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奈良の伝統工芸品

菊一文珠四郎包永
寄附金額 20 万円以上

鎌倉中期から明治に至るまで皇室慶事の献上刀（国宝・静嘉堂文庫美術館所蔵）を
造り続けてきた御番鍛冶の、『心と技』を受け継いだ伝統ある打刃物
造り続けてきた御番鍛冶の

柳青鋼墨流し包丁 ９寸
寸 黒檀柄白さや付
（吉野杉包丁箱入り、包丁袋付）
菊一の紋が冴える柳青鋼墨流しの
波紋は職人技。
柄には黒檀を使用して
います。現在受注後
３か月を頂戴している
希少な逸品です。ご希
望で銘入れ可能、研ぎ
直しも対応致します。

寄附金額５万円以上
和包丁３本、おろし金セット
老舗の逸品をご家庭で
抜群の切れ味の和包丁と
手造りの卸金です。
ご希望で銘入れ可能です。

寄附金額３万円以上

寄附金額１万円以上

洋包丁２本セット

菊一オリジナル爪切り

大人気のステン割込み
ゴールドシリーズの
お勧めの２本セット。
ご希望で銘入れ可能です。

池田含香堂
池田含香
香堂
寄附金額

和包丁の老舗が材質に
こだわり完成させた、
お勧めの逸品です。
金色、銀色どちらかを
お選びください。

奈良時代に春日大社の神官の手内職として作られ始め、江戸時代の中頃には、今日奈良団扇の
特徴である透し彫りの施された団扇に進展しました。創業 160 年の老舗伝統工芸士が一本ずつ
手作りしております。

15 万円以上

奈良団扇（小町−KAZE−）

寄附金額５万円以上
奈良絵扇子（一対）
奈良時代の絵因果経を原画と
した奈良絵を施した扇子。
朱塗りの親骨が特長。

寄附金額１万円以上
小紋の古代紋様をアレンジしたデザインで、
団扇全体に広がる透かし彫りが華やかです。
3 色の中から１本をお選びください。

奈良うちわ
（鹿と名所）
奈良の名所に鹿をあしらったデザ
イン。５色の中から１本をお選び
ください。
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白雪ふきん

蚊帳生地から生まれた万能ふきん。奈良東大寺の大仏様の、年に一度のお身拭いにも毎年献納
されています。雪のような真っ白で清らかなイメージから名付けられた｢白雪ふきん｣は、古来
より永く奈良でつくられ親しまれてきた蚊帳生地で作られており、吸水性に優れ、使い込むほ
どに柔らかくなり、ほっとする優しい手触りです。

寄附金額１万円以上

白雪ふきんオススメセット

定番の「ふきん」をはじめ、白雪スクワランうるおい
たおる、白雪友禅ふきん、はんかち、てぬぐいなど人
気の７アイテムをセットにしました。数ある柄の中か
ら人気のものを２セットご用意いたしました。
お好みのセットをお選びください。

寄附金額１万円以上

白雪友禅湯上りたおる

多層に蚊帳生地を重ねた湯上りたおるは、素早く水
分を吸い取ります。乾きが早いのでにおいが付きに
くく、使う度に柔らかくなり、羽のようにふっくら
とした手触りです。
５種類からお好みの１枚をお選びください。
Ａ：白雪姫（ポムレッド）
Ｂ：不思議の国のアリス
（マカロンピンク）
Ｃ：クローバー（若葉）
Ｄ：鹿（キャラメル）
Ｅ：ブッダ（ナイルブルー）

Ａ：和柄セット

（梅、桜、萩、紅葉、椿）
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Ｂ：モダン柄セット

（クローバー、
マーガレット、
白雪姫、
シンデレラ、
ブッダ）

サイズ…70×140cm
用途…バスタオル、
赤ちゃんのおくるみなど

奈良のホテル

菊 水 楼
120 年受け継がれた建物と格式の中で頂く老舗料亭伝統の
美食とおもてなし「奈良で国内外からの賓客をお迎えでき
る場所」として明治二十四年に創業。
興福寺興善院跡に創られた建物は、寺院から譲り受けた
豪華な部材や、折上格天井など、今では再現が難しい建築
技術が使われ、国の登録有形文化財に指定されています。

寄附金額

10 万円以上

料亭 菊水楼 会席コース ペア食事券

（昼食、夕食 どちらでもご利用できます。）

登録有形文化財の『菊水楼』で、古都奈良の
年中行事にあわせた本格会席料理をご堪能
ください

寄附金額３万円以上
和風レストラン 点心コース
昼食ペア食事券

旬の食材を生かした月替わりのお料理を
開放的な空間にてお楽しみください
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奈良の食

植村牧場
寄附金額１万円以上

創業明治 16 年の奈良の伝統ある小さな牧場。農林水産省の「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」
にも選定され今大注目。奈良ホテルにも納入している手搾りの牛乳は絶品です。

アップルパイ（冷凍）

ふるさと納税特別セット

自家製のバターやクリームを
使った、売切れ続出の大人気
アップルパイ

植村牧場の新鮮な牛乳をたっぷり
使った商品のセット
・ミルクキャンディ
・さくさくミルクキャンディ
・酪之飴 ・アメリカンクッキー

１ホール（大） 30×10cm

特製米粉ミルクパンと
パウンドケーキのセット（冷凍）

牛乳と地元食材のみを使用した
大人気のセット
・米粉ミルクパン５個×2
・パウンドケーキ 17.5×6.5×4.5cm

郷ポーク
寄附金額１万円以上

奈良が誇る、流通量の少ない希少なブランド豚。循環型農法に古くから取り組み、人と同じもの
を食べさせて育てています。豚肉にはきれいなサシが入り、甘みが感じられます。

郷ポークセット（賞味期限は 4 日間）

（冷蔵）
（宝扇ポン酢しょうゆ付き）

口あたりやさしく、噛むと甘みと肉汁が
口に広がり、まろやかでジューシーな豚肉

・ローススライス 250g
・モモスライス 250g

大和肉鶏

・バラスライス 250g

「大和のかしわ」をここに再現、奈良を代表するブランド地鶏。昭和 15 年頃、奈良は肉用鶏の三大
生産地（愛知、徳島、奈良）でした。鶏の羽色が柏の葉の色（茶褐色）に似ていることから、おい
しい「大和のかしわ」と呼ばれていました。その鶏の味を長年の研究・交配の上再現しました。
脂肪が適度にのった、しまった肉質が特長でその味は甘味が感じられます。是非ご賞味ください。

万円以上
大和肉鶏のしゃぶしゃぶ
（３〜４人前）（冷凍）

大和肉鶏とヤマトポーク
のセット（冷凍）

日テレ「満天☆青空レストラン」
で紹介された今大注目のセット

ブランド地鶏とブランド豚の
両方が味わえる至福のセット

万円以上
大和肉鶏の餃子（90個）
（冷凍）

大和肉鶏のミンチを贅沢に使い、
野菜は奈良県産を使用しています。
とことん奈良にこだわった餃子です。
低カロリーでコラーゲンたっぷりの
大和肉鶏は女性に大人気です。

・大和肉鶏
しゃぶしゃぶ用肉 320ｇ
・特製つみれ 150g×２
・特製スープ 1200g
・特製ポンズ 300ｍｌ
・特製柚子胡椒
・中華麺 180g×２
・自家製ラーメンタレ

・大和肉鶏正肉１kg ・特製焼肉のタレと塩
・ヤマトポーク バラ 700ｇ

生餃子 30 個（20ｇ） ３
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ティーファーム井ノ倉
朝霧たちこめる奈良月ヶ瀬で、代々茶業を営む「ティー
ファーム井ノ倉」。有機肥料を主体とした環境にやさしい
茶園で栽培されたお茶を、湧水で蒸し丁寧に緑茶製造さ
れています。

竹西農園
奈良市東部田原地域にある竹西農園は、お子様にも安心
して飲んで頂けるよう、農薬や除草剤といったものは一切
使わずに EM 自然農法にて茶樹の栽培をされています。

寄附金額２万円以上

寄附金額１万円以上

かぶせ煎茶「玉響（たまゆら）」
＆紅茶「つきのかをり」セット

有機栽培茶と茶がゆを作ろう
セット（茶葉、茶袋、レシピ付き）

甘い新芽の香りと、上品なま
ろみのある濃厚な旨みが特徴
の高級かぶせ煎茶「玉響」と、
月ヶ瀬で作られたセカンドフ
ラッシュ、ほのかな甘みのあ
る和紅茶「つきのかをり」の
セットです。
「玉響」、「つきのかをり」は、茶の葉の柔らかい先の部分、
。特別なひと時に、
一芯二葉で摘採された極上のお茶です。特別なひと時に、
お楽しみください。

葉香製茶
奈良月ヶ瀬で有機農法により無化学肥料・農薬無しの
お茶を栽培し、産地直送販売されている「葉香製茶」

寄附金額１万円以上

無農薬有機栽培茶のセット

かぶせ煎茶、ほうじ茶、和紅茶、
粉末茶のセット。すべて無農薬
有機栽培で、中でも安倍昭恵さん
がオーナーの神田「UZU」御用達
ほうじ茶はぜひ味わってほしい
逸品です。

中川政七商店
寄附金額３万円以上

有機栽培のほうじ茶を使い、
ご自宅のお米で奈良の郷土
料理「茶がゆ」を楽しむこ
とができるセットです。ほ
うじ茶と茶袋の入ったミニ
茶箱は、奈良県立奈良朱雀
高校のクラブ活動「奈良朱
雀ビジネス企画部」の学生
さんと一緒に商品開発した特製茶箱です。

今西本店
奈良最古の老舗の一つ。瓜で３年、胡瓜・スイカで５年、最長
16年以上漬ける純正奈良漬。添加物を一切含まず、一般に流通
しているものより色は黒く、切りたてすぐより、３日〜５日冷
蔵庫においてから召し上がってください。開封後は、酒粕につ
けておけば冷蔵庫に入れずに２年以上保存が可能です。

寄附金額１万円以上

奈良漬「木箱詰め合わせ」
昔ながらの製法で手間暇
かけた最高級の奈良漬
内容量 400g 瓜・胡瓜・茄子・瓢箪
外寸 240×150×40mm
総重量 1000g

奈良で 1716 年（享保元年）に創業し、手績み手織りの麻製品を作り続ける老舗。奈良特産の蚊帳
生地を使ったベストセラー「花ふきん」をはじめ、幅広く生活雑貨を扱っています。現在は
「日本の工芸を元気にする！」をビジョンに、全国に直営店を展開しています。

寄附金額１万円以上

蚊帳バスマットと麻乃実油の入浴セット

麻之実油のボディケアセット

蚊帳バスマット 生成（幅約80cm×高さ約50cm）／麻之実油の入浴料250ml／
麻之実油のボディソープ250ml／マッサージウッド サクラ（横約9cm×縦約6cm）

麻之実油のハンドクリーム60g／麻之実油のリップクリーム4g

奈良特産の蚊帳生地でつくっ
たバスマットは、速乾性や吸
水性に優れ、清潔感を保って
お使いいただけます。
しっとりと滑らかな肌に仕上
げる麻之実油の入浴セット、
桜の木で手作りされたマッサ
ージウッドでゆったりとした
ひとときを。

万葉の時代よ り衣食住に
活用されてき た麻から採
れる麻之実油（アサ種子油）
と奈良の豊か な恵みから
生まれたボディケアセット
です。高い浸 透性と保湿
力で皮膚にうるおいを与え、
肌をなめらかに整えます。

