
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和 
３年度 

豊かな自然と清流が流れる⾈の川渓⾕（五條市⼤塔町） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

五條市は、「五條市ビジョン」（令和２年３月１日策定）に基づき、 
五つの「條」（みち）の基本理念をもとにまちづくりをすすめています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「五條」ひと・みちが交わり、新たな価値が生まれるまち 

五條市 

私たちのまち五條市は、古くより五つの街道が交わる交通の要
衝であると共に、人や文化の交わりが生まれてきたまちです。 この
ように交わる「五つの街道」がもたらす「人のつながり」 によって現
在の五條市が形成されたと言えます。 

市の中⼼には清流・吉野川が流れ、北は⾦剛⼭、南は世界
遺産の⼤峯奥駆道を含む⼭々に囲まれています。美しい自然と
豊かな⼤地に恵まれた五條市には、生産量⽇本⼀を誇る柿をは
じめ、特産品がたくさんあります。ふるさと五條市応援寄附⾦を通
して全国の皆さんに五條市の魅⼒をお届けします。 

【返礼品についてのご案内】 
※返礼品にはお取扱い期間限定のものがあります。また、お申込み期間内であっても、数量
に達し次第お申込みを終了させていただきますので、あらかじめご了承ください。 
 
※果実や体験型ギフト等、気候の影響を受けやすいものがあります。万一ご希望の品が確保
できない場合や、イベント等が中止になった場合には、別の商品に変更をお願いすることが
あります。また、いったん寄附されたふるさと五條市応援寄附金の返金には応じかねますの
で、あらかじめご了承ください。 
 
※宿泊や体験型ギフト等は、ご自身でのご予約をお願いいたします。 

第一條 子どもを育てたいまちをつくる 

第二條 安心して定住できるまちをつくる 

第三條 地域資源を活かした産業のまちをつくる 

第四條 南部地域の交流拠点となるまちをつくる 

第五條 すべての人が社会参加するまちをつくる 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

【7703-30006258】 

冷蔵富有柿（3Ｌ×8 玉） 
旬の味をそのままパックし、氷温

保存することにより、よりいっそ

うおいしくなりました。 

お取扱期間： 

12 月 5 日～12 月 25 日 

お申込期間： 

7 月 1 日～12 月 13 日 
有限会社 西吉野産直組合 
 
 
 

【7724-30006323】 

たねなし柿 約 6.5 ㎏ 
特別な有機肥料を特注で作って

もらい、オリジナリティを追求。

糖度を高める工夫をしています。 

お取扱期間： 

10 月中旬～11 月中旬 

お申込期間： 

7 月 1 日～10 月 30 日 
梨子本果樹園 
 
 
 

【7709-30006266】 

富有柿ギフト（紙箱） 
2Ｌサイズ 9 個） 

大きく光沢があり甘さと歯ごた

えがあり大変な人気。農薬を減ら

して安全安心のこだわり栽培で

す。 

お取扱期間： 

11 月中旬～12 月上旬 

お申込期間： 

7 月 1 日～11 月 25 日 

有限会社 農悠舎 

 

【7709-30006267】 

たねなし柿ギフト（紙箱） 
2Ｌサイズ 9 個 

渋抜きをしているので、そのまま

美味しく召し上がれます。農薬を

減らして安全安心のこだわり栽

培です。 

お取扱期間： 

10 月上旬～11 月上旬 

お申込期間： 

7 月 1 日～10 月 20 日 

有限会社 農悠舎 

 

    

【7716-30005570】 

富有柿 5 ㎏日本野菜ソムリ
エ協会大賞受賞品（16〜
18 個） 
日本野菜ソムリエ協会から購入

部門の大賞に選ばれました。贈答

品にもお勧めの商品です。 

お取扱期間： 

11 月中旬～12 月上旬 

お申込期間：  

7 月 1 日～12 月 10 日 

 
西岡農園 

【7716-30020893】 

冷蔵富有柿 日本野菜ソムリ
エ協会大賞受賞品（12〜
13 個） 
ヘタの部分の呼吸を出来るだけ

させないように個包装し、冷蔵す

ることで柔らかくなることを遅

らせています。 

お取扱期間： 

12 月中旬～1 月上旬 

お申込期間： 

7 月 1 日～12 月 28 日 

西岡農園 
 

【7716-30005569】 

ご⾃宅⽤に たっぷり富有柿
わけあり品（約10㎏・約40
個入） 
できるだけ樹上で熟させ、真っ赤

に色づいた柿をご賞味下さい。傷

がついたりした柿をたくさん詰

めたお得商品。 

お取扱期間： 

11 月中旬～12 月上旬 

お申込期間： 

7 月 1 日～12 月 10 日 

西岡農園 
 

【7716-30020364】 

たねなし柿 7.5 ㎏箱（24〜
26 個） 
 
JAL のファーストクラスで使わ

れた柿です。 

お取扱期間： 

10 月上旬～11 月上旬 

お申込期間： 

7 月 1 日～10 月 28 日 
西岡農園 
 

寄附額１万円の返礼品 

五條市では、新型コロナウイルス感染症対策に関する様々な 
取組を進めるにあたり、特設寄附メニューをご用意しています。 
 

■使いみち 市内の新型コロナウイルス感染症対策に関する

様々な取組に活用させていただきます。 
 

■寄附金額 1,000 円／１口（何口でもご寄附可能です。） 
 
■寄附方法 寄附申出書による市へ直接寄附の他、「楽天ふる

さと納税サイト」でも寄附を受け付けています。 
 
■返礼品  当該プロジェクトに対するご支援（寄附）につ

いての返礼品はございません。 

【7740-30030743】 

新型コロナウイルス感染症に負
けるな！『ふるさと五條市応援プ
ロジェクト』（返礼品の送付なし） 
 
五條市における、新型コロナウイルス感染症

対策に関する様々な取組に活用させていた

だきます。 

皆様の温かいご支援をお待ちしております。 



 

 

 

    

【7724-30006325】 

富有柿約 6.5 ㎏ 
特別な有機肥料を特注で作って

もらい、オリジナリティを追求。

糖度を高める工夫をしています。 

お取扱期間： 

11 月中旬～12 月上旬 

お申込期間： 

7 月 1 日～11 月 30 日 

梨子本果樹園 

 

【7717-30006283】 

富有柿（中玉の柿を 1２ 
個入） 
金剛山脈の美しい自然の中では

ぐくまれ、精一杯に愛情をかけ栽

培しています。五條の里からお届

けします。 

お取扱期間： 

11 月中旬～12 月中旬 

お申込期間： 

7 月 1 日～12 月 17 日 

仲山農園 

【7717-30006288】 

冷蔵富有柿（中玉の柿を 
1２個入） 
金剛山脈の美しい自然の中では

ぐくまれ、精一杯に愛情をかけ栽

培しています。五條の里からお届

けします。 

お取扱期間： 

12 月中旬～1 月中旬 

お申込期間： 

12 月 1 日～1 月 15 日 

仲山農園 

【7702-30006301】 

富有柿 12 個 化粧箱入
り 
タイ王国に献上されたことのあ

る柳澤果樹園の富有柿。五條の風

土で育ったここでしか味わえな

い逸品を、産地直送でお届けしま

す。 

お取扱期間：12 月中旬 

お申込期間： 

4 月 1 日～11 月 30 日 

柳澤果樹園 

    

【7718-30006291】 

奈良の富有柿（約 7.5kg 
L〜2L サイズ）28〜32 個 
日当たりのよい柿の適地で、有機

質肥料を使用し、丹精込めて育て

た柿をお召しあがりください。 

お取扱期間： 

11 月上旬～12 上旬 

お申込期間： 

10 月 1 日～11 月 20 日 
福西農園 
 
 

【7718-30006292】 

奈良の⼑根・平核無柿（約
7.5kgL〜2L サイズ）32
個〜36 個 
金剛山脈の美しい自然の中では

ぐくまれ、精一杯に愛情をかけ栽

培しています。五條の里からお届

けします。 

お取扱期間： 

10 月中旬～11 月上旬 

お申込期間： 

9 月 1 日～10 月 20 日 
福西農園 

【7709-30006268】 

たっぷりたねなし柿ダンボール
5 ㎏（18〜25 個程度） 
旬の柿をたっぷり！奈良西吉野

の特産品。農薬を減らし安全安心

の栽培です。ビタミンもたっぷり

です。 

お取扱期間： 

10 月上旬～11 月上旬 

お申込期間： 

7 月 1 日～11 月 5 日 
有限会社 農悠舎 
 

【7736-30021146】 

［本場の柿］奈良・⻄吉野
の富有柿 12 玉入り（2L サ
イズ） 
柿を育てるのに大変適した湯塩

地区で育てられた富有柿はとっ

ても甘く、肉厚、柔らかくて、食

べて納得の味わいです。 

お取扱期間： 

11 月初旬～12 月初旬 

お申込期間： 

12 月 1 日～11 月 22 日 

柳田農園 

    

【7727-30026811】 

富有柿 7.5ｋｇ箱 サイズ
おまかせ（24個〜28個） 
農薬は控え、環境保全型農業の取

り組みをしています。是非、本来

の柿の美味しさをご堪能くださ

い。 

お取扱期間： 

11 月上旬～12 月上旬 

お申込期間： 

10 月 20 日～11 月 25 日 
熊代農園 

 

【7727-30026810】 
富有柿化粧箱入り 約５ｋ
ｇ（１２個〜１５個） 
農薬は控え、環境保全型農業の取

り組みをしています。是非、本来

の柿の美味しさをご堪能くださ

い。 

お取扱期間： 

11 月上旬～12 月上旬 

お申込期間： 

10 月 20 日～11 月 25 日 

熊代農園 

【7737-30021384】 

ハウス柿(M サイズ１２個
入り) 
奈良県で生まれた刀根柿をビニ

ールハウスで栽培したより糖度

が高くおいしい柿。ハウス栽培の

ため一足早く五條市特産品の柿

を召し上がっていただけます。 

お取扱期間： 

７月中旬～９月初旬 

お申込期間： 

７月１日～８月３１日 

ＪＡならけんハウス柿部会 

【7742-30033703】 

富有柿（２Ｌサイズ１２
個入り） 
柿の里、西吉野にある標高３５０

メートルの山間の地で栽培した

富有柿です。昼夜の寒暖差が大き

く、とても甘い柿が育ちます。秋

の味覚をお楽しみください。 

お取扱期間： 

11 月中旬～12 月初旬 

お申込期間： 

11 月 1 日～11 月 30 日 

シモサコ果樹園 

寄附額１万円の返礼品 



 

 

 

    

【7709-30037051】 

巨峰 2kg 
五條市の生産者が作る巨峰。 

大粒で濃い味わいです。 

お取扱期間： 

8 月下旬～9 月中旬予定 ※作物

の生育状況により、前後する場合

があります。 

お申込期間： 

7 月 1 日～8 月 31 日 

有限会社 農悠舎 

【7715-30006317】 

ピオーネ（種無しブドウ・家
庭⽤）約 2ｋｇ 
金剛山のふもとの良質な環境で

育った種無しのピオーネです。完

熟になってから収穫しているの

で、一粒口に入れると爽やかな香

りと濃厚な甘みが口いっぱいに

広がります。 

お取扱期間：9 月中旬～10 月上旬 

お申込期間：7 月 1 日～9 月 15 日 

さかがみ農園 

【7701-30006256】 

シャインマスカット（１ｋg) 
鮮やかな緑黄色が目にも美しい

シャインマスカット。糖度は 18

～20 度ほどと高く、酸味は控え

めです。皮が薄くてやわらかく、

皮ごと食べられるのが特徴。 

お取扱期間： 

8 月下旬～11 月下旬 

お申込期間： 

8 月 1 日～10 月 20 日 

川崎ぶどう園 

【7709-30006262】 

奈良県産桃 6〜8 玉入り 
品種は「白鳳」「清水白桃」です。

品種により出荷時期が異なりま

す。その時期に一番おいしい品種

を出荷します。 

お取扱期間： 

7 月中旬～8 月上旬 

お申込期間： 

7 月 1 日～7 月 26 日 
有限会社 農悠舎 

    

【7716-30020894】 

桃（小玉）4 ㎏箱（13〜
15 個） 
できるだけ樹上で熟成させ、桃の

美味しさを引き出します。※時期

によって桃の品種は変わります。 

お取扱期間： 

7 月中旬～8 月上旬 

お申込期間： 

6 月 11 日～8 月 1 日 

西岡農園 

【7716-30020895】 

桃 （ 大 玉 ） 2 ㎏ 箱 （ 6
個） 
できるだけ樹上で熟成させ、桃の

美味しさを引き出します。※時期

によって桃の品種は変わります。 

お取扱期間： 

7 月中旬～8 月上旬 

お申込期間： 

6 月 11 日～8 月 1 日 

西岡農園 

【7717-30006284】 

桃（大玉 6 個入） 
私共は金剛山のふもとできれい

な水、太陽エネルギーをいっぱい

受け栽培しています。産地直送で

お届け。 

お取扱期間： 

７月中旬～８月中旬 

お申込期間： 

7 月 1 日～7 月 14 日 

仲山農園 
 
 

【7717-30006286】 

桃（中玉 11〜12 個入） 
私共は金剛山のふもとできれい

な水、太陽エネルギーをいっぱい

受け栽培しています。産地直送で

お届け。 

お取扱期間： 

７月中旬～８月中旬 

お申込期間： 

7 月 1 日～7 月 14 日 

仲山農園 

    

【7718-30006289】 

奈良の桃（Ｌ〜4Ｌサイズ
12〜18 個（約 4 ㎏）） 
はじめは日川白鳳、次に白鳳、８

月に入ったら清水白桃をお届け

します。 

お取扱期間： 

7 月上旬～8 月上旬 

お申込期間： 

6 月 20 日～8 月 5 日 

福西農園 

【7718-30037015】 

奈良の桃（5Ｌサイズ以上
5~6 個（約 1.6kg）） 
はじめは日川白鳳、次に白鳳、８

月に入ったら清水白桃をお届け

します。 

お取扱期間： 

7 月上旬～8 月上旬 

お申込期間： 

6 月 20 日～8 月 5 日 

福西農園 
 
 
 

【7709-30006937】 

特別栽培手もぎ⻘梅(梅
酒・梅ジュース⽤)3kg 
除草剤を使わず、低農薬栽培にこ

だわった梅づくりを心掛けてお

ります。梅酒・ジュース用は収穫

時期が早く、比較的熟度が浅いも

のです。※冷凍保存できます。 

お取扱期間： 

6 月初旬～6 月中旬 

お申込期間： 

４月 10 日～6 月 5 日 
有限会社 農悠舎 

【7709-30036938】 

漬梅セット(梅⼲⽤南⾼梅 1
㎏×2 もみしそ 300g×2) 
梅干用は、収穫時期が遅めで熟度

の高いものですが、到着後 2～3

日冷暗所で追熟することをおす

すめしています。お得なもみしそ

と、荒塩(海はいのち)のセットで

す。 

お取扱期間：6 月下旬～7 月上旬 

お申込み期間： 

4 月 1 日～6 月 15 日 

有限会社 農悠舎 

寄附額１万円の返礼品 



 

 

 

    

【7736-30021149】 

【厳選】⻄吉野の⻘梅（南
⾼梅）約４ｋｇ（秀品） 
奈良県産の南高梅を、朝採りし

て、手選別にて厳選した青梅で

す。皮が薄く、種が小さく、果肉

がやわらかいのが特徴。 

お取扱期間： 

６月中旬～６月下旬 

お申込期間： 

11 月１日～6 月 15 日 

柳田農園 

【7727-30021388】 

有機栽培 ⻘梅３kg（ジ
ュース・梅酒・酵素用） 
アミノ酸酵素を使った自家製堆

肥の有機物と有機肥料を施して

梅を元気に美味しくするための

土づくりに力を入れています。 

お取扱期間： 

６月上旬～６月中旬 

お申込期間： 

５月１日～６月１０日 

熊代農園 

【7727-30021386】 

有機栽培 完熟南高梅 
３ｋｇ 
アミノ酸酵素を使った自家製堆

肥の有機物と有機肥料を施して

梅を元気に美味しくするための

土づくりに力を入れています。 

お取扱期間： 

６月中旬～７月上旬 

お申込期間： 

５月１日～６月３０日 

熊代農園 

【7724-30013329】 

新⾼梨 大玉 約 5kg 
当園独自で考案した果実袋を使

い、特別な有機肥料を特注で作っ

て、オリジナリティを追求し糖度

を高める工夫をしています。 

お取扱期間： 

10 月中旬～11 月中旬 

お申込み期間： 

8 月 1～10 月 25 日 

梨子本果樹園 

    

【7709-30006264】 

梨（幸水・豊水・20 世紀
のいずれか３kg 段ボー 
ル箱） 
される品種でその時期に一番お

いしい品種をお届けいたします。 

お取扱期間： 

８月下旬～9 月中旬 

※作物の生育状況により、前後す

る場合があります。 

お申込期間： 

8 月 31 日～9 月 5 日 

有限会社 農悠舎 

【 7724-30032376】 

梨 ⼦ 本 果 樹 園 の 梨 （ 幸
水）5ｋｇ（8〜13 個
入） 
当園独自で考案した果実袋を使

い、特別な有機肥料を特注で作っ

てもらい、オリジナリティを追求

し糖度を高める工夫をしていま

す。 

お取扱期間： 

8 月中旬～9 月上旬 

お申込期間： 

7 月 1 日～8 月 30 日 

梨子本農園 

【7724-30013330】 

梨⼦本果樹園の梨（⼆⼗世
紀、豊水、詰め合わせいずれ
か）5ｋｇ（8〜13 個入）） 
当園独自で考案した果実袋を使

い、特別な有機肥料を特注で作っ

てもらい、オリジナリティを追求

し糖度を高める工夫をしていま

す。 

お取扱期間： 

9 月上旬～10 月上旬 

お申込期間： 

7 月 1 日～9 月 30 日 

梨子本農園 

【7718-30006290】 

奈 良 の ２ ０世 紀 梨 （ 約
5kg（約 8〜16 個） 
肥沃な土地で、有機質肥料を使用

し育てた私の 20 世紀梨を食べて

みて下さい。赤梨にはないシャキ

シャキ感が味わえます。 

お取扱期間： 

9 月上旬～9 月下旬 

お申込み期間： 

8 月 15～9 月 1 日 

福西農園 

    

【7722-30015325】 
奈良のいちご「古都華〜こ
とか〜」大粒厳選Ｄｅｌｕ
ｘｅ（小箱）８粒×２トレ
ー ま た は ９ 粒 × ２ ト レ ー
（約６００g） 
色艶、歯ごたえがよく、糖度・酸

度のバランスがとれた濃厚な味

わいの古都華です。 

お取扱期間： 

1 月初旬～３月下旬 

お申込期間： 

9 月１日～３月１５日 

ふぁ～む・いわい 

【7715-30031899】 
こだわりイチゴお任せ８パッ
クセット（１パック３粒〜１５粒
入り×８パック） 
人気の高いアスカルビー・古都

華・紅ほっぺの中からその時期お

勧めの品種・サイズを厳選してお

送りします。 

お取扱期間： 

２月～４月中旬頃 

お申込期間： 

１月１日～４月１０日 

さかがみ農園 

【7715-20019316】 
イチゴ詰め合わせ（アスカル
ビー・古都華・紅ほっぺ）２
トレー（２４粒〜３０粒入
り）※粒の大きさによって内容量がかわります。 
人気のイチゴ３品種の中から、そ

の時期に最も良いものを選んで

お送りします。とにかく味にこだ

わって育てたイチゴです。 

お取扱期間： 

２月頃～４月頃 

お申込期間： 

１月１日～４月９日 

さかがみ農園 

【7726-30010922】 

【定期便】さかもと養鶏の⽩
鳳卵 60 個（30 個入×全
2 回配送） 
海藻やハーブを加えたこだわり

飼料で育った鶏が生んだ、上質で

コクのある卵です。色も鮮やか、

卵特有のにおいも少なく、「卵の

ニオイが苦手」という方にも喜ん

でいただけます。 

約 30 日おきに発送します 

さかもと養鶏株式会社 

寄附額１万円の返礼品 
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【7727-30021391】 

有機栽培 南⾼しそ漬け 
梅⼲１ｋｇ 
完熟した南高梅をおいしい沖縄

の天然塩と一緒に丁寧に漬け込

みました。塩分は約１８％です。

ほんまもんの、むかしながらの梅

干しを是非お召しあがりくださ

い。 

熊代農園 

【7709-30036939】 

南⾼さくら梅⼲ 500ｇ 杉
箱入り 農悠舎の厳選素材 
契約農業者が栽培した安心の梅

を昔ながらの赤しそと厳選した

塩だけで漬け込んだ「むかし梅

干」に、吉野の山の桜の塩漬けを

散りばめた華やかな梅干。吉野の

焼き杉の箱入りです。 

有限会社 農悠舎 
 

【7736-30021148】 

【無添加・無着色】昔ながら
の天然しそ漬け梅⼲し 

８００ｇ（２００ｇ×４） 
南高梅を木で完熟させて沖縄の

天然塩と紫しそだけで漬け込ん

だ天然無着色・無添加本物の昔な

がらの手作り梅干しです。昔なが

らのなつかしいお味を思い出し

ます。是非ともご賞味ください。 

柳田農園 
 
 

【7729-30029096】 

生命の農法（無化学農薬・
無化学肥料栽培）もち⽶
（３kg） 
化学農薬、化学肥料を一切使用し

ないで、有機肥料、天然肥料のみ

を用いた昔ながらの農法で育て

た安心安全なもち米です。 

慈光会自然食品 

 

 

 

    

【7721-30010176】 

大和五條の「ゆめ野山⽶」
（あきたこまち 3kg×2 袋） 
大和五條の清らかな水が育てた

美味しいお米「ゆめ野山米」。「あ

きたこまち」は、旨みが強いのに

濃くないため、どんなおかずにも

よく合います。あっさりとご飯を

食べたい女性や年配の方にもお

すすめの品種です。 

農事組合法人ゆめ野山 

 

【7721-30010175】 

大和五條の「ゆめ野山⽶」
（ヒノヒカリ 3kg×2 袋） 
大和五條の清らかな水が育てた

美味しいお米。「ヒノヒカリ」は、

味・粘り・香りのバランスが良く

ふんわりとした風味で、冷えても

美味しいお米です。水を多めで炊

くとモッチリとして、濃い味のお

かずにも合います。 

農事組合法人ゆめ野山 

 

【7741-30032172】 

奈良県産⿊⽑和⽜「大和
⽜ 」  すきやき ⽤ス ライス
（ロースまたは肩ロース）
300ｇ 
奈良を代表するブランド牛「大和

牛」は歴史に培われた環境と恵ま

れた気候風土に育まれた、やわら

かな食感と上質な味わいが楽し

める黒毛和牛です。安心で良質な

お肉をご案内いたします。 

※自家需要用包装です。 

金井畜産 

【7741-30032172】 

奈良県産⿊⽑和⽜「大和
⽜ 」  ⽜ 丼 ⽤ 切 り 落 と し
500ｇ（部位おまかせ） 
奈良を代表するブランド牛「大和

牛」は歴史に培われた環境と恵ま

れた気候風土に育まれた、やわら

かな食感と上質な味わいが楽し

める黒毛和牛です。安心で良質な

お肉をご案内いたします。 

※自家需要用包装です。 

金井畜産 

    

【7713-30006279】 

五條産ジビエ 〜シカ⾁セッ
ト 600g〜 お鍋や焼き⾁
等に︕ 
地元五條市で獲れた野生の鹿（シ

カ）を、ジビエール五條（食肉加

工処理施設）で丁寧に加工した逸

品です。お鍋や焼き肉など、ヘル

シーな鹿肉をお好みのスタイル

でお楽しみください。 

五條市地域商社株式会社 

【7713-30006278】 

五條産ジビエ 〜イノシシ⾁
セット 500g〜 お鍋や焼き
⾁等に︕ 
地元五條市で獲れた野生の猪（イ

ノシシ）を、ジビエール五條（食

肉加工処理施設）で丁寧に加工し

た逸品です。ロース・バラ・モモ

肉のミックスです。（製品は真空

パック包装です。肉の熟成に 7～

10 日かかりますので、発送が遅

れる場合があります。） 

五條市地域商社株式会社 

【7713-30020367】 
特製ジビエセット（⿅カレー・猪カレ
ー（中⾟と⾟⼝）４⾷分と、セーム⽪１枚
（12cm×12cm）） 
「低カロリー」「高タンパク」「低

脂肪」で鉄分・ミネラルを多く含

む鹿肉、新陳代謝を促すビタミン

B 群とコラーゲンを豊富に含む猪

肉を使ったカレーと眼鏡や貴金

属などを拭くのに最適なセーム

皮のセットです。 

五條市地域商社株式会社 

【7729-30016631】 

生 命 の 農 法（ 無 化 学 農
薬・無化学肥料栽培）季
節の野菜セット 
健康・生命を主目的とした昔なが

らの農法、化学農薬、化学肥料は

一切使わずに、有機質の完熟堆肥

と、天然物質のみで栽培した旬の

お野菜セットです。そのため、虫

食い跡やキズがあるものがあり

ます。予めご了承ください。内容

は季節により変わります。 

慈光会自然食品販売所 



 

 

    

【7729-30016630】 

生 命 の 農 法（ 無 化 学 農
薬・無化学肥料栽培）玉
ねぎ ５ｋｇ 
健康・生命を主目的とした昔なが

らの農法、化学農薬、化学肥料は

一切使わずに、有機質の完熟堆肥

と、天然物質のみで栽培した甘み

たっぷりの玉ねぎです。 

慈光会自然食品販売所 

 

 

【7727-30026812】 

あんぽ柿 3 個入り×6 パック 
あんぽ柿はたねなし柿を余分な

ものを一切加えずじっくり乾燥

させました。中はとろ～り、極上

の甘みが自慢のあんぽ柿です。 

熊代農園 
 

 

【7736-30021147】 

（無添加）⻄吉野産のあん 
ぽ柿（１８個） 
自然のゼリーのようなその実は

大変甘く、たべやすく栄養価も高

い食品です。 

お取扱期間： 

1２月中旬～１月下旬 

お申込期間： 

～1 月 16 日 

柳田農園 

【7716-30020365】 
あんぽ柿（３ヶ入パック×６
パック） 
刀根柿、ひらたねなし柿を皮をむ

いて機械乾燥することで衛生的

に半生に仕上げました。干し柿よ

りやわらかく、トロッとした食感

に仕上がっています。 

お取扱期間： 

10 月中旬～3 月頃 

お申込期間： 

6 月 1 日～2 月 28 日 

西岡農園 

    

【7709-30036936】 

あんぽ柿 8 個入りギフト 
西吉野自慢の柿（たねなし柿）を

しっとりもっちりと仕上げまし

た。自然の色を大事にしたいか

ら、無燻蒸ですから安心してお召

し上がりいただけます。 

お取扱期間： 

11 月上旬～2 月下旬 

お申込期間： 

7 月 1 日～2 月 15 日 

有限会社 農悠舎 
 

【7720-30005561】 

堀内果実園 あんぽ柿セット
（1 個入×6 パック） 
山麓の山々に育つ奈良・西吉野の

柿たち。標高が高いことで昼夜の

寒暖差でより甘みを蓄えたたね

なし柿をそのままじっくりと乾

燥させて作る無添加あんぽ柿は、

中がシットリ元祖和菓子と呼ば

れる逸品で、優しい甘さが口いっ

ぱいに広がります。 

堀内果実園 

【7720-30005562】 

堀内果実園 柿づくしセット
（あんぽ柿 1 個入×3 パッ
ク・柿ﾄﾞﾗｲﾌﾙｰﾂ 38g×2 パッ
ク） 
標高が高いことで昼夜の寒暖差

でより甘みを蓄えたたねなし柿

をそのままじっくりと乾燥させ

ました。ドライフルーツは、熟し

た柿をセミドライにすることで、

更に凝縮した甘みが広がります。 

堀内果実園 

【7702-30006300】 

柿ドライフルーツ（40ｇ×
10 袋） 
言わずと知れた高級柿『富有柿』。

タイ王国に献上されたことのあ

る柳澤果樹園の富有柿。 その富

有柿の美味しさをギュッと凝縮!

一袋に柿、なんと約 5 個分! ミ

ラノ万博出展商品です。 

柳澤果樹園 

    

【7716-30020366】 

柿チップ（５００g） 
富有柿の皮をむいてスライスし、

機械で衛生的に乾燥させてつく

った、無添加の柿チップです。 

かたくなりすぎず、しっとりとし

た食感に仕上がっています。 

西岡農園 

【7727-30026813】 

柿のきもち（柿スライス） 
４０ｇ×１０パック 
余計なものは一切加えず、一つひ

とつ人の目で選定した自慢の大

玉の富有柿だけを使用していま

す。干すことで柿の旨みが凝縮さ

れ、噛むほどに自然な甘みが口の

中にひろがります。 

熊代農園 

【7701-30036642】 

川崎さんちのドライ果実（ぶ
どう 25ｇ×3 袋・いちご 20
ｇ×2 袋） 
川崎ぶどう園で栽培しているぶ

どうといちごをハーフカットに

して無添加でドライにしました。 

ぶどうは大人気のシャインマス

カットを、いちごは紅ほっぺか章

姫のいずれかをセットにしてお

届けします。 

川崎ぶどう園 

 

寄附額１万円の返礼品 
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【7729-30010197】 

天然醸造 純正 国産無農
薬有機丸大⾖ こいくち醤油
（900ｍｌ×3 本） 
保存料などの食品添加物を一切

加えず、また、醸造させる熟成期

間においても、発酵促進剤、酵母、

酵素等を加えておりません。昔な

がらの製法でじっくり発酵熟成

させました。熟成に 2 年以上の歳

月をかけていますので、ふくよか

な香りと深いコクをお楽しみい

ただけます。 

慈光会自然食品販売所 

【7729-30029225】 

生命の農法（無化学農薬・
無化学肥料栽培）丸もち
（5 個入り）５袋 
化学農薬、化学肥料を一切使用し

ないで、有機肥料、天然肥料のみ

を用いた昔ながらの農法で育て

た安心安全なもち米で作った丸

もちです。 

つきたてを真空パック包装にし

ておりますが、保存料等一切使用

しておりませんので、冷凍庫で保

存してください。 

慈光会自然食品販売所 

【7710-30010986】 

柿 の 葉 す し 詰 め 合 わ せ
（鯖・鮭詰合せ 18 個） 
古くから夏祭りのご馳走として、

各家庭で作られていた柿の葉す

し。鯖・鮭の旨味と柿の葉の芳醇

な香りがしみ込んだすし飯の深

い味わい、海の幸と山の幸が織り

なす三位一体の味をぜひご堪能

ください。 

※消費期限は製造日を含めて３

日以内のため、着日指定の必要有 

株式会社柿の葉すし本舗たなか 

【7713-30037014】 

さんま寿司（⿊さんま１本
（６切入）、⽩さんま１本
（６切入）） 
五條市山間部の地域で、ハレの日

の食事として親しまれてきた郷

土料理「さんま寿司」。現代風に

アレンジすると古くて新しくて、

とってもおいしいお寿司が誕生

しました。 

黒さんま：かば焼きさんま 

白さんま：レモン酢でしめたさん

ま 

※消費期限は製造日から２日以

内のため、着日指定の必要有 

五條市地域商社株式会社 

    

【7708-30010215】 

当帰葉餃⼦（60 個入り） 
五條市商工会全国展開事業で完

成した商品です。豚肉は五條葛城

山麓「ばあく」から。玉ねぎは「益

田農園」から。当帰葉の爽やかな

香りが餃子を引き立てます。 

揚げると当帰葉の旨みが増し、更

においしく召し上がれます。 

あかねや（北山ネオフーズ） 

【7728-30010196】 

国産鰻（⾦剛うなぎ）蒲
焼（１本 200〜300g） 
「金剛うなぎ」は徹底した管理の

もと、五條市のきれいな水で丹精

込めて育てています。肉厚で身が

柔らかく、脂のノリも良い「金剛

うなぎ」を是非一度ご賞味くださ

い。 

株式会社キンプ 

【7713-30006276】 
大塔特産品詰め合わせセッ
ト（かきもち・鮎の⽢露煮・梅⼲し・らっきょう漬・猪⿅ジビエご
飯だれ） 
大塔で採れた素材などを使った、

素朴ながら味わい深い商品です。 

※ひとつひとつの商品を大切に

手作りしており大量生産ができ

ないため、ご注文後発送まで数週

間かかる場合があります。また、

時期により内容がかわる場合も

あります。 

五條市地域商社株式会社 

【7702-30037046】 
柳澤果樹園五條市応援セ
ット（にんにく醤油（200ml×1 本） 
にんにく味噌（180g×1 袋）、柿ドライ
（40g×2 袋）、柿ジャム（180g×2
袋）） 
奈良県五條市で栽培した「柿」「ニ

ンニク」で手作りした加工品をセ

ットでお送りいたします。 

柳澤果樹園 

    

【7705-30006259】 

ちょっと贅沢な⾃家焙煎ほう
じ茶てぃーばっぐ（3g×15
個×4） 
標高の高い大和高原で育てられ

た大和茶の一番茶だけを 60 年近

く引き継がれた独自の焙煎技術

で仕上げた、当店一番人気のほう

じ茶「別製ほうじ茶露の香」のテ

ィーバッグ。 

藤田茶園 

【7705-30010181】 

ちょっと贅沢な⾃家焙煎ほう
じ茶詰め合わせ（別製ほうじ茶露の⾹

90g×3、茎ほうじ茶 90g×2） 
標高の高い大和高原で育てられ

た大和茶の一番茶だけを 60 年近

く引き継がれた独自の焙煎技術

で仕上げたほうじ茶。荒茶を焙煎

して茶葉本来の風味を楽しめる

「別製ほうじ茶露の香」と「茎ほ

うじ茶」の詰め合わせ。 

藤田茶園 

【7731-30019317】 

ス テ ビ ア テ ィー 詰 め 合 わ せ
（30g×1、20g×1、10g
×3） 
五條市の清らかな水と綺麗な空

気の下、無農薬で栽培したステビ

アをハーブティーにしました。甘

みが強いのが特徴です。その他入

浴剤としてもお使いいただけま

す。故郷・宇智大野に育つ野山の

香りをお届けします。 

フェルム勝亀 

【7709-30006265】 

完熟梅ドリンク「夕梅」ギフト
（710ml×２） 
西吉野の完熟梅のシロップです。

完熟した黄色い梅を使っている

のでとろりとした濃厚な味わい。

じっくりと夕方から味わってい

ただきたい「夕梅」です。 

有限会社 農悠舎 

 



寄附額１万円の返礼品 
 

    

【7739-30027682】 

Angelica 和 漢 ド リ ン ク
（70ｍｌ×10 本） 
純奈良県五條市産の大和当帰（や

まととうき）を配合した、冷え性

にお悩みの方・肌荒れにお悩みの

方に、体質改善のための手軽に飲

めるドリンク剤です。 

美味しく飲めて、ノンカフェイン

でカロリーも１本２ｋカロリー

と低カロリーです。 

金陽製薬株式会社 

【7732-30011668】 

柿ワイン 720ｍｌ 2 本 
柿からできたワインです。原料の

柿は、五條市・西吉野特産の富有

柿を 100%使用しており、柿由来

のポリフェノールが豊富です。白

ワインベースでほんの少しの甘

みと、柿ならではの香りと酸味・

渋みがあり、魚料理だけでなく肉

料理ともお楽しみ頂けます。 

株式会社 山本本家 

【7704-30030450】 

純⽶大吟醸 まほろばの雫
TYPE２(720ml×1 本) 
厳選された米を 55％まで磨き、

長期低温発酵により丁寧に醸し

たお酒です。フレッシュで飲み、

軽快でなめらかな味わいが特徴

のお酒です。 

五條酒造株式会社 
 

【 7704-30014082 】 

五神 純⽶大吟醸 ゆめ野
山（720ml×1 本） 
五條市の緑豊かな山間地域で育

てた良質な酒米「吟のさと」を精

米５０％にして醸しました。フル

ーティな香りとふくよかなうま

味と酸味をお楽しみください。ふ

るさと五條の地酒を産地直送で

お届けいたします。 

五條酒造株式会社 

    

【7704-30014083】 

五神 純⽶大吟醸 まほろ
ばの雫（720ml×1 本） 
奈良県推奨の酒造好適米「露葉

風」を１００％使用した、純米大

吟醸。さわやかな香りと瑞々しい

口当たりをお楽しみください。ふ

るさと五條の地酒を産地直送で

お届けいたします。 

五條酒造株式会社 

【7704-30014084】 

五神 純⽶大吟醸 備前雄
町（720ml×1 本） 
「備前雄町」を５０％まで磨き、

長期低温発酵で丁寧に醸しまし

た。「備前雄町」の特徴である、

ふっくらとした柔らかな味わい

を上手に引き出したお酒です。ふ

るさと五條の地酒を産地直送で

お届けいたします。 

五條酒造株式会社 

【7704-30014085】 

五神 さわやか梅酒（1.8L
×1 本） 
全国でも有数の梅の産地である

地元五條市（西吉野）の梅をふん

だんに使い、自社製造の清酒を隠

し味に使用し、まろやかで、さわ

やかな梅酒の新酒です。ふるさと

五條の地酒を産地直送でお届け

いたします。 

五條酒造株式会社 

【7706-30020889】 

大和五條 野菜のレストラン 
五條源兵衛ランチ１名様分 
江戸時代の風情を残す新町通り

で、築 250 年の町家を改装した

和食レストラン、五條 源兵衛。

料理長が自ら「畑と対話しながら

選ぶ」という朝摘みの地元野菜を

中心とした食材を用い、「郷土の

味をかっこ良く」をコンセプトに

した創作料理でおもてなししま

す。お料理だけでなく、随所に見

られる町家の風情もお楽しみく

ださい。 

株式会社あすも 

    

【7707-30020891】 

旅宿やなせ屋宿泊助成 
（3 千円相当） 
全国で 88 番目の「重要伝統的建

造物群保存地区」に選定された五

條 新町通り。そのまちなみのな

か、由緒あるまちやを改造した旅

宿「やなせ屋」には忘れかけた空

間があります。  

門限もなく一棟まるごと貸し切

りの極上のプライベート空間を

心ゆくまでお愉しみください。 

株式会社あすも 

【7713-30006277】 

ロッジ星のくに宿泊割引券
（３千円相当） 
木の香り漂う宿泊施設ロッジ星

のくに。澄んだ空気ときれいな星

空を満喫していただき、その後は

ゆったりと大塔温泉星乃湯をお

楽しみください。 

五條市地域商社株式会社 

【7725-30006295】 
エバーグリーンツアー割引券
（３千円分） 
アウトドアアクティビティツア

ーを開催しているエバーグリー

ン。四季折々で楽しめるツアーが

沢山。 

キャニオニング、ラフティング、

パックラフティング、スノーシュ

ー、ツリーイングとそれ以外にも

色々とご用意しています。全ての

ツアーでご利用可能です。 

EverGreen (株)二升五合 

【7716-30023706】 

柿農家現地⾒学パック（試
⾷・お⼟産付き） 
日本一の柿の産地である五條市

の山の上の小さな農園で、珍しい

作業工程の見学と試食を通じ、柿

の産地の現場を満喫していただ

けます。 

お取扱期間： 

１０月５日～１１月３０日 

お申込期間： 

７月１日～１１月２０日 

西岡農園 



寄附額１万円の返礼品 
  

    

【7714-30006282】 

ならこすめエッセンス（48ml
×１本） 
奈良県産”和漢植物エキス”を５

種類配合し、化粧水・乳液・美容

液の働きを１本で叶える、ならこ

すめエッセンスです。 

株式会社クラブコスメチックス 

【7730-30010723】 

犬⽤おやつ 
五條市の食肉処理加工施設「ジビ

エール五條」で全頭検査をクリア

した鹿肉、猪肉を原材料につなぎ

等一切使用せず手作りで製造し

ています。 完全無添加ですので

大切な家族である愛犬に安心し

てお与えください。 

五條アニマルフード 

 

 

 

  

    

【7736-30021151】 

奈良・⻄吉野の富有柿 24
玉入り（2L サイズ） 
柿を育てるのに大変適した湯塩

地区で育てられた富有柿はとっ

ても甘く、肉厚、柔らかくて、食

べて納得の味わいです。 

お取扱期間： 

11 月初旬～12 月初旬 

お申込期間： 

11 月 21 日まで 

柳田農園 

【7727-30026815】 

富有柿７．５ｋｇ箱 大玉
サイズ（22 個〜24 個） 
農薬は控え、環境保全型農業の取

り組みをしています。是非、本来

の柿の美味しさをご堪能くださ

い。 

お取扱期間： 

11 月中旬～1２月上旬 

お申込期間： 

10 月 20 日～11 月 25 日 

熊代農園 

【7727-30026816】 

富有柿 １０ｋｇ箱 サイズ
おまかせ（36 個〜42 個） 
農薬は控え、環境保全型農業の取

り組みをしています。是非、本来

の柿の美味しさをご堪能くださ

い。 

お取扱期間： 

11 月中旬～1２月上旬 

お申込期間： 

10 月 20 日～11 月 25 日 

熊代農園 

【7727-30026814】 

富有柿化粧箱入り 大玉３
Ｌサイズ １１個入り 
農薬は控え、環境保全型農業の取

り組みをしています。是非、本来

の柿の美味しさをご堪能くださ

い。 

お取扱期間： 

11 月中旬～1２月上旬 

お申込期間： 

10 月 20 日～11 月 25 日 

熊代農園 

    

【7736-30021150】 

⻄吉野の冷蔵柿 2L サイズ
12 玉入り（化粧箱入り） 
11 月に収穫した富有柿を、鮮度

を保つ為に、ひとつずつ真空パッ

クにして冷蔵保存することで寒

さから身を守るために甘みが増

します。 

お取扱期間： 

12 月中旬～1 月中旬 

お申込期間： 

12 月 31 日まで 

柳田農園 

【7727-30026817】 

冷蔵富有柿 ２Ｌサイズ１
２個入り 
農薬は控え、環境保全型農業の取

り組みをしています。是非、本来

の柿の美味しさをご堪能くださ

い。 

お取扱期間： 

12 月上旬～1 月中旬 

お申込期間： 

11 月 10 日～12 月 20 日 

熊代農園 

【7727-30026818】 

柿三昧（富有柿６個（２
Ｌ）、あんぽ柿（3 個入り 2
パック）、柿スライス（40ｇ
×4 パック）） 
農薬は控え、環境保全型農業の取

り組みをしています。是非、本来

の柿の美味しさをご堪能くださ

い。 

お取扱期間： 

11 月上旬～1 月下旬 

お申込期間： 

10 月 20 日～11 月 30 日 

熊代農園 

 

寄附額 1 万 5 千円の返礼品 



寄附額１万５千円の返礼品 
 

    

【7727-30021389】 

有機栽培 ⻘梅５kg（ジ
ュース・梅酒・酵素用） 
アミノ酸酵素を使った自家製堆

肥の有機物と有機肥料を施して

梅を元気に美味しくするための

土づくりに力を入れています。 

お取扱期間： 

６月上旬～６月中旬 

お申込期間： 

５月１日～６月１０日 

熊代農園 

【7727-30021387】 

有機栽培 完熟南高梅 
５ｋｇ 
アミノ酸酵素を使った自家製堆

肥の有機物と有機肥料を施して

梅を元気に美味しくするための

土づくりに力を入れています。 

お取扱期間： 

６月中旬～７月上旬 

お申込期間： 

５月１日～６月３０日 

熊代農園 
 

【7722-30015326】 
奈良のいちご「古都華〜ことか
〜 」 大粒 厳 選Ｄ ｅ ｌｕ ｘ ｅ
（大箱）１２粒×２トレーまた
は１５粒×２トレー（約１ｋ
g） 
色艶、歯ごたえがよく、糖度・酸

度のバランスがとれた濃厚な味

わいの古都華です。 

お取扱期間：1 月初旬～３月下旬 

お申込期間： 

9 月１日～３月１５日 

ふぁ～む・いわい 

【7711-30014088】 

柿の葉茶ペットボトル 24 本
（1 ケース） 
自社農園で農薬を使用せずに栽

培した柿の葉を焙煎し、柿の実か

ら抽出した柿タンニン（柿渋）を

ブレンドした健康茶です。ノンカ

フェインのため、どなたでも安心

してお召し上がりいただけます。 

石井物産株式会社 

    

【7711-30014086】 
柿の葉茶ティーパック８袋入
り×８箱 
自社農園で農薬を使用せずに栽

培した柿の葉を焙煎し、柿の実か

ら抽出した柿タンニン（柿渋）を

ブレンドした健康茶です。 天然

のビタミン C、ポリフェノール・

カリウムなどの有効成分が体を

いたわります。ノンカフェインで

すので、どなた様も安心してお召

し上がり頂けます。 

石井物産株式会社 

【7732-30011669】 

松の友 純⽶大吟醸・純⽶
吟醸 限定酒飲み⽐べセット
（720ml×2 本） 
江戸時代の町並みが残る五條新

町、五條新町に唯一残る酒蔵の、

純米大吟醸・純米吟醸の限定日本

酒２本を詰め合わせにしました。 

 精米歩合の違いと造りの違いを

飲み比べてみませんか。 

株式会社山本本家 

【7704-30010177】 

大吟醸 山田錦（720ml×
1 本）ワイングラスでおいしい
日 本 酒 ア ワ ー ド 2018 、
2019、2020 ⾦賞受賞酒 
金剛山麓にある五條市で金剛山

系の伏流水・自家井戸の清水を用

い、伝統ある但馬流の昔ながらの

手造りの良さを活かし、少量生産

できめ細かい作業により芳醇な

清酒を醸し出しています。 

ふるさと五條の地酒を産地直送

でお届けいたします。 

五條酒造株式会社 
 

【7721-30010194】 

大和五條の「ゆめ野山⽶」 
（ヒノヒカリ 3 ㎏×3 袋） 
大和五條の清らかな水が育てた

美味しいお米。「ヒノヒカリ」は、

味・粘り・香りのバランスが良く

ふんわりとした風味で、冷えても

美味しいお米です。水を多めで炊

くとモッチリとして、濃い味のお

かずにも合います。 

農事組合法人ゆめ野山 

    

【7721-30010195】 

大和五條の「ゆめ野山⽶」 
（あきたこまち 3 ㎏×3 袋） 
大和五條の清らかな水が育てた

美味しいお米「ゆめ野山米」。「あ

きたこまち」は、旨みが強いのに

濃くないため、どんなおかずにも

よく合います。あっさりとご飯を

食べたい女性や年配の方にもお

すすめの品種です。 

農事組合法人ゆめ野山 

【7729-30029224】 

生命の農法(無化学農薬・
無 化 学 肥 料 栽 培 ) ⽶
(5kg)・⽩⽶ 
化学農薬・化学肥料を一切使用し

ないで、有機肥料、天然肥料のみ

を用いた昔ながらの農法で育て

ました。ヒノヒカリとあきたこま

ちのミックスでお届けします。 

慈光会自然食品販売所 
 
 

【7729-30032874】 

生命の農法(無化学農薬・
無 化 学 肥 料 栽 培 ) ⽶
(5kg)・七分⽶ 
化学農薬・化学肥料を一切使用し

ないで、有機肥料、天然肥料のみ

を用いた昔ながらの農法で育て

ました。ヒノヒカリとあきたこま

ちのミックスでお届けします。 

慈光会自然食品販売所 
 
 

【7727-30021390】 

有機栽培 小梅しそ漬け 
梅⼲１ｋｇ 
完熟した小梅をおいしい沖縄の

天然塩と一緒に丁寧に漬け込み

ました。塩分は約１８％です。ほ

んまもんの、むかしながらの梅干

しを是非お召しあがりください。 

熊代農園 



 

 

 

 

 

   

【7741-30032173】 

奈良県産⿊⽑和⽜「大和
⽜」 すきやき⽤スライス（ロ
ースまたは肩ロース）450ｇ 
奈良を代表するブランド牛「大和

牛」は歴史に培われた環境と恵ま

れた気候風土に育まれた、やわら

かな食感と上質な味わいが楽し

める黒毛和牛です。安心で良質な

お肉をご案内いたします。 

※自家需要用包装です。 

金井畜産 
 
 
 
 

【7711-30005565】 

柿こーり（20 個） 
吉野葛に西吉野の柿。吉野の特産

品を合わせて作った柿こーりは、

完熟柿のシャーベットを吉野葛

で包み込んだ柿の和スイーツで

す。自然の味を大切にふるさとの

香とともにお届けします。 

石井物産株式会社 

【7711-30030667】 

柿もなか（12 個）・ 
郷愁の柿（9 個）セット 

完熟の柿をゆっくりと炊きつめ

た自慢の柿餡は、ほんのり柚香る

こだわりの最中です。素朴な味わ

いの干し柿に渋川入りの栗あん

を丁寧に包んだ郷愁の柿は、少し

渋みが持ち味です。 

石井物産株式会社 

【7711-30030668】 

柿もなか（12 個）・ 
蜜珠柿（9 個）セット 

完熟の柿をゆっくりと炊きつめ

た自慢の柿餡は、ほんのり柚香る

こだわりの最中です。当社独自の

方法で乾燥・完熟させ味を凝縮

し、甘い蜜を含んだとろけるよう

な味わいの蜜珠柿もどうぞ。 

石井物産株式会社 

    

【7711-30030723】 

柿バター３本 柿ジャム３本
セット 
柿バターは柿を丁寧に煮詰め、コ

クあるバターとあわせました。柿

のやさしい甘みとバターの香り

をお楽しみください。 

柿ジャムはざっくりと大ぶりに

カットされた柿がたっぷり入れ

込んで作られているので、柿本来

の味と食感が楽しめます。 

石井物産株式会社 

【7711-30030720】 

【ふるさと名品オブザイヤー地
⽅創生大賞受賞︕】柿バタ
ー ６本入 
柿を丁寧に煮詰め、コクあるバタ

ーとあわせました。柿のやさしい

甘みとバターの香りをお楽しみ

ください。トーストとの相性抜

群！たっぷり塗ってお召し上が

りください。お菓子のトッピング

や材料としても手軽にご利用い

ただけます。 

石井物産株式会社 
 
 
 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

   

寄附額１万５千円の返礼品 



 

 

 

    

【7727-30026819】 

富有柿１０ｋｇ箱 大玉
３Ｌサイズ ３３個入り 
農薬は控え、環境保全型農業の取

り組みをしています。是非、本来

の柿の美味しさをご堪能くださ

い。 

お取扱期間： 

11 月上旬～12 月上旬 

お申込期間： 

10 月 20 日～11 月 25 日 

熊代農園 

【7724-30032377】 

梨⼦本果樹園の梨（⼆⼗世
紀、豊水、詰め合わせいずれ
か） 7.5 ｋ ｇ （ 13 〜 20 個
入） 
当園独自で考案した果実袋を使

い、特別な有機肥料を特注で作っ

て、オリジナリティを追求し糖度

を高める工夫をしています。 

お取扱期間： 

9 月上旬～10 月上旬 

お申込期間： 

7 月 1 日～9 月 30 日 

梨子本農園 

【7727-30021392】 

有機栽培 南高しそ漬け
梅干１ｋｇ、小梅しそ漬
け梅干１ｋｇ 
完熟した南高梅、小梅をおいしい

沖縄の天然塩と一緒に丁寧に漬

け込みました。塩分は約１８％で

す。ほんまもんの、むかしながら

の梅干しを是非お召しあがりく

ださい。 

熊代農園 

【7727-30021385】 
有機栽培 梅干し手作り
セット（南高梅約 4kg、天然塩
800g、もみしそ 800g、梅酢
200cc（漬け樽保存樽付き）） 
奈良県産の南高梅を、朝採りし

て、手選別にて厳選した青梅で

す。皮が薄く、種が小さく、果肉

がやわらかいのが特徴。 

お取扱期間： 

６月中旬～7 月上旬 

お申込期間： 

5 月 1 日～6 月 30 日 

熊代農園 

    

【7732-30013153】 

松の友 飲み⽐べセット 
三色（720ml×3 本） 

江戸時代の町並みが残る五條新

町の酒蔵、山本本家が酒質にこだ

わった限撰シリーズの詰め合わ

せです。ラベルが青色のお酒は純

米酒、緑色のお酒が原酒、赤色の

お酒は本醸造原酒です。全て酒米

に五百万石を使用し、やや辛口の

キレの良いお酒に仕上げました。 

株式会社山本本家 

【7741-3003217４】 

奈良県産⿊⽑和⽜「大和
⽜」 すきやき⽤スライス（ロ
ースまたは肩ロース）600ｇ 
奈良を代表するブランド牛「大和

牛」は歴史に培われた環境と恵ま

れた気候風土に育まれた、やわら

かな食感と上質な味わいが楽し

める黒毛和牛です。安心で良質な

お肉をご案内いたします。 

※自家需要用包装です。 

金井畜産 

【7743-30037047】 

五條バスケット 
柿の葉茶入り緑茶、乾燥木耳（き

くらげ）、ハーブソルト、柿ドラ

イフルーツ、柳澤果樹園オリジナ

ルジャム（柿）、マスク（あなた

を想いマスク） ６点の奈良県五

條市の名産品を詰め合わせた商

品です。商品に使用しているハー

ブやマスクは社会福祉法人祥水

園が経営している福祉施設の利

用者が作っています。 

社会福祉法人祥水園 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【7741-30032175】 

奈良県産⿊⽑和⽜「大和
⽜」 すきやき⽤スライス（ロ
ースまたは肩ロース）750ｇ 
奈良を代表するブランド牛「大和

牛」は歴史に培われた環境と恵ま

れた気候風土に育まれた、やわら

かな食感と上質な味わいが楽し

める黒毛和牛です。安心で良質な

お肉をご案内いたします。 

※自家需要用包装です。 

金井畜産 

 【7710-30010987】 

柿 の 葉 す し 詰 め 合 わ せ
（ 鯖 ・ 鮭 ・ 鯛 詰 合 せ 40
個） 
古くから夏祭りのご馳走として、

各家庭で作られていた柿の葉す

し。鯖・鮭・鯛の旨味と柿の葉の

芳醇な香りがしみ込んだすし飯

の深い味わい、海の幸と山の幸が

織りなす三位一体の味をぜひご

堪能ください。 

株式会社柿の葉すし本舗たなか 

寄附額 2 万円の返礼品 

寄附額 2 万 5 千円 
の返礼品 

寄附額３万円 
の返礼品 



 

 

 

 

    

【7724-30006327】 

富有柿特選 10 ㎏（33〜
42 個入） 
標高 250～400ｍの水はけの良

い土地で味と安全性にこだわり

をもって栽培しています。 

お取扱期間： 

11 月中旬～12 月上旬 

お申込期間： 

7 月 1 日～11 月 30 日 

梨子本果樹園 
 
 

【7702-30006299】 

富有柿 8 個化粧箱入り 
タイ王国に献上されたことのあ

る柳澤果樹園の富有柿。五條の風

土で育ったここでしか味わえな

い逸品を。 

お取扱期間： 

12 月中旬 

お申込期間： 

4 月 1 日～11 月 30 日 

柳澤果樹園 
 
 

【7701-30006257】 

旬のぶどう詰め合わせ（4
㎏） 
250m の中山間地でハウス栽培

したぶどうを、その時期の一番旬

の品種を詰め合わせてお届けし

ます。 

お取扱期間： 

8 月下旬～11 月上旬 

お申込期間： 

８月 1 日～9 月 3 日 

川崎ぶどう園 
 

【7724-30006328】 

梨⼦本果樹園の梨（⼆⼗世
紀、豊水、詰め合わせいずれ
か）10ｋｇ（15〜26 個入） 
当園独自で考案した果実袋を使

い、特別な有機肥料を特注で作っ

て、オリジナリティを追求し糖度

を高める工夫をしています。 

お取扱期間： 

9 月上旬～10 月上旬 

お申込期間： 

7 月 1 日～9 月 30 日 

梨子本農園 

    

【7721-30010193】 
ゆめ野山⽶⾷べ⽐べセット 3
㎏×6 袋（あきたこまちとヒノ
ヒカリ） 
大和五條の清らかな水が育てた

美味しいお米「ゆめ野山米」。旨

みが強いのに濃くないあきたこ

まちと、味、粘り、香りのバラン

スが良くふんわりとした風味の

ヒノヒカリをお届け。 

農業組合法人 ゆめ野山 
 
 

【7712-30006275】 

ばあくのよくばりセット（ボンレ
スハム約 150g×3、ベーコン約 150g×
2、ソーセージ約 150g×2、骨付きソーセ
ージ 2 本、ハーブブーケ付き） 
自家製ハム・ベーコン・ソーセー

ジの詰め合わせ。地元の元気野菜

で味付け、山桜のスモークで腐り

を防いでいます。より香りがただ

よう品です。（楽天ふるさと納税

サイトのみの取り扱いとなりま

す。） 

手作りハム・ソーセージ工房ばあく 

【7704-30010179】 

大吟醸 山田錦（1800ml×1
本）ワイングラスでおいしい日本
酒 ア ワ ー ド 2018 、 2019 、
2020 ⾦賞受賞酒 
金剛山麓にある五條市で金剛山

系の伏流水・自家井戸の清水を用

い、伝統ある但馬流の昔ながらの

手造りの良さを活かし、少量生産

できめ細かい作業により、芳醇な

清酒を醸し出しています。 

五條酒蔵株式会社 
 

【7704-30010178】 

純⽶吟醸・特別純⽶セット 
（720ml×2 本） 
金剛山麓にある五條市で金剛山

系の伏流水・自家井戸の清水を用

い、伝統ある但馬流の昔ながらの

手造りの良さを活かし、少量生産

できめ細かい作業により、芳醇な

清酒を醸し出しています。 

五條酒蔵株式会社 
 
 
 

    

【7704-30010180】 

五神 飲みくらべセット 
（1800ml×3 本） 
金剛山麓にある五條市で金剛山

系の伏流水・自家井戸の清水を用

い、伝統ある但馬流の昔ながらの

手造りの良さを活かし、少量生産

できめ細かい作業により、芳醇な

清酒を醸し出しています。 

五條酒蔵株式会社 

【7711-30014089】 

柿の葉茶ペットボトル 
48 本（24 本×2 ケース） 
自社農園で農薬を使用せずに栽

培した柿の葉を焙煎し、柿の実か

ら抽出したタンニン（柿渋）をブ

レンドした健康茶です。夏は冷や

して、冬は温めて頂いてもより一

層美味しく頂けます。 

石井物産 株式会社 

【7711-30034589】 

柿の葉茶ティーパック（テト
ラ）８袋入り×１６箱 
自社農園で農薬を使用せずに栽

培した柿の葉を焙煎し、柿の実か

ら抽出した柿タンニン（柿渋）を

ブレンドした健康茶です。ノンカ

フェインのため、どなたでも安心

してお召し上がりいただけます。 

石井物産株式会社 

【7725-30010173】 

エバーグリーンツアー割引券
（9 千円分） 
四季折々で楽しめるツアーがた

くさん。キャニオニング、ラフテ

ィング、パックラフティング、ツ

リーイングなど色々とご用意し

ています。すべてのツアーでご利

用可能です。 

EverGreen（株）二升五合 
 
 

寄附額３万円の返礼品 



 

  

    

 【7719-30029933】 

郵便局のみまもりサービス「み
まもりでんわサービス」（6 ヵ
⽉） 
一人暮らしの高齢者等を心配し

ている遠方に住む子世代と繋ぐ

サービスです。毎日指定された時

間帯に自動音声で利用者の体調

確認結果をお知らせする「みまも

りでんわサービス」です。 

日本郵便株式会社 

【7739-30027683】 

Angelica 和 漢 ド リ ン ク
（（70ｍｌ×10 本）×3） 
純奈良県五條市産の大和当帰（や

まととうき）を配合した、冷え性

にお悩みの方・肌荒れにお悩みの

方に、体質改善のための手軽に飲

めるドリンク剤です。 

美味しく飲めて、ノンカフェイン

でカロリーも１本２ｋカロリー

と低カロリーです。 

金陽製薬株式会社 
 

【7741-3003217６】 
奈良県産⿊⽑和⽜「大和⽜」 
すきやき⽤スライス（ロースまた
は肩ロース）900ｇ 
奈良を代表するブランド牛「大和

牛」は歴史に培われた環境と恵ま

れた気候風土に育まれた、やわら

かな食感と上質な味わいが楽し

める黒毛和牛です。安心で良質な

お肉をご案内いたします。 

※自家需要用包装です。 
金井畜産 
 

    

 【7741-3003217７】 

奈良県産⿊⽑和⽜「大和
⽜ 」  すきやき ⽤ス ライス
（ロースまたは肩ロース）
1200ｇ 
奈良を代表するブランド牛「大和

牛」は歴史に培われた環境と恵ま

れた気候風土に育まれた、やわら

かな食感と上質な味わいが楽し

める黒毛和牛です。安心で良質な

お肉をご案内いたします。 

※自家需要用包装です。 

金井畜産 

 

  

    

 【7721-30010174】 

ゆめ野山⽶⾷べ⽐べセット 3
㎏×10袋もしくは5㎏×6袋
（あきたこまちとヒノヒカリ） 
大和五條の清らかな水が育てた

美味しいお米「ゆめ野山米」。旨

みが強いのに濃くないあきたこ

まちと、味、粘り、香りのバラン

スが良くふんわりとした風味の

ヒノヒカリをお届けします。 

農業組合法人 ゆめ野山 

【7741-30032178】 

奈良県産⿊⽑和⽜「大和
⽜ 」  すきやき ⽤ス ライス
（ロースまたは肩ロース）
1500ｇ 
奈良を代表するブランド牛「大和

牛」は歴史に培われた環境と恵ま

れた気候風土に育まれた、やわら

かな食感と上質な味わいが楽し

める黒毛和牛です。安心で良質な

お肉をご案内いたします。 

※自家需要用包装です。 

金井畜産 
 

【7719-30029934】 

郵便局のみまもりサービス「み
まもり訪問サービス」（6 ヵ
⽉） 
一人暮らしの高齢者等を心配し

ている遠方に住む子世代と繋ぐ

サービスです。月 1 回高齢者宅を

訪問して生活状況等を子世代に

お知らせする「みまもり訪問サー

ビス」です。 

日本郵便株式会社 

寄附額５万円 
の返礼品 

寄附額 3 万円 
の返礼品 

寄附額４万円 
の返礼品 



 

    

 【7706-30010183】 

大和五條 野菜のレストラン
五條源兵衛ディナー2 名様
分 
江戸時代の風情を残す新町通り

で、築 250 年の町家を改装した

和食レストラン、五條 源兵衛。

料理長が自ら「畑と対話しながら

選ぶ」という朝摘みの地元野菜を

中心とした食材を用い、「郷土の

味をかっこ良く」をコンセプトに

した創作料理でおもてなししま

す。お料理だけでなく、随所に見

られる町家の風情もお楽しみく

ださい。 

株式会社あすも 

【7707-30020892】 

旅 宿 や な せ 屋  宿 泊 助 成
（18,000 円相当） 
全国で 88 番目の「重要伝統的建

造物群保存地区」に選定された五

條 新町通り。 

そのまちなみのなか、由緒あるま

ちやを改造した旅宿「やなせ屋」

には忘れかけた空間があります。  

江戸時代の面影を今に残す町並

みの中、門限もなく一棟まるごと

貸し切りの極上のプライベート

空間を心ゆくまでお愉しみくだ

さい。 

株式会社あすも 

【7711-30030722】 
柿ジャム 30 本入 
ざっくりと大ぶりにカットされ

た柿をたっぷり入れ込んで作ら

れているので、柿本来の味と食感

が楽しめます。厳選した完熟柿だ

けを選び、着色料は使わず、柿の

風味を生かすために甘さを控え

めに仕上げています。チーズやバ

ターとの相性も良いのでぜひお

試しください。 

石井物産株式会社 

    

 【7711-30030724】 
柿バター15 本 柿ジャム 15
本セット 
柿バターは柿を丁寧に煮詰め、コ

クあるバターとあわせました。柿

のやさしい甘みとバターの香り

をお楽しみください。 

柿ジャムはざっくりと大ぶりに

カットされた柿がたっぷり入れ

込んで作られているので、柿本来

の味と食感が楽しめます。 

石井物産株式会社 

 【7711-30030721】 
【ふるさと名品オブザイヤー地
⽅創生大賞受賞︕】柿バタ
ー 30 本入 
柿を丁寧に煮詰め、コクあるバタ

ーとあわせました。柿のやさしい

甘みとバターの香りをお楽しみ

ください。トーストとの相性抜

群！たっぷり塗ってお召し上が

りください。お菓子のトッピング

や材料にも。 
石井物産株式会社 

    

 【7707-30020949】 

大和五條体感プラン 
（旅宿やなせ屋・蔵） 

「野菜の休日」をコンセプトに、

朝摘み野菜のお料理を築 250 年

の町屋を改装した「五條源兵衛」

にて食体感、さらに医家の蔵を一

棟貸し切り、｢暮らすように旅す

る｣にて五條を五感で楽しむプラ

ンです。 

※サービスの内容によっては差

額分を自己負担していただく場

合があります。詳しくは五條源兵

衛 に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

（TEL 0747-23-5566） 
株式会社あすも 

 【7707-30020950】 

大和五條体感プラン 
（旅宿やなせ屋・離れ） 

「野菜の休日」をコンセプトに、

朝摘み野菜のお料理を築 250 年

の町屋を改装した「五條源兵衛」

にて食体感、さらに医家の離れを

一棟貸し切り、｢暮らすように旅

する｣にて五條を五感で楽しむプ

ランです。 

※サービスの内容によっては差

額分を自己負担していただく場

合があります。詳しくは五條源兵

衛にお問い合わせください。 

（TEL 0747-23-5566） 
株式会社あすも 

寄附額 
16 万円の返礼品 

寄附額 
13 万円の返礼品 

寄附額６万円 
の返礼品 

寄附額６万 5 千円 
の返礼品 

寄附額７万円 
の返礼品 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふるさと五條市応援寄附金の使いみちをお選びください！ 
 

寄附申出書を郵送またはＦＡＸしてください。 
 
※寄附申出書は市役所にお電話をしていただくか、

市ホームページから入手してください。 

郵便局／銀行の
納付書で納付 

銀行口座への口座振替 

市役所に 
現金持参または現金書留 

楽天ふるさと納税サイトから 
（クレジットカード・銀行振込・楽天バンク決裁） 

楽天ふるさと納税サイト五條市トップ 
ページにアクセスしてください。 

五條市 市⻑公室 企画政策課  
〒637-8501 奈良県五條市本町１丁目１番１号 
TEL︓0747-22-4001・ FAX︓0747-25-0629 

新型コロナウイルス感染症に負けるな！ 
『ふるさと五條市応援プロジェクト』（返礼品の送付なし） 
を実施しています。 
 
五條市における、新型コロナウイルス感染症対策に関する様々な取組
に活用させていただきます。 
皆様の温かいご支援をお待ちしております。 
 
※パンフレット見開き２ページ目をご覧ください。 


