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栃木県



文化元年の創業以来 200有余年の
歴史を持つ酒饅頭。大正天皇献上品。

デンマーク産のクリームチーズと卵だけで作り上げ、小麦粉を使用せず
手間と時間をかけて仕上げた逸品。

厳選した国産小豆を使用し、
伝統のわざで煉り上げた逸品

金谷伝統のロイヤル、イギリス、ホテル
の三種類のブレッドにラムレーズンと
ピーナッツクリームを合わせたセット。

特選日光ブランド

日光老舗名店会
山岳信仰を起源とし１２００有余年の歴史を持つ日光は、『日本の聖地・世界の日光』として独自の発展を遂げて参りました。

そんな世界にも誇る歴史・文化を持つ日光には、これまで多くの店舗・企業が興きては亡え、淘汰を繰り返し、
その中で生き残ってきた店舗が現在老舗・名店と呼ばれ、日光の一端を支える存在となっております。

竹皮包本煉羊羹、塩羊羹2本折
○内容量 500ｇ×2本、（14㎝×22.5㎝）

株式会社 三ツ山羊羹本舗  10288-54-0068

AH01 25ポイント申込
番号

交換
ポイント

チーズケーキニルバーナ
○チーズケーキ 直径21cｍ×1 600ｇ

日光総業株式会社 明治の館  10288-53-3751

BG02 30ポイント申込
番号

交換
ポイント

冷凍パンセット
○ロイヤルブレッド、ホテルパン、ラムレーズン、
イギリスパン、金谷ホテルピーナッツクリーム

株式会社 金谷ホテルベーカリー 10288-21-1275

巻湯波のふくませ煮
5個入
○5個×1パック

日光名物 御膳湯波 元祖 海老屋長造  10288-53-1177

AZ01 20ポイント申込
番号

交換
ポイント

BJ08 30ポイント申込
番号

交換
ポイント

甚五郎煎餅15号缶
○43枚入

株式会社 石田屋  10288-53-1195

AL04 20ポイント申込
番号

交換
ポイント

元祖日光饅頭（酒饅頭）20個入
○20個入

有限会社 湯沢屋  10288-54-0038

AM01 25ポイント申込
番号

交換
ポイント

140年の歴史を誇る「日光御膳湯波」を調理し
た会席膳のコース料理です。お庭と山を眺め
ながら、日光伝統の手作り湯波を是非ご堪能
ください。

海老屋謹製『揚巻湯波』を使用した巻湯波の
ふくませ煮です。温めるだけで召し上がれます。

バターの風味とソフトな塩味が好評です。お子様か
らお年寄りまで多くの方に愛される一品。

【数量限定】
生ゆば会席膳コース
ペアお食事券
○生ゆば会席膳コース・２名様分
使用期限：申込後１年以内

ゆば亭ますだや  10288-54-2151

AD01 55ポイント申込
番号

交換
ポイント

年間
10セット
限定

月間
100セット
限定

※11月～12月は
ご提供できません。

2
※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商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。※商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
詳細に関してはふるさと日光応援寄附金謝礼品ホームページhttp://furu-po.com/ をご覧下さい。

1
※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商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。※商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
詳細に関してはふるさと日光応援寄附金謝礼品ホームページhttp://furu-po.com/ をご覧下さい。
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塩バター、しょうゆ、七味など人気の
8種類の味を詰め合わせました。

厳選した国産小豆を使用し、
伝統のわざで煉り上げた逸品

明治の館代名詞ともいえるチーズケーキニルバーナのレアタイプ。日光老舗名店会に所属する店舗商品の詰合せセット。ふじやの生湯波、
落合商店の志そまきとうがらし、柏崎商店の山椒の佃煮、湯沢屋の酒饅頭・
水羊羹。

バニラ風味のふんわりバウムと、発酵バターの香りともっちりとした食感の
ハードバウムがセットになりました！

かわいい包装紙はブックカバーな
どにも使えます。お煎餅の味はも
ちろん、パッケージにもこだわっ
たおすすめの商品です。

ホテルのレストランで愛され続けてきた百年ライスカレー。具とソースを別パック
にすることにより従来のレトルトパウチ食品とは異なる仕上りです。それぞれ違っ
た特徴ある美味しさをお楽しみください。

40年間愛され続けている伝統のチーズケーキと良質でおいしい生乳を100％使用
したオリジナルヨーグルトのセット

金谷バウムセット（ホール）
○ふんわりバウム（ホール）×１、
ハードバウム（ホール）×１

株式会社 金谷ホテルベーカリー 10288-21-1275

BJ02 25ポイント申込
番号

交換
ポイント

和柄 10種
○10袋

株式会社 石田屋  10288-53-1195

AL02 25ポイント申込
番号

交換
ポイント

チーズケーキニルバーナレア
６個セット
○オリジナル×2個、チョコレート＆オレンジ×2個、ストロベリー＆ブルーベリー×2個

日光総業株式会社 明治の館  10288-53-3751

BG04 30ポイント申込
番号

交換
ポイント

日光プレミアムセット
○ふじやの生湯波２本、落合商店の志そまきとうがらし１０本、
柏崎商店の山椒の佃煮５０ｇ、湯沢屋の酒饅頭５個・水羊羹５本

有限会社 湯沢屋  10288-54-0038

AM07 35ポイント申込
番号

交換
ポイント

レトルト３食セットチーズケーキニルバーナ＋ヨーグルト
○百年ライスカレー（ビーフ）×1、百年ライスカレー

（チキン）×1、オリジナルビーフシチュー×1
○チーズケーキ　直径21cｍ×1：600g
ヨーグルト400ｍｌ×5

株式会社 金谷ホテルベーカリー 10288-21-1275日光総業株式会社 明治の館  10288-53-3751

BJ01 25ポイント申込
番号

交換
ポイントBG01 45ポイント申込

番号
交換
ポイント

甚五郎煎餅Ａ缶
○85袋入り

株式会社 石田屋  10288-53-1195

AL01 35ポイント申込
番号

交換
ポイント

竹皮包本煉羊羹、塩羊羹、
栗羊羹3本折
○内容量 500ｇ×3本、（20㎝×22.5㎝）

株式会社 三ツ山羊羹本舗  10288-54-0068

AH02 40ポイント申込
番号

交換
ポイント

4
※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商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。※商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
詳細に関してはふるさと日光応援寄附金謝礼品ホームページ　http://furu-po.com/ をご覧下さい。

3
※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商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。※商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
詳細に関してはふるさと日光応援寄附金謝礼品ホームページhttp://furu-po.com/ をご覧下さい。

日光老舗名店会
特選日光ブランド

日光老舗名店会
特選日光ブランド



自家挽き香辛料と数種類の国産生野菜を使用し、
こだわりの製法で仕上げた特級ウスターソース。

ギフトセット４本組A（ウスターソース・
中濃ソース・ケチャップ・マヨネーズ）
○特級ウスターソース300ml 1本、特級中濃ソース300ml 
1本、あらごし完熟ケチャップ400g 1本、ユニオンマヨ
ネーズ500g 1本

ユニオンソース株式会社 10288-26-4896

AY01 20ポイント申込
番号

交換
ポイント

調
味
料

人気の醤油は卓上用と詰替え用を、この醤油で漬けた
漬物を 5種、やはりらっきょうは外せません！

漬物三昧セット
○スライスだいこん240g、きゅうり230g、なす210g、は
やとうり210g、しょうが180g、ごぼう170g、きざみろばた
200g、ワインらっきょう340g、甘口らっきょう220g、日光
東照宮献上醤油「譜代相伝」100ml×1・500ml×1

日光ろばたづけ製造本舗 株式会社 樋山昌一商店 10288-27-1122

AQ08 65ポイント申込
番号

交換
ポイント

漬
物

特選日光ブランドが日光の食のイメージを牽引する
ものであるのに対し、食の日光ブランドは地域に点
在する様 な々地域資源を掘り起こし、1000万人の交
流パワーを活用し発信することで、交流客の満足度
の向上を目指し、また、地域経済の活性化につなげ
ていきます。

水 地
酒

日光連山の奥深く湧き出でる
清き源涼水、大自然がもたら
すまろやかな天然水です。

コクのあるやや辛口の原酒です。
片山酒造の定番商品です。

日光の酒米100％、栃木県の酵母で
仕込んだ生粋の地酒です。
すっきりとした口当たりの辛口の
純米吟醸酒です。

原酒柏盛Ｍ 純米吟醸日光誉
○720ml ○720ml

片山酒造株式会社  10288-21-0039 株式会社渡邊佐平商店  10288-21-0007

BH04 20ポイント申込
番号

交換
ポイント AG01 20ポイント申込

番号
交換
ポイント

地
酒

日光水物語
○1箱（500mlペットボトル24本入り）

日光商工会議所  10288-30-1171

AT01 40ポイント申込
番号

交換
ポイント

国産らっきょうをじっくり熟成させ、伝
統のたまりに漬け込んだらっきょうのた
まり漬、７種類のたまり漬を刻み合わせ
た七種刻み合わせと、日光味噌で作っ
たフリーズドライ味噌汁のセットです。

朝食セット500g＋3食
○漬物250g×2、フリーズドライ味噌汁3食

株式会社上澤梅太郎商店  10288-21-0002

BE01 20ポイント申込
番号

交換
ポイント

漬
物 肉

日光HIMITSU豚は、日光のおいしい伏流水などを飲
み水や栄養価豊富な餌を使用しているので臭みがなく、
やわらかくジューシーなSPF豚です。

日光HIMITSU豚ロース
（ソテー・とんかつ用）

○800g（160g×5枚）

渡辺精肉店  10288-21-0202

BF01 25ポイント申込
番号

交換
ポイント

三依の清流で育てた川魚を炭火で素焼きし翌日鍋に魚
と山椒の実を交互に並べ 3日間じっくり味付け煮詰めた
究極の逸品です。

山椒の実入りイワナ、ヤマメ、
ニジマスの甘露煮詰合せ5本入    
○イワナの甘露煮：2尾、ヤマメの甘露煮：2尾、ニジマス
の甘露煮：1尾

三依渓流つり場 10288-79-0110

BD08 30ポイント申込
番号

交換
ポイント

渓
流
魚

麺

上は、奥日光の山椒を練りこみ下は、日光ゆばを、
練りこみ山椒とゆばを、２層に合わせたコラボ麺です。

日光すかい麺のゆばと
さんしょのコラボ麺
○数量　1パック　内容量270ｇ

有限会社皇海麺藤谷商店 10288-93-2397

AR01 10ポイント申込
番号

交換
ポイント

ワイン・蜂蜜仕込みの風味豊かな
たまり漬の詰め合せです。

日光のけっこう漬の詰め合わせ
12個入 桐箱
○1,800ｇ

株式会社けっこう漬本舗 10288-21-1487

AF03 40ポイント申込
番号

交換
ポイント

漬
物

完全無添加製造の
製品です。

【数量限定】無添加
ロースハムソーセージセット
○ソーセージ3本入：3種類各1パック、ロースハム5枚入：
2パック、合計5パック

日光グルメやまなか 10288-54-0323

AP01 25ポイント申込
番号

交換
ポイント

肉

渓
流
魚

ヤシオマスは栃木県のブランド魚です。当養鱒場では
日光連山男体山の浸透水で丁寧に育ております。上質
な脂と上品な肉質をご賞味ください。

【数量限定】ヤシオマス1尾
○約2㎏（神経〆・内臓処理済み）

清滝養鱒場  10288-54-1266

AK01 40ポイント申込
番号

交換
ポイント

年間
20セット
限定

年間
100セット
限定

年間
50セット
限定

湯
波

栃木県産大豆 100％使用し、日光
銘水を使用した手作ゆばギフトで
す。常温保存可能です。　　　

ゆばギフトAセット
○味付ゆば（大）箱付：6個（220ｇ）、ゆばさし（大）箱付：
220ｇ、味付きざみゆば（箱付）：150ｇ、サラダゆば（箱
付）：80ｇ

株式会社 日光食品 10288-22-7054

AU01 30ポイント申込
番号

交換
ポイント

年間
300セット
限定

日光ブランド認定制度

市内に点在する様々な地域資源
を、日光ブランドとして認定する、ブ
ランド認定制度が始まりました。日
光ブランドを広く世界に発信するこ
とにより、日光市のイメージを高め、
産業の活力や市民の活力を向上さ
せ、地域の活性化につなげることを
目的としています。これまでに、自然
分野（30 件）、歴史分野（13 件）、
文化分野（4 件）、風習分野（2 件）
を認定してきました。

無農薬栽培の特殊製法で栽培された天然と変わらぬ
日光まいたけ。茎の太さ、弾力性、味、香り、すべて
において他に類を見ないまいたけです。

舞
茸

【期間限定】日光まいたけ ２株入
○500ｇ×2株
配送期間：～2016年4月20日

BG05 20ポイント申込
番号

交換
ポイント

日光総業株式会社 明治の館  10288-53-3751

年間
300セット
限定
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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商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。※商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
詳細に関してふるさと日光応援寄附金謝礼品ホームページhttp://furu-po.com/ をご覧下さい。

※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商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
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詳細に関してはふるさと日光応援寄附金謝礼品ホームページhttp://furu-po.com/ をご覧下さい。
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受付期間

ネット

ネット



日光の上質な天然水を使用しています。小豆は上品で
滑らかな舌触りに、生地にはたっぷり黒糖を練り込み、
黒糖本来の風味と旨み ,またカリッ、サクッ感と餡とが
調和し、最高の菓子に出来上がっています。

鬼怒川かりんとうまんじゅう
○12個 （1個43g前後）

有限会社 おおあみ  10288-77-0133

AW01 20ポイント申込
番号

交換
ポイント

和
菓
子

油脂を一切使わず、小麦粉・砂糖・
卵を練り上げ焼き上げた「和風クッ
キー」で、甘さを控えた小倉餡を
サンドしました。

きぬの清流
○８個入

虎彦製菓株式会社  10120-168-300

BC01 10ポイント申込
番号

交換
ポイント

和
菓
子

日光おかき工房の十八番を集めた
種類豊富な豪華おかきセットです。

十八華仙
（おかき18種類詰合せ）18袋

○深みのあるしょうゆ味おかき：6袋、サラダ風味おかき：
3袋、海苔の風味豊かなおかき：4袋、個性豊かな味付け
おかき：5袋、合計18袋（国内産米100％）

AN01 35ポイント申込
番号

交換
ポイント

米
菓

丸彦製菓株式会社 通販直売部 名水の郷 日光おかき工房  
10120-15-1466

原酒柏盛がたっぷりとしみ込んだスポンジケーキ
です。発売以来約 30年、片山酒造のベストセラー
です。

酒ケーキ
○230g

片山酒造株式会社  10288-21-0039

BH06 15ポイント申込
番号

交換
ポイント

洋
菓
子

当社工房の菓子職人の手によっ
て一つ一つ丁寧に焼き上げており
ます。栃木県産とちおとめの甘
酸っぱさとチーズのまろやかさが
絶妙なタルトです。

とちおとめチーズタルト
○5号1個

株式会社ダイエー  10120-21-2272

AX10 15ポイント申込
番号

交換
ポイント

洋
菓
子

材料にこだわって
作られた
お菓子のセットです。

お菓子セット
○金ごまクッキー：10枚入、シューラスク（シュガーバター・
黒糖）：各90g、チーズケーキ：1個、かりんとうまんじゅう: 5
個入、鬼怒の月：5個

鬼怒川お菓子の城 10288-76-2255

BB01 30ポイント申込
番号

交換
ポイント

洋
菓
子

日光自慢の美味しい逸品。
ついつい食べたくなる、人気の商品を揃えました。

素朴なシュー皮に控え目な甘さの
上質な餡を詰めた日光の
定番御菓子です。

ふるさとのあけび 9個入り
○9個入り

有限会社ふるさとのあけび  10288-50-2630

AC01 15ポイント申込
番号

交換
ポイント

和
菓
子

国産特選小豆を使って、日光の美味
しいお水で練り上げた餡と、砂糖香
料不使用の脂肪分の高い生クリーム
を、ふんわり餅生地で包みあげました。

日光生大福10個入り
○≪1個６０ｇ１０個入≫・こし餡５個・ごま餡５個

有限会社 菓匠 おしやま  10288-54-1597

AE01 20ポイント申込
番号

交換
ポイント

和
菓
子

栃木県のブランド魚ヤシオマスをフィレにしました。
小骨処理済みなので、調理の手間が省けます。
ホイル焼きやバター焼き等の焼き物にお薦めです。

【数量限定】ヤシオマス フィレ
○約700ｇ（小骨処理済み）

清滝養鱒場  10288-54-1266

AK02 25ポイント申込
番号

交換
ポイント

渓
流
魚

年間
20セット
限定

三依渓流つり場  10288-79-0110

BD04 20ポイント申込
番号

交換
ポイント

イワナの甘露煮と、自家製鱒のふわふわ
ふりかけ（山椒入り）と、自家製山椒のつく
だ煮がセットとなったお得な商品です。

三依渓流つり場
お土産3点セット
○イワナの甘露煮：1尾、鱒のふわふわふりかけ（山椒入
り）：1瓶（25g）、山椒のつくだ煮：1瓶（40ｇ）

渓
流
魚

肉

自家挽き香辛料と数種類の国産生野菜を使用し、
こだわりの製法で仕上げた特級ウスターソース。

ギフトセット４本組H（ウスターソース・
とんかつソース・マヨネーズ2 本）
○特級ウスターソース300ml 1本、特級とんかつソース
300ml 1本、ユニオンマヨネーズ500g 2本

ユニオンソース株式会社 10288-26-4896

AY08 20ポイント申込
番号

交換
ポイント

調
味
料

日光 HIMITSU豚 100％で作ったメンチカツです。お
肉と玉ねぎを粗挽きに、パン粉は中挽きにこだわってみ
ました。

日光HIMITSU豚
メンチカツ
○100g×10個

渡辺精肉店  10288-21-0202

BF03 20ポイント申込
番号

交換
ポイント

肉

日光HIMITSU豚は、日光のおいしい伏流水などを飲
み水や栄養価豊富な餌を使用しているので臭みがな
く、やわらかくジューシーなSPF豚です。

日光HIMITSU豚
ロース（うす切り）
○500g

渡辺精肉店  10288-21-0202

BF02 20ポイント申込
番号

交換
ポイント

肉

世界遺産日光の美しい自然と日光連山からの
清流の恵みで育まれた日光産のコシヒカリです。

日光産コシヒカリ
しゃりまんてん５kg
○5㎏
配送期間：～2016年12月25日

AB01 25ポイント申込
番号

交換
ポイント

米

上都賀農業協同組合 日光営農経済センター 10288-22-1174

ネット
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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商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。※商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
詳細に関してふるさと日光応援寄附金謝礼品ホームページhttp://furu-po.com/ をご覧下さい。

※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商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。※商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
詳細に関してはふるさと日光応援寄附金謝礼品ホームページhttp://furu-po.com/ をご覧下さい。

2016年
〜12/15

受付期間



日光連山の麓、内陸性特有の晩秋の昼夜の寒暖差が
良質なそばを育みます。創業明治三年・玄そば自家製粉。
挽きたての風味を細切りに仕上げております。

日光山麓そば（半なまそば）二人前
○日光山麓そば（半なまそば）120ｇ×2、そばつゆ70ｇ×2

有限会社フードピア日光  10288-54-0071

AV12 10ポイント申込
番号

交換
ポイント

蕎
麦

佐瀬式の槽でしぼった
無ろ過生原酒です。

原酒柏盛「素顔」
○720ml

BH01 25ポイント申込
番号

交換
ポイント

片山酒造株式会社  10288-21-0039

地
酒

内側にチョコレートをコーティン
グした最中の皮であんことレア
チーズケーキをサンドしました。

チーズ最中 14個入
○14個

株式会社ダイエー  10120-21-2272

AX01 25ポイント申込
番号

交換
ポイント

洋
菓
子

金缶入りの上品な贈り物。
お茶請けにちょうど良い、
個包装おかきの詰め合わせ。

餅の木
○餅の木32本（サラダ・醤油・ざらめ・七味唐辛子）、極上
海苔小巻5袋、古流餅6袋（国内産米100％）

AN04 25ポイント申込
番号

交換
ポイント

丸彦製菓株式会社 通販直売部 名水の郷 日光おかき工房  
10120-15-1466

味付けゆばとさしみゆばと
人気のたまり漬 2種類入っ
た詰め合わせです。

日光ゆば・たまり詰め合わせ
○らっきょうたまり漬、ミックスたまり漬、味付
ゆば6個入り、さしみゆば100ｇ

株式会社ダイエー  10120-21-2272

AX04 25ポイント申込
番号

交換
ポイント

湯
波

年間
200セット
限定

日光市
手岡

日光市
高徳

本券 1枚で 2名様
がご利用出来ます。
有効期限平成 28年
3月～ 8月末日迄

平日ゴルフプレー券（2名様）3月～8月
○1ラウンド・乗用カートセルフプレー・昼食付・税込。オプション
でキャディも付けられます。ゴルフ場まで直接ご連絡下さい。

鬼怒川カントリークラブ  10288‐21‐8111

BA01 90ポイント申込
番号

交換
ポイント

平日1名様のプレーが無料になり
ます。利用税・飲食代などの個人
利用分は別途ご精算になります。

ラインヒルゴルフクラブ 鬼怒川カントリークラブ

ワイン・蜂蜜仕込みの風味豊
かなたまり漬の詰め合せです。

日光のけっこう漬の詰め合わせ
６個入 化粧箱
○910ｇ

株式会社けっこう漬本舗 10288-21-1487

AF01 20ポイント申込
番号

交換
ポイント

漬
物

小豆の中でも粒が大きく「王様」と言われる大納言小豆
を程よい硬さに炊き上げ葛で固めてじっくりと蒸しあげ、
切れのある甘さと、こしのある食べ口に仕上げました。

日光大納言３本入り
○日光大納言２本、日光大納言栗１本

有限会社 菓匠 おしやま  10288-54-1597

AE03 20ポイント申込
番号

交換
ポイント

和
菓
子

山田錦を100％使用し、丁寧に手作
りで醸した純米大吟醸です。穏やか
な香りとまろやかな口当たりで、食事
にもよく合います。

純米大吟醸清開
○720ｍｌ

株式会社渡邊佐平商店  10288-21-0007

AG02 25ポイント申込
番号

交換
ポイント

地
酒

虎彦製菓株式会社  10120-168-300

BC05 10ポイント申込
番号

交換
ポイント

香り高いゆず餡を、白とピンクに染め
分けた羽二重餅で包みました。

花重ね
○８個入

和
菓
子

年間
200セット
限定

年間
100セット
限定

栃木の特産品。
なつかしい味の牛乳です。

関東・栃木レモン
500ml 5本セット
○2.5㎏

有限会社フードピア日光  10288-54-0071

AV03 15ポイント申込
番号

交換
ポイント

飲
料

小豆はつぶし餡で甘さ控えめになっ
ています。皮はしっとりとした柔らか
な食感に仕上がっています。

鬼怒川温泉まんじゅう
○12個

有限会社 おおあみ  10288-77-0133

AW02 15ポイント申込
番号

交換
ポイント

和
菓
子

栃木県産大豆 100％使用し、
日光銘水を使用した手作ゆ
ばギフトです。生タイプゆば
と佃煮の入ったセットです。

ゆばギフトDセット
○ゆばさし：１枚入、揚巻ゆば：8個、ゆば佃煮：100ｇ、ゆば
のたれ：180ｍｌ

株式会社 日光食品 10288-22-7054

AU04 30ポイント申込
番号

交換
ポイント

湯
波

ゆばうどんは、水のかわりにゆばの原料である豆乳を使
用し豆乳を温めるとゆばができます。できたゆばと豆乳
を、練りこんだ麺です。さしみゆばのイメージで極限に
薄く延ばした平ら打ち麺です。

日光ゆばうどん
○数量 1パック 内容量270ｇ

有限会社皇海麺藤谷商店 10288-93-2397

AR02 10ポイント申込
番号

交換
ポイント

麺

日光ろばたづけの特に人気者をセットにしました。

ろばたづけ人気者セット
○スライスだいこん240g、きざみろばた200g、しょうが
180g、甘口らっきょう220g、日光東照宮献上醤油「譜代相
伝」100ml×1

AQ09 30ポイント申込
番号

交換
ポイント

漬
物

日光ろばたづけ製造本舗 株式会社 樋山昌一商店 10288-27-1122

米
菓

藤の花がデザインされた可憐な缶に、6種類の一口お
かきが詰まっています。（さくら海老・のり巻・つぼみ・梅
ざらめ・くろまめ・醤油）

花めぐり（小）
○6種の一口おかき：43袋（国内産米100％）

AN13 10ポイント申込
番号

交換
ポイント

丸彦製菓株式会社 通販直売部 名水の郷 日光おかき工房  
10120-15-1466

米
菓年間

100セット
限定
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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商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。※商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
詳細に関してふるさと日光応援寄附金謝礼品ホームページhttp://furu-po.com/ をご覧下さい。

※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商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。※商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
詳細に関してはふるさと日光応援寄附金謝礼品ホームページhttp://furu-po.com/ をご覧下さい。

平日ゴルフプレー無料券A
○利用期間2016.2.1-2016.3.31、2016.7.1-8.31

ラインヒルゴルフクラブ  10288-27-1221

AA01 15ポイント申込
番号

交換
ポイント



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 622061A
 

カタログの見かた

○事業者／みかん農園 1000-000-0000

完熟みかん（M）
○ セット内容／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

申込
番号 A001 交換

ポイント 50ポイント

8/1〜
12/15

受付期間

【謝礼品の説明について】

謝礼品が配送される時期

謝礼品の申込番号 謝礼品の交換ポイント数

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。

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

ふるさと日光応援寄附金謝礼品の活用方法

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。

（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
ふるさと日光応援寄附金謝礼品
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://jtb-furusato.jp/

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。

ネット

1. 世界に誇る貴重な文化財その他の文化的資産の保護又は 
　活用に関する事業
2. 多様な自然その他の環境の保護及び保全又は賢明な 
　利用に関する事業
3. 観光の振興及び発展に関する事業
4. 日光市の将来を担う子ども達が、未来に向かって夢と 
　希望を持つことができる施策に関する事業
5. 特に指定する事業
6. 市長におまかせする事業

日光市は、市内各地域それぞれの歴史・風土・文化のなかで育まれた地
域特性があり、誇るべき地域資源に恵まれています。それが、「日光らし
さ」であり、日光市の可能性でもあります。「ふるさと日光応援寄附金」に
よって、この可能性を活かし、ふるさと日光を創造するため、以下の事業
に活用します。

地域産品の場合
宅配便、メール便でお送りします。

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

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

※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。




