
〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町3-1-8 

JTB西日本ふるさと納税配送センター

月曜日～金曜日10時～17時（祭日、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）
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
栃木市ふるさと応援寄附金謝礼品HPをご覧ください。

http://furu-po.com/

ふるぽ 栃木市 検 索

栃木市ふるさと納税ホームページ

http://www.city.tochigi.lg.jp/hp/menu000013000/hpg000012119.htm
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栃木市

ふ る さ と 応 援 寄 附 金
謝 礼 品 カ タ ロ グ

カタログ有効期限 2017 年 9 月 30 日まで

カタログ掲載点数

ホームページ掲載点数

44点

241点

ダイジェスト版
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日光連山の麓、豊かな自然環境の中で育った
栃木が誇るブランド牛。

○ 前日光和牛ローストビーフ250g×２、ローストビーフソース100g、
レホール4.5g×5、大谷生ハムロース60g×3

○事業者／滝沢ハム株式会社 ☎0282-24-0514

前日光和牛ローストビーフと大谷の生ハム

交換ポイント数申込番号

Z004 65pt

恵まれた栃木県日光連山の麓で、きれいな水と安
全な飼料で育った和牛肉をステーキでお召し上がり
ください。

やわらかく、とろけるような霜降り肉は格別の
ご馳走です。

最高の自然環境、前日光ファームで丹精こめて肥育
した和牛。農林大臣賞、栃木県知事賞、日光東照
宮認定品に選ばれたこだわりある逸品です。

前日光和牛を使ったローストビーフと大谷石採掘跡の
熟成プラントで熟成させた香り豊かな生ハムです

○ひと串並120g×3
○事業者／有限会社 川魚瀬下 ☎0282-67-2551

幻の鰻 共水うなぎの蒲焼

交換ポイント数申込番号

L001 65pt

全国30数店でしか扱いのない、ブランド
鰻です。油が甘いのが特徴です

○ 和牛サーロインステーキ約180ｇ×3枚
○事業者／滝沢ハム株式会社 ☎0282-24-0514

前日光和牛サーロインステーキ

交換ポイント数申込番号

Z001 65pt

○とちぎサーロインステーキセット600g
○事業者／㈱東武宇都宮宇都宮百貨店 ☎0282-24-2211

とちぎ和牛サーロインステーキセット 600g

交換ポイント数申込番号

W003 75pt

○もも・肩肉すき焼き用1㎏
○事業者／株式会社スクラムフーズ（肉のふきあげ） 
☎0282-31-1022

とちぎ和牛・前日光和牛
（もも・肩肉すき焼き用1㎏）

交換ポイント数申込番号

D006 65pt

きめ細かい霜降りから来る上質な脂は、しつ
こくなく旨みが口いっぱいに広がります。

○とちぎ和牛リブロースすき焼き用500g
○事業者／㈱東武宇都宮宇都宮百貨店 ☎0282-24-2211

とちぎ和牛リブロースすき焼き用 500g

交換ポイント数申込番号

W008 60pt

地元ブランド牛「とちぎ和牛」のサーロインス
テーキセットをたっぷり１㎏。旨みたっぷりの
お肉を是非ご賞味下さいませ。

○とちぎサーロインステーキセット１㎏
○事業者／㈱東武宇都宮宇都宮百貨店 ☎0282-24-2211

とちぎ和牛サーロインステーキセット１㎏

交換ポイント数申込番号

W002 125pt
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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栃木市ふるさと納税寄附金謝礼品交換
サイトhttp://furu-po.com/をご覧下さい。
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地元でとれた旬の野菜を
ぎゅっと詰め込んでお送りいたします。

とちぎで育った、つやっつやのブランド米。

とっても甘くて、
栄養たくさんの 「カクテルトマト」

ジューシーで甘味が強く、
         穏やかな酸味と、上質な香りが特徴

生産量日本一とちおとめと、
新品種日本のプレミアムいちご「スカイベリー」

見てびっくり！食べてにっこり！甘くて、
                みずみずしい「にっこり」をお届けします。

○1房 平均330g×8パック
○配送期間：2016年10月1日〜2017年7月10日
○事業者／有限会社グリーンステージ大平
☎0282-45-1221

第44回農林水産祭 内閣総理大臣賞受賞
【カクテルトマト】房どり8パック

交換ポイント数申込番号

C001 20pt

○ 巨峰2L/1㎏ （箱）×2箱または2㎏ （箱）×1箱
○配送期間：2017年8月20日〜9月15日
○事業者／栃木市アンテナショップ
まちの駅 コエド市場　☎0282-25-7411

栃木市の絶品巨峰セット

交換ポイント数申込番号

J019 25pt

○一粒35g以上で、１パック7〜９粒の
内容量315g以上の２パック箱入りです。
○配送期間：2016年12月1日〜2017年2月15日
○事業者／株式会社 プラッツおおひら ☎0282-43-0388

スカイベリー

交換ポイント数申込番号
「マイページ」より
  お申込みください。 40pt

栃木県奨励で、５Ｌランクの上品な大粒で果肉のある
ものを提供いたします。どうぞご賞味ください。

ぶどうの王様と呼ばれ人気の高い品種です。
地元栃木市生まれの巨峰をお楽しみください。

ブドウの房のように7～8玉連なっている中玉トマトです。一日に
必要なリコピン量約15mgに対し、カクテルトマトでは2～3玉で
十分に摂取できます。また、旨味成分を引き出す天然の調味料
と言われるグルタミン酸も豊富で、桃太郎トマトの約3倍含まれ
ています。

いわふねフルーツパークでは、いま日本で有名ないちご
『とちおとめ』の生み親の熱心な指導のもと、心を込
めて美味しいいちごを生産しております。ぜひ、完熟で
美味しいいちごをご賞味ください。

○ お米：桜おとめ5㎏×１袋
○事業者／(株)ツバキサポートセンター
☎0282-92-0990

西方ブランド米「桜おとめ」5㎏

交換ポイント数申込番号

R004 25pt

桜おとめは、栃木市の小江戸ブランドに認定
されているブランド米です。江戸時代から江
戸前寿司の米として重宝されるほど、品質の
高さに定評があります。どうぞご賞味下さい。

○ ２kg玄米
○事業者／NIPPA米
☎0282-67-2580

NIPPA米コシヒカリ2㎏ 玄米

交換ポイント数申込番号

AE04 20pt

○ ２㎏精米　※精米は１割ほど重量が減ります。
○事業者／NIPPA米
☎0282-67-2580

NIPPA米コシヒカリ 2㎏

交換ポイント数申込番号

AE01 20pt

NIPPA米は農薬、化学肥料を一切使わず、豊かな生態系のサイクルの田んぼで栽培しております。地元の酒蔵の酒粕
や米ぬか、栃木県特産の大谷石の粉末を使うことでより土地の味を味わっていただけるように心がけています。
通年の商品です。毎年１０月１日から新米に入れ替わります。

○ 5㎏×１袋
○事業者／有限責任事業組合　ヒラメック
☎0282-27-4488

とちぎ本郷米（にこまる）5㎏

交換ポイント数申込番号

S001 20pt

ご飯の食味は光沢よく粘りが強く美味しさは折
り紙つきです。栽培地では栃木県が北限。北
限の秋冷を活かし、旨味深みを引き出せている
と確信しております。是非一度ご賞味ください。

2016/10/1
〜2017/7/10

受付期間

○ 化粧箱(2個入り)
○配送期間：2017年10月20日〜11月30日
○事業者／株式会社観光農園いわふね
☎0282-55-5008

にっこり

交換ポイント数申込番号
「マイページ」より
  お申込みください。 25pt

果実は、大きく、重さが約1キログラムになり、果実
は柔らかく、糖度が高くジューシーで美味しい梨です。
ぜひ、ご賞味ください。

○ セット内容／１箱（15〜18粒）×2
※大きさによって個数が異なります
○配送期間：2017年1月5日〜3月31日
○事業者／株式会社観光農園いわふね ☎0282-55-5008

栃木市岩舟産とちおとめ

交換ポイント数申込番号

K008 25pt

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。 ○ セット内容／野菜：9〜11品目/米（桜おとめ）2ｋｇ×
1/卵（つがもみじ）10個入×1/漬物本舗鳥海 手作り
みそ（白）800ｇ×1/漬物（梅干し）200ｇ×1

※季節により野菜の種類が変更となります。
○事業者／栃木市アンテナショップ まちの駅 コエド
市場　☎0282-25-7411

季節の恵み
栃木市農産物セレクションBOX②

交換ポイント数申込番号

J004 35pt

×8
パック

ネット

ネット

2016/11/1
〜2017/2/28

受付期間

2016/11/15
〜2017/2/1

受付期間

2017/9/1
〜2017/9/30

受付期間
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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栃木市ふるさと納税寄附金謝礼品交換
サイトhttp://furu-po.com/をご覧下さい。
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○ 10ヶ入×1箱
○事業者／栃木市アンテナショップ
まちの駅 コエド市場　 ☎0282-25-7411

栃木市の人気洋菓子店「ソワール」
マカロンセット

交換ポイント数申込番号

J013 25pt

本場はパリのマカロン。厳選した素材を使い、食感・香り・彩り・ピ
エの形・フィリングとのハーモニーなど全てにこだわり抜いた逸品です。

○ パウンドケーキ２本入り箱
○事業者／パティスリー エド オータヤ
☎0282-55-2134

パウンドケーキ２本入りセット

交換ポイント数申込番号

U001 20pt

地元で愛され 40 余年。栃木ブランドにもなっています。ずっと継ぎ足
し続けているラムレーズンとクルミの入ったパウンドケーキです。

○ 純米大吟醸　杉並木「黄雲」720ｍｌ×1本
大吟醸　杉並木720ml×1本
○事業者／(株)ツバキサポートセンター
☎0282-92-0990

純米大吟醸 杉並木「黄雲」
大吟醸 杉並木　セット

交換ポイント数申込番号

R005 50pt

米と米麹、そして大谷川の伏流水だけで醸された純粋なお酒で米の旨み
やふくよかさが感じられる旨口で爽やか味わいの飲み飽きしない逸品です。

○黒みかもの月×10、栗きんとん×5
○事業者／蛸屋藤岡店 ☎0282-62-4965

特選詰合せ（15個入り）

交換ポイント数申込番号

Q007 30pt

大振りの饅頭の中は丸ごと一粒と刻み栗がたっぷり入って深みのある味わいで
ボリューム満点の栗きんとんと当店一番人気のみかもの月との詰合せです。

○ 28㎝×27㎝×5.5㎝のギフト箱です
○事業者／精華堂パティー ☎0282-43-6602

巨峰ワインケーキ詰め合わせセット

交換ポイント数申込番号

N002 45pt

大平の巨峰のワインを使ったワインケーキと焼き物の詰め合わせです。

○ 地ビール330㎖×6本（麦太郎×2本 /黒ビール×2本
/ＩＰＡ×2本）

※季節によりビールの種類が一部変更となります。
○事業者／栃木市アンテナショップ
まちの駅 コエド市場　 ☎0282-25-7411

人気のゆるキャラ
とち介ラベル地ビール 6本セット

交換ポイント数申込番号

J001 25pt

コエド市場では、可愛いとち介をオリジナルラベルにしました。
個性豊かな3 種類の地ビールを是非ご賞味下さい。

○ ワイン720㎖×2本、焼酎4合 （25度）×1本
○事業者／道の駅みかも  ☎0282-62-0990

巨峰美人（おおひら巨峰ワイン）
白・ロゼセット+こなら娘（地元焼酎）3点セット

交換ポイント数申込番号

AA04 45pt

おおひらぶどう団地で収穫された巨峰種を100％使用した中甘口ワインと、
地元で穫れたベニアズマのみを使用した焼酎のセットです。

○ オリーチェ100g×2、ミックスオリーブ100g×2
オリーチェ種抜き80g×2
○事業者／岩下食品株式会社 ☎0120-553-181

オリーブセット3種6個

交換ポイント数申込番号

Ｍ008 25pt

イタリアシチリア産のフレッシュな早摘み果実を使用。実が締まって色が鮮
やか、酸味が少なく果実本来のおいしさが生きています。
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皮から自家製、一個一個大切
に心をこめて手包みのため、完
売御礼のご当地グルメが遂に登
場。門外不出の極上の味わいが
ご家庭で気軽に楽しめます。

明治元年創業　お茶の小井沼が誇る、天皇皇后両陛下にも飲んでいただいた
最高級煎茶をご賞味ください。

さくらのチップを燻しながらじっくり造り上げました。

栃 木 市の個 性あふれる特 産品

２０１６年、観光振興賞最高賞受賞。親子三代にわたり
受け継がれた秘伝のタレで作るツルミのカツ煮まん。

甘み、渋み、苦みの絶妙なバランス。「熊切」で遠い
歴史を想い優雅な時間をお楽しみ下さい。

さくらのチップを燻しながらじっくり
造り上げました。

ご当地グルメやお茶、おなじみのグルメなど栃木市からバラエティ豊かな特産品をお届けいたします。

レモン浸漬酒と果汁をダブルで
使用したストロングな果実感とス
トロングな飲みごたえ。サントリー
梓の森工場にて製造された商品
をお届け致します。

芯を使わず、革のみで仕立てているので自然な
革の風合いとエイジングを楽しめます。

シンプルなデザインでレザーのエイジングを極限
まで楽しめるレザートートバッグ。

○チューハイ350㎖缶×24缶
○事業者／井上株式会社
☎0282-24-5311

サントリー−196℃
【ダブルレモン】１ケース

交換ポイント数申込番号

V002 30pt

陶器特有の質感により、ビール
の泡が細やかでクリーミーになる
ビアカップです。

○8.5×8.5×11㎝
○事業者／有限会社栃木製陶みかも焼
☎0282-55-3939

ペアビールカップ

交換ポイント数申込番号

G007 20pt

楽器の練習に欠かせないメトロノー
ム。選りすぐりの製品を工場直送に
てお届けいたします。

○Ｗ200×H90×D20(㎜）表革は、栃木レザーのオイルドシュ
リンクレザーを使用。
○事業者／株式会社和宏
☎03-3870-9314

minca/Lジップウォレット①

交換ポイント数申込番号

AF01 185pt

○Ｗ460×H420×D150(㎜）、カラーTAN、栃木レザーでつ
くられる「フルベジタブルタンニングレザー」という昔ながらの
なめし方法で作られる天然皮革。
○事業者／株式会社天神ワークス
☎03-3870-8658

天神ワークス/トートバッグTT01L

交換ポイント数申込番号

AG01 640pt

○ 15ヶ入
○事業者／ホクヨウ株式会社
☎0282-27-1616

たまタマ玉子

交換ポイント数申込番号

F001 25pt

今までにないダンボール製ネコハウス
です。猫が好む相性の良い段ボール製。

○タワー4箱タイプサイズ：縦約115㎝×約115㎝
×奥行約36㎝、色：表面白・裏面茶、原産+M84国：
日本、本体素材：強化シングル中芯厚５㎜ダンボー
ル使用、重さ：1箱約2.8㎏
○事業者／有限責任事業組合 ヒラメック
☎0282-27-4488

にゃんハウス「タワータイプ」4箱

交換ポイント数申込番号

Ｓ003 30pt

○サイズ：130W×230H×130D㎜、テンポ範
囲：40〜208回/分、2.3.4.6拍子ベル付
○事業者／日工精機株式会社
☎03-3463-2511

日工メトロノーム
木製ゴールド No.104

交換ポイント数申込番号

AC05 120pt

○お食事サイズのカツ煮まん約150g×5個(1セット)
○事業者／ツルミ食堂　☎0282-27-2048

2016・関東最高賞受賞
☆ツルミのカツ煮まん5個入り☆

交換ポイント数申込番号

E001 20pt

岩下プレミアムは選りすぐりの素材の持ち味を活かして丹精込めて漬け
込んだ逸品です。厳選した新生姜、希少な新芽生姜をはじめ、岩下食
品が自信をもっておすすめするプレミアムな美味しさです。

厳選した新生姜を使用した、プレミアムなセットをお届けします。

○１50ｇ×2缶　桐箱入り
○事業者／株式会社 お茶の小井沼
☎0282-22-3225

献上煎茶 熊切（くまきり）
150g×2缶 桐箱入り

交換ポイント数申込番号

B010 70pt

○新生姜120ｇ×1、新芽生姜120ｇ×1、みそ漬け生姜150ｇ×1、ピリ辛らっきょう
100ｇ×1、たまりらっきょう100ｇ×1、ピリ辛きゅうり120ｇ×1
○事業者／岩下食品株式会社　☎0120-553-181

岩下プレミアム特撰セット6種6個詰合せ

交換ポイント数申込番号

M001 25pt

栃木県にて 60 年続く、レモン風味の
なつかしい乳飲料です。

○関東・栃木レモン：200㎖×5、関東・栃木コーヒー：200㎖×5、関東・栃木ぶどう：
200㎖×5
○事業者／栃木市アンテナショップ まちの駅 コエド市場　☎0282-25-7411

栃木乳業Dセット
（関東・栃木レモン＆ぶどう＆コーヒーギフトセット）

交換ポイント数申込番号

J022 25pt
EF66形電気機関車と14系客車のセットです。
コントローラーとレールがセットになっています。

○【T008-5 EF66】後期形、【T006-1】 14系客車4両、【T006-2】
14系客車2両、【R063】立体交差単線レールセット、【A028】AC
アダプター、【RC02】トレインコントローラー、【C002】ポイント切替スイッ
チ（カートンサイズ520×620×210）
○事業者／株式会社トイテック ロクハン事業部
☎0282-20-2365

EF66＆14系座席車！客車急行列車運転セット

交換ポイント数申込番号

AD05 370pt
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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栃木市ふるさと納税寄附金謝礼品交換
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ゴルフ場のメッカといわれる栃木県の中でも随一の伝統を誇るコースで、美しいレイア
ウトの27ホールはまさに本格的チャンピオンコースといった風格があります。各コース
とも微妙なアンジュレーションを持つグリーンをはじめ、1ホール毎の印象も鮮やかに
変化に富んだゴルフをお楽しみ頂けます。

茶豆（枝豆専用品種）のオーナーになって頂き、旧お盆（8月15日頃）と秋の彼岸（9
月20日頃）の年2回現地農場にて、ご自身の手で収穫して頂きます。採れたての新
鮮な枝豆をぜひお召し上がりください。

種まきから収穫までの農業体験。春は「食べよう春・万本桜」の会への招待、秋の
収穫祭(１１月）はバーベキュー込み、その他、ぶどうまつり、菜の花摘み、花摘み
体験あり

黒大豆（品種：丹波黒）のオーナー制度。種まきから栽培管理までは生産者（集落
営農組合）が行い、生育した黒大豆を収穫前にオーナーへ引渡します。１０月には
黒枝豆として、１２月には黒大豆として、好きな時に自由に収穫することができます。

○ 【収穫枝豆本数は1回につき約30本×2回/年　※旧お盆（8月15日頃）と秋のお彼岸（9月20日
頃）の2回です。それぞれ休日をはさんだ10日間程度が収穫期間です。収穫時期は収穫最適期
に改めてお知らせいたします。収穫適期が短いので、収穫可能日の通知後、10日間くらいで
の収穫をお願いしています。

○事業者／下高島集落営農組合 ☎090-2662-5050

茶豆（枝豆）オーナー制度　（枝豆収穫体験）

交換ポイント数申込番号

H001 20pt

○ １区画　約２５㎡　約５０株
○事業者／おおひらアグリツーリズム推進協議会 ☎0282-43-9212

おおひら黒大豆オーナー制度のオーナー権利

交換ポイント数申込番号

T001 40pt
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○ 【平日プレー】3月〜6月及び9月〜12月
※昼食メニューにより追加料金あり。２バックの場合は追加料金あり。
○事業者／合同会社とちねっと ☎090-8680-7790

○大根、黒大豆（枝豆と大豆収穫体験）、じゃがいも、さつまいもは約25株のオーナー、ぶどう
は巨峰３房（袋かけと、収穫体験）、玉ネギは約50個、キウイは約１㎏
○事業者／NPO法人 太平山南山麓友の会 ☎0282-43-8288

桜の名所栃木カントリークラブプレー券
（セルフプレー・昼食付）【平日プレー】3月～6月及び9月～12月 七ふしぎ農場体験（7品）

交換ポイント数申込番号

Y005 70pt
交換ポイント数申込番号

P012 125pt

※掲載している以外の日程や土日祝日のプランもございます。
詳しくは栃木市ふるさと納税寄附金謝礼品交換サイト
http://furu-po.com/をご覧下さい。

2016/10/1
〜2017/5/31

受付期間

2017/4/1
〜2017/9/15

受付期間

栃木市をホームタウンとしたサッカークラブ「栃木ウーヴァフットボールクラブ」の応援グッ
ズです。2016～2017シーズンレプリカユニフォームとタオルマフラー（とち介コラボバージョ
ン）のセットとなります。

○2016〜2017レプリカユニフォーム(ホーム半袖/サイズS/M/L/XL/XXL)×1
／2016タオルマフラー(とち介コラボバージョン)×1 
※サイズと背番号についてはこちらからご連絡致します。その際にお申し出ください。
※カタログ写真は2016シーズンのものとなります。受注時期によりお届けするものが2017シー
ズンのものとなり、多少デザインが変わります。
○事業者／株式会社 栃木ウーヴァ ☎0282-51-9346

栃木ウーヴァフットボールクラブ応援グッズ

交換ポイント数申込番号

A002 95pt

専用の安全器具を着用して樹上１０mにチャレンジする本格的アスレチックと、自然の中
で炭火のバーベキュー（手ぶらでOK！）を楽しめるアウトドア気分満点の体験チケットです。

○アスレチック体験（約２時間３０分）バーベキュー（約２時間） 天候等により、パークが閉鎖になる場合が
あります。事前にご確認ください。ポイントの返却は一切できかねます。お申込み後、チケットを送付い
たしますので利用日の５日前までにアスレチック体験とバーベキューのご予約をお願い致します。キャン
セルは３日前までにお願いいたします。お客様ご都合による２日前以降のキャンセルはお受けいたしかね
ますのでご了承ください。 ○事業者／フォレストアドベンチャー・おおひら ☎080-1344-8424

アドベンチャーコース体験（１８歳以上）＋バーベキュー

交換ポイント数申込番号

AB01 35pt

とちぎ、蔵の街散策。
その昔、江戸との貿易で栄えた栃木市。蔵造りが並
ぶうずま川沿いなど、和の情緒あふれる街並みが残っ
ています。日常をはなれ、和服での蔵の街散策はい
かがでしょう。老舗呉服店、写真館、料亭が   "和"
を味わう一日を御提供いたします。お土産にもこだわ
りの和のアクセサリーをお付けいたします。

○＊京呉服張玉本店にて着物レンタル、着付け＊老舗写真館による写真撮影と写真お持帰
り＊老舗料亭仲乃家(英語対応可）、または老舗ﾚｽﾄﾗﾝFUJIにて昼食　地元食材を楽しむメ
ニューを提供http://www.nakanoya.jp＊ジュエリー作家Yumi Sakai和のアクセサリー＊とち
ぎ娘町オリジナルストラップ　印刷館こいけ作http://www.insatsukan-koike.co.jp
○事業者／合同会社とちねっと ☎090-8680-7790

小江戸とちぎ蔵の街散策　和を味わう一日

交換ポイント数申込番号

Y003 125pt
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4 月　とちぎ桜祭り

11月　とちぎ秋まつり（隔年）

6 月　とちぎあじさい祭り

12 月　うずま冬ほたるキラフェス

体
 験

蔵
の
街
散
策

魅力たっぷり！
栃木市観光情報
栃木市

観光協会ＨＰ
（ＱＲコード）
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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栃木市ふるさと納税寄附金謝礼品交換
サイトhttp://furu-po.com/をご覧下さい。
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●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 929061A

カタログの見かた

【謝礼品の説明について】

謝礼品の申込番号

謝礼品に関する問合せ先

謝礼品の配送方法

Sample

※自治体毎にポイント表記が異なります。

謝礼品の申込期限が設けられている
謝礼品。期間内のみ申込可。

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。

ハガキでは
お申込みできません。

ネット

ネット
冷凍便で配送される
謝礼品

冷蔵便で配送される
謝礼品

常温で配送される
謝礼品

　　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。

謝礼品をお申込みの前にご確認ください

謝礼品の交換ポイント数

謝礼品が配送される時期

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 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
栃木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。

3

地域産品の場合
宅配便、メール便でお送りします。

栃木市は、小江戸風情の漂う「蔵の街並み」やラムサー
ル条約登録湿地の「渡良瀬遊水地」、関東平野を一望
できる「太平山」など、自然や歴史、文化資源に恵ま
れたまちです。
本市では、市民が一丸となって、「“自然”“歴史”“文化”
が息づき“みんな”が笑顔のあったか栃木市」の実現を
目指して、まちづくりに取り組んでいます。
「栃木市をふるさとと感じてくださる方」や「栃木市を応
援してくださる方」からの貴重な寄
附金を有効に活用させていただき、
より魅力的な栃木市づくりを進めて
いきたいと考えております。
ぜひ、本市の取り組みを応援いた
だくとともに、栃木市にお越しいた
だき、本市の魅力をご体感いただ
ければ幸いです。

栃木市を
応援して下さい。

栃木市長
鈴木　俊美

○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

完熟みかん （M）

交換ポイント数申込番号

X000 00pt

ハガキではお申込みできません。

8/1〜
12/15

受付期間

魅力たっぷり！
栃木市ライフ
憧れの

トチギーノHP
（ＱＲコード）


