
鹿児島県奄美市ふるさと納税寄附金ホームページ
http://www.city.amami.lg.jp/pjsenryaku/kifu/noze.html

カタログ掲載以外の謝礼品に関しては奄美市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 ふるぽ 検索
ふるさと納税謝礼品
カタログに関する

お問い合わせ

〒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（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。

ダイジェスト版

カタログ有効期限

2017年6月30日
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315pt

45pt

●大人1名様。3泊4日。宿泊（船中2泊、奄美での宿泊1泊）、食事（船内無し、奄美泊朝食のみ有り）。事前のご予約が
必要です。【ご予約方法】謝礼品お申込み後、出発予定日の2週間前までにお電話にてご予約ください。予約電話は下記
事業者まで。お客様のご予定に合わせて宿泊やフェリーの手配をさせていただき、出発前にご自宅へフェリーのチケットをお
送りいたします。　※必ず謝礼品お申込みから半年以内にご予約のお電話をお願いいたします。※料金は保険加入込み。※
予約状況によりご希望に沿えない場合があります。
●事業者／奄美ツーリストサービス ☎0997-53-3112

●大人1名様。所要時間180分。午前の部09:00～12:00、午後の部
13:30～16:30。定員18名最少催行人員2名。事前のご予約が必要です。
【ご予約方法】体験実施日をご確認の上、謝礼品お申込み後、体験希
望日の1週間前までにお電話にてご予約ください。予約電話は下記事業
者まで。　※料金は保険料込み。※予約状況によりご希望に沿えない
場合があります。※天候により体験出来ない場合があります。
●事業者／一般社団法人奄美群島観光物産協会  ☎0997-58-4888

奄美大島3泊4日宿泊券（船中2泊、市内ホテル1泊）

奄美島　体験ダイビング　（1名様） 亜熱帯の森
金作原原生林探検ツアー　(大人1名様）

●1名様（10歳以上から体験いただけます）。所要時間約2.5時間。事
前のご予約が必要です。【ご予約方法】謝礼品お申込み後、体験希望
日の2週間前までにお電話にてご予約ください。予約電話は下記事業
者まで。その後、体験チケットをお送りします。　※料金は保険加入込
み。※1日6名様限定の体験となります。予約状況によりご希望に沿え
ない場合があります。
●事業者／マリンスポーツ奄美 ☎0120-53-1245

申込
番号

申込
番号

交換
ポイント

交換
ポイント

CH01

205pt申込
番号

交換
ポイントCK03 BF14

110pt

●大人1名様。フライト時間20分。事前のご予約が必要です。【ご予約方法】謝礼品お申込み確認後、体験希望日を事前
にお電話又はメールにてご予約ください。予約電話は下記事業者、メールは　info@happysky.flier.jp　まで。 ※チケット
等の発送はございません。※料金は機材レンタル、保険加入込み。※予約状況によりご希望に沿えない場合があります。※
フライト場所は空港周辺15分圏内の海岸。※当日のフライト可否、フライト集合場所は前日の18時以降にご連絡いたします。
●事業者／奄美パラグライダーハッピースカイ ☎090-5749-9413

二人乗りモーターパラグライダー遊覧飛行（大人1名様利用）

申込
番号

交換
ポイントBM01

鹿児島からのフェリー往復（船中 2泊）と、奄美での宿泊（1泊）1名様分のチケットになります。
往路の鹿児島発のフェリー（18：00発）にご乗船いただき奄美へ。奄美市内のホテルはお任せに
なり、ご一泊して頂いた翌日、復路の奄美名瀬港発のフェリー（21：20発）にて鹿児島へお戻り
頂きます。奄美での時間をたっぷり過ごしていただけるプランです。

色とりどり鮮やかな熱帯魚はもちろん、
珊瑚礁等の自然がそのまま残された
海。奄美大島は、南国の楽園です。ボー
トからの体験ダイビングで、奄美のき
れいな海をお楽しみください。

【ゴジラ映画の舞台となった、太古の
森のイメージ！】　金作原は奄美の代
表的な亜熱帯広葉樹の原生林です。
林内の『ヒカゲヘゴの群落』や『特
別天然記念物のアマミノクロウサギ』
をはじめ、『ルリカケス』など多くの貴
重な野生動植物が生息する森を散策
します。

インストラクターと二人乗りモーターパラグライダーで奄美の美しいサンゴ礁の海上を鳥目線で空中
散歩！所要時間 30分（フライト約 20分、説明 10分）で大きな感動を味わえます。高い山から
飛び立つのではなくプロペラ付きのモーターを使い、砂浜から飛び立ち、砂浜に着陸します。体験
された高い所が苦手な方も「飛ぶ前は緊張したけど飛んでみたら全然怖くない」等の感想を多くい
ただいております。フライト高度の高低もお客様のお好みで飛べるので安心です。奄美旅行の思い
出作りに是非モーターパラグライダーにチャレンジしてみてください！レッツ！ハッピースカイ！！

●奄美絹屋ハンドクリーム各10g（無香料）×4種（龍郷柄、ハイ
ビスカス、海亀、エンゼルフィッシュ）、シルクウォーター120㎖
●事業者／株式会社アーダン ☎0120-931-469

アーダン いつでもシルクセット

75pt申込
番号

交換
ポイントBN10 25pt100pt

●200㎖
●事業者／タラソ奄美の竜宮
☎0997-55-6211

●化粧水 120㎖、乳液 60㎖、美容液 30㎖
●事業者／株式会社アマミファッション研究所
☎0997-54-9181

奄美の月桃 うるおい美人 化粧水あま肌スキンケアセット

申込
番号

申込
番号

交換
ポイント

交換
ポイント BS02CL01

40pt

●ネックレス全長70㎝
●事業者／有限会社原ハブ屋奄美 ☎0997-63-1826

蛇豆ネックレス

申込
番号

交換
ポイントBL01

●素材 : ポリエステル91％、ポリウレタン9％、size：M-L (ヒップ85㎝-98㎝ 

身長150㎝-165㎝)置寸：約95㎝／80デニール／Made in Japan

●事業者／アビコムデザイン合同会社 ☎0997-69-3860

紬-POP［タイツ］秋名バラ風パープル

60pt申込
番号

交換
ポイントCG02

70pt

●縦20.8㎝×横18㎝×厚さ2㎝
●事業者／株式会社楠田書店 ☎0997-52-2631

書籍『新版 シマ ヌ ジュウリ』

申込
番号

交換
ポイントBR09

奄美の暮らしを感じる

奄美の自然と遊ぶ アクティビティ&宿泊プラン

奄美市の工芸品や地元のお土産など

モーターパラグライダー遊覧飛行奄美大島3泊4日

金作原原生林探検ツアー体験ダイビング

上質なシルク成分がお肌に潤いを与えるハンドクリーム（4

種）と、多目的に使える自然派スキンケアのシルクウォー
ターのセット。無香料・無着色・界面活性剤無添加。

POPな和柄が可愛いタイツです。
大島紬の秋名バラ柄をモチーフに、
POPなデザインに仕上げました。

奄美大島産のハブ革を使用したビーズのネック
レスです。奄美では古くからハブ革を持つと金
持ちになり魔除けになると伝えられています。

安全・安心・高品質。“ 植物力” で本来の健康な美肌
を取り戻す回復力を促す化粧品をめざしています。
お肌に優しい、弱酸性・無香料・無着色・ノンアルコール。

奄美黒糖焼酎のもろみから、ポリフェノール等の機能
性成分を丁寧に抽出・精製した「黒糖もろみエキス」
を配合した天然系のスキンケアシリーズです。

奄美の食と文化が 1冊の本になりました。自然食、長
寿食、風土食、そして究極のスローフード。天下無敵
の「奄美の食」は、この一冊に尽きたり。

●縦25.5㎝×横18㎝×厚さ1.5㎝、重さ約700g

●事業者／株式会社エアポートＴＶネットワークジャパン
☎0997-52-1210

書籍『奄美の食と文化』

35pt交換
ポイント

●朝刊を１ヵ月間毎日発送。郵送の為発送から3～5日かかります。
※毎日発送ですが、悪天候の場合発送が遅れる場合があります。
●事業者／奄美新聞社 ☎0997-53-6333

【定期購読】奄美新聞（1ヵ月間／毎日発送）
※休刊日付・年末年始除く。

40pt申込
番号

交換
ポイントAY01

●毎月末に印刷、月初めに配達致します。悪天候の場合、発
送が遅れる場合があります。100g以内、タブロイド版。
●事業者／南海日日新聞社 ☎0997-53-2126

【定期購読】月刊奄美
（12ヵ月間／毎月1回発送）

申込
番号50pt申込

番号
交換
ポイントAZ01 CF02

奄美群島全般の住民の活動（年配者のグランドゴルフ、地域の
スポーツ、イベントなど）、地域の歴史、伝統芸能、自然風土
の詳細を掲載した地域新聞を 1ヵ月間毎日お届け致します。

ふるさと奄美と郷土出身者をつなぐ月刊紙。毎月の奄美の
ニュースをコンパクトにまとめ、郷土出身者の音信、動向、
各地の郷友会の模様を紙面で掲載。

第 7回南日本出版文化賞受賞作品を新版・復刊。母
から娘へ伝えたい郷土料理を集成。

2017/3/15まで



125pt交換
ポイント

マイページより
お申込ください。

●3.0㎏セット　（肩ロース1.0kg、ロース1.0㎏、
バラ1.0㎏）※出荷頭数に限りがある為、注
文が1頭分になり準備次第の発送となります。
●事業者／株式会社カイセイ
☎0997-58-5000

奄美島豚 あかりんとん
ブロック塊セット

50pt

●1㎏
●事業者／奄旨海房 魚匠 ☎0997-63-2167

ウンギャルマツ（青ダイ） 1kg  1尾

申込
番号

交換
ポイントAK0190pt

●500g（12～26匹）●配送期間／2016年11月～2017年2月末頃
※日曜、祝日、年始1月1日～5日は配達出来ません。
●事業者／有限会社入来水産 ☎0997-54-8093

活き車エビ500g

交換
ポイント

40pt

●250ｇ×3個
●事業者／赤木名キムチ工房 ☎0997-63-2670

パパイヤもずくキムチ3個

申込
番号

交換
ポイントAJ01125pt

●赤身200ｇ、中トロ200ｇ、大トロ100ｇ
●事業者／株式会社グリーンストア ☎0997-53-7087

奄美近大本マグロ

申込
番号

交換
ポイントAC01 40pt

●ソデイカ刺身80g、まーさんソデイカ（ソデイカスモーク）60g

●事業者／奄旨海房 魚匠 ☎0997-63-2167

ソデイカセット

申込
番号

交換
ポイントAK05

70pt

●大人用中辛6個、お子様用（幼稚園・小学生向けカレー）甘
口2個、ちびっこ（保育園・幼稚園向けカレー）2個　合計10個　
【1個200ｇ（6～8皿分）】
●事業者／奄美島立会物流センター ☎0997-52-5942

島おこし　奄美カレー（カレールー）
【ファミリー向け10個セット】

申込
番号

交換
ポイントCB01
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奄美島豚あかりんとんの中でも、

希少な島豚を厳選して

お送りいたします。

奄美近海で一本釣りされたウンギャルマ
ツ（青ダイ）は、昔から高級魚として重
宝がられ、今でも刺身や煮魚などに調
理され美味しく食べられています。

奄美大島のきれいな海水で育てた
車エビです。

奄美特産のもずくと奄美産青パパイヤで歯
ごたえを出した食べ飽きないキムチです。
冷奴や納豆のトッピングに最適です。

奄美近海から水揚げされたソデイカは甘味
があり柔らかい食感です。急速冷凍した刺
身と、香り豊かな燻製をお届けします。

『たぁ～まん』は方言で田芋のことです。塩、
ザラメで味付けをし、紫色のモチモチ感が
特徴です。

奄美大島産の生うこんをベースにこだわり
の原料を使用し、人工的添加物・味付け
を加えることなく作られたカレールーです。

奄美大島で黒潮の海水をそのまま天然濾
過して煮詰めた天然塩です。エコの思いで、
燃料を木材に拘り続けます。 

とろける味わい。
ブランド豚あかりんとん。

刺身や、煮付けにぴったり。
奄美の高級魚「ウンギャルマツ」

奄美大島の海で育った、
新鮮な車エビをお届けします。

島の食材を使った、
やみつきキムチ。

世界で初めて卵からの完全養殖に成功した
安心・安全・絶品本マグロです。

脂ののったマグロを
ご家庭へお届け。

刺身やお茶漬けに、
お酒のお供にも。

クセになる
もちもちの食感。

原料にこだわった、
島おこし奄美カレー。

エコにこだわった、
天然塩。

75pt

●500g×5

●事業者／やったぁ～まん ☎080-2780-3717

【月10個限定】やん・た～まん

交換
ポイント

●150g

●事業者／打田原集落会事業部 ☎0997-63-2378 

打田原のマシュ 袋詰 小袋

10pt申込
番号

交換
ポイントBB04

2017/3/31まで

2016/10/20~2017/1/20

マイページより
お申込ください。

島のめぐみ　奄美グルメ

マイページより
お申込ください。
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●食パン×1斤、カンパーニュ×1、玄米ブレッド×1、
バゲットハーフ×1、ベーコンエピ×1、ボルケーノ×2、
白あん木苺×2、塩バター×2、シナモンロール×2、ク
ロワッサン×2、はちみつクリームチーズ×2、いちじく×2、
ベーグル（数種）×3、シフォンケーキ（カット）×2

●事業者／晴れるベーカリー ☎0997-63-2383

【晴れるベーカリー】人気パンのセット

70pt申込
番号

交換
ポイントBP01

奄美のおもてなしご飯、
だしが絶品!鶏飯！

自然の優しい甘さ、
奄美の黒糖。

鶏飯は藩政時代に薩摩藩の役人たちをもてなす
ために作られた料理だといわれ、今では奄美
の代表的な郷土料理の一つです。

奄美産のさとうきびを使い昔ながらの製法で仕上げた、純生
黒糖と、個性豊かな黒糖を使ったお菓子「愛加那」「珍太郎
豆 」のセット。どちらも優しい奄美が口いっぱいに広がります。

鶏だしをかけて召し上がれ

55pt

●6種類×4パック　各12g入
●事業者／自家焙煎珈琲 豆と麦 ☎0997-63-2065

コーヒードリップバッグ詰め合わせ
（6種類×4パック入）各12g入

申込
番号

交換
ポイントBT07 40pt

●ドリップパック5個、珈琲豆200g

●事業者／山田珈琲 Amami Island ☎090-2590-0900

あまみブレンドセット
【ドリップパック5個&豆200g】

申込
番号

交換
ポイントCC01 40pt

●1000㎖×4本、500㎖×2本
●事業者／花田ミキ店 ☎0997-52-0011

奄美ではおなじみの花田のミキ

申込
番号

交換
ポイントBY01

人気の自家焙煎珈琲 6 種類の詰め合せです。
一つ一つ注文ごとに製造、たっぷり12g 入り、
鮮度抜群で豊かな香りとコクをお届けします。

山の恵み「白神こだま酵母」と海
の恵み「用安海岸の塩とうとがな
し」大地の恵み「国産小麦・奄美
の島ざらめ」を使い島時間の中、
丁寧にパン作りをしています。

懐かしい島料理の「鶏飯」「マダ汁（イカ墨汁）」「軟骨の甘辛煮」「やぎ汁」
「豚骨と冬瓜のみそ煮」をあたためてすぐ食べられます。保存料等の添
加物を使わず自然の味にこだわった、塩分控えめの家庭の味わいです。

郷土料理の「鶏飯」と「つばしゃやっせぇ」、奄美島豚を贅沢に使用した「奄
美島豚餃子」、シャキシャキ食感の「奄美産もずく」、もちもちした食感の黒
糖を使用したおやつ「舟焼き」。奄美をギューと詰め込みました。

甘み・苦味・酸味・香りのバランスがとれ
たあまみブレンドの珈琲豆とドリップパック
のセットです。

白米、白糖、さつま芋を原料とした昔から
ある奄美大島の伝統的な発酵飲料です。

夫婦で営む奄美の
自家焙煎珈琲

当店人気No.1
あまみブレンド。

地元でおなじみ、
昔ながらの自然食品。

50pt

●愛加那1箱22枚入、珍太郎豆270g入り×2箱
●事業者／郷土銘菓工房 有限会社浜久
☎0997-53-0188

黒糖せんべい 愛加那・黒糖造り名人伝説　
珍太郎豆 セット

申込
番号

交換
ポイントAE0150pt

●720g

※さとうきびがなくなり次第終了させていただきます。
●事業者／株式会社キュービスト奄美 ☎0997-53-9415

純生黒糖　240ｇ×3

交換
ポイント

ほおばった人の
ココロが晴れやかになるパン。

40pt

●奄美鶏飯セット(2人前 )1200g

●事業者／株式会社鳥しん ☎0997-53-6515

奄美鶏飯セット

申込
番号

交換
ポイントAA01

●鶏飯×2袋、マダ汁×1袋、軟骨の甘辛煮×1袋、やぎ汁
×1袋、豚骨と冬瓜のみそ煮×1袋
●事業者／社会福祉法人 三環舎
☎0997-55-7088

懐かしい島料理の無添加レトルト
６パックセット（各1人前）

45pt申込
番号

交換
ポイントAG01

●鶏飯(2食分)×2、つばしゃやっせぇ370ｇ×1、奄美島豚餃子12個、
奄美島豚スタミナ餃子12個、奄美島豚ヘルシー餃子12個、奄美
産もずく200ｇ×2、舟焼き1本
●事業者／株式会社エムアンドエム ☎0997-54-3210

奄美大島こだわりの逸品

100pt申込
番号

交換
ポイントAU03

12 種類のパンをお届けします！

甘酒のような
まるやかな味わい

マイページより
お申込ください。
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完熟たんかんをまるごと
使った、濃厚ジャム。

奄美の果実で作った、
爽やかな味わいのスムージー。

豊かな大地とティダ（お日様）の恵みをしっかり吸収し、契約果樹園の愛情たっぷりに美
味しく育った「ぜっぴん奄美完熟たんかん」。そんな完熟たんかんの “味・香り・色 ”をま
るごと楽しんでもらいたくて、フレッシュな状態をジャムにしちゃいました！

奄美の果物・ハーブ・自家製ハチミツをブレンドしたオリジナルスムージー。
奄美の自然の恵みがたっぷりと詰まったスムージーをお楽しみください。

25pt

●ジャム118㎖、皮入りジャム118㎖
●事業者／きゃしなふ
☎050-3636-8678

んまま奄美たんかんジャム
（ジャム・皮入りジャム）セット

申込
番号

交換
ポイントAF01

●7パック(たんかん×2、すもも×2、パッションフルーツ×1、
ドラゴンフルーツ&パッションフルーツ×1、マンゴー×1)

●事業者／株式会社ソレイユスマイル ☎0997-69-4802

オリジナルスムージー7個パック

45pt申込
番号

交換
ポイントBH01

奄美産黒糖を 100%使用した奄美黒糖焼酎と南国の太
陽をいっぱいに浴びて育った奄美産果実を組み合わせ
た奄美高校商業科・情報処理科による企画商品。

神秘的な芳香を放ち甘くて情熱的な味の熱帯果実パッ
ションフルーツ。香りと甘酸っぱさがギュッと詰まった
濃厚ジュースです。

40pt 50pt

●500㎖×2 ●配送期間／2016/7/8～2017/2/10

●事業者／奄美高校企画PB商品「スウィートネスハイスクール
（奄美果実リキュール）」製造販売【奄美大島酒造株式会社】 
☎0997-52-8441

●500㎖瓶入り×3本入りセット
●事業者／栄食品工業株式会社
☎0997-52-2451

スウィートネスハイスクール
「グァバとタンカンのお酒セット」 パッションジュース3本詰めセット

申込
番号

申込
番号

交換
ポイント

交換
ポイントCE01 AS02

奄美高校商業科・情報処理科の企画商品「スウィートネ
スハイスクール」。奄美産グァバ果実を100%使用。高校
時代の甘酸っぱさを忘れた大人たちへ青春の甘みを。

奄美の養鶏農家のこだわり卵で作ったお口の中で溶け
てなくなる優しいケーキ。奄美のフルーツとコラボし
た季節限定スイーツとのセットです。

40pt 60pt

●6個入り、各110ml●配送期間／2016/7/8～2017/2/10

●事業者／奄美高校企画PB商品「スウィートネスハイスクール（グァ
バアイス）」販売代理：ジュラテリア　アンティカ
☎0997-69-3345

●5号サイズ×2個 （季節によってフルーツが異なり、たんかん1月
～5月、すもも6～7月、マンゴー8月～12月を予定）
●事業者／株式会社みなみくんの卵 ☎0997-62-5511

奄美高校企画PB商品
スウィートネスハイスクール「グァバアイス」

みなみの島のとろけるケーキ「おぼろ姫」　
プレーンと季節物の2個入りセット

申込
番号

交換
ポイント

交換
ポイントAV01

パッションフルーツ、たんかん、マンゴー等のフルーツや、
奄美産サトウキビ 100％の純黒糖、海塩など奄美の恵
みをジェラートカップにギュッと詰め込みました。

奄美大島の太陽をいっぱい浴びて元気にすくすく育っ
た ” タンカン ” で作りました。

75pt 55pt

●100㎖入りカップ×12個。
※ご注文時に旬のおすすめジェラートを組み合わせてお送りします。
内容はお任せください。
●事業者／La Fonte ラフォンテ ☎0997-62-3935

●タンカンジュース 500㎖×1、ゼリー80g×5、羊かん250g×1、
かりん糖100ｇ×1、パパイヤ漬け100ｇ×1

●事業者／有限会社　サン奄美 ☎0997-69-5033

【La Fonte】
手づくりジェラート奄美12個セット サン奄美セット

申込
番号

申込
番号

交換
ポイント

交換
ポイントBX01 AP01

奄美は一年を通してあたたかい気候に恵まれ、

いのち豊かに育みます。雨と太陽をたっぷり浴

びて育った奄美の果実は、自然の恵みそのもの。

こころも体も元気になる、フルーツやスイーツを

お届けします。

濃厚な甘さと、爽やかな酸味の果実。

2017/1/31まで 2017/1/31まで2016/9/1~
2017/6/30

65pt60pt

●Mサイズ　約10㎏（約80個入り）
※果実個体により誤差があります。
●配送期間／2017/2/1～2017/3/20

●事業者／きゃしなふ
☎050-3636-8678

●Ｌサイズ　約4kg（20～24個入り）
※果実個体により誤差があります。
●配送期間／2017/2/15～2017/3/15

●事業者／ワイワイファーム 

☎080-1735-7969

果樹園直送 ぜっぴん奄美完熟たんかん
約10㎏ Mサイズ奄美大島産たんかん 約4㎏ Ｌサイズ

交換
ポイント

交換
ポイント

2016/12/10~2017/3/12016/12/15~2017/2/15

マイページより
お申込ください。

マイページより
お申込ください。

マイページより
お申込ください。

樹上でしっかり紅がさすまでじっくり育てた『ぜっ

ぴん奄美完熟たんかん』。ぎゅぎゅっと風味が濃縮

されて一番人気の M サイズをご用意しました。

「たんかん」とは甘みと酸味のバランスが良く果汁

たっぷりの果物です。南国奄美大島の豊かな自然

の中で、丹精込めて大事に育てました。南国の香り、

味をどうぞお楽しみください。
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本
場
奄
美
大
島
紬

本物の大島紬の生地をガラスへ特殊コーテングし、生
地のままでは難しかった製品へ華麗に変身しました。
大島紬の新しい可能性を形にした商品です。

片側約 30 枚収納可能。マチ部分がハーフカットの作
りになっている為名刺の取出しがスムーズです。

120pt 135pt

●サイズ：15㎝×20㎝、素材：大島紬、ガラス、EVA樹脂
●事業者／有限会社はじめ商事
☎0997-52-1741

クリスタル大島紬フォトフレーム

●7.5㎝×12㎝（色をお選びいただけます。謝礼品お申込み後直
接お電話にてご希望の色をご連絡ください。）
●事業者／有限会社川畑呉服店 ☎0997-52-0030

大島紬　名刺入れ　Ｚ

申込
番号

申込
番号

交換
ポイント

交換
ポイントBJ03 AX06

奄美大島の青い海、爽やかな夏を届けます。コバルト
ブルーの夏大島紬で手作りしました。

90pt

●150㎝、50g

●事業者／山田絹織物
☎0997-63-9104

大島紬ネクタイ（あまみのうみ）

申込
番号

交換
ポイントBQ01

25pt

●25度、720㎖
●事業者／株式会社奄美大島開運酒造
☎0120-52-0167

奄美黒糖焼酎  れんと
25度　720㎖

申込
番号

交換
ポイントBK0165pt

●38度、720㎖
●事業者／合資会社 弥生焼酎醸造所
☎0997-52-1205

弥生原酒
38度　720㎖

申込
番号

交換
ポイントAD01 35pt

●25度、1800㎖
●事業者／株式会社西平本家
☎0997-52-0059

奄美黒糖焼酎  せえごれ　
25度　1800㎖

申込
番号

交換
ポイントAL01 45pt

●30度、1800㎖
●事業者／西平酒造株式会社
☎0997-52-0171

黒糖焼酎　加那
30度　1800㎖

申込
番号

交換
ポイントAQ04

奄美群島で造られている黒糖
焼酎の中でも 38 度の原酒を特
別にご用意しました。濃厚な味
わいと熟成感のある焼酎です。

黒糖の甘い香りとトロっとした
やさしい口当たりがクセになる

『せえごれ』。100% 国産原料
の粗ろ過仕上げ。焼酎本来の
旨味が凝縮されています。

「加那」は奄美の方言で「愛
しい人」「恋人」の意味です。
肉料理やチーズなどと相性がよ
く、ストレートやオンザロック
でお楽しみください。

仕込み水に奄美大島最高峰「湯湾

岳」の伏流水を使用。貯蔵タンク

の中でクラシックを聴かせ「ゆっく

り」と熟成し、まろやかにふくよか

な雫へと姿を変えます。

弥
生
原
酒
（
弥
生
焼
酎
醸
造
所
）

せ
え
ご
れ
（
西
平
本
家
）

加 

那
（
西
平
酒
造
）

れ
ん
と
（
奄
美
大
島
開
運
酒
造
）

こ だ わ り の 黒 糖 焼 酎

40pt 40pt

●奄美の杜 25度720㎖、一村 25度720㎖
●事業者／町田酒造株式会社
☎0997-62-5011

黒糖焼酎セット　
（奄美の杜・一村）

●25度、1800㎖
●事業者／有村商事株式会社
☎0997-52-2119

奄美黒糖焼酎  じょうご
25度　1800㎖

申込
番号

申込
番号

交換
ポイント

交換
ポイントCA02 BC02

減圧蒸留を行ったすっきりとした味わ

いの『奄美の杜』と、樫樽に貯蔵した

甘い香り漂う『一村』。ラベルには奄

美を愛し、奄美を描き続けた画家「田

中一村」の作品を使用しています。

地元奄美大島産の黒糖を 100％使用

し製造しております。口当たりがやわ

らかく、飲み口がさわやかな仕上がり。

奄美群島でのみ製造が認められている黒糖焼酎。黒糖焼酎は和製ラム酒とも呼ばれ、芳

醇な香りとウイスキーの様な甘みを持つのが特徴です。一口に黒糖焼酎と言っても、蔵元・

銘柄ごとに味は大きく異なり、飲みくらべることで味や香りの違いが一段とよく分かります。

黒糖焼酎の芳醇な香りとまろやかな口あたりを飲みくらべてみてはいかがですか。糖分ゼ

ロで低カロリー、女性にもおすすめです。

260pt

●奄美黒糖焼酎 1800ml×12本セット 【セット内容】①里の曙 25度　②れんと 25度　③じょうご 

25度　④島のナポレオン 25度　⑤奄美 25度　⑥しまっちゅ伝蔵 25度　⑦三年貯蔵 里の曙 25

度　⑧瑞祥 25度　⑨浜千鳥乃詩 和 25度　⑩あじゃ 黒 25度　⑪奄美 30度　⑫喜界島 25度
●事業者／株式会社 大野商会 ☎0997-53-2100

奄美黒糖焼酎　蔵元めぐり紙パック 1800㎖×12本

申込
番号

交換
ポイントAH06

全て竜郷柄を使用した男性用シャツです。

1,500pt

●男性用Ｌサイズ　【商品により風合いが違うため、謝礼品お申
込み後直接お電話にてお好みをお知らせください。】
●事業者／有限会社前田織物 ☎0997-52-2344

本場奄美大島紬 開襟シャツ（男性用）L

申込
番号

交換
ポイントAM07

絹 100％で先染め手織りの奄美大島の特産品です。

125pt

●縦23㎝×横（底20㎝、上辺24㎝）×マチ6㎝
●事業者／本場奄美大島紬協同組合
☎0997-52-3411

本場奄美大島紬　手提げバッグ

申込
番号

交換
ポイントBV09

奄美生まれの可愛い大島紬のぬいぐるみ。手作りだか
ら出てくる愛らしい表情が印象的です。

110pt

●縦21×横12×奥行16㎝。画像はイメージで、色や柄は紬によ
り異なります。ご希望がある場合は事業者までお問合せください。
●事業者／原絹織物株式会社 ☎0997-52-2857

【1ヵ月1個限定】
大島紬ぬいぐるみ（大）くま

交換
ポイント

マイページより
お申込ください。

本場奄美大島紬　着尺

●色・柄などそれぞれ異なるため、ご注文前に必ずお電話
にてご確認をお願いいたします。2,750～8,500ptで4商品

（BV01～BV04）をご用意しております。
商品詳細はふるぽホームページ
http://furu-po.com/amami/ をご覧ください。
●事業者／本場奄美大島紬協同組合 ☎0997-52-3411



 

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。

※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 西日本ふるさと納税
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
奄美市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。

謝礼品が配送される時期

謝礼品に関するお問合せ先謝礼品のお申込番号 謝礼品の交換ポイント数

監修／一般社団法人 地域交流推進協議会 727061A

~

奄美市のふるさと納税の活用方法

■一集落1ブランド事業 

■定住促進対策 

■人材育成

■地域文化の保存・継承等

■その他、奄美市が推進する事業

集落（シマ）の宝を活かした地域力による活性

活力ある地域づくり（情報発信・受入態勢の整備等）

今後の奄美市を担う人づくり

シマの文化を未来に受け継ぐ

●500g（12～26匹）●配送期間／2016/11/2～2017/2/28

※日曜、祝日、年始1月1日～5日は配達出来ません。
●事業者／有限会社入来水産 ☎0997-54-8093

100pt

●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

完熟みかん（M）

申込
番号

交換
ポイントAA00

土盛海岸

舟こぎ競争

マングローブ原生林

泥染め




