
                                         

塩谷町は栃木県北部に位置する町です。北に日光国立公園の一部でもある 

町のシンボル高原山がそびえ、中腹には全国名水百選の認定を受けた 

「尚仁沢湧水」があり、多くの方が名水と豊かな自然を求めて訪れます。 

また中部から南部は肥沃な農業地帯が広がります。おいしい水から作られた 

農作物はどれもみな絶品です。 

『豊かな自然に育まれ 人と人とがつながり 安全安心に暮らせる塩谷町』を 

目標とした街づくりをすすめております。 

 みなさまの応援お願いいたします！ 

〒329-2292 

栃木県塩谷郡塩谷町玉生 741 

塩谷町総務課  

TEL：0287-45-1111 

FAX：0287-45-1840 



                                          

〇ふるさと納税制度とは 

 塩谷町を大切にしたい、この町を応援したい、緑豊かな田舎の風景を守りたい、とい

う皆様の想いを「カタチ」にするため、平成 20 年度からふるさと納税制度が導入され

ました。 

 この制度は、地方公共団体に対して寄附を行った場合、2,000 円を超える部分につ

いて、一定上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されるものです。 

〇寄付金の使いみちを指定できます 

寄附していただいた方の「ふるさとに貢献したい！」「好きな地域を応援したい！」

という「想い」を確実に形にするために、塩谷町では寄附金の使いみちを選択してい

ただくことにしました。 

 以下の項目から寄附金の使いみちを指定していただきます。 

１．自然環境の維持保全に関する事業   

２．社会福祉、高齢者福祉の向上に関する事業  

３．次世代育成、学校教育の充実に関する事業  

４．協働のまちづくりに関する事業  

５．文化財の保全、伝統行事の振興に関する事業 

６．町長におまかせ 

○お礼品をお届けします 

 ご寄付をいただいた方へ感謝の気持ちをこめて、しおやの特産品等をお届けします。 

 ※1 寄付額 8,000 円以上の方で町外在住の方。 お礼の品については返礼品リスト 

又は、「さとふる」の塩谷町専用ホームページからご確認いただけます。 

 ※2 返礼品の種類によっては、すぐにご提供することができないものもございます

ので、あらかじめご了承ください。 

〇お申込み方法 

Ⅰ.インターネットからの申し込み 

 ふるさと納税サイト「さとふる」専用ページからレジットカード決済・コンビニ払い・ペイ

ジー決済・キャリア決済（au／ソフトバンク契約のスマートフォンで決済）をご利用いただ

けます。 

塩谷町専用 URL 
http://www.satofull.jp/town-shioya-tochigi/  

Ⅱ.寄附申出書による方法 

 「塩谷町ふるさと納税（寄附）申出書」を提出ください。添付のものをご利用いただ

けるほか、町ホームページからもダウンロードできます。申出書に必要事項を記載して

いただき、 

 １）郵送  ２）ファックス ３）電子メール のいずれかの方法で、下記の申込先まで提

出ください。 

〒329-2292 
栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生 741 
塩谷町役場 総務課 行政人事担当 宛 
FAX 0287-45-1840 
ﾒｰﾙ soumu@town.shioya.tochigi.jp 



                                         

返礼品リスト 

 商品説明下部の寄付金額以上のご寄附をいただいた方への商品となります。返礼品の種類によっては、

すぐにご提供することができないものもございますので、あらかじめご了承ください。 

商品番号：Ａ－１ 

有坂ファームのコシヒカリとゆうだい 21（3k×2）

手作り味噌（1k）のセット（しおやブランド認定品） 

■お礼品の内容・特徴 

塩谷町の恵まれた自然環境の中で、農薬や化学肥料の使用を当地比の半分以下に抑え丹精込めて育てられ

た【特別栽培農産物】認証の「有坂ファームのコシヒカリ」と、宇都宮大学で育成された新品種「ゆうだい 21」の

食べ比べセットです。 

さらに塩谷町産のお米と大豆を使用し、お母さん達が真心込めて丁寧に作った「湧水みそ」をお付けします。大

豆の甘味を残すための製法にもこだわり、塩分を控え 10 ヶ月間自然熟成させた風味豊かなお味噌です。お米・

お味噌共に、塩谷町の優れた農産物として「しおやブランド」に認証された品々です。 

商品番号：Ａ－２ 

有坂ファームのコシヒカリとゆうだい 21（5k×2）

手作り味噌（1k）のセット（しおやブランド認定品） 

■生産者の声 

有坂ファームのこだわり米 ※お米アドバイザー認定 

塩谷町の美しく素晴らしい自然環境は、私たちにたくさんの恵みを与えてくれています。 

この自然環境を生かし、丹精込めて育てられたお米は、品質・食味にもこだわりのある自慢の逸品です。 

また、塩谷のお母さんたちが真心こめて丁寧に作った、塩分控えめで身体にも優しい風味豊かなお味噌。 

しおやブランドに認定された品々をぜひご賞味ください。  
■原材料 

米 : 精米 

みそ : 米、大豆、塩 

■賞味期限 

米 : 夏季 30 日、冬季 60 日 

みそ : 180 日 

寄付金額 15,000 円 寄付金額 10,000 円 

提供元 株式会社 有坂ファーム 提供元 株式会社 有坂ファーム 



                                         

商品番号：Ｂ－１ 商品番号：Ｂ－２ 

商品番号：Ｂ－３ 

塩谷産米『ゆうだい 21』 無洗米 5kg 塩谷産米『ゆうだい 21』 無洗米 10kg 

塩谷産米『ゆうだい 21』 玄米 30kg 

提供元 川上秀子 提供元 川上秀子 

提供元 川上秀子 

寄付金額 10,000 円 寄付金額 20,000 円 

寄付金額 50,000 円 

■お礼品の内容・特徴 

「ゆうだい 21」という品種は、宇都宮大学で生まれ栃木県内を中心に生産されています。出来て

からまだ 7～8 年なので認知度はあまり高くありませんが、甘みがありもちもちしていて冷めても美

味しいので、おにぎりやお弁当にも最適です。もちろん、炊き立ての美味しさは言うに及ばずです。 

一度食べて頂ければ、なるほどと納得してもらえると思います。 

■生産者の声 

「ゆうだい 21」の美味しさを、多くの方々に実感して頂き、全国に広がる事を願いながら生産に

励んでいます。ぜひ一度食べてみて下さい。 

宇都宮大学の農場で突然変異から生まれ、改良が加えられた、食味度が高いお米です。  



■注意事項/その他 

・賞味期限は 2 年です。直射日光を避け、常温で保存して下さい。 

・結晶(白く固まる)は、はちみつの性質で風味や成分は変わりません。 

・天候、採蜜状況により、はちみつの種類が変更になる場合があります。(種類はご指定いただけません) 

※1 歳未満のお子様には食べさせないで下さい。(お礼品にも表示あり) 

                                         

商品番号：C－１ 

地酒 かんなびの里 1.8L・男の友情 1.8L セット  
提供元 たておか商店 

寄付金額 20,000 円 

湧水と穏やかな時間が造る地酒 

「かんなびの里」「男の友情」セット 

■お礼品の内容・特徴 

2 種類の地酒をお届けいたします。 

【本醸造 かんなびの里】 

淡麗辛口です。 

かんなびの里とは、神が鎮座する静寂で神

聖なる田舎という意味を持っています。 

蔵元の小島酒造店は本醸造酒を細部まで

こだわり、全て人の手によって造っています。 

【本醸造 男の友情】 

淡麗辛口です。 

故船村徹氏が愛飲されていた郷土の地酒

「松の寿」。その中でも更に厳選したお酒に船

村氏が「男の友情」と命名しました。ラベル文

字も直筆です。 

塩谷町(旧船生村)出身の作曲家船村徹氏

と、作詞家高野公男氏との深い“男の友情”は

記念碑を建立され讃えられるほどです。  
■内容量/原産地 

・本醸造 かんなびの里 

 (1800ml/栃木県塩谷町・小島酒造店) 

・本醸造 男の友情 

 (1800ml/栃木県塩谷町・松井酒造) 

■原材料 

米・米麹・醸造アルコール  ■賞味期限 

・本醸造 かんなびの里 約 1 年 

・本醸造 男の友情   約 1 年 

商品番号：D－１ 

【尚仁沢湧水】 湧水の郷しおや はちみつ

250g×3 本セット 
提供元 玉生美蜂場 

寄付金額 21,000 円 ■お礼品の内容・特徴 

環境省が指定し名水百選に認定された尚仁沢湧水。

その麓は素晴らしい自然に溢れています。その中で採

取した貴重な国産はちみつを、さらに厳選し、3 本セット

で皆様にお届けいたします。花ごとの味の違いをお楽し

みください。 

名水百選で有名な尚仁沢湧水。 

その麓で採れた国産はちみつです。 

■生産者の声 

はちみつが採れる条件は 3 つあります。 

1 つ目は天候、2 つ目は花の付き具合、3 つ目はミツ

バチの出来具合。私たち養蜂家が出来るのはミツバチ

を育てる事だけです。採蜜の時にミツバチ達が気持ち

よく働けるよう常に愛情を込めて育てております。 

小さなミツバチ達が一生懸命集めたはちみつです。

皆様の喜ぶ顔を思いながら丁寧に採蜜し、感謝の気持

ちでお送りさせていただきます。 



                                         

商品番号：E－１ 

塩谷町産特別栽培米(計 8kg) 

商品番号：E－２ 

塩谷町産特別栽培米(計 10kg) 

提供元 和氣ふぁーむ 提供元 和氣ふぁーむ 

寄付金額 12,000 円 寄付金額 15,000 円 

化学肥料や農薬を当地比 5 割減、肥料などにもこだわりをもって生産しています。  
■お礼品の内容・特徴 

コシヒカリ、ミルキークイーン共に「とちぎの特別栽培農産物」の認証を受けたお米です。 

塩谷町にある高原山の麓から湧き出た水と一級河川「鬼怒川」の水で育ったおいしいお米です。 

化学肥料や農薬の使用を当地比 5 割減で栽培しています。 

有機堆肥の他、精米時に出る米ぬかや自社で栽培している大豆の屑などの有機資材を土に混ぜ込

むことで、旨みや甘み食感を向上させて、肥料過多になることなくお米本来のおいしさを味わっていた

だけます。 

モチモチの食感と甘みをご堪能ください。 

ミルキークイーンはコシヒカリに 2 割～3 割ほど混ぜて炊くことをお勧めします。  
■生産者の声 

『圃場から食卓まで』を栽培理念として、皆様に安心して美味しく食べていただく事を考えて、自信

を持って生産しています。 

土づくりから収穫までの手間を惜しんだことはありません。 

お口に入れた時の香りと味、歯ごたえをしっかり楽しんでください。 

■原材料 

・単一原料米 コシヒカリ(塩谷町産) 

・単一原料米 ミルキークイーン(塩谷町産) 



                                         

商品番号：F－１ 

ロペ倶楽部 平日ゴルフペアプレー券/1 枚 

提供元 ロペ倶楽部 

寄付金額 85,000 円 

豊かな自然と源泉掛け流し温泉が心とからだを芯から癒やしてくれる大人の隠れ家のようなゴルフ場  

■お礼品の内容・特徴 

1990 年に誕生したロペ倶楽部。アクセスは東北道矢板インターから 15 分で、快適なドライブを楽しみ

ながらご来場いただけます。なだらかに広がった開放感に満ち溢れた 18 ホールは、その日の芝のコン

ディションによりコースを変更出来る 2 グリーン構造のコースレイアウトなど、自由に斬新な着想の元に

設計されています。 

ガーデンゴルフ(7 ホール)、アプローチ専用ミニコース、ドライビングレンジもあり、施設も充実してお

ります。 

■従業員の声 

名物「中の島」の 9 番ホールをはじめ監修者ジーン・サラゼンの精神を遺憾なく表現し、プレーヤーの

心に印象深く刻み込む個性的な 18 ホール。 

プレーの後はコースより湧き出した天然温泉が日頃の疲れを癒やしてくれるはずです。大切な時間を

大切な方とお過ごし下さい。 

■提供サービス詳細 

平日 1 ラウンド セルフペアプレー券×1 枚  

(昼食、コース売店等、個人利用分及び利用税は別途ご精算) 

■注意事項/その他 

・お申し込み後、プレー券をお届け致します。 

・本チケットご利用の際にはご予約が必要になります。ご予約の際には「ふるさと納税プレー券利用」とお

伝え下さい。プレー希望日が満枠等の場合にはご希望に沿えない場合がございます。 

・プレー券は必ずお持ちください。ご持参無しの場合、事由にかかわらずサービスのご提供が出来ません。 

・転売品でのご利用は一切出来ません。 



                                         

商品番号：H－１ 商品番号：H－２ 

商品番号：H－３ 
商品番号：H－４ 

尚仁沢アウトドアフィールド キャンプ場 

スペシャルサイト 利用券 

提供元 企業組合エヌ・イー・エス 

寄付金額 70,000 円 
寄付金額 60,000 円 

寄付金額 30,000 円 
寄付金額 25,000 円 

提供元 企業組合エヌ・イー・エス 

提供元 企業組合エヌ・イー・エス 

提供元 企業組合エヌ・イー・エス 

尚仁沢アウトドアフィールド キャンプ場 

サイト２ 利用券 

尚仁沢アウトドアフィールド キャンプ場 

サイト３ 利用券 

【10 月初旬～5 月末利用限定】 

尚仁沢アウトドアフィールド フィッシング 

ランチパック(1 名様)   

■お礼品の内容・特徴 

尚仁沢アウトドアフィールドにて 10 名様・大型犬 3

頭・小型犬 5 頭までのキャンプができます。場内シャ

ワー・トイレ完備・併設のドッグランを利用できます。キ

ャンプサイトにドッグラン(※追加代金なし)が併設さ

れております。 

 

■有効期限  発行日から１年 

 

■お礼品の内容・特徴 

尚仁沢アウトドアフィールドにて 10 名様までの

キャンプができます。場内シャワー・トイレ完備で

す。 

 

■有効期限  発行日から１年 

■お礼品の内容・特徴 

尚仁沢アウトドアフィールドにて 4 名様まで

のキャンプができます。場内シャワー・トイレ完

備です。 

 

■有効期限  発行日から１年 

 

■お礼品の内容・特徴 

尚仁沢水系の流水及び地下水でポンドを形成していま

す。大型のトラウト、イトウをはじめヤシオマスドナルドソン、

スチールヘッド、イワナ、ヤマメ、ブルックトラウト、ブラウン

等の魚種が豊富で、ほとんどがミドルサイズ以上のトラウト

が放流されております。 

楽しいトラウトとのファイトをお楽しみください。 

尚、本セットにはランチがついております。溶岩プレートに

よる国産牛ステーキ(要予約)が楽しめます。その他、併設

のカフェメニューでのランチをお楽しみください。 
 

■有効期限  発行日から 2 年 



                                         

商品番号：H－１ 

栃木県塩谷町で製造 ばんのう酵母くん 

(23ml×6 本) 1 箱 

商品番号：H－２ 

栃木県塩谷町で製造 ばんのう酵母くん 

(23ml×6 本) ２箱 

商品番号：H－３ 

栃木県塩谷町で製造 ばんのう酵母くん 

(23ml×6 本) ３箱 
原材料はたんぽぽ根・よもぎ葉・水・塩の 4 つ。 

植物由来の酵母&乳酸菌が、毎日の習慣をサ

ポートします。 

提供元 株式会社 HBH 提供元 株式会社 HBH 

提供元 株式会社 HBH 

寄付金額 12,000 円 寄付金額 24,000 円 

寄付金額 36,000 円 
■お礼品の内容・特徴 

ばんのう酵母くんは、たんぽぽ根・よもぎ葉由来

の酵母と乳酸菌を自然発酵させた『植物発酵エキ

ス』です。 

EU 有機認証規格をクリアした、ポーランド産のオ

ーガニック『たんぽぽ根』、国産の『よもぎ葉』を、全

国名水百選に選ばれた『尚仁沢湧水』(しょうじん

ざわゆうすい)で煮出し、世界各地の『塩』を加え、

長期間、自然発酵させることにより、琥珀色の植

物発酵エキスが完成します。防腐剤などの化学物

質は使っていないので、ボトルの中で酵母と乳酸

菌が生きています。 

お子様からご年配の方、そして、ワンちゃん、ネコ

ちゃん、金魚やお花にも幅広くお使いいただけま

す。 

■生産者の声 

日光連山のふもと、水と緑に恵まれた自然の中に『ばんのう酵母くん』の製造工場はあります。『化粧品製

造業』および『化粧品製造販売業』の許可証を取得した工場で、皆様に安心してお使いいただけるよう、1 本

1 本心を込めて製造しています。『ばんのう酵母くん』は 2007 年の発売開始以来、本当にありがたいことに、

皆様の『口コミ』で広がっている製品です。今では年間 100 万本以上、累計出荷本数 1,200 万本以上の実績

があり、塩谷町という弊社にとって理想的な環境で酵母くんを熟成・発酵できることに日々感謝をしながら

製造しています。 

■内容量/製造地 

ばんのう酵母くん(23ml×6 本) 

製造地:塩谷町 

■原材料 

水(尚仁沢湧水)、タンポポ根、ヨモギ葉、塩 

■注意事項/その他 

・ばんのう酵母くんは、たんぽぽ・よもぎ由来の酵母・乳酸菌が生きている『植物発酵エキス』です。 

・急な温度変化に弱いため、保存は常温でお願いいたします。 

・使用期限はキャップ未開封の状態で、製造から 10 ヶ月です。 

・酵母・乳酸菌は空気の存在を好まないため、開封後は 2～3 週間程度で使い切ることをお勧めします。 

・ボトルの中に白や茶色のかたまりができる場合があります。これはコロニーと呼ばれる酵母・乳酸菌の集合

体です。品質に問題はありません。 

・ボトルの底にエキス分が沈殿する場合があります。品質に問題はありませんので、よく振ってからお使いく

ださい。 



                                         

商品番号：H－４ 

提供元 株式会社 HBH 

寄付金額 11,000 円 

栃木県塩谷町で加工 健康補助食品 

おん 55 粒入り 1 袋 

■お礼品の内容・特徴 

『おん』は、厳選した 4 つの原料でできている健康補助

食品です。(1)沖縄の海うなぎ『イラブー』の燻製、(2)抗生

物質不使用で育てた『スッポン』の血、(3)サトウキビの栄養

がギュッと詰まった『黒糖』、(4)低温圧搾法で製造した太

白の『胡麻油』、これら 4 つをバランス良く組み合わせソフ

トカプセル化しています。 

健康補助食品 おん 55 粒(1 粒総重量 350mg、 

1 粒内容物重量 210mg) 

加工地 :塩谷町 

■原材料 

スッポンの血粉末(黒糖、イラブー粉末、スッポン

の血粉末)、胡麻油/ゼラチン、グリセリン、グリセ

リン脂肪酸エステル、コメヌカロウ、植物レシチン

(大豆由来) 

■注意事項/その他 

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 

・1 日 2 粒を目安に、水又は白湯などと一緒にお召し上がりください。 

・直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 

・開封後はチャックをしっかり閉めて保存してください。 

・体質により、まれに身体に合わないことがあります。その場合は、摂取を中止してください。 

・アレルギーをお持ちの方は、原材料名表記を必ずご確認ください。 

商品番号：H－５ 

寄付金額 11,000 円 

栃木県塩谷町で加工 ぎゅぎゅっと 

たんぽぽよもぎ SEI(セイ)  

30 包入り 1 袋 

■お礼品の内容・特徴 

『SEI』の前身は 1988 年に発売された『タンポポヨモギ』

という顆粒タイプの健康食品です。そして 2012 年、ヨーロ

ッパ産オーガニックの『たんぽぽ根』、国産の『よもぎ葉』、

極寒の白樺の木に自生するロシア産のキノコ『チャーガ』、

国産の『ショウガ』を長時間煮出したエキスをよもぎ粉に吸

着させ、粉末化した栄養機能食品(ビタミン C)として進化

しました。1 日当たりの摂取目安量(2 包)の栄養素等表示

基準値 2015(18 歳以上、基準熱量 2,200kcal)に占めるビ

タミン C の割合は 240%です。 

栄養機能食品 セイ 30 包(2.7g×30 包内容量 81g) 

加工地 :塩谷町 

■原材料 

タンポポ・ヨモギブレンドエキス末(ヨモギ粉、コーンス

ターチ、でん粉分解物、タンポポ根エキス、チャーガエ

キス、ヨモギエキス、ショウガエキス)、でん粉分解物/

ビタミン C、ヒドロキシプロピルセルロース 

■注意事項/その他 

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 

・個包装開封後はすぐにお召し上がりください。 

・体質により、まれに身体に合わないことがあります。その場合は摂取を中止してください。 

・アレルギーをお持ちの方は原材料欄を必ずご確認ください。 

・自然原料を加工したものですので、収穫の時期などにより色調や風味に違いが出ることがあります。 

・直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 

・1 日 2 包を目安に水または白湯などと一緒にお召し上がりください。 

・粉末が飲みにくい場合は、水などに溶かしてお召し上がりください。 

・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進したりするものではありません。1 日の摂取目

安量を守ってください。 

・本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 

提供元 株式会社 HBH 



                                         

商品番号：H－６ 

提供元 株式会社 HBH 

寄付金額 14,000 円 

栃木県塩谷町で加工 栄養機能食品

(ビタミン B12・葉酸) 

おん 60 粒入り 1 袋 

■お礼品の内容・特徴 

『おん』は、厳選した 4 つの原材料に、ビタミン B12 と葉

酸をプラスした栄養機能食品です。 

(1)沖縄の海うなぎ『イラブー』の燻製 

(2)抗生物質不使用で育てた『スッポン』の血 

(3)サトウキビの栄養がギュッと詰まった『黒糖』 

(4)低温圧搾法で製造した太白の『胡麻油』、これら 4 つ

をバランス良く組み合わせソフトカプセル化しています。 

ビタミン B12 は、赤血球の形成を助ける栄養素です。 

葉酸は、赤血球の形成を助けるとともに、胎児の正常な

発育に寄与する栄養素です。 

・栄養機能食品 おん 

[60 粒(1 粒総重量 350mg、1 粒内容物重量 210mg)] 

加工地 :塩谷町 

賞味期限 :製造日から 3 年 

■原材料・成分 

スッポンの血粉末(黒糖、イラブー粉末、スッポンの血粉末)(国内製造)、胡麻油/ゼラチン、グリセリン、 

グリセリン脂肪酸エステル、コメヌカロウ、植物レシチン(大豆由来)、葉酸、ビタミン B12 

■注意事項/その他 

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 

・1 日 2 粒を目安に、水又は白湯などと一緒にお召し上がりください。 

・直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 

・開封後はチャックをしっかり閉めて保存してください。 

・体質により、まれに身体に合わないことがあります。その場合は、摂取を中止してください。 

・アレルギーをお持ちの方は、原材料名表記を必ずご確認ください。 

・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を

守ってください。 

・葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素ですが、多量摂取により胎児の発育がよくなるものではあり

ません。 

・本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 

商品番号：K―１ 

「ヒノキ」スマホスタンド(1 個) 

提供元 森のいぶき 

寄付金額 8,000 円 

「ヒノキ」の香り、年輪、色を活かしたデザインと 

使いやすさを探求したスマホスタンドです。 

■お礼品の内容・特徴 

栃木県北の大自然中で植林から長い年月をかけ育っ

た 50 数年の「ヒノキ」材を加工したスマホスタンドです。

また、スマホスタンド以外にもメガネたて、アクセサリーか

け、写真たてなど寄付者様の発想でご利用出来ます。 

■生産者の声 

貴重な資源を無駄なく利活用するため、林業家と地

元製材所、制作者が協議し環境循環型社会を目指した

製品です。また、手作り感と「ヒノキ」の温もりをお届けす

るために一つひとつ心を込めて製作しましたので、是非

贈答用または記念品にご利用ください。 

■原材料・成分 

「ヒノキ」生育北限の厳しい自然の中で育った「ヒノキ」材 

サイズ:幅 95mm×高さ 180mm×厚さ 10mm 

■注意事項/その他 

※直射日光は避けてください。 

※製品を濡らさないようにしてください。 



                                         

商品番号：L―１ 

寄付金額 8,000 円 

提供元 星ふる学校「くまの木」 

【塩谷町】おうちでおふくちゃんセット 

(黒豆おこわ 3 パック・尚仁沢の天然水 4 本) 
山と畑と田んぼの恵み! 

塩谷町が全国に誇る名水”尚仁沢の天然水”

で炊く黒豆おこわです。 

■お礼品の内容・特徴 

塩谷の農産物直売所で人気のいなほ総合農園

さんの黒豆おにぎりを、おうちでもおいしく手軽に

作れるよう開発しました。黒豆おこわ 3 合分の材

料を 1 パックに詰めたので、そのまま研いで一晩

水(”尚仁沢の天然水”1 本)にひたして炊飯器で炊

けます。塩谷町のおいしいお米が黒豆のきれいな

色に染まり、つやつやのおこわが出来上がります。 

■お礼品の内容について 

・黒豆おこわ[500g×3 パック] 

  加工地 :栃木県塩谷町 

  賞味期限 :加工後から 6 ヶ月 

・ナチュラルミネラルウォーター[500ml×4 本] 

  原産地 :栃木県塩谷町 

  賞味期限 :製造日から 2 年 

■原材料・成分 

・豆ごはん:うるち米 〔栃木県産〕、もち米 〔栃木県産〕、黒大豆 〔栃木県産〕 

・ナチュラルミネラルウォーター:水(湧水) 〔採水地 :栃木県塩谷町〕 

【塩谷町】尚仁沢の天然水(500ml ペットボトル) 

商品番号：L―２ 

提供元 星ふる学校「くまの木」 

寄付金額 8,000 円 

塩谷町の豊かな自然が生み出す美味しい水 

■お礼品の内容・特徴 

日光国立公園に在る高原山の中腹にある「尚

仁沢湧水群」。日量 65,000 トンという豊富な水

量を誇り、水質は天然弱アルカリ、硬度 23mg/L

の軟水です。環境省「名水百選」に選定され、「平

成 9 年 第 4 回 全国利き水大会」でも第一位の

栄誉に輝きました。 

■お礼品の内容について 

・ナチュラルミネラルウォーター[500ml×24 本] 

  原産地 :栃木県塩谷町 

  賞味期限 :製造日から 2 年 



                                         

商品番号：Ｍ―１ 

麹が生きている「ヒーローズ神宝米」 

甘酒 6 本セット 

寄付金額 23,000 円 

提供元 株式会社Ｗｏｒｌｄ  U Ａｃａｄｅｍｙ 

栽培期間中農薬不使用の「ヒーローズ神宝米」を使用した甘酒。 

酵母が生きたまま皆様へお届けいたします。 

■お礼品の内容・特徴 

日本の農業を復興したい。関係人口を広げよう ! 

「ヒーローズ神宝米」を使用した甘酒です。熱処理を一切せずに、酵母が生きたまま皆様へお届けいた

します。 

ヒーローズ神宝米は、有機 JAS 法に基づいて栽培されている、栽培期間中農薬不使用のお米です。栃

木県塩谷町の杉山農場の皆様と共に、ヒーローズクラブの経営者・経営幹部が愛情をこめて育てていま

す。 

麹が生きている栄養満点の甘酒を味わって頂きたいため、冷凍でのお届けとなります。フレッシュな味

わいをぜひお楽しみください。食べる少し前に解凍し、シャーベットにして食べるのもおすすめです。 

有機 JAS マーク認証年月日 :2006 年 10 月 13 日 

■生産者の声 

私たちヒーローズクラブ豈(やまと)プロジェクトでは、日本人の生活の根幹をなす農業を復興するた

め、「ヒーローズ神宝米 かむたからまい」の栽培に取り組んでいます。全国の中小企業経営者・経営幹部

が立ち上がり、仲間と共に美しい日本を未来へ繋ぐため、志高い農家さんと手を取り合い、教育活動の

一環として農業文化を展開しています。 

皆様からの寄付金は、日本の農業復興のため農業支援金として運用させていただきます。 

■お礼品の内容について 

・麹が生きている「ヒーローズ神宝米」 

甘酒[300g×6 本] 

原産地:栃木県塩谷町 

賞味期限 :発送日から半年 

商品番号：Ｍ―５ 

麹が生きている「ヒーローズ神宝米」 

甘酒 3 本セット 

提供元 株式会社Ｗｏｒｌｄ  U Ａｃａｄｅｍｙ 

寄付金額 12,000 円 

■原材料・成分 

有機米麹(国内産)、有機精米(国内産)、食塩(宮古島産) 

■注意事項/その他 

冷凍でのお届けとなります。お手元に届きましたら、冷凍庫での保管をお願いいたします。 



  
【数量限定紅甘酒】 

麹が生きている「ヒーローズ神宝米」 

紅甘酒 6 本セット 

商品番号：Ｍ―２ 

寄付金額 23,000 円 

提供元 株式会社Ｗｏｒｌｄ  U Ａｃａｄｅｍｙ 

■お礼品の内容・特徴 

日本の農業を復興したい。関係人口を広げよう ! 

「ヒーローズ神宝米」と有機黒米を使用した数量限定の紅甘酒です。熱処理を一切せずに、酵母が生き

たまま皆様へお届けいたします。 

ヒーローズ神宝米は、有機 JAS 法に基づいて栽培されている、栽培期間中農薬不使用のお米です。栃木

県塩谷町の杉山農場の皆様と共に、ヒーローズクラブの経営者・経営幹部が愛情をこめて育てています。 

麹が生きている栄養満点の紅甘酒を味わって頂きたいため、冷凍でのお届けとなります。フレッシュな味

わいをぜひお楽しみください。食べる少し前に解凍し、シャーベットにして食べるのもおすすめです。 

有機 JAS マーク認証年月日 :2006 年 10 月 13 日 

■お礼品の内容について 

・【数量限定紅甘酒】麹が生きている 

「ヒーローズ神宝米」紅甘酒[300g×6 本] 

原産地 :栃木県塩谷町 

賞味期限 :発送日から半年 

商品番号：Ｍ―６ 

【数量限定紅甘酒】 

麹が生きている「ヒーローズ神宝米」 

紅甘酒 3 本セット 

提供元 株式会社Ｗｏｒｌｄ  U Ａｃａｄｅｍｙ 

寄付金額 12,000 円 

■原材料・成分 

有機米麹(国内産)、有機精米(国内産)、食塩(宮古島産) 

■注意事項/その他 

冷凍でのお届けとなります。お手元に届きましたら、冷凍庫での保管をお願いいたします。 



                                         

商品番号：Ｍ―３ 

【令和 4 年産】「ヒーローズ神宝米」白米 3kg 

提供元 株式会社Ｗｏｒｌｄ  U Ａｃａｄｅｍｙ 

寄付金額 23,000 円 

「ヒーローズ神宝米」は、有機 JAS 法に基づいて 

栽培されている栽培期間中農薬不使用のお米です。 

■お礼品の内容・特徴 

日本の農業を復興したい。関係人口を広げよう ! 

「ヒーローズ神宝米」は有機 JAS 法に基づいて栽

培されている、栽培期間中農薬不使用のお米です。 

栃木県塩谷町の杉山農場の皆様と共に、ヒーロー

ズクラブの経営者・経営幹部が愛情をこめて育てて

います。栽培期間中農薬を一切使っていないお米だ

からこそ、鮮度を保ったままのフレッシュな甘みをお

楽しみいただけましたら幸いです。 

有機 JAS マーク認証年月日 :2006 年 10 月 13 日 

■お礼品の内容について 

・【令和 4 年産】「ヒーローズ神宝米」白米(精米)[3kg] 

  原産地 :栃木県塩谷町 

  賞味期限 :発送日から半年 ■注意事項/その他 

届きましたら冷蔵庫での保管を推奨しております

(推奨温度 4℃)。栽培期間中農薬不使用のため、酸

化のスピードが速くなっております。美味しく召し上

がっていただくため、高温多湿を避け、早目にお召

し上がりください。 

商品番号：Ｍ―４ 

【令和 4 年産】「ヒーローズ神宝米」玄米 3kg 

提供元 株式会社Ｗｏｒｌｄ  U Ａｃａｄｅｍｙ 

寄付金額 23,000 円 

■お礼品の内容・特徴 

日本の農業を復興したい。関係人口を広げよう ! 

「ヒーローズ神宝米」は有機 JAS 法に基づいて

栽培されている、栽培期間中農薬不使用のお米で

す。ぜひ玄米で栄養まるごと安心してお召し上がり

ください。 

栃木県塩谷町の杉山農場の皆様と共に、ヒーロ

ーズクラブの経営者・経営幹部が愛情をこめて育

てています。栽培期間中農薬を一切使っていない

お米だからこそ、鮮度を保ったままのフレッシュな甘

みをお楽しみいただけましたら幸いです。 

有機 JAS マーク認証年月日 :2006 年 10 月 13 日 

■お礼品の内容について 

・【令和 4 年産】「ヒーローズ神宝米」玄米[3kg] 

  原産地 :栃木県塩谷町 

  賞味期限 :発送日から半年 

■注意事項/その他 

冷蔵庫での保管を推奨しております(推奨温度 4℃)。美味しく召し上がっていただくため、高温多湿を避

け、早目にお召し上がりください。 



                                         

ロペ倶楽部 平日ゴルフペアプレー&ヘリコプター往復移動便(船橋ヘリポート発着)セットチケット 

商品番号：Ｎ―1 

提供元 株式会社ＡｉｒＸ 寄付金額 1,600,000 円 

船橋ヘリポートからロペ倶楽部まで、ヘリコプターで移動できる往復チケットです。  ■お礼品の内容・特徴 

ロペ倶楽部の平日 1 ラウンドセルフペアプレー券と、船橋ヘリポートーロペ倶楽部間のヘリコプター往復移動

便がセットになったチケットです。ロペ倶楽部まで、ヘリで空からダイレクトにアクセス可能です ! 
 

【ゴルフ場説明】 

1990 年に誕生したロペ倶楽部。アクセスは東北道矢板インターから 15 分で、快適なドライブを楽しみながら

ご来場いただけます。なだらかに広がった開放感に満ち溢れた 18 ホールは、その日の芝のコンディションにより

コースを変更出来る 2 グリーン構造のコースレイアウトなど、自由に斬新な着想の元に設計されています。 

ガーデンゴルフ(7 ホール)、アプローチ専用ミニコース、ドライビングレンジもあり、施設も充実しております。 
 

【ヘリコプター説明】 

AirX は、空の交通デジタルプラットフォームを開発するテクノロジーカンパニーです。 

「空を身近に、人生を豊かに」というビジョンの下、空を身近に活用できる世界をつくり、人々の生活圏の拡

大に向け、ヘリコプター事業を展開しています。 

現在はヘリコプター遊覧及びヘリコプター移動便等を、Web サイト「AIROS Skyview」を通じて、主にサービス

展開しております。 
 

【ロペ倶楽部ヘリコプター移動便について】 

・行きの集合時間 :7:00～9:00 の 30 分間隔(宿泊を伴う場合はご相談ください。) 

・帰りの集合時間 :季節によって異なります。宿泊を伴う場合はご相談ください。 

■お礼品の内容について 

・ロペ倶楽部 平日ゴルフペアプレー&ヘリコプター往復移動便(船橋ヘリポート発着)  

セットチケット[チケット 1 枚×2 種類] 

サービス提供地 :栃木県塩谷町 

使用期限 :発行後から 1 年間 

■従業員の声 

名物「中の島」の 9 番ホールをはじめ監修者ジーン・サラゼンの精神を遺憾なく表現し、プレーヤーの心

に印象深く刻み込む個性的な 18 ホール。 

プレーの後はコースより湧き出した天然温泉が日頃の疲れを癒やしてくれるはずです。大切な時間を大

切な方とお過ごし下さい。 

■提供サービス 

船橋ヘリポートからロペ倶楽部まで、ヘリコプターで 45 分 ! 

ロペ倶楽部 平日ゴルフペアプレー券とヘリコプターの往復移動便がセットになったチケットです。 

【ゴルフプレー券】 

平日 1 ラウンド セルフペアプレー券×1 枚 (昼食、コース売店等、個人利用分及び利用税は別途ご精算) 

【ヘリコプター】 

船橋ヘリポートーロペ倶楽部間 往復移動便チケット×1 枚 



                                         

商品番号：Ｎ―２ 

寄付金額 1,800,000 円 提供元 株式会社ＡｉｒＸ 

■注意事項/その他 

★ゴルフプレーとヘリコプターのご予約は、別々にお願い致します。 
 

【ゴルフプレー券】 

・お申し込み後、プレー券をお届け致します。 

・本チケットご利用の際にはご予約が必要になります。ご予約の際には「ふるさと納税プレー券利用」

とお伝え下さい。プレー希望日が満枠等の場合にはご希望に沿えない場合がございます。 

・プレー券は必ずお持ちください。ご持参無しの場合、事由にかかわらずサービスのご提供が出来ま

せん。 

・転売品でのご利用は一切出来ません。 
 

【ヘリコプター】 

・ヘリコプターには、ゴルフバッグを搭載することはできません。ゴルフバッグの郵送代は寄付者様負

担でお願いいたします。 

・寄付お申し込み受付後、チケットを送付いたします。 

・ご利用の際は、事前に必ずメールにて直接ご予約ください。(チケット裏面にメールアドレス記載あ

り)機体の状況により、ご希望に沿えない場合もございます。 

・チケットは期限迄に必ずご利用ください。 

・ご利用につきましては、送付先情報に記載の寄付者様が、チケットをご利用いただくようお願いい

たします。 

ロペ倶楽部 平日ゴルフペアプレー&ヘリコプター往復移動便(横浜西ヘリポート発着) セットチケット 

横浜西ヘリポートからロペ倶楽部まで、 

ヘリコプターで移動できる往復チケットです。 

■お礼品の内容・特徴 

ロペ倶楽部の平日 1 ラウンドセルフペアプレー券と、横浜西ヘリポートーロペ倶楽部間のヘリコプター往

復移動便がセットになったチケットです。ロペ倶楽部まで、ヘリで空からダイレクトにアクセス可能です ! 
 

【ロペ倶楽部ヘリコプター移動便について】 

・行きの集合時間 :7:00～9:00 の 30 分間隔(宿泊を伴う場合はご相談ください。) 

・帰りの集合時間 :季節によって異なります。宿泊を伴う場合はご相談ください。 

■お礼品の内容について 

・ロペ倶楽部 平日ゴルフペアプレー&ヘリコプター往復移動便(横浜西ヘリポート発着) セットチケット

[チケット 1 枚×2 種類] 

  サービス提供地 :栃木県塩谷町 

  使用期限:発行後から 1 年間 

■提供サービス 

横浜西ヘリポートからロペ倶楽部まで、ヘリコプターで 45 分 ! 

ロペ倶楽部 平日ゴルフペアプレー券とヘリコプターの往復移動便がセットになったチケットです。 

【ゴルフプレー券】 

平日 1 ラウンド セルフペアプレー券×1 枚 (昼食、コース売店等、個人利用分及び利用税は別途ご精算) 

【ヘリコプター】 

横浜西ヘリポートーロペ倶楽部間 往復移動便チケット×1 枚 

■注意事項/その他 

★ゴルフプレーとヘリコプターのご予約は、別々にお願い致します。 



                                         

寄付金額 1,500,000 円 提供元 株式会社ＡｉｒＸ 

商品番号：Ｎ―３ 

ロペ倶楽部 平日ゴルフペアプレー&ヘリコプター往復移動便(東京ヘリポート発着) セットチケット 

東京ヘリポートからロペ倶楽部まで、 

ヘリコプターで移動できる往復チケットです。 

■お礼品の内容・特徴 

ロペ倶楽部の平日 1 ラウンドセルフペアプレー券と、東京ヘリポートーロペ倶楽部間のヘリコプター往復移

動便がセットになったチケットです。ロペ倶楽部まで、ヘリで空からダイレクトにアクセス可能です ! 
 

【ロペ倶楽部ヘリコプター移動便について】 

・行きの集合時間 :8:45・9:00(宿泊を伴う場合はご相談ください) 

・帰りの集合時間 :季節によって異なります。宿泊を伴う場合はご相談ください。 

■お礼品の内容について 

・ロペ倶楽部 平日ゴルフペアプレー&ヘリコプター往復移動便(東京ヘリポート発着) セットチケット[チケット

1 枚×2 種類] 

  サービス提供地 :栃木県塩谷町 

  使用期限:発行後から 1 年間 

■提供サービス 

東京ヘリポートからロペ倶楽部まで、ヘリコプターで 45 分 ! 

ロペ倶楽部 平日ゴルフペアプレー券とヘリコプターの往復移動便がセットになったチケットです。 
 

【ゴルフプレー券】 

平日 1 ラウンド セルフペアプレー券×1 枚 (昼食、コース売店等、個人利用分及び利用税は別途ご精算) 
 

【ヘリコプター】 

東京ヘリポートーロペ倶楽部間 往復移動便チケット×1 枚 

■注意事項/その他 

★ゴルフプレーとヘリコプターのご予約は、別々にお願い致します。  



                                         

ロペ倶楽部 平日ゴルフペアプレー&ヘリコプター片道移動便(船橋ヘリポート発) セットチケット 

商品番号：Ｎ―４ 

提供元 株式会社ＡｉｒＸ 
寄付金額 850,000 円 

船橋ヘリポートからロペ倶楽部まで、ヘリコプターで移動できる片道チケットです。 

■お礼品の内容・特徴 

ロペ倶楽部の平日 1 ラウンドセルフペアプレー券と、船橋ヘリポートーロペ倶楽部間のヘリコプ

ター片道移動便がセットになったチケットです。ロペ倶楽部まで、ヘリで空からダイレクトにアクセス

可能 !行きまたは帰りのどちらかで、ヘリコプターをご利用いただけます。 
 

【ロペ倶楽部ヘリコプター移動便について】 

・集合時間 :7:00～9:00 の 30 分間隔(宿泊を伴う場合はご相談ください。) 

・帰りの集合時間 :季節によって異なります。宿泊を伴う場合はご相談ください。 

■お礼品の内容について 

・ロペ倶楽部 平日ゴルフペアプレー&ヘリコプター片道移動便(船橋ヘリポート発) セットチケット[チケット

1 枚×2 種類] 

  サービス提供地 :栃木県塩谷町 

  使用期限:発行後から 1 年間 

■提供サービス 

船橋ヘリポートからロペ倶楽部まで、ヘリコプターで 45 分 ! 

ロペ倶楽部 平日ゴルフペアプレー券とヘリコプターの片道移動便がセットになったチケットです。 
 

【ゴルフプレー券】 

平日 1 ラウンド セルフペアプレー券×1 枚 (昼食、コース売店等、個人利用分及び利用税は別途ご精算) 
 

【ヘリコプター】 

船橋ヘリポートーロペ倶楽部間 片道移動便チケット×1 枚 

■注意事項/その他 

★ゴルフプレーとヘリコプターのご予約は、別々にお願い致します。 
 

【ゴルフプレー券】 

・お申し込み後、プレー券をお届け致します。 

・本チケットご利用の際にはご予約が必要になります。ご予約の際には「ふるさと納税プレー券利用」とお伝

え下さい。プレー希望日が満枠等の場合にはご希望に沿えない場合がございます。 

・プレー券は必ずお持ちください。ご持参無しの場合、事由にかかわらずサービスのご提供が出来ません。 

・転売品でのご利用は一切出来ません。 
 

【ヘリコプター】 

・ヘリコプターには、ゴルフバッグを搭載することはできません。ゴルフバッグの郵送代は寄付者様負担でお

願いいたします。 

・寄付お申し込み受付後、チケットを送付いたします。 

・ご利用の際は、事前に必ずメールにて直接ご予約ください。(チケット裏面にメールアドレス記載あり)機体の

状況により、ご希望に沿えない場合もございます。 

・チケットは期限迄に必ずご利用ください。 

・ご利用につきましては、送付先情報に記載の寄付者様が、チケットをご利用いただくようお願いいたします。 



                                         

商品番号：Ｎ―５ 

提供元 株式会社ＡｉｒＸ 寄付金額 950,000 円 

ロペ倶楽部 平日ゴルフペアプレー&ヘリコプター片道移動便(横浜西ヘリポート発) セットチケット 

横浜西ヘリポートからロペ倶楽部まで、ヘリコプターで移動できる片道チケットです。 

■お礼品の内容・特徴 

ロペ倶楽部の平日 1 ラウンドセルフペアプレー券と、横浜西ヘリポートーロペ倶楽部間のヘリコプター片

道移動便がセットになったチケットです。ロペ倶楽部まで、ヘリで空からダイレクトにアクセス可能 !行きまた

は帰りのどちらかで、ヘリコプターをご利用いただけます。 

【ロペ倶楽部ヘリコプター移動便について】 

・集合時間 :7:00～9:00 の 30 分間隔(宿泊を伴う場合はご相談ください。) 

・帰りの集合時間 :季節によって異なります。宿泊を伴う場合はご相談ください。 

■お礼品の内容について 

・ロペ倶楽部 平日ゴルフペアプレー&ヘリコプター片道移動便(横浜西ヘリポート発) セットチケット

[チケット 1 枚×2 種類] 

  サービス提供地 :栃木県塩谷町    使用期限 :発行後から 1 年間 

■提供サービス 

横浜西ヘリポートからロペ倶楽部まで、ヘリコプターで 45 分 ! 

ロペ倶楽部 平日ゴルフペアプレー券とヘリコプターの片道移動便がセットになったチケットです。 

【ゴルフプレー券】 

平日 1 ラウンド セルフペアプレー券×1 枚 (昼食、コース売店等、個人利用分及び利用税は別途ご精算) 

【ヘリコプター】 

横浜西ヘリポートーロペ倶楽部間 片道移動便チケット×1 枚 

■注意事項/その他 

★ゴルフプレーとヘリコプターのご予約は、別々にお願い致します。 

商品番号：Ｎ―６ 

寄付金額 800,000 円 提供元 株式会社ＡｉｒＸ 

ロペ倶楽部 平日ゴルフペアプレー&ヘリコプター片道移動便(東京ヘリポート発) セットチケット 

東京ヘリポートからロペ倶楽部まで、ヘリコプターで移動できる片道チケットです。 

■お礼品の内容・特徴 

ロペ倶楽部の平日 1 ラウンドセルフペアプレー券と、東京ヘリポートーロペ倶楽部間のヘリコプター片

道移動便がセットになったチケットです。ロペ倶楽部まで、ヘリで空からダイレクトにアクセス可能 !行きまた

は帰りのどちらかで、ヘリコプターをご利用いただけます。 

【ロペ倶楽部ヘリコプター移動便について】 

・集合時間 :8:45・9:00(宿泊を伴う場合はご相談ください) 

・帰りの集合時間 :季節によって異なります。宿泊を伴う場合はご相談ください。 

■お礼品の内容について 

・ロペ倶楽部 平日ゴルフペアプレー&ヘリコプター片道移動便(東京ヘリポート発) セットチケット 

[チケット 1 枚×2 種類] 

  サービス提供地 :栃木県塩谷町    使用期限 :発行後から 1 年間 
 

■提供サービス 

東京ヘリポートからロペ倶楽部まで、ヘリコプターで 45 分 ! 

ロペ倶楽部 平日ゴルフペアプレー券とヘリコプターの片道移動便がセットになったチケットです。 

【ゴルフプレー券】 

平日 1 ラウンド セルフペアプレー券×1 枚 (昼食、コース売店等、個人利用分及び利用税は別途ご精算) 

【ヘリコプター】 

東京ヘリポートーロペ倶楽部間 片道移動便チケット×1 枚 
 

■注意事項/その他 

★ゴルフプレーとヘリコプターのご予約は、別々にお願い致します。 



                                         

塩谷町の伝統産業品 日光飾り(天照) 

商品番号：Ｊ―1 

※以下の商品は発送時期が 12 月 1 日～12 月 25 日となります。 

寄付金額 13,000 円 

提供元 株式会社秀〆 

日本古来より伝わる神聖な伝統行事にご使用下さい。 

■お礼品の内容・特徴 

世界遺産「日光」を冠した正月飾りの高級品です。 

新年の「幸」を願い、歳神様等の御標として、玄関等に

お飾り下さい。 

・年末 12 月 28 日頃玄関等に飾り付け、翌年 1 月 15 日

頃、取り外します。 

・飾り付け期限は、地域によって異なります。 

■生産者の声 

丹精込めて、一つ一つ手作りしました。 

お届けする皆様の「無病息災」「家内安全」をお祈り致

します。 

■内容 

・本藁使用 栃木県塩谷町産 正月飾り 

・サイズ 約 28cm×50cm 

■原材料 

・稲ワラ 

・和紙 

・水引  
■注意事項/その他 

・燃えやすい素材を使用しております。火気には近づけないようお願い致します。 

・使用期間後は、最寄りの神社等の「お焚き上げ」をご利用下さい。 

塩谷町の伝統産業品 日光飾り(いろは) 

商品番号：Ｊ―２ 

提供元 株式会社秀〆 

寄付金額 13,000 円 

■お礼品の内容・特徴 

世界遺産「日光」を冠した正月飾りの高級品です。 

新年の「幸」を願い、歳神様等の御標として、玄関等に

お飾り下さい。 

・年末 12 月 28 日頃玄関等に飾り付け、翌年 1 月 15 日

頃、取り外します。 

■内容 

・本藁使用 栃木県塩谷町産 正月飾り 

・サイズ 約 32cm×42cm 

 

■原材料 

・稲ワラ 

・和紙 

・水引 

■注意事項/その他 

・燃えやすい素材を使用しております。火気には近づけないようお願い致します。 

・使用期間後は、最寄りの神社等の「お焚き上げ」をご利用下さい。 



                                         

商品番号：Ｊ―３ 

提供元 株式会社秀〆 

寄付金額 13,000 円 

塩谷町の伝統産業品 日光飾り(華厳)  
■お礼品の内容・特徴 

世界遺産「日光」を冠した正月飾りの高級品です。 

新年の「幸」を願い、歳神様等の御標として、玄関等に

お飾り下さい。 

・年末 12 月 28 日頃玄関等に飾り付け、翌年 1 月 15 日

頃、取り外します。 

■内容 

・本藁使用 栃木県塩谷町産 正月飾り 

・サイズ 約 58cm×34cm 

 

■原材料 

・稲ワラ 

・和紙 

・水引 

■注意事項/その他 

・燃えやすい素材を使用しております。火気には近づけないようお願い致します。 

・使用期間後は、最寄りの神社等の「お焚き上げ」をご利用下さい。 

塩谷町の伝統産業品 五寸玉飾り 

商品番号：Ｊ―４ 

寄付金額 33,000 円 

提供元 株式会社秀〆 ■お礼品の内容・特徴 

「江戸本作り」とも言われる伝統的な正月飾りです。 

橙・裏白・昆布・ゆずり葉など、縁起物で装飾されており

ます。歳神様の御標として、玄関にお飾り下さい。 

・年末 12 月 28 日頃玄関等に飾り付け、翌年 1 月 15 日

頃、取り外します。 

■内容 

・本藁使用 栃木県塩谷町産 正月飾り 

・サイズ 約 73cm×40cm 

 

■原材料 

・稲ワラ 

・橙 

・裏白 

・ゆずり葉 

・和紙 

・水引 

・昆布 

■注意事項/その他 

・燃えやすい素材を使用しております。火気には近づけないようお願い致します。 

・使用期間後は、最寄りの神社等の「お焚き上げ」をご利用下さい。  



                                  

商品番号：Ｊ―５ 

提供元 株式会社秀〆 

寄付金額 31,000 円 

塩谷町の伝統産業品 三尺牛蒡〆(太・垂れ付) 

■お礼品の内容・特徴 

古来より「天照大神」を祭る御標として、現

在では、神聖な場所を示す御標として飾りま

す。 

歳神様を迎える準備として、毎年年末に取り

替えます。 

手作りの〆縄は、熟練した「技」が必要です。年

に数本しか生産されない貴重な逸品です。 

■生産者の声 

今では限られた者しか作る事が出来ません。 

需要が増えれば、後継者も増えると思います。

伝統技術を後世に残したいと考えております。 

■内容 

・本藁使用 栃木県塩谷町産 〆縄 

・サイズ 長さ 約 90cm 径 約 15cm 

■原材料 

・稲ワラ 

・和紙 

■注意事項/その他 

・燃えやすい素材を使用しております。火気には近づけないようお願い致します。 

・使用期間後は、最寄りの神社等の「お焚き上げ」をご利用下さい。 

商品番号：Ｊ―６ 

国産 しめ縄 2 尺 牛蒡〆(ごぼうじめ) 国産製造の「しめ縄」。 

しめ縄専用に育てた藁で丹精込めて生産しています 

提供元 株式会社秀〆 

寄付金額 11,000 円 

■お礼品の内容・特徴 

米どころ栃木県塩谷町から、古くから作られてき

た高級しめ縄です。 

新年のお迎え、新築のお祝いにご利用ください。 

・年末 12 月 28 日までに神棚等に飾り付け、翌年の

大掃除に取り外します。 

・処分の際には、自治体のお焚き上げやどんど焼き

か、お塩で清めていただき自治体の処分方法に従っ

てください。 

■生産者の声 

しめ縄専用の青々とした藁を使い丹精込めて生産しました。 

しめ縄の歴史は古いですが、塩谷町の伝統産業として今まで続いております。 

5 月に苗を植え、7 月末の稲が青々としている真夏に刈り取りをし、しっかりと乾燥させております。 

皆様がよい新年をお迎えするにあたり、私たちの製品がお役に立てれば嬉しいです。 

■お礼品の内容について 

・国産 しめ縄 2 尺 牛蒡〆(ごぼうじめ)[1 本] 

  原産地 :日本/製造地 :日本/加工地 :日本 

■原材料・成分 

・稲わら 


