカリ5kg）【112
3607】

京都府産コシヒカリ 丹波美人
白米5kg×2袋【1030869】

京都府産コシヒカリ「聖米」
白米5kg×2袋【1030871】

10,000円

15,000円

15,000円

15,000円

水のきれいな中山間地で大切に育て
られ、ブレンドを一切おこなわず、
生産者の顔が見える安心なお米です
。収穫した玄米をお米専用の保冷庫
で大切に保管。お申込み毎に精米し
てお送りいたします。（提供元：丹
波ファーム）

姫髪山の豊かな恵みと清流をたっぷ
り受けて実った『ふるさと米』です
。栽培期間中の肥料を減らし低農薬
を心掛けています。◆コシヒカリ（
精米）5kg、キヌヒカリ（精米）5kg
（提供元：森成農産姫髪の里）

水のきれいな中山間地で大切に育て
られ、ブレンドを一切おこなわず、
生産者の顔が見える安心なお米です
。収穫した玄米をお米専用の保冷庫
で大切に保管。お申込み毎に精米し
てお送りいたします。（提供元：丹
波ファーム）

豊かな自然が残る京都の丹波育ち。
安心安全を第一に、一切ブレンドを
しないこだわりのこしひかり。艶や
かな炊き上がりで、甘みと粘りが特
徴です。お申込み毎に精米してお送
りいたします。（提供元：丹波ファ
ーム）

にのくに米 こしひかり5kg+10kg(
計15kg）【1016371】

京都府福知山産丹波米玄米30kg【11
23608】

京都府産コシヒカリ白米27kg【1032
799】

京都府産コシヒカリ玄米30kg【1032
800】

30,000円
京都の寒暖と豊かな大地が育てたコ
シヒカリです。農産物検査法に基づ
き全原料を検査しております。栽培
履歴が明確な玄米を米専用倉庫で一
定温度で保管したのち精米したお米
です。（提供元：ＪＡ京都にのくに
）

このカタログに掲載されている情報は

40,000円
姫髪山の豊かな恵みと清流をたっぷ
り受けて実った『ふるさと米』です
。栽培期間中の肥料を減らし低農薬
を心掛けています。（提供元：森成
農産姫髪の里）

50,000円
水のきれいな中山間地で大切に育て
られ、ブレンドを一切行わず生産者
の顔が見える安心なお米です。収穫
した玄米をお米専用の保冷庫で大切
に保管、お申し込み毎に精米してお
送りいたします。（提供元：丹波フ
ァーム）

50,000円
水のきれいな中山間地で大切に育て
られ、ブレンドを一切行わず生産者
の顔が見える安心なお米です。収穫
した玄米をお米専用の保冷庫で大切
に保管しています。（提供元：丹波
ファーム）

2021年 04月 12 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス
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ふるさと納税お礼の品一覧

丹波黒豆煮300g×2本セット【11010
89】

国産ちりめん使用
130g【1095072】

ちりめん山椒

14,000円

国産ちりめん使用
90g【1095073】

京舞ちりめん

10,000円

川魚詰合せ(牧川だより)【1016304
】

10,000円

10,000円

丹波でも数少ない黒豆専門店の「丹
波豆福堂」が厳選した黒豆を、独自
の製法で柔らかく甘さ控えめに炊き
上げました。大粒３Lサイズでおせ
ちや贈答品としてもお使いいただけ
ます。（提供元：丹波豆福堂）

京都錦市場に店舗を構える野村佃煮
が、環境に恵まれた福知山市三和町
の工場で造りました。選別された国
産ちりめん雑魚に、香り豊かでやわ
らかな実山椒を加えてじっくり炊い
た逸品。ご飯のお供に、酒の肴にも
おススメです。贈答にもつかえる木
箱入り。（提供元：野村佃煮）

京都錦市場に店舗を構える野村佃煮
が、環境に恵まれた福知山市三和町
の工場で造りました。選別された国
産ちりめん雑魚に、香り高い山椒の
実をあっさりとした京風の味付けで
炊き上げました。サラダやパスタの
トッピングにもおススメです。贈答
にもつかえる木箱入り。（提供元：
野村佃煮）

福知山観光協会推奨品の詰め合わせ
です。清流牧川の伏流水で育て上げ
た鮎とあまごを、添加物を使用せず
甘露煮や焼鮎にしました。甘露煮は
丼やうどんにのせてどうぞ。焼き鮎
は大根おろしやスダチなどを添えた
り鮎飯などでご賞味ください。◆鮎
の甘露煮170g×1、焼き鮎100g×1、
あまごの甘露煮3尾×1（提供元：牧
川養殖漁業生産組合）

里の味6点入り【1059985】

味楽選OM-30【1059986】

松茸昆布【1059987】

お寿司屋さんが考え抜いたとろける
冷凍ふりかけ【1059988】

11,000円

11,000円

11,000円

11,000円

伝統の直火釜戸炊きで丹念に仕上げ
た佃煮の詰め合わせです。◆しそわ
かめ150g、田舎もろみ200g、ししゃ
もきくらげ130g、山椒ちりめん70g
、松茸昆布110g、葉わさび130g（提
供元：大江山食品株式会社）

伝統の直火釜戸炊きで丹念に仕上げ
た佃煮の詰め合わせです。◆松茸昆
布200g、げんこつ漬け（小玉西瓜の
醤油漬け）200ｇ、山椒ちりめん70g
、ししゃもきくらげ100g、葉わさび
130ｇ
（提供元：大江山食品株式会社）

香りともすばらしい松茸に北海道産
の真昆布を使用し、直下釜戸炊き製
法により丹念に仕上げました。◆63
0g（提供元：大江山食品株式会社）

舞鶴港で水揚げされた国産の天然マ
グロを3ミリ角に加工した冷凍ふり
かけ。上質なトロのうまみが口の中
でトロけます。お好みで刻みねぎや
、わさびをのせて醤油をかけてお召
し上がりください。保存料・着色料
不使用。◆マグロ200g【冷凍】（提
供元：江戸前握り華寿司）

鮎うるか(鮎の内臓の塩漬け)
1瓶85g×2本【1049991】

京佃煮8品詰め合わせ【1121381】

福知山産えごまドレッシング6本セ
ット【1022640】

京蕎麦 丹波ノ霧
4人前セット【1017707】

15,000円
清流牧川の伏流水で育て上げた秋鮎
の内臓を食塩のみで熟成させた「鮎
うるか」は、福知山観光協会推奨品
です。【冷蔵】（提供元：牧川養殖
漁業生産組合）

このカタログに掲載されている情報は

18,000円
錦市場に店舗を構える野村佃煮がお
届けする京佃煮の8品詰め合わせで
す。ご飯のお供に、酒の肴に、ご家
族みんなで楽しめます。◆セット内
容：ゆず若芽75g、牛肉しぐれ45g、
ちりめん山椒40g、角切昆布70g、風
味山椒70g、木耳きのこ70g、茸茶漬
70g、お茶漬生姜75g（提供元：野村
佃煮）

20,000円
「えごま」はタンパク質、繊維、カ
ルシウム、ビタミンB1、B2、ナイシ
アンなどが豊富で特に鉄分と脂質の
α-リノレン酸が多く含まれていま
す。◆えごまドレッシング200ml×3
本、えごまドレッシングポン酢風20
0ml×3本（提供元：大江観光）

10,000円
福知山・夜久野産ノ霧」そばを使用
した香り高い白地の麺に、粉砕した
そば殻を散らした触感も珍しい贅沢
な蕎麦です。◆半生麺「丹波ノ霧」
90×4個、濃縮つゆ25ml×4個（提供
元：やくの農業振興団）

2021年 04月 12 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス
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京蕎麦 丹波ノ霧
6人前セット【1213599】

半なま 京蕎麦
味くらべセットA【1140992】

14,000円

10,000円

半なま 京蕎麦
味くらべセットB【1213606】

13,000円

京蕎麦 丹波ノ霧
そば三昧セットA【1017710】

10,000円

福知山・夜久野産ノ霧」そばを使用
した香り高い白地の麺に、粉砕した
そば殻を散らした触感も珍しい贅沢
な蕎麦です。◆半生麺「丹波ノ霧」
90×6個、濃縮つゆ25ml×6個（提供
元：やくの農業振興団）

香り高い白地の蕎麦「丹波ノ霧」２
個と、そばの外皮ごと挽いた「挽ぐ
るみ粉」をふんだん使用した力強い
味と香りの田舎風蕎麦「そば宝」２
個の計４個セットです。◆半生麺「
丹波ノ霧」90g×2袋、半生麺「そば
宝」90g×2袋、濃縮つゆ25ml×4袋
（提供元：やくの農業振興団）

香り高い白地の蕎麦「丹波ノ霧」4
個と、そばの外皮ごと挽いた「挽ぐ
るみ粉」をふんだん使用した力強い
味と香りの田舎風蕎麦「そば宝」2
個の計6個セットです。◆半生麺「
丹波ノ霧」90g×4個、半生麺「そば
宝」90g×2個、濃縮つゆ25ml×6個
（提供元：やくの農業振興団）

香り高い白地の蕎麦「丹波ノ霧」2
個に、深煎りティーバッグ入りのそ
ば茶「霧ノ蕎麦茶」と、そばの実の
食感と香りが楽しめる「玄そばご飯
の素」をセットにしました。◆半生
麺90g×2個、濃縮つゆ25ml×2個、
そば茶ティーバッグ7g×7個、そば
ご飯の素130g（提供元：やくの農業
振興団）

京蕎麦 丹波ノ霧
そば三昧セットB【1213604】

京蕎麦 丹波ノ霧
焙煎粗挽きそばセットA【1140993】

京蕎麦 丹波ノ霧
焙煎粗挽きそばセットB【1213605】

半なま 京蕎麦
いろどり3種セット【1213611】

15,000円

11,000円

15,000円

13,000円

香り高い白地の蕎麦「丹波ノ霧」4
個に、深煎りティーバッグ入りのそ
ば茶「霧ノ蕎麦茶」と、そばの実の
食感と香りが楽しめる「玄そばご飯
の素」をセットにしました。◆半生
麺90g×4個、濃縮つゆ25ml×4個、
そば茶ティーバッグ7g×7個、そば
ご飯の素130g（提供元：やくの農業
振興団）

香り高い白地の蕎麦「丹波ノ霧」と
、焙煎し粉砕したそばの実を練り込
んだ香ばしい蕎麦「焙煎粗挽きそば
」の2種類の麺をセットにしました
。◆半生麺「丹波ノ霧」90g×2袋、
半生麺「丹波ノ霧焙煎粗挽きそば」
90g×2袋、濃縮つゆ25ml×4袋（提
供元：やくの農業振興団）

香り高い白地の蕎麦「丹波ノ霧」と
、焙煎し粉砕したそばの実を練り込
んだ香ばしい蕎麦「焙煎粗挽きそば
」の2種類の麺を計6個セットにしま
した。◆半生麺「丹波ノ霧」90g×4
個、半生麺「丹波ノ霧焙煎粗挽きそ
ば」90g×2個、濃縮つゆ25ml×6個
（提供元：やくの農業振興団）

香り高い白地の蕎麦「丹波ノ霧」と
、そばの実を練り込んだ香ばしい「
焙煎粗挽きそば」、力強い味と香り
の田舎蕎麦「そば宝」の3種類をセ
ットにした食べ比べセット。◆半生
麺90g×3種類各2個（合計6個）、濃
縮つゆ25ml×6個（提供元：やくの
農業振興団）

夜久野かすみ
そば三昧セットA【1213560】

夜久野かすみ
そば三昧セットB【1213615】

京蕎麦 丹波ノ霧
そば素麺セットA【1213553】

京蕎麦 丹波ノ霧
そば素麺セットB【1213614】

10,000円
福知山産そば粉・国産小麦粉・塩の
みで製麺した、滑らかなのど越しの
1.2mmの極細麺「夜久野かすみ」4個
に、そば茶とそばご飯の素をセット
にしました。◆「夜久野かすみ」10
0g×4個、濃縮つゆ25ml×4個、そば
茶ティーバック7g×7個、そばご飯
の素130g×1個（提供元：やくの農
業振興団）

このカタログに掲載されている情報は

15,000円
福知山産そば粉・国産小麦粉・塩の
みで製麺した、滑らかなのど越しの
1.2mmの極細麺「夜久野かすみ」8個
に、そば茶とそばご飯の素をセット
にしました。◆「夜久野かすみ」10
0g×8個、濃縮つゆ25ml×8個、そば
茶ティーバック7g×7個、そばご飯
の素130g×1個（提供元：やくの農
業振興団）

11,000円
香り高い白地の蕎麦「丹波ノ霧」2
個と、滑らかなのど越しの1.2mmの
極細麺「夜久野かすみ」4個をセッ
トにしました。◆半生麺「丹波ノ霧
」90g×2個、「夜久野かすみ」100g
×4個、濃縮つゆ25ml×6個（提供元
：やくの農業振興団）

15,000円
香り高い白地の蕎麦「丹波ノ霧」4
個と、滑らかなのど越しの1.2mmの
極細麺「夜久野かすみ」4個をセッ
トにしました。◆半生麺「丹波ノ霧
」90g×4個、「夜久野かすみ」100g
×4個、濃縮つゆ25ml×8個（提供元
：やくの農業振興団）

2021年 04月 12 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス
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ふるさと納税お礼の品一覧

無添加＜但馬牛濃厚とろすじカレー
＞ ハーフボリューム(100g×5袋)
【1053868】

10,000円

無添加＜但馬牛濃厚とろすじカレー
＞(175g×3箱)【1097382】

無添加＜但馬牛濃厚とろすじカレー
＞(175g×5箱)【1097380】

無添加＜但馬牛濃厚とろすじカレー
＞(175g×8袋)【1097381】

15,000円

25,000円

35,000円

福知山で親しまれているカジュアル
フレンチレストラン”ビストロq”
の欧風カレーをシェフ監修で製品化
。秘伝のスープでもっちり・とろと
ろになるまで柔らかく煮込んだ但馬
牛すじ肉がたっぷり入っています。
※こちらはハーフボリューム(100g)
タイプです。【冷凍】（提供元：Le
shirondelles-レ・ジロンデル-）

福知山で親しまれているカジュアル
フレンチレストラン”ビストロq”
の欧風カレーをシェフ監修で製品化
。秘伝のスープでもっちり・とろと
ろになるまで柔らかく煮込んだ但馬
牛すじ肉がたっぷり入っています。
【冷凍】（提供元：Leshirondellesレ・ジロンデル-）

福知山で親しまれているカジュアル
フレンチレストラン”ビストロq”
の欧風カレーをシェフ監修で製品化
。秘伝のスープでもっちり・とろと
ろになるまで柔らかく煮込んだ但馬
牛すじ肉がたっぷり入っています。
【冷凍】（提供元：Leshirondellesレ・ジロンデル-）

福知山で親しまれているカジュアル
フレンチレストラン”ビストロq”
の欧風カレーをシェフ監修で製品化
。秘伝のスープでもっちり・とろと
ろになるまで柔らかく煮込んだ但馬
牛すじ肉がたっぷり入っています。
【冷凍】（提供元：Leshirondellesレ・ジロンデル-）

無添加＜但馬牛濃厚とろすじカレー
＞(175g×10箱)【1097383】

福知山産玉露 ふくちやま茶詰め合
わせセット【1080714】

地元で人気のお茶2種と濃厚氏抹茶
のお菓子を詰め合わせた、光秀いっ
ぷくセット【1080713】

福知山で人気のほうじ茶3種セット
【1080715】

45,000円

10,000円

12,000円

15,000円

福知山で親しまれているカジュアル
フレンチレストラン”ビストロq”
の欧風カレーをシェフ監修で製品化
。秘伝のスープでもっちり・とろと
ろになるまで柔らかく煮込んだ但馬
牛すじ肉がたっぷり入っています。
【冷凍】（提供元：Leshirondellesレ・ジロンデル-）

福知山産玉露「ふくちやま茶」2種
（玉露・玉露くき茶）をセットにし
ました。◆セット内容：玉露茶葉50
ｇ、玉露くき茶50ｇ。（提供元：有
限会社山城屋茶舗）

深煎りほうじ茶と地元産の良質な玉
露に加え、濃厚抹茶がくせになる焼
ショコラを詰め合わせた贅沢なセッ
トです。◆セット内容：ふくちやま
茶（玉露）50ｇ、赤鬼くきほうじ茶
50ｇ、お茶屋さんの抹茶焼きショコ
ラ6個。（提供元：有限会社山城屋
茶舗）

福知山の老舗日本茶専門店でファン
の多い、深煎りほうじ茶とカフェで
も人気のラテ茶専用ほうじ茶のセッ
トです。◆セット内容：赤鬼ほうじ
茶葉200g、赤鬼くきほうじ茶200g、
お茶屋さんがつくったミルクに合わ
せるほうじ茶200g。（提供元：有限
会社山城屋茶舗）

福知山産 至極の玉露
十兵衛100ｇ【1214017】

福知山アークホテル シングル
2食付きプラン【1101883】

サライ宿泊券1名分と令和元年度産
「鬼力の棚田米」2kgセット（B)

サライ宿泊券2名分と令和元年度産
「鬼力の棚田米」5kgセット（A)

18,000円
明智光秀ゆかりの福知山で育った良
質の茶葉の中から、創業00年以上の
老舗日本茶専門店が選りすぐって仕
上げた玉露が「十兵衛」です。◆玉
露茶葉100g×1袋（提供元：有限会
社山城屋茶舗）

このカタログに掲載されている情報は

34,000円
福知山駅北口前とアクセス抜群。近
隣には飲食店も多く、福知山城や御
霊神社も徒歩圏内。夕食は牡丹鍋や
特産品を使った「光秀ききょう膳」
をご用意。◆シングル1泊、夕食（
光秀ききょう膳）、朝食付き※申し
込み後宿泊券を送付します。電話で
ご予約ください。宿泊券の有効期限
は発行日より365日。（提供元：福
知山アークホテル）

26,000円
日本の棚田百選に選ばれた毛原にあ
る「ゲストハウスサライ」の宿泊券
とコシヒカリのセット。◆サライ宿
泊券1枚（1名様、素泊まり1泊）、
鬼力の棚田米2kg※ご利用の際は事
前にご予約ください。宿泊券の有効
期限は送付日から1年間です。2名以
上での利用は追加料金が必要です。

51,000円
日本の棚田百選に選ばれた毛原にあ
る「ゲストハウスサライ」のペア宿
泊券とコシヒカリのセット。◆サラ
イ宿泊券1枚（2名様、素泊まり1泊
）、鬼力の棚田米5kg※ご利用の際
は事前にご予約ください。宿泊券の
有効期限は送付日から1年間です。3
名以上での利用は追加料金が必要で
す。

2021年 04月 12 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス
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ふるさと納税お礼の品一覧

<ボックスティッシュ＞スコッティ
カシミヤ 10箱【1126553】

10,000円

<ボックスティッシュ＞スコッティ
シューフラワーボックス
60箱（5箱×12パック）【1126554】

16,000円

たおる小町セット[自社製・日本製]
【1016301】

10,000円

たおる小町 光秀マスクとタオルの
セット【1123452】

10,000円

カシミヤのほような肌ざわりのプレ
ミアムティシュー。ローション・保
湿剤等の塗工をしていない、ティシ
ュー本来のふんわり感とやわらかさ
をお試しください。◆1箱440枚（22
0組）×10箱（提供元：日本製紙ク
レシア㈱）

おなじみ”ふだん使い”のティッシ
ュペーパーです。福知山にある日本
製紙クレシア京都工場からお届けし
ます。◆1パック＝1箱320枚（160組
）×5箱の12ケース・計60箱（提供
元：日本製紙クレシア㈱）

京都府唯一のタオル製造メーカーが
、吸水性、肌触りなど品質にこだわ
って織りから縫製、仕上げまで心を
込めて生産しています。◆白フェイ
スタオル10枚、ボーダー入り白バス
タオル1枚、タオルハンカチ1枚、手
ぬぐい風呂敷1枚（提供元：三和タ
オル製織株式会社）

吸水性・肌触りに優れたタオルは「
明智光秀」の文字と福知山城や桔梗
紋を配したオリジナルデザイン。さ
りげなく桔梗紋が入ったマスクは立
体型のアイスシルクで洗って繰り返
し使えます。◆光秀フェイスタオル
2色各1枚、光秀ミニハンカチ1枚、
桔梗紋マスク2色各1枚（提供元：三
和タオル製織株式会社）

木製和柄イヤリング(スタッド)丸【
1119675】

木製和柄イヤリング(フック)丸【11
19676】

木製和柄ピアス(スタッド)丸【1117
503】

木製和柄ピアス(フック)丸【111750
4】

5,000円

5,000円

5,000円

5,000円

御守文様として古くから活用されて
きた和柄を彫り刻み、彩色を施しま
した。和柄と彩色は17種類から選ん
でいただけます。開運・厄除け・良
縁祈願など、1つ1つの文様が様々な
ご利益を持つ大変縁起の良いイヤリ
ングです。■寄附受付後、オーダー
シートをご送付します。柄・色を17
種類から、ご選択いただき、3か月
以内にお申込みください。（提供元
：天法(株)）

御守文様として古くから活用されて
きた和柄を彫り刻み、彩色を施しま
した。和柄と彩色は17種類から選ん
でいただけます。開運・厄除け・良
縁祈願など、1つ1つの文様が様々な
ご利益を持つ大変縁起の良いイヤリ
ングです。■寄附受付後、オーダー
シートをご送付します。柄・色を17
種類から、ご選択いただき、3か月
以内にお申込みください。（提供元
：天法(株)）

御守文様として古くから活用されて
きた和柄を彫り刻み、彩色を施しま
した。和柄と彩色は17種類から選ん
でいただけます。開運・厄除け・良
縁祈願など、1つ1つの文様が様々な
ご利益を持つ大変縁起の良いピアス
です。■寄附受付後、オーダーシー
トをご送付します。柄・色を17種類
から、ご選択いただき、3か月以内
にお申込みください。（提供元：天
法(株)）

御守文様として古くから活用されて
きた和柄を彫り刻み、彩色を施しま
した。和柄と彩色は17種類から選ん
でいただけます。開運・厄除け・良
縁祈願など、1つ1つの文様が様々な
ご利益を持つ大変縁起の良いピアス
です。■寄附受付後、オーダーシー
トをご送付します。柄・色を17種類
から、ご選択いただき、3か月以内
にお申込みください。（提供元：天
法(株)）

明智光秀
木製ポストカード（4枚セット）

木製和柄コースター（4枚セット）
丸 和柄縁起解説入【1081874】

木製和柄コースター（4枚セット）
角 和柄縁起解説入【1081872】

木製和柄彩色コースター（4枚セッ
ト）丸
和柄彩色縁起解説入【1081878】

6,000円
明智光秀ゆかりの地・福知山から、
ゆかりの場所（福知山城・昇竜橋・
御霊神社）の絶景を集めたポストカ
ードです。木肌の柔らかさを残しな
がら鮮やかなインクで印刷し、切手
を貼れば郵送することもできます。
コレクションやインテリア、通な贈
り物としてご活用ください。（提供
元：天法(株)）

このカタログに掲載されている情報は

7,000円
日本古来から伝わる文様を彫った丹
波ヒノキ製コースター。裏面にはそ
れぞれの文様の詳しい解説付。■寄
附受付後、オーダーシートをご送付
します。コースターの柄を16種類か
ら4枚選んでお申込ください。（提
供元：天法(株)）

13,000円
日本古来から伝わる文様を彫った丹
波ヒノキ製コースター。裏面にはそ
れぞれの文様の詳しい解説付。■寄
附受付後、オーダーシートをご送付
します。コースターの柄を16種類か
ら4枚選んでお申込ください。（提
供元：天法(株)）

9,000円
日本古来から伝わる文様を彫り、彩
色を施した丹波ヒノキ製コースター
。裏面にはそれぞれの文様の詳しい
解説付。■寄附受付後、オーダーシ
ートをご送付します。コースターの
柄を16種類から4枚選んでお申込く
ださい。（提供元：天法(株)）

2021年 04月 12 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス
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木製和柄彩色コースター（4枚セッ
ト）角
和柄彩色縁起解説入【1081876】

15,000円

木製かまぼこ彫り表札(長方形)【10
43679】

21,000円

木製かまぼこ彫り表札(正方形)【10
53072】

31,000円

木製浮かし彫り表札(長方形)【1043
680】

21,000円

日本古来から伝わる文様を彫り、彩
色を施した丹波ヒノキ製コースター
。裏面にはそれぞれの文様の詳しい
解説付。■寄附受付後、オーダーシ
ートをご送付します。コースターの
柄を16種類から4枚選んでお申込く
ださい。（提供元：天法(株)）

かまぼこ彫りとは、文字の輪郭を彫
り下げ、文字部分を丸くかまぼこの
様に緩やかな山なりにして立体感を
出す彫刻技法で、「布袋彫り」とも
呼ばれる縁起の良い彫り方です。■
寄附受付後、オーダーシートをご送
付致します。（提供元：天法(株)）

かまぼこ彫りとは、文字の輪郭を彫
り下げ、文字部分を丸くかまぼこの
様に緩やかな山なりにして立体感を
出す彫刻技法で、「布袋彫り」とも
呼ばれる縁起の良い彫り方です。■
寄附受付後、オーダーシートをご送
付致します。（提供元：天法(株)）

浮かし彫りとは、文字以外の部分を
彫り下げ、文字のみを浮き上がらせ
て立体感を出す手の込んだ彫刻技法
で、運気を盛り上げる縁起の良い彫
り方です。■寄附受付後、オーダー
シートをご送付致します。（提供元
：天法(株)）

木製浮かし彫り表札(正方形)【1053
073】

竹製かまぼこ彫り表札【1084454】

木製画像付き表札(正方形)【105921
7】

木製金箔かまぼこ彫り表札(長方形)
【1053076】

31,000円

31,000円

31,000円

32,000円

浮かし彫りとは、文字以外の部分を
彫り下げ、文字のみを浮き上がらせ
て立体感を出す彫刻技法で、運気を
盛り上げる大変縁起の良い彫り方で
す。■寄附受付後、オーダーシート
をご送付致します。（提供元：天法
(株)）

かまぼこ彫りとは、文字の輪郭を彫
り下げ、文字部分を丸くかまぼこの
様に緩やかな山なりにして立体感を
出す彫刻技法で、「布袋彫り」とも
呼ばれる縁起の良い彫り方です。竹
材は良質な丹波産竹材です。■寄附
受付後、オーダーシートをご送付致
します。（提供元：天法(株)）

自作物か、著作権フリーの画像デー
タでお作りします。木部印刷専用の
特殊なプリンターで細部まで色鮮や
かで高い美しい印刷が出来ます。■
寄付受付後、オーダーシートをご送
付致します。（提供元：天法(株)）

かまぼこ彫りとは、文字の輪郭を彫
り下げ、文字部分を丸くかまぼこの
様に緩やかな山なりにして立体感を
出す縁起の良い彫り方です。金箔は
純度が高く発色の良いものを厳選し
ております。■寄付受付後、オーダ
ーシートをご送付致します。（提供
元：天法(株)）

木製金箔かまぼこ彫り表札(正方形)
【1053074】

木製金箔浮かし彫り表札(長方形)【
1053077】

木製金箔浮かし彫り表札(正方形)【
1053075】

木製高彫り表札(長方形)【1059218
】

46,000円
かまぼこ彫りとは、文字の輪郭を彫
り下げ、文字部分を丸くかまぼこの
様に緩やかな山なりにして立体感を
出す縁起の良い彫り方です。金箔は
純度が高く発色の良いものを厳選し
ております。■寄付受付後、オーダ
ーシートをご送付致します。（提供
元：天法(株)）

このカタログに掲載されている情報は

32,000円
浮かし彫りとは、文字以外の部分を
彫り下げ、文字のみを浮き上がらせ
て立体感を出す大変縁起の良い彫り
方です。金箔は純度が高く発色の良
いものを厳選しております。■寄付
受付後、オーダーシートをご送付致
します。（提供元：天法(株)）

46,000円
浮かし彫りとは、文字以外の部分を
彫り下げ、文字のみを浮き上がらせ
て立体感を出す大変縁起の良い彫り
方です。箔は純度く発色の良いもの
を厳選しております。■寄付受付後
、オーダーシートをご送付致します
。（提供元：天法(株)）

65,000円
高彫りとは、文字を浮き上がらせる
「浮かし彫り」と、文字を丸める「
かまぼこ彫り」の二つの特徴を併せ
持つ、最も縁起の良い彫り方です。
■寄付受付後、オーダーシートをご
送付致します。（提供元：天法(株)
）

2021年 04月 12 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

京都府

福知山市

ふるさと納税お礼の品一覧

木製高彫り表札(正方形)【1059219
】

100,000円

100,000円

木製摺り漆高彫り表札（正方形）【
1084453】

150,000円

＜創業100年＞光秀ゆかりの薩摩本
拓 銀行印12mm【1103811】

20,000円

高彫りとは、文字を浮き上がらせる
「浮かし彫り」と、文字を丸める「
かまぼこ彫り」の二つの特徴を併せ
持つ、最も縁起の良い彫り方です。
■寄付受付後、オーダーシートをご
送付致します。（提供元：天法(株)
）

高彫りとは、文字を浮き上がらせる
「浮かし彫り」と文字を丸める「か
まぼこ彫り」の二つの特徴を持つ最
も縁起の良い彫り方です。ろ過した
だけの生漆を木材に摺り込み・拭き
取り・乾燥させる工程を5～6回繰り
返す摺り漆は独特の光沢と風合いで
木目が際立ち、美しい仕上がりにな
ります。■寄付受付後、オーダーシ
ートをご送付致します。（提供元：
天法(株)）

高彫りとは、文字を浮き上がらせる
「浮かし彫り」と文字を丸める「か
まぼこ彫り」の二つの特徴を持つ最
も縁起の良い彫り方です。ろ過した
だけの生漆を木材に摺り込み・拭き
取り・乾燥させる工程を5～6回繰り
返す摺り漆は独特の光沢と風合いで
木目が際立ち、美しい仕上がりにな
ります。■寄付受付後、オーダーシ
ートをご送付致します。（提供元：
天法(株)）

創業大正9年の印判店【畊石堂】の3
代目店主が心を込めて制作いたしま
す。男女問わず使っていただける薩
摩本拓12mmの高級銀行印をモミ皮ケ
ース・特製桐箱にいれ、無期限の保
証書付きでお届けいたします。■寄
附受付後、申込書を送付いたします
。■納期：申込書返信後、約4～14
日。（提供元：畊石堂）

＜創業100年＞光秀ゆかりの黒水牛
銀行印12mm【1103850】

＜創業100年＞光秀ゆかりの黒水牛
実印15mm【1103851】

光秀の家紋が光る黒水牛銀行印15mm
【1129103】

＜創業100年＞光秀ゆかりの黒水牛
実印18mm（男性向け）【1099380】

27,000円

44,000円

50,000円

70,000円

創業大正9年の印判店【畊石堂】の3
代目店主が心を込めて制作いたしま
す。芯持高級黒水牛12mmの高級銀行
印です。男女問わずご愛用いただけ
ます。モミ皮ケース・特製桐箱にい
れ、無期限の保証書付きでお届けい
たします。■寄附受付後、申込書を
送付いたします。■納期：申込書返
信後、約4～14日。（提供元：畊石
堂）

創業大正9年の印判店【畊石堂】の3
代目店主が心を込めて制作いたしま
す。芯持高級黒水牛15mmの高級実印
です。男女問わずご愛用いただけま
す。モミ皮ケース・特製桐箱にいれ
、無期限の保証書付きでお届けいた
します。■寄附受付後、申込書を送
付いたします。■納期：申込書返信
後、約4～14日。（提供元：畊石堂
）

創業大正9年の印判店【畊石堂】の3
代目店主が心を込めて制作いたしま
す。芯持高級黒水牛15mmの中央に桔
梗紋を、周りに円形にお名前を配し
たデザインです。男女問わずご愛用
いただけます。モミ皮ケース・桐箱
入り・無期限の保証書付き■寄附受
付後、申込書を送付いたします。■
納期：申込書返信後、約4～14日。
（提供元：畊石堂）

創業大正9年の印判店【畊石堂】の3
代目店主が心を込めて制作いたしま
す。芯持高級黒水牛18mmの高級実印
です。貫禄あるビックサイズで男性
向きです。モミ皮ケース・特製桐箱
に収めお届けいたします。■寄附受
付後、申込書を送付いたします。■
納期：申込書返信後、約4～14日。
（提供元：畊石堂）

丹後和紙絵葉書「福知山城の四季」
（丹州材の額縁入り）縦長サイズ【
1125728】

丹後和紙絵葉書「福知山城の四季」
（丹州材の額縁入り）四つ切サイズ
【1125727】

＜福知山の伝統産業の粋を集めた＞
由良川扇子（桐箱入り）1本【11119
68】

木製浮かし彫り表札(正方形)【1053
073】

34,000円
京都府の無形文化財に指定されてい
る伝統の手漉き和紙・丹後二股紙に
、福知山城の四季を描いたスケッチ
画を印刷し、由良川流域で育った良
質な丹州材（桧）の額縁に入れまし
た。本物の和紙の温かさと、福知山
城の四季の移ろいをお楽しみくださ
い。◆額縁サイズ：横272×縦523×
厚さ25mm（提供元：エース創作工房
）

このカタログに掲載されている情報は
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木製摺り漆高彫り表札（長方形）【
1084452】

34,000円
京都府の無形文化財に指定されてい
る伝統の手漉き和紙・丹後二股紙に
、福知山城の四季を描いたスケッチ
画を印刷し、由良川流域で育った良
質な丹州材（桧）の額縁に入れまし
た。本物の和紙の温かさと、福知山
城の四季の移ろいをお楽しみくださ
い。◆額縁サイズ：横445×縦370×
厚さ25mm（提供元：エース創作工房
）

100,000円
2018年竜王戦・福知山城対局の記念
品として対局者に贈呈した由良川扇
子。貴重な国産漆「丹波漆」を施し
た親骨と、手漉き和紙「丹後二股紙
」に「由良川藍」で福知山城を染め
ぬいた扇面と、福知山の伝統産業の
技術を結集した1本です。◆藍染扇
子1本、藍染扇子袋1袋、桐箱入り（
提供元：福知山伝統文化を守る会）

31,000円
浮かし彫りとは、文字以外の部分を
彫り下げ、文字のみを浮き上がらせ
て立体感を出す手の込んだ彫刻技法
です。「名前を盛り上げる」という
事から、運気を盛り上げ、家内繁栄
をもたらすとされる大変縁起の良い
彫り方の表札です。木板は良質な美
しい木目を持つ丹波産杉材で、「18
」「3」の吉祥数開運サイズ。文字
は、3書体からお選び戴き、作成前
にご確認戴けます。下地には「浮造
り仕上」と呼ば…
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