
カタログ有効期限／2017年3月末　カタログコード5661

http://www.city.tenri.nara.jp/kakuka/soumubu/zaiseika/furusatonouzei/index.html
カタログ以外にも魅力の品を取り揃えたホームページもご覧ください。

奈良県天理市へご寄附を頂いた皆様に感謝をこめて贈ります。

奈良県天理市 市長 並河 健

ふるさと納税 
お礼の品カタログ

　天理市は、緑あふれる“大和青垣”に抱かれ、黒塚古墳から出土した多数の三角縁神獣鏡をはじめと

する数多くの文化財や日本最古の道といわれる“山の辺の道”が現存するなど、歴史と自然が一体となっ

て息づいている“まち”です。このたび、天理市を応援していただける方々に、本市の特産品をお礼の品とし

て用意させていただきました。皆様には、ふるさと寄附金のかたちでまちづくりを応援していただき、「ふるさと

天理」の魅力をさらに知っていただければ幸いです。

入金方法
ホームページ「ふるさとチョイス」からお申込み後、
YAHOO!公金支払の決済画面からご決済をお願いいたします

払込取扱票（ゆうちょ銀行・郵便局）は、申込日から起算して１０日程度でお届けします。最寄りの
郵便局からお振込みください。上記寄附者情報に記載のお名前でお振込みをお願いします。

奈良県天理市川原城町６０５番地　天理市役所　財政課
窓口にてお支払いください。

クレジットカード

払込取扱票

自治体窓口

手数料無料

手数料無料

―

寄附の申込み、
使途に関する問い合わせ

お礼の品に関する
問い合わせ

天理市役所 財政課 ふるさと納税担当 〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地　
TEL.0743-63-1001（受付時間 平日 8:30～17:15）  FAX.0743-62-5016  メールアドレス zaisei@city.tenri.nara.jp

ふるさと納税商品お問合せセンター　
TEL.0120-977-050（営業時間／9:30～18:00　土・日・祝・12/29～1/3休み）

注意事項
●お届けの日時指定は承っておりません。ご入金確認後2週間～１ヶ月でのお届けを予定しております。 ●のし・包装・名入れのご希望は承っておりません。 
●お申込み後の「お礼の品」の変更は出来ませんので、ご了承ください。 ●商品到着後の返品・交換は受けかねますのでご了承ください。ただし、破損・不
良品の場合は速やかに対応させていただきます。 ●季節商品等はお届け情報をご確認ください。 ●冷蔵商品は発送前にご連絡いたします。 ●ご注文の
状況によっては、一時的に品切れが発生する場合があります。その際は代替品をお送りするか、出荷可能時期までお待ちいただく場合がありますのでご了承
ください。 ●メーカーの都合により仕様・デザイン・色・柄・サイズなどが変更になる場合があります。 ●カタログ掲載商品は印刷再現上、色調が実物と異なる
場合があります。 ●写真はすべてイメージです。小物類は商品に含まれません。 ●商品は十分にご用意しておりますが、天候不良、社会状況、規格の変更、
メーカーや施設の都合など、やむを得ない事情により内容変更や取扱いを中止する場合がございます。 ●商品のお届けは日本国内に限らせていただきます。

ふるさと納税の使いみち 申込書に寄附金の使途を選択してください。

①「古墳のまち」の推進

⑤音楽・芸術・スポーツの
振興に関する事業

②山の辺の道の保全・整備

⑥天理駅前広場等
空間整備事業

③子ども・子育て支援の
充実に関する事業

⑦市長におまかせ

④安心して暮らせる街づくりの推進
（高齢者福祉、防災・防犯対策）

＊いずれも指定がない場合は、
市長が使途を決定します。

ふるさと納税の流れ

ふるさと納税サイトか
らお申込み、またはカ
タログの別紙「申込
書」をお送りください。

ご指定いただいた入
金方法をお選びいた
だき、ご入金をお願い
いたします。

「お礼の品」を選ぶ 「お礼の品」が届く

①確定申告をする
②ワンストップ特例を利用する

（※2）

寄附金受領証明書を
受け取る（※1）

※1：確定申告には「寄附金受領証明書」が必要です。
紛失されないようご注意ください。「寄附金受領証明書」は
申告者の氏名で発行します。再発行や発行後の氏名変
更はできませんのでご注意ください。 

※2：確定申告をする必要のない方が、ふるさと納税先団
体（自治体）に「申告特例申請書」を提出いただくことで、
確定申告をしなくても寄附金控除が受けられます。但し年
間5自治体以内に限ります。

※3：自治体に寄附した金額のうち2,000円を超える分につ
いて、個人住民税所得割の約2割を上限として税額控除
されます。詳しくは総務省ふるさと納税ポータルサイトでご確
認ください。

①所得税・住民税で控除
②住民税で控除（※3）

奈良県 天理市
ふるさと納税 感謝特典制度のご案内

奈良県 天理市

天理市外から1万円以上のご寄附をいただいた皆様に。

天理市内企業等の協力により、「お礼の品」を差し上げます。
●1万円以上を寄附された方に、「お礼の品」を贈呈いたします。　●年度内、何回でもご利用いただけます。
●寄附金額の範囲に応じて、下記のパターンよりお選びいただけます。

　<お礼の品コース選択>
【寄附金額10,000円～20,000円未満の方】

①Aコース×1商品
【寄附金額20,000円～30,000円未満の方】

①Aコース×2商品  ②Bコース×1商品

【寄附金額30,000円以上の方】
①Aコース×3商品
②Aコース×1商品とBコース×1商品
③Cコース×1商品



●未成年者の飲酒は法律で禁止されています。●未成年者の酒類の申し受けはいたしておりません。 冷凍便にてお届け 冷蔵便にてお届け冷凍 冷蔵1 2
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「刀根早生柿」発祥の地、かよ
のあんぽ柿でつくったあんぽ柿
の生感あふれる食感と濃厚な甘
み、味わいをお楽しみください。

奈良県からJリーグ入りを目指す地元サッカーチーム
「奈良クラブ」を応援するビールです。チェコ産のザー
ツホップを使用した、ボヘミアスタイルの伝統的なピ
ルスナービールと、麦芽の香ばしさとほのかな甘みが
特徴のアイルランドの伝統的なスタウトです。売り上
げの一部は「奈良クラブ」の強化費に充てられます。

天理市役所の大の酒好き女子とのコラボで生まれ
た女性にもやさしくちょっとお洒落な日本酒と天理地
酒黒松稲天の辛口飲み比べセットです。

果汁が多く、とても甘い上にそれを支える酸味もしっ
かりあり、糖度が高く、濃厚な美味しさで人気商品で
す。お客様のニーズによって種なしぶどうに力をいれ
ていますが、様々な条件により時々種がある場合が
あります。

「柿の葉ずし2種6個入」は、本格柿の葉ずしをお手軽に自宅に
てお楽しみ頂けます。「柚庵焼鯖ずし」は肉厚の鯖を平宗オリジ
ナルの柚庵だれに漬け込み、ふっくらと香ばしく焼き上げていま
す。鯖の濃厚な旨味に柚子の爽やかさがマッチした他にない美
味しさが多くのお客様からご支持とリピートを頂いている棒ずし
のベストセラー品です。「巻ずし」は奈良県産ヒノヒカリに干瓢、
厚焼卵、みつばと高野豆腐に絶妙な味付けをしております。

毎年夏に天理市で開催される「こどもおぢばがえり」
の昼食である"カレー"のレシピを再現したレトルト食
品です。「こどもおぢばがえり」のカレーから生まれた
5人のヒーロー"カレーファイ
ブ"のシールもついています。

奈良の米、奈良の水、奈良の人、更に奈良の酵母で
造った純米酒と華やかな純米吟醸
の飲み比べです。常温よし、
冷やして尚良しの逸品です。

古来より大和盆地で栽培されていた在来種で昭和初
期に奈良県農業試験場において優良と認められまし
た。白くてきめの細かい絹肌で、粘りが強く、ねっとりし
たとろける食感とコクがあり、煮っ転がしをはじめ田楽、
蒸し芋、味噌汁など、幅広い料理に使うことが出来ま
す。おせち料理の煮しめや雑煮にもかかせません。

干柿の中に、くるみやゆず皮等
を入れた創作和菓子です。正
暦寺を訪ねる人にはおなじみの

「清流庵」の代表作です。

ひらたねなしの柿の枝変わりである「刀根早生柿」
はこの地で生まれました。萱生町の柿は特に｢宮
内庁御用達の柿、かよの柿」と広く親しまれてきま
した。食物繊維・ビタミンC・タンニンなど多くの成分
を含み果樹が多くやわらかい、甘くてまろやかな口
当たりが人気です。

ひと口でクセになる「辛さ」と「旨さ」の関西育ちのス
タミナラーメンです。醤油ベースのとんこつピリ辛な
こってり味です。リピーター続出です。

奈良県産の梅を贅沢
に使用した新感覚のス
パークリングワインで
す。爽快な梅の香りが
食欲をかきたてます。キ
レが良くしっかりとした
酸が骨格を調え、甘す
ぎずバランスの良い仕
上がりとなっています。
よく冷やしてお召し上が
りください。様々なシチュ
エーションやお料理とお
楽しみいただけます！

源作焙（げんさくほうじ）は奈良県産の一番茶を使用し、マイク
ロ波と遠赤外線でじっくりじっくり火入れをした当店オリジナル
の商品です。味にきびしい大阪の女性
２００名を対象としたモニター会でも
95%以上の方が味、香りともに「好き」
と答えて下さった自慢のお茶です。

いちご・みかん・いちじく・レモン・ブルーベ
リー・キウイ・りんご・梅など、旬の素材をその
都度農家さんから仕入れて手作りしていま
す。天理市産のフルーツを中心に、県内・国
内から厳選した素材の持ち味を大切にし、レ
モン果汁で優しく仕上げた無添加・安心安
全のジャムです。宗教・田園・文化都市「天
理」でていねいに作っています。

かよのあんぽ柿
●山中章弘農園 ●1箱6個入り×2箱 ●出荷時期／11月中旬
～12月下旬 ●申込期日／11月27日まで

奈良クラブビール 6本セット
●株式会社シマヤ ●奈良クラブビール（ピルスナー3本、スタウト
3本）計6本　化粧箱入り

瑠璃杯（RURIHAI）
稲天飲み比べセット
●稲田酒造合名会社 ●RURIHAI（清酒 黒松稲天 純米吟醸）
180㎖、RURIHAI（清酒 黒松稲天純米酒）180㎖、清酒黒松稲
天 大吟醸300㎖、清酒黒松稲天 純米吟醸 楽寿300㎖、清酒
黒松稲天 吟醸300㎖　計5本

宮本農園こだわりのぶどう 2kg
●宮本農園 ●2kg ●出荷時期／8月25～9月30迄 ●申込期
日／2016年8月31日まで ●80セット限定

冷凍 柿の葉ずし・棒ずし詰合せ
●㈱柿の葉ずし ●柿の葉ずし2種6個入り（鯖・鮭 各3個）
240g、柚庵焼鯖ずし（7切カット済）300g、巻ずし290g

天理カレー
●天理教道友社 ●天理カレー250g×10箱

純米吟醸楽寿&
奈良うるはし純米酒
●稲田酒造合名会社 ●清酒黒松稲天 純米吟醸楽寿720㎖、
清酒黒松稲天 奈良うるはし純米酒720㎖　各1本

味間芋 3kg
●農事組合法人 南檜垣営農組合 ●味間芋 3kg ●出荷時期
／12月中旬～2月下旬 ●申込期日／2017年1月20日まで

柿えくぼ（ミニ）3本紙箱入り M3
●清流庵 ●ゆず皮、杏、ラムレーズン 各1本

平核無（ひらたねなし）柿
●天理市果樹園芸組合 ●Ｌサイズ36個又は2Ｌサイズ32個
●出荷時期／10月下旬～11月中旬 ●申込期日／10月16日まで

刀根早生柿
●天理市果樹園芸組合 ●Ｌサイズ36個又は2Ｌサイズ32個
●出荷時期／10月上旬～下旬 ●申込期日／9月30日まで

天理スタミナラーメン
●有限会社なかい 
●3食入（麺約100g×3、スープ、炒め油）×3箱

スパークリング梅ワイン 2本セット
●株式会社シマヤ ●スパークリング梅ワイン 和（YAMATO）　
化粧箱入り

奈良一番茶「源作培」
フィルターインボトルセット
●（株）北田源七商店 ●源作焙（げんさくほうじ）60g（アルミ
チャック袋）、フィルターインボトル750㎖、耐熱ガラスボトル750
㎖、耐熱ガラスボトル（耐熱温度180度）、フィルターメッシュ（耐熱
温度180度）、注ぎ口・栓、シリコーンゴム（耐熱温度180度）

国産無添加
手作りフルーツジャム 6個セット
●ジャムキッチンタータン ●季節によって内容が異
なります。 ●内容量200ｇ×６個　
※在庫とジャム製作日程の都合により、お届けまで
お時間をいただく場合もございます。

商品番号 5661-0003 商品番号 5661-0039

商品番号 5661-0008

商品番号 5661-0041

商品番号 5661-0056

商品番号 5661-0013

商品番号 5661-0009

商品番号 5661-0014

商品番号 5661-0005

商品番号 5661-0002

商品番号 5661-0001

商品番号 5661-0040

商品番号 5661-0038

商品番号 5661-0006

商品番号 5661-0055

冷凍
冷蔵

奈良の大仏殿をデザインにした昔ながらのサイダー
です。また梅は奈良県産を大和茶は奈良市月ヶ瀬産
の一番茶を使用したプレミアムなサイダーとなってお
ります。お子様から大人の方まで幅広くお楽しみいた
だけます。

奈良サイダー詰合せセット
●株式会社シマヤ ●奈良サイダー（プレーン8本、梅2本、大和
茶2本）計12本　段ボール箱入り

商品番号 5661-0037
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1 万円以上の寄附で貰えるお礼の品 1万円以上の寄附で貰えるお礼の品

炭、水（電子エネルギー水）、空気を活用して環境を
整え土と作物を健康にし、光合成の働きを高め栽培
しました。炭素量の多い、こだわりのおいしい苺です。

国産小麦粉を使用し丁寧に手延べしたおそうめんが
お湯をかけるだけで本格的な、にゅうめんとして召し
上がっていただける即席麺です。1食20gですが、食
べるときには約3倍の量にも
どってきますので満足いただ
ける量になっています。

清涼な大和高原で育った春一番の新芽で作りました。「か
ぶせ茶」とは茶園に覆いをかけ、日光を遮って栽培したお茶
のことです。そうすることで旨味成分のテアニンが葉の中に
蓄積されるのです。また「かりがね」とは
茶の若茎や茶葉の柄の部分を集めた
お茶のことです。葉の部分よりも旨み
成分や香り成分が多く含まれます。

手延べ葛そうめんは、国産小麦粉に本葛を加
え、手延べ製法で丁寧に延ばした、ツルツルと
したのどごしとコシのある歯ごたえが特徴です。

山の辺の道沿いに点在する遺跡・古墳や神社仏閣を
解説した「山の辺の道の遺跡を訪ねて」に、天理市オ
リジナル古墳グッズと遺跡地図をあわせたセットです。

クリームチーズを特製の
酒かすに漬け込んで熟成
させました。日本酒はもち
ろん、ワインや焼酎とも相
性抜群です。酒かすの芳醇な香りとなめらかなクリー
ムチーズのマリアージュをお楽しみください。

主に奈良県内の神社仏閣向けに創業から65年以上の間、
神饌・御供・茶席菓子として味と手作り製法を変える事無く
お届けしている上菓子です。地元ゆかりの歌人在原業平の
移ろう心と慶事の象徴である松竹梅を表現した商品で、餡
入り/餡なし寒梅粉落雁と餡入り麦落雁の三種類をご用意
いたしました。抹茶の味を引き立てる事のみを追求した一品
です、是非お気に入りの日本茶と一緒にお楽しみください。

卑弥呼の宮殿が存在したといわれ古代ロマンが広が
る「纏向（まきむく）遺跡」と大和・柳本古墳群に囲ま
れた自然豊かな地域で採れた特別栽培米「大和ひ
みこ米（ひのひかり）」と青大豆（あやみどり）から出来
た味噌です。添加物を使わないな
ど安全、安心とおいしさを追求し
試行錯誤を重ねて作りました。

市内に1596基ある古墳のうち、厳選した100基を
詳しく解説した『天理の古墳100』に、天理市オリジ
ナル古墳グッズと遺跡地図をあわせたセットです。

クリームチーズを創業百
余年の老舗 大門醤油
醸造（奈良県桜井市）特
製たまり醤油に漬け込み
ました。たまり醤油のコク広がる濃厚おつまみチーズ
に仕上がっています。

蚊帳生地の織り目を均等にそろえ、生地を8枚重ね
ているため、吸水性・通気性・速乾性に優れていま
す。色合わせふきんは紀州産の
備長炭の優れた消臭・調湿の性
質を備えています。

稲天の奈良漬けは、蔵人が精魂込めて仕込んだお
酒から搾り取られた良質で香り豊かな酒粕と、国産
の野菜のみを使用し限りない手間と時間をかけた風
味豊かなお漬物です。深い香りと味わいと野菜本来
のみずみずしさを、ぜひご賞味ください。

奈良県特産「大和肉鶏」の特徴は肉質にあります。
脂肪も適度にあり肉質が締まり味の濃さが鶏肉本
来の味と評価されています。もも肉は塩コショウで味
を調えステーキで、炭火で。むね肉は蒸し上げて野菜
と一緒にカルパッチョ風でお召し上がりください。

平成29年4月にグランドオープンを目指して進められて
いる「天理駅前空間再整備事業」。JR・近鉄天理総合
駅の前に広がる18,400㎡の駅前広場を交通結節点
機能だけでなく、「産業発信」「文化発信」「賑わい創
出」機能をもちあわせた地域活性化の中心拠点として
活用しようというプロジェクトです。天理市だけにとどまら
ない、奈良県の賑わい拠点として変貌させる天理駅前
空間再整備プロジェクトにご協力お願いいたします。

酒かすクリームチーズとた
まり漬クリームチーズを両
方お楽しみいただけるよく
ばりセットです。

電子技法栽培 苺 「ゆめのか」
●東田農園 ●贈答用1トレー約450g（9～18粒入り）×2トレー 
●品種：ゆめのか、特徴：ジューシーで甘味と酸味のバランスが良
く、さっぱりとした食味です。糖度：13～14度 ●出荷時期／１月
～４月中旬迄 ●冷蔵 ●申込期日／2017年3月22日まで

にゅう麺セット 8食入り
●（株）坂利製麺所 ●そうめんでみそ汁（小）2袋、そうめんでおす
いもの1袋、そうめんでひや汁1袋、貝柱と菜の花のおすいもの1
袋、トマトたっぷりミネストローネ1袋、カマンベールチーズとオニオ
ンのスープ1袋、四万十川あおさのスープ1袋　計8食

大和茶ギフトセット 紙缶2本入
●（株）北田源七商店 ●奈良県産かぶせ茶200g、奈良県産か
りがね200g

手延本葛そうめん 6P
●（株）坂利製麺所 ●250g×6袋

山の辺の道散策セット
●天理市 ●山の辺の道の遺跡を訪ねて（書籍）、黒塚古墳絵は
がき5枚セット、大和古墳群航空写真下敷き1枚、クリアファイル
3枚セット（大和古墳群・柳本古墳群・三角縁神獣鏡）、天理市文
化財・遺跡分布地図

酒かすクリームチーズ 6パック
●三原食品株式会社 ●75g×6パック

業平様の恋文・餡入り松竹梅
大和の落雁詰め合わせ（A）
●御菓子司 丹波屋善康 ●業平様の恋文（餡無し落雁）20ヶ入
り×1箱、松竹梅（餡入り落雁）12ヶ入り×1箱 ※開封後は密閉
容器に保管し一週間以内にお召し上がり下さい。

喜養麺袋入り 7食入り
●（株）坂利製麺所 ●麺48g・粉末スープ・かやく・香辛料×7食

大和ひみこ味噌
●農事組合法人 南檜垣営農組合 ●大和ひみこ味噌1kg×2 ●出
荷時期／12月上旬～3月中旬 ●申込期日／2016年2月8日まで

古墳博士セット
●天理市 ●天理の古墳100（書籍）、黒塚古墳絵はがき5枚セッ
ト、大和古墳群航空写真下敷き1枚、クリアファイル3枚セット（大
和古墳群・柳本古墳群・三角縁神獣鏡）、天理市文化財・遺跡分
布地図

たまり漬クリームチーズ 6パック
●三原食品株式会社 ●75g×6パック

奈良蚊帳ふきんセット
●丸山繊維産業（株） ●蚊帳の夢ふきん（八重）杏色、黄水仙
色、藤色 各1枚 30cm×30cm、備長炭色合わせふきん（六重）
裏葉色、ベビーピンク 各1枚 35cm×35cm　計５点

奈良漬詰合せ
●稲田酒造 ●内容量約600g、総重量約1.4kg、数量 1箱、サ
イズ横約21.0㎝、縦28.0㎝、高さ約4.5㎝ ※原料の事情によ
り、詰め合わせの内容を一部変更させて頂くことがございますの
で、ご了承ください。

大和肉鶏もも・むね肉（約1kg）
●広井養鶏場 ●大和肉鶏もも・むね肉（1kg）　奈良県産

広場のネームプレートに名前を刻む
●天理市 ●お名前をネームプレートに刻み、広場に掲示します。
●申込期日／2016年12月31日まで

【酒かす・たまり漬クリームチーズ】の
よくばりセット6パック
●三原食品株式会社 ●【酒かすクリームチーズ】75g×3パック、

【たまり漬クリームチーズ】75g×3パック
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即席めん「喜養麺」は3分待っていただくだけでまる
でゆがきたてのような食感。昆布、かつおをベースに
あご粉末を加えた和風だしは上品であっさりしていま
す。1食48gですが、食べ
るときには約3倍の量にも
どってきますので満足いた
だける量になっています。



冷蔵便にてお届け冷蔵

即席めん「喜養麺」は3分待っていただくだけでまるで
ゆがきたてのような食
感。昆布、かつおをベー
スにあご粉末を加えた
和風だしは上品であっさ
りしています。

酒 米の最 高 峰 兵
庫県山田錦（高精
白）をぜいたくに使
用し醸した大吟醸
のしずくを斗瓶で囲
い、低温貯蔵しまし
た。過去、コンクー
ル等にて入賞実績
多数の極上
の逸品です。

主に奈良県内の神社仏
閣向けに創業から65年
以上の間、神饌・御供・茶
席菓子として味と手作り
製法を変える事無くお届け
している上菓子です。地元
ゆかりの歌人在原業平の

移ろう心と慶事の象徴である松竹梅を表現した商品で、餡
入り/餡なし寒梅粉落雁と餡入り麦落雁の三種類をご用意
いたしました。抹茶の味を引き立てる事のみを追求した一品
です、是非お気に入りの日本茶と一緒にお楽しみください。

クリームチーズを創業百余年の老舗 
大門醤油醸造（奈良県桜井市）特製た
まり醤油に漬け込みました。たまり醤油
のコク広がる濃厚おつまみチーズに仕
上がっています。

酒かすクリームチーズとたまり漬ク
リームチーズを両方お楽しみいただけ
るよくばりセットです。

クリームチーズを特製の酒かすに漬け込
んで熟成させました。日本酒はもちろん、
ワインや焼酎とも相性抜群です。酒かす
の芳醇な香りとなめらかなクリームチー
ズのマリアージュをお楽しみください。

果汁が多く、とても甘い上にそれを支える酸味もしっかり
あり、糖度が高く、濃厚な美味しさで人気商品です。お
客様のニーズによって種なしぶどうに力をいれています
が、様々な条件により時々種がある場合があります。

手延べ葛そうめんは、国産小麦粉に本葛
を加え、手延べ製法で丁寧に延ばした、ツ
ルツルとしたのどごしとコシのある歯ごたえ
が特徴です。

即席めん「喜養麺」は3分待っていただくだけでまるで
ゆがきたてのような食感。昆布、かつおをベースにあご
粉末を加えた和風だしは上品であっさりしています。

干柿の中に、くるみやゆず皮等
を入れた創作和菓子です。正
暦寺を訪ねる人にはおなじみの

「清流庵」の代表作です。

手延べ葛そうめんは、国産小麦粉に本葛を加え、手延べ製法で丁寧に延ばし
た、ツルツルとしたのどごしとコシのある歯ごたえが特徴です。

生活のあらゆる
シーンで蚊帳生
地を通し奈良を
感じていただけ
るセットになって
おります。 古都奈良で一貫生産された蚊帳生地のおふきんは吸水

性・通気性・速乾性に優れているため、清潔に使うことがで
きます。また、備長炭を練り合わせた糸を使ったおふきんや
蚊帳生地を10枚重ねたバスマットなど生活のあらゆるシー
ンで奈良の伝統産業を体感できるセットになっています。

国産小麦粉を使用し
た手延そうめんが本格
的にゅうめんになる即
席麺です。1食20gで
すが、食べるときには
約3倍になるので満足
できる量になります。

最高級の素材を
使用した当店の
お薦め人気商品
ばかりが入った
特薦セットです。

■日時:平成29年3月12日（日） 9:30～16:30頃（雨天決行）
■場所:天理駅集合
■ 行程:古墳群解説の後、大和・柳本古墳群へ現地見学
■ 特典:このツアーを選んだ方には、特典としてAコースにある
「古墳博士セット」をプレゼントいたします。

喜養麺袋入り 26食入り
●（株）坂利製麺所 ●麺48g・粉末スープ・かやく・香辛料×26食

黒松稲天 大吟醸斗瓶取り 雫
●稲田酒造合名会社 
●清酒黒松稲天 大吟醸斗瓶取り1800㎖

【酒かす・たまり漬クリームチーズ】の
よくばりセット 22パック
●三原食品株式会社 ●【酒かすクリームチーズ】75g×11パッ
ク、【たまり漬クリームチーズ】75g×11パック

手延本葛そうめん 15P
●（株）坂利製麺所 ●250g×15袋

にゅう麺セット 18食入り
●㈱坂利製麺所 ●そうめんでみそ汁（小）、そうめん
でおすいもの、そうめんでひや汁、トマトたっぷりミネ
ストローネ、カマンベールチーズとオニオンのスープ、
四万十川あおさのスープ 各3袋　計18食

業平様の恋文・餡入り松竹梅
大和の落雁詰め合わせ（B）
●御菓子司 丹波屋善康 ●業平様の恋文（餡無し落雁）20ヶ入
り×1箱、松竹梅（餡入り落雁）24ヶ入り×2箱 ※開封後は密閉
容器に保管し一週間以内にお召し上がり下さい。

たまり漬クリームチーズ 14パック
●三原食品株式会社 ●75g×14パック

【酒かす・たまり漬クリームチーズ】の
よくばりセット14パック
●三原食品株式会社 ●【酒かすクリームチーズ】75g×7パック、

【たまり漬クリームチーズ】75g×7パック
酒かすクリームチーズ 14パック
●三原食品株式会社 ●75g×14パック

宮本農園こだわりのぶどう 4kg
●宮本農園 ●4kg ●出荷時期／8月25～9月30迄 ●申込期
日／2016年8月31日まで ●80セット限定

喜養麺袋入り 17食入り
●（株）坂利製麺所 ●麺48g・粉末スープ・かやく・香辛料×17食

柿えくぼ（Lサイズ）5本木箱入り L5
●清流庵 ●ゆず皮、クルミ、杏、ラムレーズン、柿巻　各1本

手延本葛そうめん 23P
●（株）坂利製麺所 ●250g×23袋

奈良蚊帳ふきん&タオル9点セット
●丸山繊維産業（株） ●備長炭色合わせふきん（六重）水色、
裏葉色、ベビーピンク　各1枚 35cm×35cm、ティータオル リネ
ン、柿渋　各1枚 35cm×70cm、ウォーキングタオル 若紫、備
長炭／綿　各1枚 約15cm×110cm、夢ふきんプラス 桜桃、と
うもろこし　各1枚 30cm×30cm　計9点

奈良蚊帳ふきん&タオル11点セット
●丸山繊維産業㈱ ●備長炭色合わせふきん（六重）裏葉、ベビー
ピンク 各1枚 35cm×35cm、ティータオル リネン、柿渋、備長炭 
各1枚 35cm×70cm、ボディータオル 柿紫、備長炭／綿 各1枚 
約32cm×85cm、夢ふきん（八重）杏色、黄水仙色、藤色 各1枚 
30cm×30cm、バスマット 柿渋 1枚 約45cm×60cm　計11点

たまり漬クリームチーズ 22パック
●三原食品株式会社 ●75g×22パック

酒かすクリームチーズ 22パック
●三原食品株式会社 ●75g×22パック

にゅう麺セット 29食入り
●（株）坂利製麺所 ●そうめんでみそ汁（小）5袋、そうめんでおす
いもの4袋、そうめんでひや汁4袋、貝柱と菜の花のおすいもの4
袋、トマトたっぷりミネストローネ4袋、カマンベールチーズとオニオ
ンのスープ4袋、四万十川あおさのスープ4袋　計29食

吉川屋特選「ふるさと納税セット」
●（株）吉川屋 ●最高級塩吹き昆布「千代の春」、最高級手掻きおぼろ昆
布「白峰」、特撰「松茸昆布」、昔ながらの定番人気「昆布飴」（大）、4種の
味が楽しめるミックス昆布飴（大）、山椒角切り昆布「青垣」、椎茸角切り昆布

「布留の里」、山蕗角切り昆布「桃の尾」、ゴマ角切り昆布「橘」、ゴマ昆布
ふりかけ「磯しぶき」、鰹昆布ふりかけ「でこちゃん」、お茶漬ふりかけ「たら昆
布」、ふりかけ「しそ昆布」、「白波とろろ｣、おしゃぶり昆布「友ちゃん」、鰹と昆
布のしぐれふりかけ「えぞのあじ」、細切り塩吹き昆布「磯松葉」　計17品目

「ヤマト王権の古墳群を巡る考古学
ツアー」参加券
●天理市 ●天理市内の主な古墳や神社仏閣をバスでご案内するツ
アーです。ツアーには天理市の歴史に精通した文化財課職員が同行
致します。 ●平成29年3月12日より催行 ●定員：25名（申込先着順）
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●未成年者の飲酒は法律で禁止されています。●未成年者の酒類の申し受けはいたしておりません。 65
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天理市南部は、古来より
ヤマトと呼ばれてきたとこ
ろです。その龍王山麓に
は大和・柳本古墳群が所
在し、3世紀から4世紀の
巨大前方後円墳が出現し
た古代国家発祥地です。
天理市文化財課職員が
皆さまを古墳群にご案内
し、ヤマト王権の古墳の成
り立ちや副葬品について
の不思議に迫ります。

国産小麦粉を使用した手延そうめんが本格的にゅう
めんになる即席麺です。1食20gですが、食べるとき
には約3倍になるので満足できる量になっています。

クリームチーズを創業百余年の老舗 
大門醤油醸造（奈良県桜井市）特製
たまり醤油に漬け込みました。たまり
醤油のコク広がる濃厚おつまみチー
ズに仕上がっています。

クリームチーズを特製の酒かすに漬け
込んで熟成させました。日本酒はもちろ
ん、ワインや焼酎とも相性抜群です。
酒かすの芳醇な香りとなめらかなク
リームチーズのマリアージュをお楽しみ
ください。

酒かすクリームチーズとたまり漬
クリームチーズを両方お楽しみい
ただけるよくばりセットです。


