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奈良県 上北山村

高級な吉野杉の割箸3セット

3,000円

建築材料の端材で作る
自然に優しい上北山村の
高級な吉野杉の割箸です。

箸袋の説明

高級な吉野杉の割箸お得用セッ
ト

3,000円

建築材料の端材で作る
自然に優しい上北山村の
高級な吉野杉の割箸です。

画像左の短めの割箸は

吉野杉ティッシュケース（小）

3,000円

吉野杉を使用したティッシュケ
ースです。
一本の釘も使わない無垢材の暖
かみのある製品に仕上げていま
す。

まごの手

3,000円

天然木（ケヤキ）を使用した「
まごの手」です。
ケヤキは、木目、質感、品格、
重厚感などぐんを抜いた素材で
す。

とちもちの焼おかき2袋

4,000円

「とち」と「もち」の素朴なお
かき
上北山村に伝わる「とち餅」を
サクッと美味しいおかきに焼き
上げました。

こんにゃく（３袋）

4,000円

古くから伝わる伝統的な製造方
法にこだわり、添加物を一切使
用しないで、ひとつひとつ手作
りで作っています。【容量】こ
んにゃく３袋

箸まくら1袋（5個入）

4,000円

天然木（ケヤキ）を使用した箸
マクラです。
ケヤキは、木目、質感、品格、
重厚感などぐんを抜いた素材で
す。

コースター（中）2枚セット

4,000円

桑の木を使用したコースターで
す。
ウレタン仕上げを施しています
。
木工品のため、形や大きさは若

スマホスタンド

4,000円

天然木（ケヤキ又は栃の木）を
使用したスマホスタンドです。
ケヤキ・栃の木は、木目、質感
、品格、重厚感などぐんを抜い
た素材です。

名刺入れ

4,000円

天然木（ケヤキ）を使用した名
刺入れです。
ケヤキは、木目、質感、品格、
重厚感などぐんを抜いた素材で
す。

吉野杉ティッシュケース（中）

4,000円

吉野杉を使用したティッシュケ
ースです。
一本の釘も使わない無垢材の暖
かみのある製品に仕上げていま
す。

マスクケース

4,000円

吉野ヒノキを使用したマスクケ
ースです。
一本の釘も使わない無垢材の暖
かみのある製品に仕上げていま
す。
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奈良県　上北山村

上北山村内温泉利用券（2名分）

5,000円

豊富な湯量と県内屈指の泉質の
よさを誇る上北山温泉と渓流に
面して露天風呂があり、四季折
々の風情を満喫できる小処温泉
の利用が可能です。

高級な吉野杉の割箸４セット

5,000円

建築材料の端材で作る
自然に優しい上北山村の
高級な吉野杉の割箸です。

箸袋の説明

高級な吉野杉の割箸お得用ファ
ミリーセット

5,000円

建築材料の端材で作る
自然に優しい上北山村の
高級な吉野杉の割箸です。

画像左の短めの割箸は

高級な吉野杉の割箸と着物柄祝
い箸セット

5,000円

お正月に使える祝い箸とのセッ
トです。
祝い箸5膳入り：祝い箸は柳の
木です。
吉野杉箸100膳入り：建築材料

高級な吉野杉の割箸とおみくじ
付き祝い箸セット

5,000円

お正月に使える祝い箸とのセッ
トです。
祝い箸5膳入り：祝い箸は柳の
木です。
吉野杉箸100膳入り：建築材料

爪楊枝入れ

5,000円

天然木（ケヤキ）を使用した爪
楊枝入れです。
ケヤキは、木目、質感、品格、
重厚感などぐんを抜いた素材で
す。

コースター（大）２枚セット

5,000円

桑の木を使用したコースターで
す。
ウレタン仕上げを施しています
。
木工品のため、形や大きさは若

吉野杉ティッシュケース（大）

5,000円

吉野杉を使用したティッシュケ
ースです。
一本の釘も使わない無垢材の暖
かみのある製品に仕上げていま
す。

タブレットスタンド

5,000円

天然木（ケヤキ又は栃の木）を
使用したタブレットスタンドで
す。
ケヤキ・栃の木は、木目、質感
、品格、重厚感などぐんを抜い

特製柿の葉寿司「吉野傅」さば

6,000円

吉野伝統の味を守りつつ、シャ
リとネタのバランスにこだわり
ました。
白ごま入りのシャリと、間に挟
んだ「がり」の風味がアクセン

特製柿の葉寿司「吉野傅」さけ

6,000円

吉野伝統の味を守りつつ、シャ
リとネタのバランスにこだわり
ました。
白ごま入りのシャリと、間に挟
んだ「がり」の風味がアクセン

特製柿の葉寿司「吉野傅」焼さ
ば

6,000円

吉野伝統の味を守りつつ、シャ
リとネタのバランスにこだわり
ました。
白ごま入りのシャリと、間に挟
んだ「がり」の風味がアクセン
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奈良県　上北山村

学習セット（ものさし1点、ペン
立て1点）

6,000円

サクラを使用した「ものさし」
とひのきを使用した「ペン立て
」です。
※木工品のため、多少サイズが
異なります。【容量】ものさし

名刺置き

6,000円

サクラを使用した名刺置きです
。
ウレタン仕上げを施しています
。
※木工品のため、多少サイズが

箸箱（小）

7,000円

サクラを使用した箸箱です。
ウレタン仕上げを施しています
。
※木工品のため、多少サイズが
異なります。【容量】箸箱1個

柿の葉寿司4種16個入り

8,000円

さば・さけ・あじ・たい4種類
の柿の葉寿司の詰め合わせ。
吉野名物として全国に知られる
、柿の葉すし。
シャリのうまさとさばの豊かな

上北山村特産品とち餅３パック

9,000円

上北山村の代表的な特産品。木
灰汁で栃の実の灰汁抜きをし、
手間暇をかけて作ります。現在
では灰汁抜きをする際に石灰等
を混ぜて灰汁抜きをするとこ…

とちもちの焼おかき5袋

9,000円

「とち」と「もち」の素朴なお
かき
上北山村に伝わる「とち餅」を
サクッと美味しいおかきに焼き
上げました。

箸箱（大）

9,000円

天然木（ケヤキ）を使用した箸
箱です。
ケヤキは、木目、質感、品格、
重厚感などぐんを抜いた素材で
す。

コースター（大）（中）４枚セ
ット

9,000円

桑の木を使用したコースターで
す。
ウレタン仕上げを施しています
。
木工品のため、形や大きさは若

ジビエハンバーグ（レトルト）
×3個

10,000円

創業１６０年の歴史をもつ老舗
柿の葉ずし平宗が、
高級食材（上北山産ジビエ）を
使いハンバーグを作りました。
美味の秘訣は、黄金の比率（猪

干物セット（３０００円相当）

10,000円

上北山村の商店の取り扱う干物
をお送りします。【容量】

蒸し寿司「笹の薫り」小【冷凍
】

10,000円

9種の味を1ヶずつ。レンジで数
分解凍するだけで、いつでも出
来たての味に出会えます！
※入金確認後の発送になります
。

上北山村内温泉利用券（4名分）

10,000円

豊富な湯量と県内屈指の泉質の
よさを誇る上北山温泉と渓流に
面して露天風呂があり、四季折
々の風情を満喫できる小処温泉
の利用が可能です。
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奈良県　上北山村

高級な吉野杉の割箸７セット

10,000円

建築材料の端材で作る
自然に優しい上北山村の
高級な吉野杉の割箸です。

画像左上の短めの割箸は

【上北山村・吉野町共通返礼品
】ジビエハンバーグ（レトルト
）×２個・柿の葉ずし７個入（

11,000円

※上北山村と吉野町の共通返礼
品です。
創業１６０年の歴史をもつ老舗
柿の葉ずし平宗が、
高級食材（上北山産ジビエ）を

コースター6枚セット

11,000円

桑の木を使用したコースターで
す。
ウレタン仕上げを施しています
。
木工品のため、形や大きさは若

知恵まくら

11,000円

吉野杉を使用した知恵まくらで
す。
一本の釘も使わない無垢材の暖
かみのある製品に仕上げていま
す。

柿の葉寿司2種20個入

12,000円

定番のさば、さけの詰め合わせ
。
吉野名物として全国に知られる
、柿の葉すし。
シャリのうまさとさばの豊かな

特製柿の葉寿司「吉野傅」さば
・さけセット

12,000円

吉野伝統の味を守りつつ、シャ
リとネタのバランスにこだわり
ました。
白ごま入りのシャリと、間に挟
んだ「がり」の風味がアクセン

特製柿の葉寿司「吉野傅」焼さ
ば・さけセット

12,000円

吉野伝統の味を守りつつ、シャ
リとネタのバランスにこだわり
ました。
白ごま入りのシャリと、間に挟
んだ「がり」の風味がアクセン

上北山村特産品とち餅５パック

14,000円

上北山村の代表的な特産品。木
灰汁で栃の実の灰汁抜きをし、
手間暇をかけて作ります。現在
では灰汁抜きをする際に石灰等
を混ぜて灰汁抜きをするとこ…

【上北山村・吉野町共通返礼品
】ジビエハンバーグ（レトルト
）×２個・柿の葉ずし１５個入

16,000円

※上北山村と吉野町の共通返礼
品です。
創業１６０年の歴史をもつ老舗
柿の葉ずし平宗が、
高級食材（上北山産ジビエ）を

干物セット（５０００円相当）

17,000円

上北山村の商店の取り扱う干物
をお送りします。【容量】

柿の葉寿司2種30個入

17,000円

定番のさば・さけの詰め合わせ
。
吉野名物として全国に知られる
、柿の葉すし。
シャリのうまさとさばの豊かな

特製柿の葉寿司「吉野傅」3本組

17,000円

吉野伝統の味を守りつつ、シャ
リとネタのバランスにこだわり
ました。
白ごま入りのシャリと、間に挟
んだ「がり」の風味がアクセン
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奈良県　上北山村

創作ちまき「竹乃薫り」【冷凍
】

17,000円

もっちりとした食感の創作ちま
きです。4種の味を3ヶずつ、レ
ンジで数分解凍するだけで、い
つでも出来たての味に出会えま
す。

蒸し寿司「笹の薫り」大【冷凍
】

18,000円

9種の味を2ヶずつ。レンジで数
分解凍するだけで、いつでも出
来たての味に出会えます。
※入金確認後の発送になります
。

お盆

19,000円

天然木（ケヤキ）を使用したお
盆です。
ケヤキは、木目、質感、品格、
重厚感などぐんを抜いた素材で
す。

木製ブランコ椅子単品

26,000円

室内や屋外に自由に吊り下げる
ブランコ。こちらの商品はNHK
朝ドラ「純と愛」でも使ってい
ただいた仲直りブランコです。
※設置方法等詳細は提供元（…

丸太ステップ階段（５０ｃｍ）

30,000円

直径21-24ｃｍの国産ヒノキを
つかった丸太の階段です。
道具と遊具の間に設置していた
だいたり、一列に並べたり、ジ
グザグに並べたり感覚も自由に

入漁券（鮎・アマゴ・うなぎ）
（令和5年度分）

35,000円

大峯・大台を源とする清流の北
山川や小橡川の上流では、渓流
の女王アマゴや鮎などの川魚が
釣れ、釣り人に人気のスポット
となっています。

入漁券（鮎・アマゴ・うなぎ）
（令和４年度分）

35,000円

大峯・大台を源とする清流の北
山川や小橡川の上流では、渓流
の女王アマゴや鮎などの川魚が
釣れ、釣り人に人気のスポット
となっています。

丸太ステップ階段（８０ｃｍ）

41,000円

直径21-24ｃｍの国産ヒノキを
つかった丸太の階段です。
道具と遊具の間に設置していた
だいたり、一列に並べたり、ジ
グザグに並べたり感覚も自由に

丸太ステップ階段（１００ｃｍ
）

48,000円

直径21-24ｃｍの国産ヒノキを
つかった丸太の階段です。
道具と遊具の間に設置していた
だいたり、一列に並べたり、ジ
グザグに並べたり感覚も自由に

木製平均台

58,000円

木製平均台
※色は無塗装、カーキ、ブラウ
ンからお選びいただけます。
※詳細は提供元（株式会社ウッ
ドウォームズ）のURL（http://

木製砂場（小）

68,000円

木製砂場（小）
※木製枠のみの送付となります
。
※色は無塗装、カーキ、ブラウ
ンからお選びいただけます。

【限定20個】奥村恭史さん作朱
塗り椀（漆器）

70,000円

上北山村在住の作家奥村恭史さ
んの製作するお椀（漆器）です
。
色：朱色サイズ：直径12㎝前後
高さ7㎝前後のものになります



ふるさと納税お礼の品一覧

このカタログに掲載されている情報は           年       月       日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。  powered by ふるさとチョイス2022 02 15

奈良県　上北山村

木製鉄棒（小）

76,000円

木製鉄棒（小）
※４段階調節可能
※色は無塗装、カーキ、ブラウ
ンからお選びいただけます。
※設置方法等詳細は提供元（株

木製砂場（大）

76,000円

木製砂場（大）
※木製枠のみの送付となります
。
※色は無塗装、カーキ、ブラウ
ンからお選びいただけます。

一人用木製ブランコ

110,000円

一人用木製ブランコ
※色は無塗装、カーキ、ブラウ
ンからお選びいただけます。
※設置方法等詳細は提供元（株
式会社ウッドウォームズ）のUR

木製鉄棒（小）2連

110,000円

木製鉄棒（小）2連
※色は無塗装、カーキ、ブラウ
ンからお選びいただけます。
※設置方法等詳細は提供元（株
式会社ウッドウォームズ）のUR

木製平均台２連結

120,000円

木製平均台
※色は無塗装、カーキ、ブラウ
ンからお選びいただけます。
※詳細は提供元（株式会社ウッ
ドウォームズ）のURL（http://

二人用木製ブランコ

130,000円

国産杉の間伐材丸太を使用した
、かわいい木製ブランコです。
飾ってかわいく遊んでたのしい
丸太遊具です。お子様との大切
な思い出作りに是非ご活用…

木製鉄棒（大）

140,000円

高さ7段階調整可能です。
お子様の成長に合わせて調整が
できます。
※色は無塗装、カーキ、ブラウ
ンからお選びいただけます。

幼児用ガーデンテーブルセット

140,000円

ガーデンテーブルセットの幼児
用サイズとなっております。
※詳細は提供元（株式会社ウッ
ドウォームズ）のURL（http://
www.wood-

丸太ステップ階段（５本セット
）

170,000円

直径21-24ｃｍの国産ヒノキを
つかった丸太の階段です。
道具と遊具の間に設置していた
だいたり、一列に並べたり、ジ
グザグに並べたり感覚も自由に

木製鉄棒（大）2連

198,000円

高さ7段階調整可能です。
お子様の成長に合わせて調整が
できます。
※色は無塗装、カーキ、ブラウ
ンからお選びいただけます。

木製ガーデンテーブルセット

250,000円

長期耐久品ですので、保育園や
屋外施設などにお勧めのガーデ
ンテーブルセットです。
職人が１台１台手づくりで制作
しています。

三連木製鉄棒

290,000円

逆さになったり回転したり、他
の遊びではなかなかできない感
覚を体験できる鉄棒。最初は難
しい「逆上がり」。でにちょっ
としたことで「できた！」が…
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奈良県　上北山村

ウッドウォール

340,000円

最大の魅力は達成感！何度もト
ライして登れたときの「できた
！」の気持ちが「がんばる力」
に変わります。カラフルで楽し
い32個のボルダリングホール…

木製うんてい

370,000円

ぶら下がって交互につかんで落
ちないように進むうんていは、
運動能力はもちろん脳の成長に
はとても良い効果があるといわ
れています。コツがつかめる…

木製登り棒

370,000円

腕や全身を使って登ったり降り
たりする登り棒は、子供たちの
体力や体感を鍛える強い味方。
おともだち同士で競い合って登
ることもでき、向上心の芽生…

木製ブランコ（大）

440,000円

埋設型の大型ブランコになりま
す。設置型に比べて転倒などの
問題を防ぎます。ステンレス製
の吊り金具を使うことにより、
摩擦によるロープの磨耗を防…

くるくるうんてい

460,000円

ぶら下がって身体を揺らして進
むうんていは、子供たちの上半
身の筋肉と体感を強くします。
「今日は何週廻れるかな」「ど
のくらいぶら下がっていられ…

ウッドマウンテンミニ（ボルダ
リングタイプ）

460,000円

ウッドマウンテンの幼児向け商
品です。
見た目にもカラフルで楽しい！
緩やかな傾斜は、小さな子供た
ちでも安全にボルダリングの楽

くるくるうんていverたか～い

480,000円

ぶら下がって身体を揺らして進
むうんていは、子供たちの上半
身の筋肉と体感を強くします。
「今日は何週廻れるかな」「ど
のくらいぶら下がっていられ…

ウッドマウンテン（丸太タイプ
）

630,000円

ロープを使って丸太を登ったり
降りたり、ときには落ちそうに
なったり･･････。そんなハラハ
ラ・ドキドキの刺激も子供たち
には大切なこと。山の形に取…

ウッドランド

690,000円

バラエティにとんだアスレチッ
ク要素を満載の大冒険遊具で様
々な遊びにチャレンジ！うんて
い、鉄棒、登り棒、丸太登りが
セットになった4種類の遊具…

ウッドマウンテン（ネットタイ
プ）

770,000円

くねくねしたネットやロープを
使って丸太を登ったり降りたり
、ときには落ちそうになったり
･･････。そんなハラハラ・ドキ
ドキの刺激も子供たちには大…

ウッドマウンテン（ボルダリン
グタイプ）

920,000円

32種類のボルダリングホールド
は見た目にもカラフルで楽しい
！
緩やかな傾斜は、小さな子供た
ちまでも安全にボルダリングの

ゆらゆら丸太渡り

920,000円

ゆらゆらと揺れる丸太はなんだ
か怖そう･･････。
でも、子供たちはそんなドキド
キする場所が大好き。自分にと
って危険かどうか判断してチャ
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奈良県　上北山村

木製すべり台

1,380,000円

いつの時代もこどもたちに大人
気のすべり台が登場！
丸みがあり、かわいいデザイン
で木の優しい質感を感じながら
遊んでいただけます。

ウッドランドスペシャル

1,450,000円

まるで森の中のアスレチック！
このひとつで5種類の遊具で遊
ぶことができ、子供たちの冒険
心をくすぐります。たくさんの
お友達楽しく遊びながら運動…
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