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ふるさと納税
記念品カタログ
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石井町　ふるさとチョイス



寄附金額に応じ記念品をお贈りします

寄附金の申し込み方法

石井町へふるさと納税（寄附）していただいた方に感謝の気持ちを込めて、石井

町自慢の特産品を記念品としてお贈りします。

寄　附　金　額 記　　念　　品
7,000 円未満 ふじっこちゃんグッズ
7,000 円以上 10,000 円未満 カタログ（007）から１セット

10,000 円以上 15,000 円未満 カタログ（010）から１セット
15,000 円以上 20,000 円未満 カタログ（015）から１セット
20,000 円以上 30,000 円未満 カタログ（020）から１セット
30,000 円以上 40,000 円未満 カタログ（030）から１セット
40,000 円以上 50,000 円未満 カタログ（040）から１セット
50,000 円以上 70,000 円未満 カタログ（050）から１セット
70,000 円以上 100,000 円未満 カタログ（070）から１セット

100,000 円以上 200,000 円未満 カタログ（100）から１セット
200,000 円以上 300,000 円未満 カタログ（200）から１セット
300,000 円以上 カタログ（300）から１セット

電子申請

郵送・FAX・E メール

ふるさとチョイス

石井町ＨＰから「ふるさと納税」、「寄附の受付方法」と進み、
電子申請（徳島県・市町村共同電子申請・届出サービス）か
ら申し込んでください。Firefox、Opera、Safari、をご利
用の場合、動作保証しておりませんのでご注意ください。 

寄附金申込書を郵送、FAX、E メールのいずれかの方法で提
出してください。
申込書は石井町 HP からダウンロードできます。 

ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」から申し
込んでください。



寄附金の納付方法

確定申告

ワンストップ特例制度

お近くの税務署で所得税の確定申告を行うことで、個人住民税（翌年度分）・

所得税が軽減されます。納付が確認できましたら、確定申告に必要な「寄附

金受領証明書」を送付します。大切に保管してください。

給与所得者でふるさと納税を５団体以下にされた方は、ワンストップ特例制度

を利用すれば確定申告が不要となります。（※医療費控除等を受けるため確

定申告を行う必要がある方は対象外となります。） 

ワンストップ特例制度を希望する方は、「申告特例申請書」を石井町へ郵送し

てください。手続きが完了できましたら、「申告特例申請書の写し」を郵送しま

す。制度申請完了の証明となりますので、大切に保管してください。

銀行振込

クレジット決済

郵便振替 

納入通知書

郵送・E メール等で振込先の口座番号を通知します。金融機
関の窓口・ATM・インターネットバンキングから振り込みく
ださい。 
※手数料は寄附される方の自己負担となります。 

ふるさとチョイスを経由する寄附に限りクレジットカード決
済が可能です。 

郵便振替用の払込票を送付しますので、全国のゆうちょ銀行
から振り込みください。
 ※手数料無料 

専用の納入通知書を送付します。四国銀行の全店舗、阿波銀
行の徳島県内の店舗、徳島銀行の徳島県内の店舗、JA 名西
郡の名西郡内の店舗で振り込みください。 ふるさとチョイス
からは納入通知書は選択できません。 
※手数料無料



010

ふじっこちゃん湯飲み
＆箸置きセット

石井町イメージキャラクターふじっこちゃんを
あしらった湯飲みと箸置きのセットです。ひと
つひとつ手作りで丹精込めて製作されています。

■繭窯　TEL　088-674-5186

石井町産美味しい野菜
＆お米（5kg）の
詰め合わせセット

石井町産の美味しい野菜と石井町産コシヒカリ
５kg のセットです。季節に応じ、旬の野菜を詰
め合わせて発送します。

■百姓一　TEL　088-674-7377

010-
001

010-
002

寄附金額10,000円以上15,000円未満の方の方は
１セット選べます

石井町ふるさと応援寄附金記念品

カタログ（010）40品

少額寄附にも記念品を進呈しています。

【7,000 円未満】

石井町イメージキャラクターふじっこちゃんグッズ詰め合わせ

【7,000 円以上 10,000 円未満】

007-001 石井町産お米（コシヒカリ）7Kg



010

ドイツ仕込みの無添加ハム
＆ソーセージセットA

直営牧場で丹精込めて育てた豚肉を使った無添
加のボンレスハム、ソーセージ、ウィンナーの
詰め合わせです。
■自然派ハム工房　リーベフラウ
TEL　088-637-4567

徳島名物たらいうどん
セット（8 人前）

お手軽に徳島名物「たらいうどん」をお楽しみ
いただけるセットです。（半生麺 120g × 8 食・
たらいつゆ 100cc × 8 袋）

■株式会社山のせ　TEL　088-674-6655

伝統のたくあん漬け
＆旬のお漬け物セット

明治時代から続く伝統の味「いなかたくあん」
など色々なたくあん漬けと旬の野菜のお漬物の
詰め合わせです。

■丸井産業株式会社　TEL　088-674-2503

和菓子（か津らふぢ餅、
藍大尽、藤最中）セット

藤花に見立てた銘菓「か津らふぢ餅」（6個）、藍を使用し
たふやきせんべい「藍大尽」（15枚）、いつでも作りたて
の香ばしさが楽しめる「藤最中」（7個）のセットです。
■風土菓　岡萬本舗（株式会社岡萬商店）
TEL　088-674-0038

010-
003

010-
005

010-
004

010-
006



010

和菓子（か津らふぢ餅
36 個入り）セット

藤花に見立てた銘菓「か津らふぢ餅」（36 個）
のセットです。阿波和三盆糖、天日干しの国産米、
徳島産の柚餡を使用しています。
■風土菓　岡萬本舗（株式会社岡萬商店）
TEL　088-674-0038

徳島県産鳴門金時
（さつま芋）使用　
芋焼酎 2 本セット

徳島県産鳴門金時のみを使用した芋焼酎情留酒
鳴門金時（720㎖・アルコール度数 25 度）、情
留酒焼き芋（720㎖・アルコール度数 28 度）の
セットです。
■鳴門金時蒸留所　TEL　088-675-3933

調味料（焼肉のたれ・
ぽん酢・ドレッシング）
セット

食卓に欠かせない焼肉のたれ（甘口・中辛各 1.2ℓ）、
ゆずぽん酢（500㎖）、ゆず・すだちぽん酢（500㎖）、
青じそドレッシング（300㎖）のセットです。

■大崎食品工業株式会社　TEL　088-674-5505

徳島県産スギ使用
「小口薄型湯桶」

徳島県産のスギを使用した湯桶です。口を薄く
仕上げ、手に良くなじみ、使い心地が最高です。
サイズは W22cm × H11.5cm です。

■有限会社岡田製樽　TEL　088-674-0639

010-
007

010-
009

010-
008

010-
010



010

徳島県産神山鶏使用・
鶏肉加工品セット

徳島県産神山鶏を使った唐揚げなどの鶏肉加工
品（電子レンジ調理可）の詰め合わせです。
時期によりセット内容が変更となる場合があります。
■株式会社イシイフーズ食品工場
TEL　088-675-1136

ふじっこちゃん玉手箱
なつかしいふる里セット

季節のお漬け物（たくあん漬など）、金山寺おか
ずみそ（500g）、あま酒（500㎖）、か津らふぢ餅（6
個入）のセットです。米はセットに含まれません。

■石井町商工会　TEL　088-674-1292

ふじっこちゃん玉手箱
新鮮やさいと
豚しゃぶしゃぶセット

手軽に豚しゃぶしゃぶが楽しめる旬の新鮮やさ
い、豚しゃぶ肉（500g）、無添加ウィンナー（2
～ 3 人前）、ゆずぽん酢（300㎖）のセットです。

■石井町商工会　TEL　088-674-1292

阿波で生まれた「太刀乃醤」
阿波のご馳走「鱧乃醤」
セット

徳島県特産の太刀魚、鱧を原料にした魚醤「太
刀乃醤」（100㎖）２本・「鱧乃醤」（200㎖）２
本の詰め合わせです。
■株式会社マリン大王石井工場
TEL　088-674-2233

010-
011

010-
013

010-
012

010-
014

※調理イメージです。



010

バラの
フラワーアレンジメント

申し込み時にピンクバラ系かイエローバラ系かを指定し
てください。指定のない場合はピンクバラ系となります。
季節により花材が一部変更となる場合があります。
記念品は 1 点のみとなります。
■フタバ花園　TEL　088-674-1276

阿波和三盆糖生かすてら
と焼き菓子セットＡ

阿波和三盆糖生かすてら（2 本）、鳴門金時を使
用したスイートポテト、サブレクッキー、和三
盆クッキー、発酵バターが主役のマドレーヌの
詰め合わせです。
■菓子工房いぬい　TEL　088-674-0070

阿波の架け橋セット
（和三盆糖、鳴門金時
　　　　使用焼き菓子）

阿波和三盆糖を使用したクッキー、黒豆入りマ
ドレーヌ、鳴門金時を使用したスイートポテト、
サブレクッキーの詰め合わせです。

■菓子工房いぬい　TEL　088-674-0070

そば＆お菓子セットA

そば（乾麺 6 食・ざるつゆ 3 食・かけつゆ 3 食）、
手作り無添加そばぼうろ 2 袋、徳島の郷土料理
そば米ぞうすい（フリーズドライ）3 食の詰め合
わせです。
■谷食糧　TEL　088-674-5556

010-
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すだち牛もも４２０ｇ 
（焼肉用） 

すだちで育てた徳島のブランド牛「すだち牛」
です。脂肪が少なくたんぱく質が豊富で、やわ
らかな肉質の黒毛和牛、焼肉用もも 420g です。

■肉の北海　TEL　088-674-1048

和装帯からの 
豪華リメイクスリッパ（１足） 

着物帯（シルク 100％）標準 26cm 厳選着物帯
をもとに、職人が一つ一つ丁寧に左右の柄が揃
うように制作した、オンリーワン商品です。写
真はイメージです。
■株式会社アゲイン　TEL　088-674-8430

みそ＆あま酒セットA 

一年間じっくりと発酵熟成させ「うまみ・こく・
香り」を高めたお味噌と、米こうじが醸し出す
自然の甘さだけで、上品でまろやかに仕上がっ
たあま酒のセットです。
■有限会社鳴門屋　TEL　088-674-0837

デュラムの 
ナポリピザ 5 枚セット

内容は、本格マルゲリータ、プレミアムイベリ
コ豚のピザ、イタリアンソーセージのピザ、ツ
ナコーンマヨネーズピザ、メキシカンタコスピ
ザとなります。
■リストランテ　デュラム　TEL　088-674-7111 

010-
019

010-
021

010-
020

010-
022

※調理イメージです。



010

森永 BB５３６（２個） 

ビフィズス菌 BB536 は、健康な乳児から発見さ
れた人間の腸にすむ種類のビフィズス菌です。 
一般的なビフィズス菌と比較して酸や酸素に強
く、生きたまま腸に届き、悪玉菌を追い出します。 
■有限会社エムエム名西　TEL　088-674-1105 

ハムセットA

人気のグルメイドステーキをはじめ、厳選した 6
品を詰め合わせました。ご家族や、ご友人で楽
しめるオリジナルの詰め合わせです。
写真はイメージになります。
■フジグラン石井　TEL　088-675-3611

森永ラクトフェリン（１個） 

ラクトフェリンは初乳中に多く含まれる多機能
性たんぱく質です。生まれたばかりの赤ちゃん
からお年寄りまで、健康に役立つ成分です。

■有限会社エムエム名西　TEL　088-674-1105 

クッキー詰め合わせセット 

徳島県産自然農法玄米を主原料とし、素材にとこ
とんこだわりました。発芽玄米使用という特許技
術を用いて生産したヘルシーなクッキーです。

■坂田商店　TEL　070-5601-9922

010-
023

010-
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すだち牛もも420ｇ 
（すきやきしゃぶしゃぶ用） 

すだちで育てた徳島のブランド牛「すだち牛」
です。脂肪が少なくたんぱく質が豊富で、やわ
らかな肉質の黒毛和牛、すきやきしゃぶしゃぶ
用もも 420g です。
■肉の北海　TEL　088-674-1048

阿波とん豚 800g 
（とんかつ用） 

徳島の自然豊かな環境と美味しい水で育てた徳
島のブランド豚「阿波とん豚」です。写真はイメー
ジになります。在庫が品薄なため、入荷あり次
第の発送になります。
■肉の北海　TEL　088-674-1048 

デュラムの イタリアンセット 

内容は、ピザがプレミアムイベリコ豚のピザ、
ピリ辛ハラペーニュのピザ、海老マヨのオーロ
ラソースピザの 3 品。生パスタが海老とイカの
トマトソース、ジェノベーゼの 2 品です。
■リストランテ　デュラム　TEL　088-674-7111 

阿波とん豚 800g 
（しゃぶしゃぶ用） 

徳島の自然豊かな環境と美味しい水で育てた徳島のブラ
ンド豚「阿波とん豚」です。写真はイメージになります。
バラ 400g、ロース 400g の詰め合わせになります。在
庫が品薄なため、入荷あり次第の発送になります。
■肉の北海　TEL　088-674-1048 

010-
027

010-
029

010-
028

010-
030

※調理イメージです。※調理イメージです。 ※写真はイメージになります。



010

若葉農園の無農薬
自然栽培野菜セット

主に徳島県石井町を中心とした周辺地域で自然
栽培（農薬不使用・化学肥料不使用・動物性肥
料不使用）で作った採れたて野菜の詰め合わせ
セットです。 
■秀明自然農法　若葉農園　TEL　090-2897-3070 

カトラリーセット

天然木（メープル、クルミ、ナラ、サクラなど）
の無垢材から削りだしたスプーンやフォークな
どのカトラリーセットです。
■社会福祉法人カリヨン　れもんワークス
TEL　088-674-2200

阿波美豚焼肉セット

毎日食べても飽きのこない本物のおいしさ、こだわり
の味をお届けします。豚ロース焼肉用 300g、豚バラ
焼肉用 300g、豚トロ 200g × 2 つのセットになります。
■自然派ハム工房　リーベフラウ
TEL　088-637-4567

ナッシュカリーアメリカン
オリジナル T シャツ

KIDS　T シャツ（90cm）と大人用 T シャツ（メ
ンズ L サイズ）のセットですので、親子お揃い
で着ていただけます。
■ナッシュカリーアメリカン
TEL　088-635-9478

010-
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徳島県産鱧魚醤使用
「はも醤油」「はもぽん酢」
セット

徳島県産鱧魚醤を使用し、料理人道場六三郎が監修し
た「はも醤油」（150ml）と、爽やかなすだちが香る「は
もぽん酢」（300ml）の各 2 本セットです。
■株式会社マリン大王石井工場
TEL　088-674-2233

ホテル食パン（3 斤）
2 本

濃縮乳とバターをたっぷりと使用しており、耳
までふわふわと柔らかい食感とともに、濃厚な
ミルクとバターの風味が広がります。

■株式会社パンドール　TEL　088-674-7788 

陶芸一日体験

夏休み工作や思い出づくりに、湯呑みや小皿など簡単
な陶芸を体験できます。焼代は大きさにより別途かか
ります。体験チケット到着後、お電話でご予約くださ
い。エプロンをご持参ください。
■繭釜　TEL　088-674-5186

昔なつかしい
岩佐製菓の飴セット

人気のバターボールあめや昔なつかしのびわ飴、
黒あめを始め 6 種類の飴を 14 袋お送りします。
種類は、バターボールあめ、黒あめ、びわ飴、
栗あめ、甘酒あめ、伯方の塩あめです。
■岩佐製菓株式会社　TEL　088-674-2265 

010-
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洗い流さないトリートメント
ミルボン　エルジューダ
エマルジョン1 本

洗い流さないエマルジョンタイプのトリートメ
ントです。アクアコラーゲンが CMC の水分量を
高め、やわらかで扱いやすい髪に導きます。
容量は 120g です。
■フラーブヘアー（flove）　TEL　088-674-1960

半生チーズケーキ＆
スフレショコラ

半生チーズケーキは、北海道半生チーズを使用
したあっさりとしたチーズケーキです。スフレ
ショコラは、発酵バターを使用し、コクある味
わいに仕上げました。
■菓子工房いぬい　TEL　088-674-0070

010-
039

010-
040

選べる寄附の使い道

支え合い育て
合う、人の輝く

まちづくり

環境を考え、
暮らしを快適に
するまちづくり

住民が主役の
活力あふれる
まちづくり

その他
町政全般

図書に親しむ
まちづくり



ドイツ仕込みの無添加ハム
＆ソーセージセットB

直営牧場で丹精込めて育てた豚肉を使った無添
加のロースハム、ベーコン、焼き豚、ソーセージ、
ウィンナーの詰め合わせです。
■自然派ハム工房　リーベフラウ
TEL　088-637-4567

寿司桶

高級木曽さわら材を使用した直径 30cm（約 3 合）
の寿司飯台です。小口を薄く仕上げたオリジナ
ル商品です。

■有限会社岡田製樽　TEL　088-674-0639

015-
001

015-
002

寄附金額15,000円以上20,000円未満の方は
１セット選べます。

石井町ふるさと応援寄附金記念品

カタログ（015）43品

石井町では、１年を通じて寄附を受付しています。
１年に複数回の寄附をしていただくことは可能です。
寄附を複数回していただいた場合、記念品は寄附
ごとに進呈します。
石井町外在住の方が対象になります。

015

石井町
イメージキャラクター
ふじっこちゃん



芋・栗焼酎（栗金時）と
米焼酎（もったいない）
2 本セット

本格芋・栗焼酎情留酒栗金時（720㎖・アルコー
ル度数 25 度）と米焼酎もったいない（720㎖・
アルコール度数 30 度）のセットです。

■鳴門金時蒸留所　TEL　088-675-3933

プリザーブドフラワー

申し込み時にピンク系、イエロー系、レッド系
かを指定してください。指定のない場合はピン
ク系になります。花器や花材が若干変わる場合
があります。記念品は 1 点のみです。
■フタバ花園　TEL　088-674-1276

阿波名産詰め合わせ
セット

たらいうどん（半生麺 120g × 5 食、たらいつ
ゆ 100cc × 5 袋）と徳島の名産であるすだち
酢（300cc）、和三盆糖 (70g × 2 個 )、生わかめ

（300g）の詰め合わせです。
■株式会社山のせ　TEL　088-674-6655

015-
003

015-
004

015-
005

キッチンペーパースタンド
とまな板セット

クマのキッチンペーパースタンドと小ぶりなま
な板（縦15cm×横25cm×厚さ2cm）のセット
です。（寸法は若干異なります。）
■オザキ工芸　森のくまさん
TEL　088-675-1320

015-
006

015



015

神山鶏食べつくしセット

完全無投薬飼育の徳島県産神山鶏のもも、むね、
ささみ、手羽先、手羽元、せせり、ももむね切身、
ミンチ（2 袋）、ガラ 1 羽分の詰め合わせです。
■株式会社イシイフーズ食品工場
TEL　088-675-1136

阿波和三盆生かすてらと
焼き菓子セットＢ

阿波和三盆糖生かすてら（2 本）、鳴門金時を使
用したスイートポテト、サブレクッキー、和三盆
を使用したクッキー、黒豆入りマドレーヌ、発
酵バターが主役のマドレーヌの詰め合わせです。
■菓子工房いぬい　TEL　088-674-0070

漬物樽　9L

徳島杉を使用した、上蓋、中蓋付きの漬物樽です。
杉材に含まれるタンニンは、食品を美味しく漬
ける手助けをしてくれます。サイズは9L（W28cm
× H22.5cm）です。
■有限会社岡田製樽　TEL　088-674-0639

015-
008

015-
007

015-
009

おむつケーキ
マルチピローセット

紙おむつ（Ｍサイズ 20 枚）・マルチピロー・タ
オ ル（34cm × 35cm）・ ソ ッ ク ス（7 ～ 9cm）
などを束ねてケーキのような見栄えにしていま
す。
■ハッティーナーク　TEL　088-674-1588

015-
010

※調理イメージです。



おむつケーキ
玩具セット

紙おむつ（M サイズ 24 枚）、乳児用玩具（ガシャ
ガシャキャンディー・ブルブルラトル）、タオル

（34cm × 35cm）などを束ねてケーキのような
見栄えにしています。
■ハッティーナーク　TEL　088-674-1588

おむつケーキ
サッシーセット

紙おむつ（M サイズ 26 枚）、歯がため（サッシー）、
ループ付きタオル（34cm × 34cm）、ウォッシュ
タオル（34cm × 34cm）などを束ねてケーキの
ような見栄えにしています。
■ハッティーナーク　TEL　088-674-1588

そば＆お菓子セットB

そば（乾麺 12 食・ざるつゆ 3 食・かけつゆ 3 食）
手作り無添加そばぼうろ 4 袋、徳島の郷土料理
そば米ぞうすい（フリーズドライ）3 食の詰め合
わせです。
■谷食糧　TEL　088-674-5556

みそ＆あま酒セットB

一年間じっくりと発酵熟成させ「うまみ・こ
く・香り」を高めたお味噌と、米こうじが醸し
出す自然の甘さだけで、上品でまろやかに仕上
がったあま酒のセットです。
■有限会社鳴門屋　TEL　088-674-0837 

015-
012

015-
011

015-
013

015-
014

015



015

帯・着物リメイク 
「パッチバック」 

表ポケット 2 つ、内ポケットも 2 つついています。バッ
ク口はマグネットで開閉ができます。サイズは縦 31cm、
横 34cm、マチ幅 7cm、紐の長さ 45cmです。写真は
イメージになり記念品は 1 点のみです。
■株式会社アゲイン　TEL　088-674-8430  

ユリの
フラワーアレンジメント 

ユリをメインにして全体的に華やかなイメージ
で仕上げます。写真はイメージになります。季
節によって花材が変わる場合がございます。 

■フタバ花園　TEL　088-674-1276 

手鏡

徳島県産の山桜を使用しています。 手彫りで浮
かし彫りにしたオリジナルの一品です。サイズ
はφ 12cm です。 

■阿部工房　TEL　088-674-6425

015-
016

015-
015

015-
017 菓子鉢（木の葉） 

徳島県産の檜を使用しています。 立体感を出
し、すべて手彫りで仕上げています。 サイズは
35cm × 20cm です。

■阿部工房　 TEL　088-674-6425

015-
018



レストラン仕様シリーズ＆
はちみつ黒酢パワーセット

レストランの厨房のように手間ひまかけた作り
方で仕上げた人気シリーズと黒酢独特のクセを
はちみつとりんご果汁で和らげ、飲みやすく仕
上げたはちみつ黒酢パワーのセットです。
■日本ハム西販売株式会社 TEL 088-664-2270 

ローストビーフカレー ＆
バウムクーヘンセット 

牛肉と野菜をとろけるまでじっくり煮込んだロース
トビーフカレーと、2 種類のヨーグルトデザート（バ
ニラ味、あまおう苺味）とバウムクーヘンのセット
です。
■日本ハム西販売株式会社 TEL 088-664-2270

ハムセットＢ 

人気のグルメイドステーキをはじめ、厳選した
食品を詰め合わせました。ご家族や、ご友人で
楽しめるオリジナルセットです。
写真はイメージになります。
■フジグラン石井　TEL　088-675-3611

デュラムの 
スペシャルディナーコースA
〜ターキー〜 

イタリア産水牛のモッツァレラチーズ、イタリ
アンソーセージのピザ、ダブルチーズとバジル
ソースのピザをはじめ、上記の 6 種類をお届け
します。
■リストランテ　デュラム　TEL　088-674-7111 

015-
020

015-
019

015-
021

015-
022

015



015

なら漬け 詰め合わせ

熟成粕をふんだんに使用し、長期間漬込んだ風味
豊かななら漬けです。漬物用に栽培された国産
原料を使用しています。（シーズンによって詰め
合わせ内容が若干変わる可能性がございます。）
■盛田株式会社徳島工場　TEL　088-674-2211 

森永オーラバリア（２個） 

2 つの抗菌物質を組み合わせた新素材を開発し、
特許を取得。写真は 30 粒入りです。実際にお届
けするのは 90 粒入りが 2 個になります。

■有限会社エムエム名西　TEL　088-674-1105

まな板

柔らかく弾力性のある天然木のまな板です。 
サイズ 縦 40cm ×横 26cm 厚み 3cm ～ 3.5cm

（寸法は若干異なります。）
■オザキ工芸　森のくまさん
TEL　088-675-1320

015-
024

015-
023

015-
025

徳島アイス と 
和三盆どらセット 

弊店洋菓子部・藍 club 製徳島アイスと、阿波和
三盆糖を使用した和三盆どらの詰め合わせです。

■風土菓 岡萬本店 （株式会社岡萬商店） 
TEL　088-674-0038

015-
026



015

すだち牛の切り落とし
950g 

すだちで育てた徳島のブランド牛「すだち牛」
です。脂肪が少なくたんぱく質が豊富で、やわ
らかな肉質の黒毛和牛、切り落とし 950g です。

■肉の北海　TEL　088-674-1048 

パーソナル防災セット

特許出願中の 3 年保存「醤油味おにぎり」や、
水に浸けると明かりが灯り続けるアクアキャン
ドル LED ライトをはじめ、合計 10 個の防災グッ
ズが入っています。
■株式会社ＳＥＣ　TEL　088-674-2220

すだち牛もも650ｇ 
（焼肉用） 

すだちで育てた徳島のブランド牛「すだち牛」
です。脂肪が少なくたんぱく質が豊富で、やわ
らかな肉質の黒毛和牛、焼肉用もも 650g です。

■肉の北海　TEL　088-674-1048 

すだち牛もも650ｇ 
（すきやきしゃぶしゃぶ用） 

すだちで育てた徳島のブランド牛「すだち牛」
です。脂肪が少なくたんぱく質が豊富で、やわ
らかな肉質の黒毛和牛、すきやきしゃぶしゃぶ
用もも 650g です。
■肉の北海　TEL　088-674-1048

015-
028

015-
027

015-
029

015-
030

※調理イメージです。

※調理イメージです。 ※調理イメージです。



015

若葉農園の無農薬自然栽培
野菜セットと自然栽培野菜
人 参ジュース 1ℓ1 本、
自然栽培麦茶 2 袋

自然栽培（農薬不使用、化学肥料不使用、動物性
肥料不使用）で作った採れたて野菜と人参ジュー
スと麦茶の詰め合わせです。
季節により野菜の品目は異なります。
■秀明自然農法　若葉農園　TEL　090-2897-3070 

若葉農園の無農薬自然栽培
野菜セットと自然栽培野菜
人参ジュース1ℓ2 本

自然栽培（農薬不使用、化学肥料不使用、動物性
肥料不使用）で作った採れたて野菜と人参ジュー
スの詰め合わせです。
季節により野菜の品目は異なります。
■秀明自然農法　若葉農園　TEL　090-2897-3070 

グルテンフリー
クッキーセット

発芽玄米を使用したグルテンフリークッキーと
なります。ごぼう、にんじん、甘酒、鳴門金時、
阿波番茶、きな粉、ごま、抹茶の中から 11 種類
セレクトします。
■坂田商店　TEL　070-5601-9922

015-
032

015-
031

015-
033

ナッシュカリーアメリカン
オリジナル T シャツ＆
ロンパース

スタイ・ロンパース（80cm）・KIDS　T シャツ
（90cm）・大人用 T シャツ（メンズ L サイズ）の
セットです。親子お揃いで着ていただけます。
■ナッシュカリーアメリカン
TEL　088-635-9478

015-
034



015

味一＆
すだちしょうゆセット

味一 6 本とすだちしょうゆ 2 本のセットです。
味一は、お湯でうすめるだけでおいしく味付け
ができ、すだちしょうゆは、そのままかけるだ
けですだちの爽やかな香りが楽しめます。
■盛田株式会社徳島工場　TEL　088-674-2211

和三盆はちみつロール
＆和三盆どらセット

阿波和三盆糖と蜂蜜をたっぷり使ったふわふわ
ロールと、3 種のプリンを挟んだ和三盆どら（田
舎プリン 3 個、コーヒープリン 3 個、黒豆入り
抹茶プリン 2 個）を詰め合わせたスイーツです。
■風土菓　岡萬本舗（株式会社岡萬商店）
TEL　088-674-0038

選び抜かれた逸品
徳島県産菌床生しいたけ

完全無農薬にこだわり、衛生管理も徹底してい
るため安全性が高く安心してお召し上がりいた
だけます。また肉厚で香り高く、鍋物、お酒の
肴に絶品です。
■やまのこ農園　TEL　070-3792-0606

ペンダント

パーツは徳島県産の桜、紐は綿にコーティング
をして肌にやさしい安心素材で長さの調整も可
能です。軽くておすすめの一品です。
サイズは、6.5cm × 6cm です。
■阿部工房　TEL　088-674-6425

015-
036

015-
035

015-
037

015-
038



015

資生堂
AIRY  FLOW

洗うたびに柔軟で扱いやすく、かろやかでなめ
らかな髪に整えます。やわふわスタイル叶える
ための新感覚ホームケアアイテムです。
容量は各 250ml、250g です。
■ Retour　TEL　088-635-6383 

藍灰瑠璃湯呑み

阿波藍の茎を灰にして、釉薬に用いて焼造して
おります。この釉薬は繭窯オリジナルの物で、
他にはない藍灰釉の作品となっております。

■繭釜　TEL　088-674-5186

ヘッドスパ体験
（30 分コース）

リラックス効果はもちろん、頭皮の環境を整える効果
も併せ持っています。頭皮の筋肉をほぐすことで、血
流やリンパの流れがよくなり疲れ目や肩こりの解消、
リフトアップ等の効果があります。
■ Retour　TEL　088-635-6383

015-
040

015-
039

015-
041



015

直心庵　ペアお食事券
＆お菓子のセット

国内産 100％の石臼挽そば粉を使った、二八蕎
麦をお楽しみください。サクサクで大ぶりのえ
びの天ぷら、柚子香るいなり寿司、自家製スイー
ツなどがついた特別セット（お土産付き）です。
■谷食糧　TEL　088-674-5556

ミルボン　シャンプー＆
トリートメントセット

毛先の先まで均一に保湿してやわらかな髪に。
話題の CMC サプリ配合で潤いを保ちます。
容量は各 200ml、200g です。

■フラーブヘアー（flove）TEL　088-674-1960

015-
043

015-
042

記念品の取扱・内容についてカタログ掲載時点から

変更する場合があります。

記念品の最新情報は、石井町 HP または「ふるさと

チョイス」の石井町ページでご確認ください。 石井町
イメージキャラクター
ふじっこちゃん



藍玉ネックレス
（天然木）1 個玉

一つ一つ丁寧に高硬度なウレタン塗装で仕上げまし
た。サイズ 18mm、重さ8g、長さ約 40cm です。

■オザキ工芸　森のくまさん
TEL　088-675-1320

漬物樽 11L

徳島杉を使用した、上蓋、中蓋付きの漬物樽で
す。杉材に含まれるタンニンは、食品を美味し
く漬ける手助けをしてくれます。サイズは 11L

（W28cm × H25.5cm）です。
■有限会社岡田製樽　TEL　088-674-0639

藍灰釉湯呑みセット

阿波藍の茎を灰にして、釉薬に用いて焼造して
おります。この釉薬は繭窯オリジナルの物で、
他にはない藍灰釉の作品となっております。

■繭釜　TEL　088-674-5186

020-
001

020-
003

020-
002

寄附金額20,000円以上30,000円未満の方は
1セット選べます。

石井町ふるさと応援寄附金記念品

カタログ（020）3品
020



おひつ　1 合

高級木曽さわら材を使用した約 1 合用のおひつ
です。炊きたてをおひつに移し替えると、木が
水分を調節し、冷めてもふっくら美味しいご飯
がいただけます。サイズは W14cm×H9cm です。
■有限会社岡田製樽　TEL　088-674-0639

すだち牛ロース900ｇ
（すきやきしゃぶしゃぶ用）

すだちで育てた徳島のブランド牛「すだち牛」
です。脂肪が少なくたんぱく質が豊富で、やわ
らかな肉質の黒毛和牛、すきやきしゃぶしゃぶ
用ロース 900g です。
■肉の北海　TEL　088-674-1048

030-
001

030-
002

寄附金額30,000円以上40,000円未満の方は
1セット選べます。

石井町ふるさと応援寄附金記念品

カタログ（030）12品

寄附金受領証明書には、申込みされた方の「氏名」
「住所」が印字され、申込み後の名義変更はできません。
税金の控除は証明書に印字された方のみが受けられます。

030

石井町
イメージキャラクター
ふじっこちゃん



030

すだち牛ロース900ｇ
（焼肉用）

すだちで育てた徳島のブランド牛「すだち牛」
です。脂肪が少なくたんぱく質が豊富で、やわ
らかな肉質の黒毛和牛、焼肉用ロース 900g です。
写真はイメージになります。
■肉の北海　TEL　088-674-1048

ドイツ仕込みの無添加
ハム＆ソーセージ
＆阿波美豚精肉セットC

直営牧場で丹精込めて育てた豚肉を使った無添加のハ
ム、ベーコン、焼き豚、ソーセージ、ウィンナーと阿
波美豚精肉の詰め合わせです。冷凍で配送されます。
■自然派ハム工房　リーベフラウ
TEL　088-637-4567

豪華な
プリザーブドフラワー 

バラをメインにして、全体的に華やかなイメージで
仕上げます。写真はイメージになります。実際の商
品は花器や花材が若干変わる場合がございます。

■フタバ花園　TEL　088-674-1276

木製時計

木の風合いが楽しめ、手書きの文字盤と木目で
全て一品もの、オンリーワンのクマの時計です。 
サイズは W25cm × H16cm × D7cm です。
■オザキ工芸　森のくまさん
TEL　088-675-1320

030-
003

030-
005

030-
006

030-
004

※調理イメージです。



壁掛け　八角風水

徳島県産の檜を使用しています。 貼り合わせず
に１枚板で仕上げています。 サイズはφ 22cm
です。

■阿部工房　TEL　088-674-6425

木立ちコースター

樹木は徳島県産の欅、コースターの葉は紫檀を
使用しています。コースターとして使用しない
時は、オブジェとしてお楽しみ下さい。 サイズ
は 30cm × 28cm です。
■阿部工房　TEL　088-674-6425 

030-
007

030-
008

030

すだち牛カルビ９００ｇ
（焼肉用）

すだちで育てた徳島のブランド牛「すだち牛」
です。脂肪が少なくたんぱく質が豊富で、やわ
らかな肉質の黒毛和牛、焼肉用カルビ 900g です。
写真はイメージになります。
■肉の北海　TEL　088-674-1048

030-
009

※調理イメージです。



デュラムの
スペシャルディナーコースB
〜ロッシーニ風〜

デュラムの石井町ご当地ピザ、ベーコンピザを
はじめ、フォアグラのソテーをヒレステーキの
上にのせた贅沢なロッシーニ風などデュラム人
気のディナーコースです。
■リストランテ　デュラム　TEL　088-674-7111 

030-
012

030

デュラムのシェフおすすめ
高級食材詰め合わせ 

パルマ産プロシュット（生ハム）、Ａランクのフォ
アグラブロック、黒トリュフをはじめ、4 種類の
食材と、フォアグラと相性の良いソースをお届
けします。
■リストランテ　デュラム　TEL　088-674-7111 

碧ものがたり
青藍ギフトセット 

杉桶、徳島の素材を使って作った石鹸 2 種類、
藍染手ぬぐい、ひのき石鹸箱をセットにしまし
た。 石鹸の種類は変更になる場合があります。

■石井町商工会　TEL　088-674-1292

030-
010

030-
011



040

デュラムのおつまみ＆
スパークリングワインセット

ランブルスコ・セッコ 750ml、ランブルスコ・
ドルチェ 750ml をはじめ、生ハムやフォアグラ
などのおつまみをお届けします。

■リストランテ　デュラム　TEL　088-674-7111 

ドイツ香る店主おすすめ
詰め合わせ

直営牧場で丹精込めて育てた豚肉を使ったソー
セージやアイスバインなどの詰め合わせです。

■自然派ハム工房　リーベフラウ
TEL　088-637-4567

040-
001

040-
002

寄附金額40,000円以上50,000円未満の方は
１セット選べます。

石井町ふるさと応援寄附金記念品

カタログ（040）10品

石井町からはお申込み確認連絡・入金確認連絡・
記念品の発送連絡はいたしておりません。

石井町
イメージキャラクター
ふじっこちゃん



040

季節のお花詰め合わせ

石井町から新鮮な季節の切り花を 10 品一つの箱
にして発送します。写真はイメージです。12 月
～ 3 月は北海道、6 月～ 8 月は沖縄は発送不可
です。
■フタバ花園　TEL　088-674-1276

藍染ストール

石井町のすくもを使い、天然灰汁発酵建てした
藍液だけで、今治タオルを藍染したタオルマフ
ラーです。サイズは 32cm × 155cm です。
■オザキ工芸　森のくまさん
TEL　088-675-1320

石井町史
上下巻（全 2 冊）

石井町について、自然・歴史・政治・経済・社会・
文化・民俗の七編に分け、各編にそれぞれ執筆
担当者を定めて書き下ろした資料です。平成 3
年 2 月 28 日発行。石井町勢要覧 2017 付き
■石井町役場　TEL　088-674-1111

藍玉ネックレス
（天然木）5 個玉合皮

一つ一つ丁寧に高硬度なウレタン塗装で仕上げまし
た。サイズ18・14・10mm、重さ7g、長さ約75cm調節
可能です。
■オザキ工芸　森のくまさん
TEL　088-675-1320

040-
003

040-
005

040-
004

040-
006



040

豪華 7 点セット
大人気はらぺこあおむしの
おむつケーキ

紙おむつ（M サイズ 50 枚）、ストローマグ、ネックサ
ポート、キャンディーカシャカシャ、布絵本、大きなバ
スタオル 1 枚、ウォッシュタオル 2 枚などを束ねてケー
キのような見栄えにしています。
■ハッティーナーク　TEL　088-674-1588

リーベフラウ
バーベキュー体験
5 名様分

4 名様以上のご利用になります。制限時間は 2 時間
になります。完全予約制ですので、予定日の前日まで
に人数、開始予定時間等をご連絡ください。
■自然派ハム工房　リーベフラウ
TEL　088-637-4567

藍灰釉コーヒーカップ＆
ソーサー赤・青セット

阿波藍の茎を灰にして、釉薬に用いて焼造して
おります。この釉薬は繭窯オリジナルの物で、
他にはない藍灰釉の作品となっております。

■繭釜　TEL　088-674-5186

おひつ 2 合

高級木曽さわら材を使用した約2合用のおひつです。、
炊きたてをおひつに移し替えると、木が水分を調節し、
冷めてもふっくら美味しいご飯がいただけます。サイズ
はW18cm×H10cmです。
■有限会社岡田製樽　TEL　088-674-063

040-
007

040-
009

040-
008

040-
010



着物からの
お洒落リメイクチュニック

着物（シルク 100％）フリーサイズ
シルクは、軽量で夏は涼しく、冬は暖かい素材な
ので一年中着用できます。写真はイメージになりま
す。
■株式会社アゲイン　TEL　088-674-8430 

藍玉ネックレス（天然木）
5 個玉チェーン

一つ一つ丁寧に高硬度なウレタン塗装で仕上げ
ました。サイズ 18・10・5mm、重さ 9g、長さ
約 55cm 調節可能です。
■オザキ工芸森のくまさん
TEL　088-675-1320

050-
001

050-
002

寄附金額50,000円以上70,000円未満の方は
1セット選べます。

石井町ふるさと応援寄附金記念品

カタログ（050）3品 050

空き屋の草刈り・剪定
空き地の草刈りサービスA

石井町を離れて暮らしている貴方に代わり、空き屋の
草刈り・剪定、空き地の草刈りを行います。石井町
内の空き屋、空き地に限ります。寄附を申し込む前に
必ずお電話での確認をお願いします。
■石井町社会福祉協議会　TEL　088-674-7840

050-
003

空き屋の草刈り・剪定、空き地の草刈りサービス



ワインクーラー 

徳島杉を使用し、高級塗装を施したオリジナルの
ワインクーラーです。結露が付きにくいと好評で、
木製ならではの温かみあるテーブル空間を演出して
くれます。サイズは W19.5cm × H20cmです。
■有限会社岡田製樽　TEL　088-674-0639 

すだち牛サーロインステーキ
４枚＆ロースすきやき
しゃぶしゃぶ用６００ｇ 

「すだち牛」黒毛和牛のサーロインステーキ 4 枚
（１枚 200 ～ 250g）とすきやきしゃぶしゃぶ用
ロース 600g のセットです。

■肉の北海　TEL　088-674-1048

070-
001

070-
002

寄附金額70,000円以上100,000円未満の方は
1セット選べます。

石井町ふるさと応援寄附金記念品

カタログ（070）5品

ご入金確認後、石井町より寄附金受領証明書を
お送りします。
クレジット決済の場合は、2 ～ 4 週間程度かかります。
なお、領収日は支払い手続きを完了した日（カード利用日）
となります。

070

石井町
イメージキャラクター
ふじっこちゃん

※調理イメージです。



070

遊山箱

高級家具の材料に用いられるサクラ材を使用し、
クマ顔をくり抜きかわいくシンプルにしあげた
遊山箱です。
■オザキ工芸　森のくまさん
TEL　088-675-1320

ベンチ 

玄関先の腰掛けに最適で、下に棚もあり収納可
能です。サイズは幅 50cm ×奥行 35cm ×高さ
55cm（座高 40cm・下棚高さ 28cm）
■オザキ工芸　森のくまさん
TEL　088-675-1320

レリーフ（片しだれ桜）

徳島県産の檜を使用しています。優雅な桜を一
輪、一輪気持ちを込めて立体感をだしながら彫り
上げました。スタンド付きです。サイズは 32cm
× 26cm です。
■阿部工房　TEL　088-674-6425 

070-
003

070-
005

070-
004



ボックス付シェルフ 

くまの顔抜きボックスが移動でき、好みに合わせて使
用できます。サイズは幅 70cm×奥行 35cm×高さ
70cm です。
■オザキ工芸　森のくまさん
TEL　088-675-1320

壁掛け（鶴）

額は年代杉、鶴は徳島県産の檜を使用していま
す。 幸せを運んでくるコウノトリをイメージし
て彫りました。サイズは 62cm × 38cm です。

■阿部工房　TEL　088-674-6425

100-
001

100-
002

寄附金額100,000円以上200,000円未満の方は
1セット選べます。

石井町ふるさと応援寄附金記念品

カタログ（100）5品

100

記念品は、寄附の納付が確認できてからお贈りします。
クレジット決済の場合、Yahoo！公金支払いから代理
納付が確認できてから発送となります。

石井町
イメージキャラクター
ふじっこちゃん



壁掛け（亀）

徳島県産の檜を使用しています。
亀の雄大さをイメージしながら彫りました。
サイズは 48cm × 24cm です。

■阿部工房　TEL　 088-674-6425 

空き屋の草刈り・剪定
空き地の草刈りサービスB

石井町を離れて暮らしている貴方に代わり、空き屋の
草刈り・剪定、空き地の草刈りを行います。石井町
内の空き屋、空き地に限ります。寄附を申し込む前に
必ずお電話での確認をお願いします。
■石井町社会福祉協議会　TEL　088-674-7840 

吊鏡（鯉の滝登り）

徳島県産の檜を使用しています。勢いよく滝を
登る様子をイメージしながら彫りました。サイ
ズは 57cm × 32cm です。

■阿部工房　TEL　088-674-6425

100-
003

100-
005

100-
004

100

空き屋の草刈り・剪定、空き地の草刈りサービス



壁掛け（両しだれ桜）

徳島県産の銀杏を使用しています。欄間の要領
で糸鋸で抜き咲きみだれる桜の花を立体感を出
しながら手彫りで仕上げました。サイズは 47cm
× 23cm です。
■阿部工房　TEL　088-674-6425 

壁掛け（片しだれ桜）

徳島県産の檜を使用しています。しなやかに垂
れた桜を素直に手彫りで仕上げました。サイズ
は 55cm × 24cm です。

■阿部工房　TEL　088-674-6425

200-
001

200-
002

寄附金額200,000円以上300,000円未満の方は
1セット選べます。

石井町ふるさと応援寄附金記念品

カタログ（200）2品

寄附金受領証明書の送付後、記念品の発送手続き
を行います。
記念品の発送は、申込みから発送まで 1ヶ月から 2ヶ月
程度かかる場合があります。

200

石井町
イメージキャラクター
ふじっこちゃん



300

寄附金額300,000円以上の方は1セット選べます。

石井町ふるさと応援寄附金記念品

カタログ（300）2品

学習机＆椅子セット 

シンプルで家族みんなが使える天然木の温もり
が伝わる学習机です。サイズは机：幅 100cm ×
奥行60cm×高さ70cm　椅子：座高43cmです。 
■オザキ工芸　森のくまさん
TEL　088-675-1320

壁掛け（鳳凰）

徳島県産の檜を使用しています。昔からめでた
い鳥と言われており、迫力のある彫りで仕上げ
ました。サイズは、72cm × 30cm です。

■阿部工房　TEL　088-674-6425

300-
001

300-
002

ワンストップ特例申請書は、翌年1月10 日必着で郵送
にてお送りください。（投函から到着まで 2 ～ 3 日かかり
ますので、お早めに投函をお願いします。）
1月10 日を過ぎますと確定申告をしていただく必要がござ
いますのでご注意ください。

石井町
イメージキャラクター
ふじっこちゃん



7,000円以上10,000円未満

スイートコーン

太陽の恵みを受けた朝取りスイートコーンを新鮮なうち
にお届けします。時期により品種、俵の大きさは変動
します。13 本以上のお届けになります。

■百姓一　TEL　088-674-7377

10,000円以上15,000円未満

スイートコーン＆
枝豆セット

朝取りスイートコーンとプリプリした枝豆を
セットにした“美味しいものセット”をお送り
します。スイートコーンは 10 本以上、枝豆は 3
袋（1 袋およそ 200g）になります。
■百姓一　TEL　088-674-7377

10,000円以上15,000円未満

桃太郎トマト4㎏

完熟トマトの代名詞として消費者の支持を受け
ている桃太郎トマト。樹上で完熟させ、「甘味・
酸味・旨み」のバランスがとれたトマト本来の
味わいを是非お楽しみください。
■ T ファームいしい株式会社
TEL　088-660-5835

7,000円以上10,000円未満

枝豆

プリプリした食感の枝豆をお楽しみください。
10 袋（1 袋およそ 200g）お送りします。

■百姓一　TEL　088-674-7377

007-
101

010-
103

010-
104

007-
102

1年を通じて申込みは受け付けていないためご注意ください。

申込開始時期等は石井町HP又は、ふるさとチョイスでご確認ください。

石井町ふるさと応援寄附金記念品

期間限定　4品

期間
限定



❖❖❖石井町プロフィール❖❖❖

概要
徳島市の西に隣接し、地形は東西約 6㎞、南北約 5.5㎞の方形で、面積 28.85㎢。吉野川がもた
らした肥沃な平地と標高 200m 前後のなだらかな山地や丘陵地からなる町です。
昭和 30 年 3 月、旧石井町と浦庄・高原・藍畑・高川原村の一町四村が合併して成立。
❖人口 26,011 人、世帯数 10,569 世帯。（平成 30 年 4 月 1 日現在）

町章
｢石井｣ の文字を図案化したもので、
周囲の円は永遠に輝ける発展を示している。

（昭和 36 年 6 月公募により制定）

イメージキャラクター「ふじっこちゃん」
石井町の花である藤から生まれた妖精。
藤の花をかたどった髪の毛と、
どこにでも飛んでいける羽が特徴。

町の木
いちょう

町の鳥
うぐいす

町の花
ふじ

交通
❖ JR 徳島駅から JR 徳島線で約 20 分。
　バス・車で約 30 分。
❖徳島自動車道、藍住または
　土成インターチェンジから車で約 20 分。
❖高松自動車道、板野インターチェンジ
　から車で約 30 分。
❖徳島阿波おどり空港から車で約 45 分。

（昭和 57 年 6 月 1 日制定） （昭和 57 年 6 月 1 日制定） （昭和 57 年 6 月 1 日制定）



皆さまからのふるさと納税寄附金は 

大切に使わせていただきます。

石井町
イメージキャラクター
ふじっこちゃん

前山公園

問い合わせ　石井町役場総務課　〒 779-3295 徳島県名西郡石井町高川原字高川原 121-1
TEL　088-674-1111　FAX　088-675-1500
E-mail　furusato@ishii.i-tokushima.jp
石井町ＨＰ　http://www.town.ishii.lg.jp/

石井町　ふるさとチョイス


