
                            

                            

                            

                            

                    
 

【Kyoto     のまち】 

ふるさと納税で、宇治田原町の特産品をお取り寄せできます。 

 

京都府 
宇治田原町 
 Ｖｅｒ.Ｈ３０ 

 

 

Ujitawara Town 



                            

                            

            



                             

                             

                             

                             

                            

絶品のお茶  
絶品のお茶は急須で淹れる。それが、心を潤

すことのできるほんまもんのお茶のたしなみ方。 

日本遺産  
永谷宗円生家   
日本緑茶のルーツ、茶祖・永谷宗円の生家。

約２８０年前、ここから緑茶文化が始まった。 

日本緑茶発祥の地 
宇治田原町 
 
日本緑茶のふるさと宇治田原町。 

まちを見渡せばお茶の工場が立ち並び、茶づくりの季節になると、そ

こかしこでお茶の薫りが漂います。 

「ほんまもんのお茶の産地では、どんな種類のお茶も手に入る」。自

分好みのお茶や、お茶に由来する名産品を手に入れるため、多くのお

茶好きが宇治田原町を訪れます。 

“シンプルだけど奥深い”そんな日本緑茶をふるさと特産品で存分

にお楽しみください。 

Ujitawara Town 
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 限定 
 

1㎏ 

【内容】 

勝谷健士の玉露１００ｇ缶入 

下岡清富の玉露１００ｇ缶入 

発送期間：通年 

03‐07 商品番号 30,000円 寄附額 大臣賞受賞の２農家直送  
香り高い玉露 
お茶の名産地・宇治田原が誇る２人の農林水産

大臣賞受賞農家。勝谷健士と下岡清富が、丹精

を込めて育てた玉露の一番茶をお届けします。 

2018 全国品評会日本一 

大臣賞 勝谷健士の「かぶせ茶」 
 

 

至高の緑茶  the Top of Green tea 

【内容】勝谷健士の 2018出品茶用「かぶせ茶」３０ｇ×２ 

04‐20 商品番号 50,000円 寄附額 

【内容】勝谷健士の 2018出品茶用「かぶせ茶」３０ｇ 
03‐23 商品番号 30,000円 寄附額 

05‐18 商品番号 100,000円 寄附額 

【内容】 勝谷健士の 2018出品茶用「かぶせ茶」３０ｇ×４ 

宇治田原産「玉露」５０ｇ 

本物志向のあなたへ 
日本一の超プレミアム茶 
 

茶摘みさんが、新芽の一芯二葉（やわらかい新芽の先端から２枚の

葉まで）だけを、丁寧に摘み取った茶葉。この茶葉を蒸して段階に分けて

揉み、仕上げます。このような工程を経た、選りすぐりのお茶のみが品評

会に出品されます。 

そして、厳選された茶の中の最高位に輝いたのが勝谷健士のお茶で

す。日本一「至宝のかぶせ茶」をそのままに、少量ですがお届けします。 
 

 限定 
 

１５ 



                             

                             

                             

                             

                      

03 

しもおか きよとみ 
 
平成２７年度に全国品評会

「かぶせ茶」と関西品評会

「玉露」で大臣賞をダブル受

賞の快挙を達成した。 

かつたに けんじ 
 
平成２８年度、「かぶせ茶」が関西と京

都府のいずれの品評会でも大臣賞を

受賞。平成３０年度は「かぶせ茶」で

京都府と全国の品評会で大臣賞を獲

得。まさに日本一の栄冠に輝いた。 

農林水産大臣賞受賞者  

下岡清富×勝谷健士×谷口悟司 

コラボ宇治茶  

 
 

【内容】 

宇治田原産玉露１００ｇ×３ 

宇治田原産かぶせ茶１００ｇ×３ 

発送期間：通年 

■㈲流芳園 ☎０７７４-８８-２０３８ 

 

06‐06 商品番号 200,000円 寄附額 

「匠」～最高茶師×最高級茶筒司～ 

 

【内容】 

宇治田原産玉露１５０ｇ 

京都産煎茶１５０ｇ 

開化堂プレミアム缶（銅・銀）木箱入り 

発送期間：通年 

■㈲流芳園 ☎０７７４-８８-２０３８ 

 

05‐13 商品番号 100,000円 寄附額 

たにぐち さとし 

平成２３年と２９年に、京都府茶業連合青年団主催の茶審

査技術競技大会で優勝。農林水産大臣賞受賞の茶師。 

 限定 
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プレミアムな逸品  

the Top of Green tea 

04 

 

【内容】下岡久五郎氏作 手摘み玉露１５０ｇ 

京都開化堂製「松竹梅柄の銅製缶」桐箱入 

通年発送 

■㈱髙田通泉園 ☎０７７４-８８-３９３９ 

天皇杯受賞者の茶師  

下岡久五郎作の手摘み玉露（２缶入） 
 

06‐01 商品番号 200,000円 寄附額 

05‐02 商品番号 100,000円 寄附額 

茶生産農家として農林水産大臣賞８回、

黄綬褒章、天皇杯の受賞者、茶師・下岡

久五郎が、毎日欠かすことなく茶畑に通

い丹精込めて育て上げた宇治田原産の

玉露。芳醇な香りと甘みが見事に調和さ

れた香味をご堪能いただける逸品です。 

天皇杯受賞者の茶師 

下岡久五郎作の手摘み玉露 
 

【内容】下岡久五郎作 手摘み玉露１５０ｇ×２缶 

京都開化堂製「松竹梅柄の銅製缶・銀(ブリキ製)缶」桐箱入 

通年発送 

■㈱髙田通泉園 ☎０７７４-８８-３９３９ 

 

－ 至高の緑茶 － 



 
                             

                             

                             

                             

                       

プレミアムな一品   The premium 

【内容】 

野点篭(西陣織生地使用) 

携帯用茶筌 

折り畳み茶杓 

棗 

抹茶碗（瀬戸焼・清水焼）×２ 

宇治抹茶（春香の昔）４０ｇ缶入 

しおり 

通年発送 

■㈱宇治田原製茶場 ☎０７７４-９９-８０８０ 

05 

山から育てた 

宇治田原産まつたけ 

100,000円 寄附額 05‐03 商品番号 

野点篭セット 

 限定 

５ 

【内容】町内産まつたけ２００ｇ 

発送期間：時期限定（１０月頃） 

■火の國屋 ☎０７７４-８８-４５１０ 

04‐04 商品番号 50,000円 寄附額 

【内容】 

抹茶碗（海峰作・清水焼） 

木箱入り。直径１０㎝、３００cc 

宇治抹茶（春香の昔）４０ｇ缶入 

茶筌（百本立） 

通年発送 

■㈱宇治田原製茶場 ☎０７７４-９９-８０８０ 

100,000円 寄附額 05‐10 商品番号 

海峰作清水焼抹茶碗セット 



                             

                             

                             

                             

                             

生産者直送の一品  Farmers direct delivery 

海外でも愛される 
有機栽培のお茶 
宇治田原のきれいな水、空気、土に育まれた茶畑

で、人と環境に優しい有機栽培されたお茶。有機JAS

認定の茶葉を産地直送でお届けします。海外の厳格

な認証も取得し、世界の愛好家に親しまれています。 

02‐23 商品番号 20,000円 寄附額 

有機三年番茶ティーバッグ 

06 

【内容】有機三年番茶ティーバッグ 

(５ｇ×２４個)×１０箱 

通年発送 

 

■㈱播磨園製茶 ☎０７７４-８８-３１８３ 

有機宇治お手軽抹茶６本入 

 01‐87 商品番号 10,000円 寄附額 

【内容】有機宇治抹茶３０ｇ×６本 

通年発送 

 

特選有機宇治茶３本詰合せ 

 
 

03‐21 商品番号 30,000円 寄附額 

【内容】 

有機宇治玉露２３０ｇ 

有機宇治深蒸し煎茶２３０ｇ 

有機宇治高級煎茶２３０ｇ 

通年発送 

 

 

特選有機宇治茶２本詰合せ 

 
 

01‐42 商品番号 10,000円 寄附額 

【内容】 

有機宇治玉露１００ｇ 

有機宇治深蒸し煎茶１００ｇ 

通年発送 

 

 

有機宇治煎茶６本入 

 01‐39 商品番号 10,000円 寄附額 

【内容】有機宇治煎茶８０ｇ×６本 

通年発送 

 

有機宇治ほうじ茶１０本入 

 01‐40 商品番号 10,000円 寄附額 

【内容】有機宇治ほうじ茶８０ｇ×１０本 

通年発送 

 

 

有機宇治茶味わいセット 

 01‐86 商品番号 10,000円 寄附額 

【内容】 

有機宇治玉露８０ｇ×２ 

有機宇治緑茶８０ｇ×２ 

通年発送 

 

 



                             

                             

                             

                             

                            

生産者直送の一品 Farmers direct delivery 

宇治田原産 

京の玉露紅茶（茶葉） 

 01‐62 商品番号 10,000円 寄附額 

【内容】 

京の玉露紅茶 茶葉２００ｇ（５０ｇ×４袋）

通年発送 

 

森口雅至の特選古老柿と 

宇治田原産煎茶 

 01‐65 商品番号 10,000円 
寄附額 

【内容】 

古老柿８００ｇ（２００ｇ×４パック） 

煎茶１００ｇ 

発送：１月頃～１０月頃 

 

 

【内容】 

古老柿１．２ｋｇ（２００ｇ×６パック） 

発送：１月頃～１０月頃 

※ いずれのプランも在庫が無くなり次第終了。 

 

01‐64 商品番号 10,000円 寄附額 

森口雅至の 

宇治田原産特選古老柿 

 

宇治田原産  

京の玉露紅茶（ティーバッグ） 

 01‐63 商品番号 10,000円 寄附額 

【内容】 

京の玉露紅茶（ティーバッグ）１０バッグ入×５袋 

通年発送 

茶農家の自信作 
京の玉露紅茶 
茶農家が、丹精に育てた宇治茶玉露のセカンド

フラッシュ（夏摘み）を使用して、作り上げたこだわり

の玉露紅茶です。雑味がなく、甘くとろりとしたまろ

やかなうま味、コクが特長です。 

茶農家直販の宇治紅茶をご堪能ください。 
 
■紅茶うじたわら ☎０７７４-８８-３６８７ 

 

自然の上品な甘み 
古老柿（ころがき） 
古老柿は、干し柿の一つで、鶴の子柿のヘタを取

り、皮をむき、冬の乾燥した寒風にあてて作られる

上品で甘みのある宇治田原の名産品です。 

冬の宇治田原には、古老柿を干すための「柿屋」

がまちのそこかしこに立ち並びます。 

町の古老柿品評会で３年連続最優秀賞を受賞し

ている森口雅至がお届けします。 
 
■森口農園☎０７７４-８８-２２７３ 

07 



                             

                             

                             

                 
 

 
 

           

    
 

 
 

     

生産者直送の一品   Farmers direct delivery 

08 

ほんまもんのしいたけ 
こだわり抜いた原木栽培 
京都府知事賞を６回受賞したしいたけ農家が、こだわり続

けてきた原木でつくるしいたけ。原木ならではの本物の”木

の子”（原木しいたけ）の味、香り、歯ごたえをご賞味くださ

い。その違いがわかっていただけるはずです。 
 
■中辻農園 ☎０９０-３８９４-６５７０ 

原木生しいたけと 

玉露のセット 

 01‐35 商品番号 10,000円 寄附額 

【内容】 

「２Ｌ特上品」（１０個入り）×1パック 

茶玉露２００ｇ 

発送：７月下旬～１２月

原木生しいたけ 

オーナー制度（原木２本） 
 

04‐01 商品番号 50,000円 寄附額 

【内容】 

原木２本のオーナー 

原木しいたけオーナー証を交付 

オーナーの希望により次の体験ができる 

①植菌体験（１月～３月）②しいたけバーベキュー

付き収穫体験（９・１０月の初回収穫時）。 

※いずれのプランも来所は１０名様まで。 

初回収穫～翌年３月末までに採れたしいたけを３回

お届け（最低５００g保証） 

受付期間： 

９月～翌年１月 

栽培の過程、日記な

どを facebookで 

お届け 

原木生しいたけ 

 01‐34 商品番号 10,000円 寄附額 

【内容】 

「２Ｌ特上品」１０個×３パック 

発送：７月下旬～翌年４月 

ただし、１１月～４月は、毎月限定３パック 

 限定 

５ 



                             

                             

                             

                             

                             京・宇治田原産 

夏秋きゅうり 

 01‐96 商品番号 10,000円 寄附額 

【内容】 

きゅうり５㎏ （秀品Ｌ又はＭサイズ。 

約５０本、Ｍの場合は約６０本入り） 

発送：８月～１２月上旬 

 

【内容】 

キヌヒカリ精米８㎏ 

通年発送 

※ 在庫が無くなり次第終了。 

 

01‐95 商品番号 10,000円 寄附額 

京・宇治田原産 

農家の食べてるお米 

 

清流に育まれた美味良米。 
農家自身も食する安心米 
清流のみに棲む蛍が飛び交う京都・宇治田原

町。そのきれいな川から水をひいた田んぼで安心

安全なお米を作って 40 年。田植えから稲刈り、 

精米まで心を込めて手がけており、農家が自信を

持って、おすすめできるお米をお届けします。 

きれいな水と夏の太陽をたっぷり浴びたお米は、

味わい深く格別です。ぜひ一度ご賞味ください。 
 
■岡農園 ☎０７７４-８８-２２７０ 

 

 

生産者直送の一品 Farmers direct delivery 

豊かな自然に育まれた 
京・宇治田原産の新鮮きゅうり 
京都府内生産量の３割のシェアを占める宇治田

原町特産の夏秋胡瓜（かしゅうきゅうり）。澄んだ

水、澄んだ空気の中で育まれた京野菜をお届

けします。「採れたて」のフレッシュなきゅうりを食し

ていただきたいと、産地直送でお届けします。み

ずみずしい、きゅうり本来のおいしさをぜひご賞味

ください。 
 
■山西農園 ☎０９０-３２８８-５０４７ 
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10 

宗圓香アソート７ｃｍタイプ 

３種６０本入×２箱 

京・宇治田原茶のかおり宗圓香 

１３ｃｍタイプ１０ｇ入×１箱 

通年発送 

 

10,000円 寄附額 01‐03 商品番号 

京・宇治田原茶のかおり  
宗圓香セット 

京・宇治田原茶のかおり  
宗圓香アソートセット 

一級煎茶 宗圓８０ｇ×６本 

通年発送 

 

20,000円 寄附額 02‐07 商品番号 

一級煎茶 宗圓（６本） 

一級煎茶 宗圓８０ｇ×３本 

通年発送 

10,000円 寄附額 01‐23 商品番号 

一級煎茶 宗圓（３本） 

■湯屋谷宗円さんの里づくり会 

☎０７７４-８８-２２２４ 

 
【写真】 永谷宗円生家で、毎年５月に
催される宗円さんの里づくり会主催の
新茶まつり。家族連れらが、茶摘やお

茶の手もみ体験などを楽しむ。 

■宇治田原町商工会女性部 

☎０７７４-８８-４１８０ 

 

お茶をお香で 

楽しむ贅沢 

京・宇治田原茶のかおり宗圓香 

 １３ｃｍタイプ５０ｇ入×２箱 

宗圓香アソート７ｃｍタイプ 

３種１２本入×１箱 

通年発送 

 

永谷宗円ゆかりの品  History of “Nagatani Soen” 

10,000円 寄附額 01‐04 商品番号 

煎茶やんたん ４ｇ×２５バッグ入り×３缶 

通年発送 

 

10,000円 寄附額 01‐84 商品番号 

煎茶ティーバッグ やんたん 
（３缶） 

ほうじ茶やんたん ３ｇ×２５バッグ入り×３缶 

通年発送 

 

10,000円 寄附額 01‐83 商品番号 

ほうじ茶ティーバッグ やんたん 
（３缶） 



                             

                             

                             

                             

      

茶問屋渾身の特選茶 Professional select tea 

11 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐２８

宇治玉露（手摘み） 

手摘み宇治玉露１００ｇ 

 

【特長】お茶のふるさとで自然の恵みをたっぷ

りと受けて育った茶葉を一葉一葉大切に手摘

みで収穫した貴重な一品です。 

 

■矢野製茶場☎０７７４-８８-２１９９ 

宇治田原産 宇治茶詰合せ 

商品番号 寄附額 ２０,０００円０２‐１９

宇治田原町産 山岡清一作 宇治玉露「宇

治ひかり」５０ｇ×４袋  

宇治田原町産 奥谷輝夫作 宇治煎茶５０

ｇ×３袋 

 

 

■㈱髙田通泉園☎０７７４-８８-３９３９ 

木谷山 店頭人気４本セット 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐４９

かぶせ茶上熱湯茶１００ｇ 

かぶせ茶熱湯茶１００ｇ  

煎茶木谷山特選１００ｇ 

煎茶八十八夜１００ｇ 

 

 通年発送 通年発送 

商品番号 寄附額 ３０,０００円０３‐１４

ト 

トロッとした旨味が凝縮した上級玉露「大奥」

１００ｇ  

芳醇な香りと旨味の煎茶「秘蔵」１００ｇ  

希少な桜皮で作った茶筒（１個） 

 

 

■  

老舗古畑園の特選宇治茶 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐５２

煎茶 相生１５０ｇ 

玉露雁が音 翁の友１５０ｇ 

【特長】日本茶インストラクターの資格を持つ

届けします。 

 

■㈱古畑園☎０７７４-８８-２１１５ 

老舗古畑園の高級宇治茶 

商品番号 寄附額 ２０,０００円０２‐０９

玉露 老松１８８ｇ 

深蒸し 鴨川１８８ｇ 

【特長】トワイライトエクスプレス「瑞風」の京都

ラウンジに玉露を提供している茶匠が自信を

もっておすすめする逸品です。 

 

■㈱古畑園☎０７７４-８８-２１１５ 

通年発送 

商品番号 寄附額 ５０,０００円０４‐０９

京の老舗 匠の逸品 

手摘み玉露 ４ｇ一煎パック １２個入り 

桐箱入り 

【特長】当園茶匠が数ある優れたお茶から厳

選したお茶を絶妙にブレンドした匠の逸品。自

然仕立ての旨みと芳醇な香りの玉露です。 

 

■㈱古畑園☎０７７４-８８-２１１５ 

三春園の最高級煎茶 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐６１

最高級宇治煎茶１００ｇ×２袋 

【特長】創業以来２００余年、研鑽を積み、宇

治茶一筋、全日空の機内サービス担当５０年

余の実績を誇る老舗三春園がお届けする最

高級宇治煎茶です。 

 

■内田三春園☎０７７４-８８-２００７

三春園の最高級煎茶２缶 

商品番号 寄附額 ２０,０００円０２‐１２

最高級宇治煎茶１８０ｇ×２缶 

【特長】創業以来２００余年、研鑽を積み、宇

治茶一筋、全日空の機内サービス担当５０年

余の実績を誇る老舗三春園がお届けする最

高級宇治煎茶です。 

 

■内田三春園☎０７７４-８８-２００７ 

通年発送 

通年発送 通年発送 

通年発送 

通年発送 

限定２０ 



                             

                             

                             

                             

                        

抹茶入深蒸し煎茶（２５０ｇ袋×４本）×２

箱 抹茶入深蒸し煎茶１００ｇ袋×１本 
 

■㈱宇治田原製茶場☎０７７４-９９-８０８０ 

 

 

抹茶入り玄米茶（２５０ｇ袋×４本）×２箱  

抹茶入り玄米茶１００ｇ袋×１本 
 

■㈱宇治田原製茶場☎０７７４-９９-８０８０ 

 

茶問屋渾身の特選茶 Professional select tea 
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商品番号 寄附額 ２０,０００円０２‐１１

昔ながらの宇治田原煎茶 

宇治田原新茶８０ｇ×７ 

【特長】湯屋谷で育った新芽だけを宇治伝

統の浅むし仕上げでお届けする季節の逸

品。摘みたての香り高さと透明感のある色

合い、すっきりとした風味を味わえます。 

 

■協栄製茶☎０７７４-８８-２７０７ 

発送：期間限定６月 

玉露と宇治茶２種お詰合せ 

商品番号 寄附額 ３０,０００円０３‐１５

宇治田原産手摘み玉露２００ｇ 

京都産煎茶２００ｇ 

京都産素朴仕立（雁が音）２００ｇ 

【特長】やわらかみのある舌触りとコクがある

玉露、さわやかなのどごしのある煎茶です。 

 

■㈲流芳園☎０７７４-８８-２０３８ 

玉露と宇治煎茶お詰合せ 
 商品番号 寄附額 ４０,０００円４０‐０１

宇治田原産手摘み玉露１００ｇ×２ 

京都産煎茶１００ｇ×４ 

【特長】やわらかみある舌触りとコクがあり押し

の利く本物の玉露。京都宇治の歴史が感じら

れる上質な煎茶です。 

 

■㈲流芳園☎０７７４-８８-２０３８ 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐９８

宇治玉露セット 

宇治玉露１００ｇ袋入 

宇治玉露かりがね１００ｇ袋入 

【特長】茶道の教授方、寺院関係など、お茶と

の関わりが深い方々から信頼を得て厳選した

高級茶葉をご提供させていただいております。 

 

■大正園茶舗☎０７７４-８８-２０１２ 

宇治・手摘み玉露 

商品番号 寄附額 ２０,０００円０２‐３９

宇治玉露（手摘み）１００ｇ缶入 

【特長】丁寧に手摘みし、丁寧に仕上げられた

極わずかしか作られない希少価値の高いお茶

です。ぬるく冷ましたお湯でゆっくり淹れて、口

の中でころがすように味わってみてください。 

 

■大正園茶舗☎０７７４-８８-２０１２ 

通年発送 

宇治 玉露・煎茶セット 

商品番号 寄附額 ３０,０００円０３‐１７

宇治玉露（手摘み）１００ｇ缶入 

宇治煎茶（手摘み）１００ｇ缶入 

【特長】宇治茶品評会に出品されるべく作ら

れた、極わずかしか作られない希少価値の高

いお茶です。玉露と煎茶を詰合せにしました。 

 

■大正園茶舗☎０７７４-８８-２０１２ 

通年発送 

商品番号 寄附額 ２０,０００円０２‐３８

抹茶入煎茶ティーバッグ ひも付５ｇ×５０個 

抹茶入玄米茶ティーバッグ ひも付５ｇ×５０個 

ほうじ茶ティーバッグ ひも付５ｇ×５０個 

かわいいティーバッグ置き（星形取手付トレ

ー）×２ 

 

■㈱西出製茶場☎０７７４-８８-２２００ 

宇治抹茶入深蒸し煎茶1kg 
 商品番号 寄附額 1０,０００円０１‐１６

抹茶入深蒸し煎茶２５０ｇ袋×４本 

 

 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐１７

抹茶入玄米茶２５０ｇ袋×４本 

 

通年発送 通年発送 

通年発送 

通年発送 通年発送 

通年発送 

商品番号 寄附額 ２０,０００円０２‐０４

宇治抹茶入玄米茶2.1kg 
 
 

宇治抹茶入深蒸し煎茶2.1kg 
 
 

商品番号 寄附額 ２０,０００円０２‐０３

宇治抹茶入玄米茶1kg 
 
 



                             

                             

                             

                             

      

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐１４

深蒸し煎茶ティーバッグ 

深蒸し煎茶ティーバック４０袋（各袋３ｇ入）

×２ 

【特長】深蒸し仕立ての茶葉を１００％使用し

た濃厚な味わいのティーバッグです。抽出製

の高いテトラ型ティーバッグに詰めました。 

 

■㈱宇治田原製茶場☎０７７４-９９-８０８０ 

 

粉末煎茶 さらっと６本組 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐７７

粉末煎茶４０ｇ袋×６ 

【特長】茶葉の栄養が丸ごと摂れる粉末煎茶

です。お湯を入れて溶かすだけで急須も不

要。手軽に濃厚な味わい、美しい色をお楽し

みいただけます。便利なチャック付袋入り。 

 

■㈱宇治田原製茶場☎０７７４-９９-８０８０ 

 

国産黒番茶ティーバッグ 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐７８

黒番茶ティーバッグ３０袋（各袋５ｇ入）×１ 

黒番茶ティーバッグ７袋（各袋５ｇ入）×２ 

【特長】独自の研究・開発した製法により、「重

合カテキン」は中国烏龍茶の２倍以上。食事

の脂が気になる方におすすめです。 

 

■㈱宇治田原製茶場☎０７７４-９９-８０８０ 

 

通年発送 通年発送 通年発送 

茶問屋渾身の特選茶  Professional select tea 
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商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐２６

茶 

手炒り京番茶 ２５０ｇ袋×５袋 

【特長】京番茶は京都では昔から愛飲されて

いる素朴な飲み物です。 

京都の伝統製法で仕上げた特選品で、どな

たでもお楽しみいただけます。 

 

■矢野製茶場☎０７７４-８８-２１９９ 

宇治の雁が音ほうじ茶８袋 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐８９

宇治の雁ヶ音ほうじ茶 ２００ｇ×８袋 

 

【特長】一・二番茶の煎茶のかりがね（くき茶）

特有のとてもいい香りがあり、風味豊かなほう

じ茶です。 

 

■㈱髙田通泉園☎０７７４-８８-３９３９ 

ほうじ茶ドカンと半年分 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐５０

京都産ほうじ茶１ｋｇ入り×２本 

茶筒（ほうじ茶４００ｇ用） 

【特長】地元で人気のカフェ「お茶の郷木谷山」

で人気のお徳用ほうじ茶２kg に加えて、開封

後の保管用のお茶缶をつけてお届けします。 

 通年発送 通年発送 通年発送 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐０５

 

こいまろ茶１００ｇ×３袋 

 

■㈱宇治田原製茶場☎０７７４-９９-８０８０ 

 

こいまろ茶缶入ギフト２本組 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐０８

こいまろ茶１２０ｇ×２缶 

 

■㈱宇治田原製茶場☎０７７４-９９-８０８０ 

 

こいまろ茶 ６本組（茶さじ付） 

商品番号 寄附額 ２０,０００円０２‐０１

こいまろ茶１００ｇ×６本 茶さじ×１ 

 

■㈱宇治田原製茶場☎０７７４-９９-８０８０ 

 

通年発送 通年発送 通年発送 

【こいまろ茶】味・色が濃い「深蒸し煎茶」に香りよくさわやかな味の「若蒸し煎茶」深い深みの「玉露」の一番茶葉を贅沢に使用し、

仕上げに宇治抹茶を加えて仕上げた「黄金比ブレンド」により誰が淹れてもおいしく飲める「理想的な緑茶」に仕上げています。 

 

 

 



                             

                             

                             

                             

      

茶器で淹れる緑茶   Green tea leaf & “Kyuusu” 

14 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐５８

お茶とかわいい急須セット 

宇治田原産抹茶入り煎茶５０ｇ 

ピンク缶 

ステンレス茶こし付水玉急須(ガラス) 

【特長】水玉のフタのかわいい急須でティータ

イムをお楽しみください。 

 

■㈱西出製茶場☎０７７４-８８-２２００ 

耐熱ボトルと冷茶セット 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐８１

耐熱ボトル７５０ｍｌ（耐熱ガラス） 

深蒸し冷茶ティーバッグ６２袋入（１袋４ｇ） 

【特長】ワインボトル型のおしゃれな耐熱ガラ

スポットと深蒸し冷茶のセットです。簡単水出

しでおいしく淹れられます。 

 

■㈱宇治田原製茶場☎０７７４-９９-８０８０ 

玉露と水出し茶器詰合せ 
 商品番号 寄附額 ２０,０００円０２‐２４

宇治田原産 ごこう１０ｇ×３ 

宇治田原産 さみどり１０ｇ×３ 

ハリオ雫 

【特長】地元の宇治田原産玉露の中でも特に

優れた茶葉を使用しています。 

 

㈱西出製茶場☎０７７４-８８-２２００ 

通年発送 

商品番号 寄附額 ２０,０００円０２‐２５

宇治玉露と青磁の茶器セット 

宇治田原産 玉露６０ｇ 千代紙缶入り 

青磁茶器（国産）（急須１個、湯呑み２個） 

【特長】最高級の玉露は低温でゆっくりと時間

をかけて抽出すると強い旨味が感じられま

す。 

 

■㈱西出製茶場☎０７７４-８８-２２００ 

初めての玉露セット 

商品番号 寄附額 ２０,０００円０２‐３６

宇治田原産玉露７ｇ×５袋 千代紙缶 

白磁宝瓶急須×１ 

湯呑み５客 湯冷まし×１  

【特長】玉露を楽しみたい方のために作った

宇治田原産茶葉付き白磁宝瓶セットです。 

 

■㈱西出製茶場☎０７７４-８８-２２００ 

高級玉露お試しセット 

商品番号 寄附額 ２０,０００円０２‐０６

玉露５０ｇ（猿丸） 

紅葉玉露茶器（宝瓶×１、湯呑×５、湯冷ま

し×１） 

【特長】高級玉露と美しいモミジ柄の玉露茶

器をセットにしました。 

 

■㈱宇治田原製茶場☎０７７４-９９-８０８０ 

通年発送 

商品番号 寄附額 ３０,０００円０３‐０４

宇治玉露と青磁茶器・湯呑 
 

宇治田原産玉露２５ｇ 千代缶（小）  

青磁急茶器（国産）（急須、湯ざまし（酒用に

も使用可）、湯呑４客） 

【特長】手に馴染む茶器は一生もの。玉露と

贅沢な時間をお楽しみください。 

 

■㈱西出製茶場☎０７７４-８８-２２００ 

特選宇治茶と名工桜急須 

商品番号 寄附額 ３０,０００円０３‐０２

特選煎茶１００ｇ 急須（２００ｃｃ） 

【特長】針のように美しい茶葉からの香りと味が

絶品の宇治煎茶。急須は、伝統工芸士・２代

目玉光氏による黒泥の急須に、九谷焼絵付師 

・田村次盛氏が上絵付けを施した逸品です。 

 

■㈱宇治田原製茶場☎０７７４-９９-８０８０ 

商品番号 寄附額 ５０,０００円０４‐１２

宇治田原産 奥谷輝夫作 煎茶５０ｇ 

急須 湯冷まし 煎茶碗５客 

【特長】農水大臣賞受賞者、茶師「奥谷輝

夫氏」の煎茶と、京焼作家、原清和（清

和窯）作の茶器揃（粉引）です。 

 

■㈱髙田通泉園☎０７７４-８８-３９３９ 

通年発送 

通年発送 通年発送 

通年発送 

通年発送 

通年発送 

発送：４月頃～９月頃 



                             

                             

                  

自然の恵みと木の温もり   

≪森の恵み≫木製オリジナル
グッズ（ハート orブロック型） 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐１０７

無垢材（宇治田原産杉・檜）使用（木素材部

分＝約１．５㎝角・厚さ１㎝） 

次のいずれか１種類をお選びください。 

カフスボタン２つ、イヤリング２つ、ピアス２つ、

ネクタイピン１つ、ピンバッチ２つ、ブローチ２つ 

それぞれハート型とブロック型があります。 

 

■㈱ナカタ☎０７７４-８８-４４４４ 

 

通年発送 

茶器と緑茶と  

15 

初めての茶香服セット 

商品番号 寄附額 １００,０００円０５‐１１

闘茶用茶器×１０客 闘茶会用急須 

急須 缶×５ 宇治田原玉露（花）８ｇ×１０

袋 宇治かぶせ茶（鳥）８ｇ×１０袋 

宇治煎茶（風）８ｇ×１０袋 宇治煎茶（月）８ｇ

×１０袋 宇治玄米茶（客）８ｇ×１０袋 トレー

シングシート２０ 花鳥風月客シール１０シート  

成績表２枚   

■㈱西出製茶場☎０７７４-８８-２２００ 

通年発送 

商品番号 寄附額 ３０,０００円０３‐１２

ガラス急須 

おもてなし深蒸し茶「京ふか冠茶７ｇ」×１０袋 

豆しぼりカップ×２ 

豆しぼりプレート×２ 

抹茶パウンドケーキ×２ 

 

■㈱西出製茶場☎０７７４-８８-２２００ 

通年発送 冷凍 

商品番号 寄附額 ３０,０００円０３‐１３

白磁・匠急須（国産）（ステンレストレーナー付） 

白磁・匠カップ×４ 

抹茶フィナンシェ×４ 

おもてなし深蒸し茶「京ふか冠茶７ｇ」×５袋 

 

■㈱西出製茶場☎０７７４-８８-２２００ 

 

通年発送 冷凍 

≪森の恵み≫無垢板時計 

商品番号 寄附額 ２０,０００円０２‐５２

無垢板（宇治田原産檜） 

大きさ＝約３０㎝×３０㎝×３．５㎝ 

重量＝約１.２㎏ 

動力＝単三電池１個（別売り） 

付属：時刻目盛用にハートとブロックの２種・

１２個付き。自分流に配置ください。 

 

■㈱ナカタ☎０７７４-８８-４４４４ 

通年発送 

床敷き無垢ボード ８枚セット 

商品番号 寄附額 ５０,０００円０４‐１１

床敷き無垢ボードＹ０４５×８枚 

１枚の大きさ＝４５０㎜×４５０㎜×２０㎜厚 

無垢の杉 

※実用新案登録商品 

 

■㈲木創☎０７７４-８８-４２４６ 

 

通年発送 

宇治田原の柿渋 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐９３

柿渋１．５Ｌペットボトル２本セット 

 

※防虫、防腐、抗菌などの作用があるからと

昔から愛用されてきた渋柿。溶剤不要で、水

溶性ですが固まれば耐水性がでます。 

※ただし、自然素材ですので、耐候性は強く

ありません。屋外の場合、２、３年での塗り替

えが必要です。 

■㈲木創☎０７７４-８８-４２４６ 

 

通年発送 

床に敷くだけで冬の寒さが緩和され、

足腰への衝撃が和らぎます。 
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商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐１８

宇治抹茶 春香の昔（１００ｇ） 

宇治抹茶１００ｇ缶 

 

【特長】お抹茶を点てて飲むのはもちろん、

お料理やお菓子作りと様々な用途にお使

いいただけます。 

 

■㈱宇治田原製茶場☎０７７４-９９-８０８０ 

手摘み 宇治抹茶 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐２９

宇治抹茶４０ｇ缶 

 

【特長】一葉一葉大切に手摘みで収穫した茶

葉を石臼で丁寧に引き上げた一品です。深

い味わいをお楽しみください。 

 

■矢野製茶場☎０７７４-８８-２１９９ 

特別金賞受賞 宇治抹茶 琴 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐５３

抹茶缶入り４０ｇ（箱入） 

【特長】国際銘茶品評会で特別金賞を受賞

した、大変旨みの濃い、香り豊かな抹茶で

す。日本茶鑑定士の資格を有する当園茶匠

が自信をもって皆様にお届けします。 

 

■㈱古畑園☎０７７４-８８-２１１５

通年発送 通年発送 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐５５

 

宇治田原産碾茶６０ｇ×２袋（チャック

付） 宇治田原産抹茶２０ｇ缶 

【特長】大変貴重な宇治田原産の碾茶（抹茶

に挽く前の原料）と抹茶のセットです。お茶プ

レッソ等の機械をお持ちの方にお勧めです。 

 

■㈱西出製茶場☎０７７４-８８-２２００ 

抹茶飲み比べセット（２種） 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐９０

上級宇治抹茶「鵬雲」４０ｇ 

中級宇治抹茶「松の昔」４０ｇ 

【特長】いずれも香り高い抹茶です。濃く出し

ても渋みがかなり少ない上級品の違いがわ

かっていただけるはずです。 

 

■  

お抹茶いっぷくセット 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐０６

宇治抹茶３０ｇ缶入 茶筌 茶杓  

白粉引き一服碗２客 

【特長】ご家庭で抹茶を気軽に楽しんでいた

だけるセット。茶葉の栄養を丸ごと摂れる抹茶

は、健康や美容に良いと注目されています。 

 

■㈱宇治田原製茶場☎０７７４-９９-８０８０ 

通年発送 

商品番号 寄附額 ２０,０００円０２‐０５

お抹茶ほっこりセット 

宇治抹茶３０ｇ缶入×３種（万寿の昔、八千代

の昔、静香の昔） 茶筌 茶杓 白粉引き一

服碗２客 ６種ハート和三盆 抹茶のしおり 

【特長】３種の抹茶の味くらべをお楽しみくださ

い。ハート形のおいしい和三盆糖もセットです。 

 

■㈱宇治田原製茶場☎０７７４-９９-８０８０ 

 

初めてのお抹茶セット 

商品番号 寄附額 ２０,０００円０２‐１０

抹茶 呉竹１００ｇ 抹茶茶碗 茶筅 茶杓 

【特長】日本茶鑑定士の資格を持つ当園茶

匠がおすすめするお抹茶セット。初めての方

にもお抹茶をすぐに楽しんで頂けるようセット

しました。お抹茶は本格的なもので、たっぷり

１００ｇ入っています。 

■㈱古畑園☎０７７４-８８-２１１５ 

通年発送 

通年発送 通年発送 

通年発送 

通年発送 

通年発送 

商品番号 寄附額 ３０,０００円０３‐１１

宇治抹茶 春香の昔（３４０ｇ） 

宇治抹茶１００ｇ缶×３ 

宇治抹茶４０ｇ缶×１ 

【特長】お抹茶を点てて飲むのはもちろん、

お料理やお菓子作りと様々な用途にお使

いいただけます。 

 

■㈱宇治田原製茶場☎０７７４-９９-８０８０ 
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商品番号 寄附額 ５０,０００円０４‐０７

宇治抹茶と手付抹茶碗揃 

宇治抹茶４０ｇ 茶筌（百本立） 手付き

抹茶碗（常滑焼） 茶碗×５（常滑焼） 

【特長】常滑焼の名工、玉光氏作、趣深い手

付き抹茶碗で大人数分の抹茶を作って注

ぎ分けられる便利な茶器です。 

 

■㈱宇治田原製茶場☎０７７４-９９-８０８０ 

 

プロなみ お抹茶セット 

商品番号 寄附額 ５０,０００円０４‐１０

お抹茶茶碗  

お抹茶（宇治田原産）２０ｇ  

ステンレス抹茶篩 茶筅 真（国産）  

８０本立・高山茶筅（国産） 棗  

茶杓 半月盆  

 

■㈱西出製茶場☎０７７４-８８-２２００ 

プレミアム挽きたてお抹茶セット 
 商品番号 寄附額 １００,０００円０５‐１２

お茶プレッソ 

碾茶・おくみどり勝谷印６０ｇ×３袋 

８０本立・高山茶筅（国産） 

【特長】お茶プレッソで挽きたてのお抹茶を楽

しんでいただけるセットです。 

 

■㈱西出製茶場☎０７７４-８８-２２００ 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐２７

宇治抹茶カプチーノ 

宇治抹茶カプチーノ１２ｇ×５０袋 

 

 

【特長】吟味した宇治抹茶を使用。クリーミー

な泡立ちに癒されます。 

 

■矢野製茶場☎０７７４-８８-２１９９ 

京都宇治抹茶グリーンティー 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐８５

京都宇治抹茶グリーンティー１８ｇ×１０Ｐ 

×５袋 

【特長】石臼挽き宇治抹茶を使用の風味豊か

なグリーンティー。夏はアイスにして、冬はホット

ミルクと混ぜてお楽しみください。 

 

■矢野製茶場☎０７７４-８８-２１９９ 

通年発送 

泡立つほうじ茶ラテ 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐８８

泡立つほうじ茶ラテ１２０ｇ×５袋 

【特長】宇治産の茶葉を自家焙煎で香り引き

立つほうじ茶にしました。ラテの醍醐味である

クリーミーな泡を、溶かすだけで簡単に泡立

つよう仕上げました。 

 

■髙田通泉園☎０７７４-８８-３９３９ 

通年発送 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐９１

古畑園のほうじ茶オ・レ 

ほうじ茶オ・レ１５ｇ×５０本 

【特長】厳選された宇治茶を絶妙の按排で焙

じた香り豊かなほうじ茶をオ・レにしました。ほ

うじ茶の香りとクリーミーな味をホットでもアイ

スでもお楽しみいただけます。 

 

■㈱古畑園☎０７７４-８８-２１１５ 

抹茶ラテ クリーマーセット 
 
 

商品番号 寄附額 ２０,０００円０２‐２７

ハリオクリーマー 

宇治抹茶「久和利」２０ｇ缶 

宇治抹茶「久和利」１００ｇチャック付  

【特長】香り、味に加え美しい色が特徴の高品

質のお抹茶です。 

 

■㈱西出製茶場☎０７７４-８８-２２００ 

 

通年発送 

通年発送 

通年発送 通年発送 

通年発送 

通年発送 

通年発送 

抹茶御手前セット 

商品番号 寄附額 ５０,０００円０４‐０２

抹茶碗（清水焼） 棗（山中塗） 建水（美

濃焼） 茶筅 茶杓 茶巾 山道盆 ふ

くさ 宇治抹茶３０ｇ缶 点て方しおり 

【特長】茶道のお点前の基本的な所作を覚え

るお稽古にお使いいただけるセットです。 

 

■㈱宇治田原製茶場☎０７７４-９９-８０８０ 
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商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐０１

お手作り京もなか（色々セット） 

抹茶もなか皮２０枚 

京番茶もなか皮２０枚 

丹波大納言あん２６０ｇ 

抹茶あん２６０ｇ 

 

 

■㈲巨泉☎０７７４-８８-４５０７ 

抹茶・ほうじ茶チョコレート 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐０２

抹茶チョコレート（１０ｇ）２０枚 

ほうじ茶チョコレート（１０ｇ）２０枚 

 

 

 

 

■㈲巨泉☎０７７４-８８-４５０７ 

きよ泉の和風ぷりん 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐７２

抹茶ぷりん（豆乳とろりん）７０ｇ×５個 

ほうじ茶ぷりん（豆乳とろりん）７０ｇ×５個 

宇治金時ぷりん７０ｇ×５個 

 

 

 

㈲巨泉☎０７７４-８８-４５０７ 

通年発送 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐１０

 

抹茶入深蒸し京仕立て〈京舞妓〉ティーバッ

グ３袋（各袋４ｇ×５袋入） 

こいまろ抹茶生八ツ橋５個×３セット 

こいまろ茶だんご５串×３セット 

 

 

■㈱宇治田原製茶場☎０７７４-９９-８０８０ 

こいまろラングドシャセット 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐１２

こいまろ茶３０ｇ

こいまろラングドシャ（１０枚）×２箱 

 

 

 

 

■㈱宇治田原製茶場☎０７７４-９９-８０８０ 

宇治抹茶パピロ４箱 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐７５

宇治抹茶パピロ８本入×４箱 

 

 

 

 

 

■㈱宇治田原製茶場☎０７７４-９９-８０８０ 

通年発送 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐７６

こいまろフィナンシェ３箱 

こいまろフィナンシェ５個入×３箱 

 

 

 

 

 

■㈱宇治田原製茶場☎０７７４-９９-８０８０ 

宇治抹茶かりんとう５箱 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐７９

抹茶かりんとう１２０ｇ×５箱 

 

 

 

 

 

■㈱宇治田原製茶場☎０７７４-９９-８０８０ 

生チョコ餅２種詰合せ 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐８０

抹茶生チョコ餅（８個入）×２箱 

ココア生チョコ餅（８個入）×２箱 

 

 

 

 

■㈱宇治田原製茶場☎０７７４-９９-８０８０ 

通年発送 

通年発送 

通年発送 

５月～９月は冷蔵 通年発送 

発送：１２月頃～翌年２月頃 

発送：１月頃～３月頃 発送：１１月頃～翌年３月頃 
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商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐２５

濃厚なお茶のガトーショコラ 

ガトーショコラ（ほうじ茶３個・玉露３個） 

煎茶８０ｇ 

 

 

 

 

■㈱協栄製茶☎０７７４-８８-２７０７ 

おしろいロール ２本セット 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐１０５

日本初の穀産卵を使用したロールケーキ 

おしろいロール×２ 

 

 

 

 

■㈱ふるさとたまご村☎０７７４-５５-２７１７ 

生どら焼きセット 
 商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐４３

宇治抹茶生どら焼き６個     

ほうじ茶生どら焼き６個 

化粧箱入り 

 

 

 

■髙田通泉園☎０７７４-８８-３９３９ 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐４４

ほうじ茶ぷりん 

ほうじ茶ぷりん１２個（箱入り） 

 

 

 

 

 

■髙田通泉園☎０７７４-８８-３９３９ 

抹茶・ほうじ茶一口チョコ 

商品番号 寄附額 ２０,０００円０２‐１８

宇治抹茶チョコレート６５ｇ入（個包装含む）

×１０袋  

ほうじ茶チョコレート６５ｇ入（個包装含む）×

１０袋 

 

 

■髙田通泉園☎０７７４-８８-３９３９ 

通年発送 

抹茶・ほうじ茶チョコ詰合せ 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐５６

宇治抹茶チョコ２００ｇ 

宇治ほうじ茶チョコ２００ｇ 

抹茶＆ほうじ茶チョコ２００ｇ 

 

 

 

■㈱西出製茶場☎０７７４-８８-２２００ 

通年発送 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐９２

抹茶生クリームどら５個 

おもてなし深蒸し茶「京ふか冠茶7ｇ」×３袋 

京ふか冠茶ティーバッグ ひも付３ｇ×１０個

×１袋 

 

 

■㈱西出製茶場☎０７７４-８８-２２００ 

抹茶＆ほうじ茶クリームどらとお茶 

商品番号 寄附額 ２０,０００円０２‐３５

抹茶生クリームどら８個 

ほうじ茶生クリームどら８個 

宇治茶ティーバッグ（煎茶）２.５ｇ×１６個 

 

 

 

■㈱西出製茶場☎０７７４-８８-２２００ 

通年発送 

通年発送 

通年発送 通年発送 

通年発送 

通年発送 冷凍 冷凍 

冷凍 夏場のみ冷蔵 夏場のみ冷蔵 

冷凍 冷凍 



                             

                             

                             

                             

                 
 

  

ここだけのハート  
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【内容】 

お茶と菓子のおもてなし 

写経/数珠づくり（＊１）/風鈴の絵付け（＊２）から１つを選

んで修行体験。 

＊1）数珠づくりは希望日の２か月前までに納税ください。 

＊2）風鈴の絵付けの利用は７月～９月上旬。１か月前までに納税ください。 

本プラン限定の朱印を授与 

冬季の利用不可。 
※ 有効期間：１年間 

■高野山真言宗正寿院 ☎０７７４-８８-３６０１ 

01‐36 商品番号 10,000円 寄附額 

正寿院選べる体験プラン 

オリジナル朱印付きペア券 

Ｋｙｏｔｏ  

山里のお寺で 
ここだけの癒しのじかん 

 

Discover the  in Ujitawara Town 

京都府南部に位置するハートのカタチ

をした宇治田原町。お茶の文化に育まれ

たこのまちには、人をもてなすという精

神が今も受け継がれています。 

ハートにちなんだ、心に潤いをもたらす

体験やグッズをラインナップしました。 

－＃ハートのうじたわら － 

ほっこりする 

昔ながらの街並みや茶畑が残る日本遺産「湯屋谷(ゆやだに)」＝「や

んたん」の入り口に、レトロな茶工場跡をリノベーションした交流施設

が誕生しました。ほっこりくつろぎながら、心あたたまるおもてなしを

ご堪能ください。 

■宗円交遊庵やんたん☎０７７４-４６-８８６４ 
 

■宇治田原町湯屋谷尾華２１ 

■10:00～17:00   

■観光案内、飲食・体験（週末限定） 

■水・木休  

■Ｐあり  

■最寄りバス停：湯屋谷 

■https://ujitawara-kyoto.com 

 

交流 

施設 

ハートウォーミングな 

宗円交遊庵 やんたん 

緑茶が生まれた里に暮らす人たちが手作りでおもてなし 



                             

                             

                             

                             

                             

  
 
このカタログでしか 

手に入らない 
 
  
ハートの 
限定グッズ 

ここにしかないハート  Ｄiscover the      

【内容】 

抹茶入緑茶ハートリーフ８０ｇ袋 

急須（２３０ｃｃ） 

湯呑×２（９０ｃｃ、径７×高さ６ｃｍ） 

通年発送 

■  

03‐01 商品番号 30,000円 寄附額 

ハートリーフ名工ハート茶器揃 

【内容】 

抹茶入緑茶ハートリーフ８０ｇ袋 

花柄急須（３５０ｃｃ） 

通年発送 

■  

01‐21 商品番号 10,000円 寄附額 

ハートリーフ急須セット 

【内容】 

抹茶入緑茶ハートリーフ８０ｇ袋 

ローズ蓋付カップ（約１８０ｃｃ） 

通年発送 

■  

 

01‐22 商品番号 10,000円 寄附額 

ハートリーフとお手軽カップ 

【内容】 

抹茶入緑茶ハートリーフ８０ｇ袋×２ 

ハート和三盆糖１２個入り×２ 

通年発送 

■  

 

01‐19 商品番号 10,000円 寄附額 

ハート茶菓セット 

【内容】 

ハートの抹茶サブレ×６枚 

高級煎茶１００ｇ ガラス急須（ステンレス茶こし） 

七宝カップ×２客 プレート×１ 

通年発送 

■㈱西出製茶場 ☎０７７４-８８-２２００ 

 

02‐37 商品番号 20,000円 寄附額 

泊まる 

【森林浴の森・日本百選】 

【内容】 

農家民宿ＭＡＲＵ＋ＪＹＵ（まるじゅう） 

一泊二名宿泊（素泊まり） 

４月～１０月（５月・お盆時期除く）限定 

民宿の詳細は２６ページへ 

■ソーシャルイノベーション宇治田原  

☎０７７４-８８-３３０９ 

ハートのまちで、ゆったりと 

農家民宿ペア宿泊券 

五感で満喫するコアな体験 

ハート形の展望台 in 末山・くつわ池自然公園 

森林浴の森・日本百選「末山・く

つわ池自然公園」にあるハート形の

木の展望台。ベンチから街並みや茶

畑などが一望できます。展望台に

は、腰かけた人たちが、もっと仲良

しになるというベンチがあります。

体力に自信のあるカップルやご家

族は、ハート形の展望台を探してみ

てください。 

宿泊プランの詳細は２６ページへ 

■郷之口生産森林組合  

☎０７７４-８８-３８９５ 

農家 

民宿 
森林浴 

21 



                             

                             

                         

世界に一つ「ハートのマンホール」 
宇治田原製茶場が設置 

ここにしかないハート   Ｄiscover the      

【内容】 

深蒸し茶８０ｇ×１箱 

盆１枚（直径約２７ｃｍ・山中塗） 

通年発送 

■  

 

01‐82 商品番号 10,000円 寄附額 

特別限定茶丸盆セット 

【内容】 

深蒸し茶５００ｇ箱（２５０ｇ袋×２本入） 

コースター２枚組（直径約９ｃｍ） 

通年発送 

■  

 

02‐33 商品番号 20,000円 寄附額 

特別限定茶コースターセット 

22 

【内容】 

ハート急須 湯呑×２ 

トロッとした旨味が凝縮した上級玉露 

「大奥」１００ｇ 

芳醇な香りと旨味の煎茶「秘蔵」１００ｇ 

通年発送 

■

 

04‐08 商品番号 50,000円 寄附額 

【内容】 

深蒸し茶８０ｇ×３箱 

通年発送 

■  

 

01‐73 商品番号 10,000円 寄附額 

特別限定茶 ３個組 

【内容】 

抹茶入緑茶ハートリーフ８０ｇ袋 

ハートカップ＆ソーサー×２組 

通年発送 

■  

 

01‐20 商品番号 10,000円 寄附額 

ハートティータイム 

【内容】 

深蒸し茶８０ｇ×１箱 

マグカップ２客（約１８０ｃｃ・美濃焼） 

通年発送 

■  

 

01‐74 商品番号 10,000円 寄附額 

宇治田原製茶場の敷地内に平成

３０年６月、「ハートのマンホール」

が設置されました。同社が「ハート

のまち」をＰＲできないかと構想か

ら約１年３か月かけ実現。ハートの

中に茶畑で茶摘みをする風景が描 

かれていています。茶摘み娘がかぶっている手ぬぐいにも、ハ

ートの模様が、さりげなくあしらわれています。「宇治田原へお

越しの際は、ぜひ見にきてください」と同社では来訪を歓迎し

ています。同社ではマンホール完成を記念した商品（本ページ

内「特別限定茶」）も開発しました。 

 

ｔｏｐｉｃ 

                
 

                
ハートのまち・うじたわら 

で見つけた 

「あ、いいな  」を 

発信しよう！ 

 

ハッシュタグキャンペーン 
＃ハートのうじたわら  

Heartful Town PR project 



                             

                             

                             

                             

      

京・宇治田原の逸品 the Special Choice 
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商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐５９

搾ったまま果汁ジュース 

搾ったまま果汁（糖度１４度） 

１０００ｍｌ×２本 

※ リンゴ、みかんから２本をお選びください。 

 

 

 

■㈲火の國屋☎０７７４-８８-４５１０ 

 

搾ったまま果汁フルコース 
 商品番号 寄附額 ２０,０００円０２‐１３

搾ったまま果汁（１３度）リンゴ１０００ｍｌ×１本 

搾ったまま果汁（１３度）みかん１０００ｍｌ×１本  

搾ったまま果汁 梅の力１０００ｍｌ×１本     

搾ったまま果汁 完熟梅リンゴ１０００ｍｌ×１本    

 

 

■㈲火の國屋☎０７７４-８８-４５１０ 

 

うじたわらの稔り 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐３２

抹茶マドレーヌ２種×３個 

お野菜マドレーヌ５種 

お野菜クッキー５種 

抹茶クッキー５種  

 

 

 

通年発送 通年発送 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐６０

 

搾ったまま果汁 梅の力１０００ｍｌ×１本 

搾ったまま果汁 完熟梅リンゴ１０００ｍｌ×１本 

 

 

 

■㈲火の國屋☎０７７４-８８-４５１０ 

健康梅の力 定期コース 

商品番号 寄附額 ５０,０００円０４‐０３

絞ったまま果汁 梅の力１０００ｍｌ×９本 

※ 年３回に分けて送付 

 

 

 

■㈲火の國屋☎０７７４-８８-４５１０ 

 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐２４

ふるさと宇治田原パック 

味噌だれ３００ｇ うじたわら漬け１２０ｇ 紅

茶ティーバッグ３ｇ×１０ 干し椎茸７０ｇ 椎茸

６入り こんにゃく１ケ 梅干し１６０ｇ 旬の野菜 

※ 時期によって内容が異なることがあります。 

 

■ＪＡ京都やましろ宇治田原町支店  

ふるさと宇治田原パック 

商品番号 寄附額 ２０,０００円０２‐０８

味噌だれ３００ｇ うじたわら漬け２４０ｇ 古老柿よ

うかん しいたけ昆布 紅茶ティーバッグ３ｇ×１０

干し椎茸７０ｇ 椎茸８入り こんにゃく１ケ 梅干し３５

０ｇ 宇治田原玉露 旬の野菜 

※ 時期によって内容が異なることがあります。 

■ＪＡ京都やましろ宇治田原町支店  

旬のお野菜と柿酢セット 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐３３

宇治田原産の旬のお野菜（５～１０種） 

※ 時期によって内容、種類は異なります。 

柿酢５００ｍｌ×１本 

 

 

 

■  

通年発送 

通年発送 

通年発送 

通年発送 

通年発送 

通年発送 

【健康梅の力】 

糖度にこだわったりんごと梅だけを使

い、火の國屋の独自製法で、防腐剤や

添加物を一切使わず、搾ったままの果

汁を詰めた無添加「ストレート」梅肉

エキス入りのりんごジュースです。 

濃縮還元のジュースとは違った果実本

来の甘みを堪能できます。 

梅エキスは、青梅を濃縮し、糖度８０%、

クエン酸５４%が含まれています。完熟

梅は黄色く熟した落ち梅を搾っていま

す。クエン酸による健康増進効果が非

常に高く、目ざめの１杯で酸性になり

がちな体質を改善し、爽やかな気分に

なり、定期的に飲むことで、クエン酸

効果をさらに体感いただけます。 

夏季冷蔵 



                             

                             

                             

                             

                        

京かしわ炭火焼×６袋 

 

 

 

 

 

■㈱ふるさとたまご村☎０７７４-５５-２７１７ 

京・宇治田原の逸品 the Special Choice  
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商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐３１

柿酢（おいしいレシピ付き） 

柿酢５００ｍｌ×２本 

【特長】「鶴の子柿（渋柿）」の皮をむいて寒風

で乾燥して作られる「古老柿（ころがき）」。こ

の「鶴の子柿」のみを発酵させて、1本1本手

づくりした無添加柿酢です。 

 

■  

宇治茶そば「極」１６人前 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐５４

宇治抹茶そば「極」１８０ｇ（２人前）×８本 

 

【特長】宇治田原産の宇治抹茶を中心に、麺

にふんだんに抹茶を入れることで、濃緑の美

しい茶そばに仕上げました。 

 

■㈱西出製茶場☎０７７４-８８-２２００ 

茶そば「極」と抹茶菓子 
 商品番号 寄附額 ２０,０００円０２‐２６

宇治抹茶そば「極」２０人前（１８０ｇ（２人前）

×１０本） 

抹茶サンドスティック１２本入り 

   

 

 

■㈱西出製茶場☎０７７４-８８-２２００ 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐９９

宇治田原茶ペットボトル１２本 

宇治田原茶葉１００％使用ペットボトル 

５００ｍｌ×１２本  

【特長】厳選した宇治田原産茶葉を１００％使

用して作られた、ご当地限定のペットボトルです。 

 

■宇治田原町商工会青年部 

☎０７７４-８８-４１８０ 

ス 

商品番号 寄附額 ３０,０００円０３‐１０

宇治田原茶葉１００％使用ペットボトル 

５００ｍｌ×２ケース（計４８本） 

 

 

 

■宇治田原町商工会青年部 

☎０７７４-８８-４１８０ 

通年発送 

うじたわら漬け 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐６６

うじたわら漬 地元産規格外きゅうりで作っ

た無添加のきゅうりのしょうゆ漬 定番１０袋 

【特長】夏秋きゅうりの産地・宇治田原町で３０

年前に作られていた伝統の味を復活。きゅう

り本来のおいしさを無添加で引き出しました。 

 

■ほっこり ふグル プ

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐１０２

京たまご穀産  

穀産玉子１０コ入×１ 

【特長】鶏も飼料も完全国産化された国内初

のたまご。パプリカ等の色素分は一切与えて

いませんので昔なつかしいレモン色の黄身が

特徴です。 

 

■㈱ふるさとたまご村☎０７７４-５５-２７１７ 

ふるさとたまご村セット 
 商品番号 寄附額 1０,０００円０１‐１０３

京のお醤油×１  

茶乃月（玉子）１０コ入×１ 

宇治のお茶５００ｍｌ×３本 

 

 

 

■㈱ふるさとたまご村☎０７７４-５５-２７１７ 

京かしわ炭火焼 
 
 
商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐１０４

通年発送 通年発送 

通年発送 

通年発送 通年発送 

通年発送 

発送：１０月～翌年７月 

冷凍 

通年発送 

夏季冷蔵 夏季冷蔵 
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商品番号 寄附額 ２０,０００円０２‐４１

京のかほり 

茶乃月（玉子）１０コ入×２  

穀産玉子１０コ入×１ 

【特長】国内に２％の純国産もみじ鶏が産ん

だ安心のたまご。宇治茶を粉末飼料すること

で、臭みが少なく、ぜひ生でご賞味ください。 

 

■㈱ふるさとたまご村☎０７７４-５５-２７１７ 

逸品京のかほり 穀産セット 

商品番号 寄附額 ２０,０００円０２‐４２

穀産玉子１０コ入×１ 減農薬 農家さん

の米５㎏ 京のお醤油 

【特長】鶏も飼料も完全国産化の国内初のた

まご。減農薬で栽培された農家さんのお米と

オリジナルしょうゆで頂くと絶品です。 

 

■㈱ふるさとたまご村☎０７７４-５５-２７１７ 

茶薫鯖寿司（ちゃかをるさばずし） 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐４６

茶薫鯖寿司×１ 

【特長】宇治田原のお茶と鯖寿司が出会うこと

で、鯖特有の生臭さを抑え、後口に爽やかな

お茶の香りが残る、お茶の郷ならではの逸品

が仕上がりました。 

 

㈲魚定本店☎０７７４-８８-２０３０

通年発送 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐４７

 

玉露ちりめん（７０ｇ）×３袋 

【特長】日本緑茶発祥の地、宇治田原の玉露

と厳選した国産ちりめんじゃこを独自の製法で

炊合せ、ほかにない香り高く鮮やかな一品に

仕上げました。 

 

■㈲魚定本店☎０７７４-８８-２０３０ 

茶薫鯖寿司と田舎鯖寿司 

商品番号 寄附額 ２０,０００円０２‐２２

茶薫鯖寿司 １本 田舎鯖寿司 １本 

茶（荒茶７０ｇ）１袋 

【特長】茶薫鯖寿司と地元で親しまれる昔な

がらの「田舎鯖寿司」を、ぜひ、ごいっしょにお

召し上がりください。 

 

■㈲魚定本店☎０７７４-８８-２０３０ 

純米酒「昭和鶴」 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐１００

清酒 純米酒 １．８Ｌ瓶 

 

 

【特長】味わいは、淡麗辛口。すっきりとした

後味が特長です。 

 

■田中酒店☎０７７４-８８-２０５１ 

通年発送 

通年発送 

通年発送 

発送：１０月～翌年６月 

冷凍 

冷蔵 

冷蔵 

商品番号 寄附額 １００,０００円０５‐０１

 

宇治田原町お茶のふるさとマンホール（直

径60cm厚さ 1.4cm） 

マンホールスタンド 

※受注生産のため、納期は自治体への入金

確認後２か月程度要します。 

■宇治田原町企画財政課 

☎０７７４-８８-６６３２ 

ふるさとマンホールミニ 

商品番号 寄附額 ５０,０００円０４‐０６

宇治田原町お茶のふるさとミニマンホール 

（直径40cm厚さ 1.4cm） 

マンホールスタンド 

※受注生産のため、納期は自治体への入金

確認後２か月程度要します。 

■宇治田原町企画財政課 

☎０７７４-８８-６６３２ 

発送：１０月～翌年６月 

通年発送 通年発送 

夏季冷蔵 夏季冷蔵 



                             

                             

                             

                             

                        

緑茶発祥の地で 

ゆったりと農家民宿ペア宿泊券 

05‐06 商品番号 100,000円 寄附額 

４月～１０月限定（５月・お盆時期除く）プラン。 

１泊食事なし。（食事は近隣のレストランにご案内します。） 

人数を追加する場合は５，０００円/人（上限４名まで） 

※ 宿泊希望日の２か月前までに納税ください。 

宇治田原で泊まる   Trip to Ujitawara 

京都・宇治田原 MARU+JYU 

農家民宿というこだわり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○京・宇治田原茶のかおり宗圓香 

 １３ｃｍタイプ５０ｇ入×３箱 
 
 
 
 
■２１ お茶のふるさと塾 
☎０７７４－８８－４２４６ 

26 

築１００年を超える元ホイロ小屋（製茶工場）をリノベー

ションし、ゲストハウスMARU+JYUが誕生しました。モダ

ンで上質でありながら、どこか懐かしさを感じる空間で

のひとときをお楽しみください。ご希望により季節にあっ

た農業体験もできます。 

 
 
 

限定５組 

■ソーシャルイノベーション宇治田原 ☎０７７４-８８-３３０９ 

森林浴の森 日本百選 
 

末山・くつわ池自然公園で CAMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
○京・宇治田原茶のかおり宗圓香 

 １３ｃｍタイプ５０ｇ入×３箱 
 
 
 
 
■２１ お茶のふるさと塾 
☎０７７４－８８－４２４６ 

夜は照明がロマンチックに屋内を演出 

「森林浴の森 日本１００選」に選ばれた公園。３か所あるキャンプ場とバ

ンガローに加え、テニスコート、釣り堀、屋根付きバーベキュー棟など多

彩なアウトドアが楽しめる施設です。自然いっぱいの散策路や、その先に

は、ハート形の展望台があります。 
 
■郷之口生産森林組合☎０７７４-８８-３８９５ 

トレーラーハウス(４名用) 

１泊２日宿泊券 

03‐09 商品番号 30,000円 寄附額 

バンガロー(８名用) 

１泊２日宿泊券 

02‐30 商品番号 20,000円 寄附額 

※ 入園料（大人４００円、小人２００円）、

駐車場代（普通車４００円/台）など

は別途必要です。 

※ 有効期間：１年間 

 

エアコン完備 
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※ 交流会は毎年５月上旬に開催しています（平成３０年は５月６日（日））。 

受付期間：１２月～翌年３月 

㊧茶摘み衣装を着てお茶摘み体験。㊨お茶

の銘柄を当てる茶かぶき体験。 

■２１お茶のふるさと塾 ☎０７７４-８８-４２４６ 

２１お茶のふるさと塾 
お茶摘み体験交流会        
 

 限定 

２０名 

茶摘み娘変身セット（or ふるさと弁当） 

お茶摘み体験交流会２名チケット 

家族参加券（大人２名+子ども４名まで） 

02‐17 商品番号 20,000円 寄附額 

01‐37 商品番号 10,000円 寄附額 

01‐38 商品番号 10,000円 寄附額 

緑茶とアロマの新しい出会い 

心も身体もほっこりリラックス            
 ■大辻百貨店 ☎０７７４-８８-４０４０ 

 

抹茶アートと天然アロマで 

くつろぎ体験 

01‐51 商品番号 10,000円 寄附額 

抹茶アートと天然アロマで 

くつろぎ体験ペア 

02‐21 商品番号 20,000円 寄附額 

交流会参加券 

「茶摘み衣装」か「ふるさと弁当」のいずれかをセット 

交流会参加ペア券 

交流会家族参加券 

㊤緑茶のパックと天然アロマのハンドケア。

㊧アロマスプレー作り。㊨抹茶アート体験。 

【内容】 

宇治田原町産緑茶のパックと天然アロマでハンドケ

ア１５分 

抹茶アート体験２０分 

選べるアロマ体験（①～③の中から１つ選んで体験

いただけます） 

①アロマドライヘッドスパ５分 ②アロマスプレー作り  

③アロマバスソルト作り 

通年利用 
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海外客に大人気の宇治茶体験 
inかやぶき屋根の古民家 

03‐18 商品番号 30,000円 寄附額 

■浅田園本店 ☎０７７４-８８-２２２３ 

 

㊤㊨季節によって異なる体験ができる茶園観光。 

㊧時間のある方は簡易の製茶体験、ホットプレー

トを使ってのお茶づくりに挑戦してみてください。 

茶園観光・緑園満喫ツアー 

01‐97 商品番号 10,000円 寄附額 

【内容】ご希望・ご都合に応じたツアーを組ませて

いただきます。 

茶園観光 

緑茶の入れ方（煎茶・玉露） 

飲み比べ 

ホットプレート製茶（１時間弱～２時間） 

抹茶体験など 

人数＝大人１名（+子ども１名まで同行可） 

※ 追加の場合は、本プランにその人数分と同じ口数分を納

税いただくか、大人３，０００円/名。 

利用期間：６月～翌年３月 

【内容】 

抹茶体験（石臼挽き、抹茶立て、味わう） 

緑茶の飲み比べ 

おいしいお茶の入れ方レクチャー 

お茶菓子付き 

人数＝最大５名 

通年利用 

宇治田原町で体験する               Play at Ujitawara 
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■㈲丸伍製茶 ☎０７７４-８８-２４１７ 

 限定 

１０名 

㊧女将が緑茶を入れる間、リラックスして待

つ家族連れ。㊨参加者自ら石臼で抹茶を挽く。 

田舎の原風景と 
心やさしい店主の 
おもてなし 
 

季節とご希望に合った 
体験ができます 
 



 

石臼挽き抹茶づくり 

＆抹茶飲み比べ（２名様） 
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■木谷山㈱木谷製茶場 ☎０７７４-８８-２２１８ 

昔ながらの石臼で抹茶挽き。

碾茶を抹茶粉末にします。 

挽きたての抹茶を点てます。手首のスナップがポイントです。 

日本茶専門カフェで 

お手軽だけど 

本格抹茶体験 

 

０１ STEP 

抹茶と木谷山抹茶スイーツ（別売）もご

一緒にお召し上がりください。 

＊昨年まで提供していたスイーツは、

今年から本プランには、含まれており

ませんので、ご了承ください。 

宇治田原町で体験する               Play at Ujitawara 

０２ STEP 

０３ STEP 

商品番号 寄附額 ０１‐４８ １０,０００円

通年利用 

平日ゴルフプレー券２枚 
 
 

商品番号 寄附額 ０２‐１４ ２０,０００円

商品番号 寄附額 ０３‐０３ ３０,０００円

平日ゴルフプレー券１枚 

※ 昼食代、ゴルフ利用税（７５０円）、振興基金（６０円）は別途必要 

※ 他人への譲渡不可 

※ 有効期間：１年間 

■宇治田原カントリー倶楽部 ☎０７７４-８８-３０００ 

通年利用 

東石観光ＴＡＸＩ（貸切３．５時間コース） 
ガイドブック「宇治田原ゆうゆう読本」付き 

商品番号 寄附額 ０４‐１３ ５０,０００円

貸切観光タクシーで巡る 
宇治田原、宇治エリアの小旅行 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

  
 

■東石観光タクシー ☎０９０-３４９２-１２３９ 

寺社仏閣観光ツアーガイド 

対象エリア：宇治田原町及び宇治市周辺 

「宇治田原ゆうゆう読本（＊）」付き。 
＊宇治田原町の観光や文化、歴史が書かれたまち探索 

ガイドブック（全１２０㌻、ポケットサイズ判）。 

研人出版合同会社（同社のプランは３０ページ掲載）発行。 

全予約制。ご利用予定日が決まっている 

場合は、事前にご連絡をお願いします。 

通年利用 

碾茶を挽いていきます。 
 

きめの細かい抹茶ができれば成功。 
 

自分で点てた抹茶ともう一種類の抹
茶を飲み比べてください。 



 
                             

                             

                             

                             

                       

ふるさととつながり   The Furusato 

【内容】 

宇治田原町で暮らす親御さんなどの自宅に、郵便局社

員等が毎月１回訪問し、生活状況を確認して、その結果

をご家族等の報告先へお知らせするサービスです。 

対象者：宇治田原町在住 ２０歳以上 

報告先は最大 3件まで登録することが可能です。 

【注意】 

本返礼品の契約は、寄附者様ご本人に限ります。 

みまもり訪問結果の報告書の受取は、ＰＤＦデータの

閲覧が可能なパソコンやスマートフォンが必要です。 

※ ガラケーの場合、見ることができない可能性があります。 

本件のご利用には、みまもり対象者様の利用同意が

事前に得られていることが必要です｡ 

※ 利用規約及び重要事項はお近くの郵便局で確認してく

ださい。 

■日本郵便㈱ ☎０１２０-２３-２８-８６ 
(平日：8:00～22:00、土･日･休日：9:00～22:00) 

30 

60,000円 寄附額 60‐01 商品番号 

送付します。 

【注意】 

作業内容により別途

追加料金が発生する

ことがあります。 

ふるさと納税をお申

込みいただく前に、

必ずお電話で、宇治

田原町シルバー人材 

30,000円 寄附額 03‐16 商品番号 

みまもり訪問サービス（６か月間） 

１１0,000円 寄附額 11‐01 商品番号 

みまもり訪問サービス（１２か月間） 

自分の本を出したいあなたへ 
執筆から出版までを完全サポート 

研人出版合同会社  

☎０８０-１５２５-７６９１ 

空家のお庭除草、 

空き地の草刈サービス 

規格：全３２頁・Ａ５判・表１～４カラー・本文２８頁モ

ノクロ印刷（中綴じ） 

１００部印刷 

300,000円 寄附額 07‐02 商品番号 

研人マイブック小冊子３２ 

※ いずれのプランも納期はご投稿後１か月です。 

 

200,000円 寄附額 06‐04 商品番号 

研人マイブック小冊子２４ 

規格：全２４頁・Ａ５判・表１～４カラー・本文２０頁モ

ノクロ印刷（中綴じ） 

１００部印刷 

サンプル 

【内容】 

目安面積  

・草引き５坪（約１６㎡） 

・草刈り１００坪（約３３０㎡） 

※残材処理除く。 

作業前後の写真撮影を行い、写真を寄附者に 

 

センターにご相談ください。 

■宇治田原町シルバー人材センター ☎０７７４-８８-４３３３ 

100,000円 寄附額 05‐14 商品番号 

研人マイブック小冊子１６ 

規格：全１６頁・Ａ５判・表１～４カラー・本文１２頁モ

ノクロ印刷（中綴じ） 

１００部印刷 
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グラスサイン（GLASS SIGN） 

07‐01 商品番号 300,000円 寄附額 

真鍮、ステンレス&ウッド 
モダンサインプレート 001 
 02‐28 商品番号 20,000円 寄附額 

真鍮、ステンレス&ウッド 
モダンサインプレート 002 

02‐29 商品番号 20,000円 寄附額 

国内唯一の 

グラスサイン職人 
片岡弘希             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

  
 

Anniversary Board 

06‐03 商品番号 200,000円 寄附額 

AGS ガラス表札 001 

04‐15 商品番号 50,000円 寄附額 

AGS ガラス表札 002 

05‐05 100,000円 寄附額 商品番号 

「Cafe」、「No smoking」など、複数のデザインか

らひとつをお選びいただきます。 

「No smoking」、「Wi-Fi」のいずれかから

お選びいただきます。 

■アメリカングラスサインズ ☎０８０-４９７０-１９８７ 

グラスサインとは約２００年の歴史を

持つ欧米の伝統工芸。古くから高級ブラ

ンドの内外装に使われているアートワ

ークです。 

記念行事などに合わせて、オーダ

ーメイドでデザインします。 

AGS ガラス表札 003 

06‐02 商品番号 200,000円 寄附額 

真鍮タイプ ステンレスタイプ 

アニバーサリー・ウエルカムボード 

 
 

 

別色として、濃青色の準備もございます。 

※ アメリカングラスサインズの商品はすべて受注生産製品の

ため、納期はレイアウト確定後、約２週間かかります。 

※ レイアウトなどについては、カスタマイズが可能なため、

納税後、事業者とご相談ください 
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宇治田原町の「匠」               Ujitawara Craftsman 

※ いずれの作品も、一品ひと品ハンドメイドのため、写真と若干、

模様や形が異なります。 

日常に光と彩のアクセント  世界で一つのガラス工芸品 

■Ｃhico硝子意匠 ☎０７７４-８８-５５１６ 

模様ガラスはし置き２つセット 

色：白、赤紫、ピンク、黄、青、緑の６色から

２つお選びください。 

サイズ：長さ約５０㎜ 

01‐106 商品番号 10,000円 寄附額 

Flower ガラスブローチ 

模様：写真よりお好きな模様をお選びください。 

サイズ：約４０㎜×約５０㎜φ 

付属：安全ピン付き 

02‐43 商品番号 20,000円 寄附額 

Hiwairo ワイングラス 

サイズ：高さ約１５０㎜×約６５㎜φ 

単位：１つより 

03‐19 商品番号 30,000円 寄附額 

玉模様ガラスお香立て 

４色：白、黒、ゴールドよりお選びください。 

１サイズ：約９０㎜φ  
備考：お香立て部が球型ですが、単体でも自立

します。 

02‐44 商品番号 20,000円 寄附額 

ステンレスタイプ 

真鍮、ステンレス& 

ウッド表札 003 
 03‐06 商品番号 30,000円 寄附額 

真鍮、ステンレス& 

ウッド表札 004 

04‐05 商品番号 50,000円 寄附額 

真鍮、ステンレス& 

ウッド表札 005 

04‐14 商品番号 50,000円 寄附額 

真鍮タイプ 

サイズ：幅１５０㎜×高さ６０㎜ 

サイズ：幅１５０㎜×高さ１００㎜ 

サイズ：幅１５０㎜×高さ１５０㎜ 

真鍮タイプ 

グラスサインつづき 



                             

                             

                             

                             

宇治田原町の「匠」   

「兜飾り」（端午の節句） 

色：赤、青光沢よりお選びください。 

サイズ：高さ約８０㎜×幅約１２０㎜ 

04‐18 商品番号 

50,000円 寄附額 

お内裏様とお雛様[宝飾] 

サイズ：高さ約９０㎜×約５０㎜φ 

付属：黒台座、屏風付き 

03‐20 商品番号 30,000円 寄附額 

お内裏様とお雛様[彩飾] 

サイズ：高さ約１１０㎜×約６０㎜φ 

付属：黒台座、屏風付き 

04‐17 商品番号 50,000円 寄附額 

お内裏様とお雛様[雅飾] 

サイズ：高さ約９０㎜×約５０㎜φ 

付属：黒台座、屏風付き 

05‐15 商品番号 100,000円 寄附額 

ガラス製 一輪挿し（小） 

サイズ：高さ約８０㎜×約６０㎜φ 

04‐19 商品番号 50,000円 寄附額 

ガラス製 一輪挿し（大） 

高さ約１２０㎜×約８０㎜φ 

05‐16 商品番号 100,000円 寄附額 

高級ガラス工芸品 棗と茶杓セット 

サイズ：棗＝高さ約６０㎜×約６０㎜φ、茶杓＝長さ１８０㎜ 

用途：茶器 

05‐17 商品番号 100,000円 寄附額 

高級ガラス工芸品 みずや 

高さ約１４０㎜×約６０㎜φ 

用途：茶道具、ガラス製水差し 

付属：透明ガラス蓋付き 

06‐05 商品番号 200,000円 寄附額 

ガラス細工 かがみ餅 

サイズ：高さ約８０㎜×約６０㎜φ 

付属：黒台座付き 

02‐45 商品番号 20,000円 寄附額 

            Ujitawara Craftsman 
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■イラストクリエイター ＭＵＧＩ  kino@kfd.biglobe.ne.jp 

単色 
・ 
透明 

宇治田原町の「匠」 Professional illustration creator 
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イラスト 

クリエイター 
「MUGI」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
○京・宇治田原茶のかおり宗

圓香 

 １３ｃｍタイプ５０ｇ入×３

箱 
 
 
 
 
■２１ お茶のふるさと塾 
☎０７７４－８８－４２４６ 

【特別な人・記念・お礼に】あなた限定の 

「童話風ポストカード」イラスト作成  
 0１‐１0１ 商品番号 １0,000円 寄附額 

 

これまで、専門サイトを通じて制作

した作品は２，０００点を超える人気ク

リエイター「ＭＵＧＩ」。 

記念やお礼、プレゼント、自分用

に、「ＭＵＧＩ」が、あなたのために

オリジナルイラストを描きます。 

※ イラストは、ＭＵＧＩの世界観で描かれます。模写で

はありませんので、ご注意ください。 

オリジナルイラスト作成 １点 

02‐40 商品番号 20,000円 寄附額 

オリジナルイラスト作成 ３点 

04‐16 商品番号 50,000円 寄附額 

【内容】人物、ペット、キャラクターのイラスト作成３点（体）まで 

オリジナルイラスト（人、ペット、キャラ）作成 １０点 
＋背景付き 

07‐03 商品番号 300,000円 寄附額 

【内容】人物、ペット、キャラクターのイラスト作成１０点（体）まで＋背景 

オリジナル背景：寄付者からの「海岸」「山」「お祭り」などの１つのワード

（言葉）をもとに、背景を作成します。 

画像サイズ：１５００×１５００pxまで対応可 

※「パーティ会場」等、お受けできない背景（ワード）がありますので、予めご了承ください。ま

た、細かな描写のご指示はお受けできません。 

 

 

 【作品例のキーワード】うさぎ（動物）、お家（人工物）、キノコ（自然物）、森（景色） 

【内容】オリジナル童話風イラスト作成 １点 

寄附者様からの４つのキーワード（単語）をもとに、ＭＵＧＩがポ

ストカードサイズの童話風イラストを作成します。 

イラスト内にご希望のメ

ッセージを入れること

もできます。 

作品渡し：データのみ。 

サイズ：ハガキサイズ。

解像度：３５０ｄｐi。 

【共通内容】

寄附者様から写真データ、文字情報等をもとに、ＭＵＧＩの世界観でオ

リジナルイラストを描きます。   

イラストのタイプを①テイストＡか②テイストＢのいずれかをお選びいた 

【特別な人・記念・お礼に】 

オリジナルイラスト（人、ペット、キャラ）作成 だきます。 

※模写（衣装等の詳細な描写）ではありませんので、ご注意ください。人物・

キャラはウエストアップまで。 

小物（帽子、髪飾り、ネックレス、お面、手持ちなど）は１体につき１点まで 

作品渡し：データのみ（解像度：１５０ｄｐi。サイズ：１０００×１０００px以内） 

 

 

【内容】人物、ペット、キャラクターのイラスト作成１点（体） 

 

テイストＡ テイストＢ 

【背景】㊨サンプル画

像か単色からお選び

いただけます。ご自

身でご提供いただく

こともできます。 



                             

                             

                             

                             

  

四段型甲⦿ 

設営時外寸：幅６００ mm×奥行６００ mm×高さ６００ mm 

02‐50 商品番号 20,000円 寄附額  

宇治田原企業プライド   

三段型乙⦿ 

設営時外寸：幅４５０ mm×奥行４００ mm×高さ６００ mm   

02‐49 商品番号 20,000円 寄附額 

カットもできる「等身大パネル」 

サイズ：幅９００mm×高さ１８００mm 以内  

お送りいただいた写真やイラストを上記サイズまで拡大しパ

ネルに印刷します。 

付属：自立用キット付き 

上下に折り畳みが可能になるハーフカット加工  
※発送時の振動等で、４つ角が

若干変形することがあります。 

※自身でのカットも可能ですが、

切り方によっては、写真から自

立用キットがはみ出ることも

あります。 

 

40‐02 商品番号 40,000円 寄附額 

The “PLADAN” 
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三段型甲⦿ 

設営時外寸： 

幅６００ mm×奥行５００ mm×高さ８００ mm 

02‐48 商品番号 

20,000円 寄附額 

弐段型甲⦿ 

設営時外寸： 

幅５００ mm×奥行６００ mm×高さ７８０ mm 

02‐46 商品番号 

20,000円 
寄附額 

プラダンの 
ヤマコー 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
○京・宇治田原茶のかお

り宗圓香 

 １３ｃｍタイプ５０ｇ入×

３箱 
 
 
 
 
■２１ お茶のふるさと
塾 
☎０７７４－８８－４２４６ 

カットもできる 

「１／２等身大パネル」A1サイズ 

サイズ：Ａ１（５９４ mm×８４１mm）以内  

お送りいただいた写真やイラストを

上記サイズまで拡大しパネルに印刷

（縦長、横長とも対応可）します。 

付属：自立用キット付き  
※ 発送時の振動等で、４つ角が若干、

変形することがあります。 

※ 自身でのカットも可能ですが、切

り方によっては、写真から自立用

キットがはみ出ることもあります。 

03‐22 商品番号 30,000円 寄附額 

弐段型乙⦿ 

設営時外寸： 

幅４５０ mm×奥行４００ mm×高さ６００ mm 

02‐47 商品番号 

20,000円 寄附額 

偶像祭壇=展示棚シリーズ（選べる４色） 
本シリーズの商品名の後ろに⦿印がついています。 

【共通内容】

色：白、半透明、黒、灰からお好きな１色をお選びくだ

さい。 

国産プラスチックダンボール製で繰り返し使用可能で

す。折りたたんで持ち運べます。 

材質：ポリプロピレン 

 

全体サイズ：幅３４０mm×奥行３４０mm×高さ９３０mm  

展示台有効寸法：幅３３０ mm×奥行３３０ mm×高さ２２５ mm  

天面の高さ ５４０ mm 

LED内臓空間：幅３３０ mm×奥行１９０ mm×高さ３５ mm 

02‐5１ 商品番号 20,000円 寄附額  

■㈱ヤマコー ☎０７７４-８８-６８００ 

日本最大級のプラダン専用自社工場を持ち、オーダ

ーメイドでクライアントの梱包・物流に対する思い

をカタチにかえる企業。プラダンのポテンシャルを

最大限、引き出すこと。それが日々の使命。プラダ

ンで日本を代表するナンバーワン企業を目指す。 

 

プラスチックダンボール  

            
 
 
○京・宇治田原茶のかおり宗圓香 

 １３ｃｍタイプ５０ｇ入×３箱 
 
 
 
 
■２１ お茶のふるさと塾 
☎０７７４－８８－４２４６ 

【ディスプレイの決定版】 



         
 

                   v
 

                             

                             

                             

       

町プレゼンツ   Ujitawara-town presents 
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商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐７０

選べる文化センター主催事業 
ペア招待券 

※ 事業内容は４月以降に町ＨＰに掲載。または

下記までお問い合わせください。 

※ 予約方法等は送付するチケットと同封のチ

ラシを参照ください。 

 

■宇治田原町総合文化センター 

☎０７７４-８８-５８５１ 

選べる文化センター主催事業 
ペア招待券 ２事業分 
商品番号 寄附額 ２０,０００円０２‐３１

有効期間：１年間 

まちのマスコット「茶ッピー」のさまざまなグッ

ズをお届けします。 

 

 

 

 

 

 
 
 

宇治田原町企画財政課 

☎０７７４-８８-６６３２ 

まちのマスコット 
茶ッピーグッズ詰め合せ 
 商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐６９

通年発送 

商品番号 寄附額 １０,０００円０１‐７１

トレーニングセンター 
３カ月フリーパスチケット 

トレーニングセンター 
６カ月フリーパスチケット 
商品番号 寄附額 ２０,０００円０２‐３２

※ 利用には、講習会（月 1～２回開催）の受講

が必要になります。 

 

 

 

■宇治田原町住民体育館 

☎０７７４-８８-４５６７ 

通年受付 

宇
治
田
原
町
で
は
、
ふ
る
さ

と
納
税
は
、
す
べ
て
「
次
代
を

担
う
子
ど
も
た
ち
の
た
め
」
に

活
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。 直

近
で
は
、
田
原
小
学
校
隣

に
あ
る
学
童
施
設
の
建
設
費
用

に
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
今
春
（
平
成
30
年
）
か
ら

通
う
子
ど
も
た
ち
は
、
木
の
温

も
り
を
感
じ
る
新
し
い
施
設
を

利
用
。
放
課
後
の
時
間
を
の
び

の
び
と
過
ご
し
て
い
ま
す
。
猛

暑
が
厳
し
い
夏
休
み
期
間
も
、

お
部
屋
で
は
快
適
に
、
お
外
で

は
元
気
に
と
、
メ
リ
ハ
リ
を
つ

け
て
、
健
や
か
に
子
ど
も
た
ち

を
育
ん
で
い
ま
す
。 

皆
さ
ま
か
ら
の
ふ
る
さ
と
納

税
が
、
確
実
に
子
ど
も
た
ち
に
、

保
護
者
に
、
ま
ち
に
変
化
を
も

た
ら
し
て
い
ま
す
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。 思いが 

カタチに 
 

ふるさと納税が 

ふるさと納税  

の  

使い道  

まちを元気に 

Before 

After 



                             

                             

                             

                             

                             

３８万９０００円 

８００万円 

１０００万円 

１５００万円 

１２万９０００円 

１７万６０００円 

１１万円 

１５万７０００円 

３６万６０００円 

１０万７０００円 

１５万３０００円 

３６万１０００円 

６万円 

ふるさと納税とはいわゆる自治体への寄附のことです。 

宇治田原町では１万円以上のご寄附から特産品を用意

しています。 

寄附額に応じて、複数の特産品の選択が可能です。 

例）３万円の納税の場合 

２万円の商品と１万円の商品を選択することができます。 

頂いた貴重な寄附は「ふるさと宇治田原町の次代を担う

子どもたちの施策の推進」に活用させていただきます 

(３６ページに直近の使い道を記載)。 

。 

01 宇治田原町のふるさと納税 

ふるさと納税・特産品のお申込方法 

以下の方法により、ふるさと納税を受け付けています。 

① インターネットからのお申込み 

ポータルサイト「ふるさとチョイス」からお申込みください。 

ふるさとチョイス：右下ＱＲコード参照 

② 申込書（FAX）による手続き 

同封の申込書に必要事項を記入のうえ、ＦＡＸにて、

申込書を送付してください。 

③ 役場窓口による手続き 

ふるさと納税窓口（企画財政課）に、ご相談ください。 

ふるさと納税の寄附方法 

① クレジットカードによる寄附 

インターネットからの寄附のみ対応が可能です。 

② 納付書でのお振込み 

指定納付書の受領後、金融機関でお支払いください。 

③ 町役場窓口でのお支払い 

納付書により、町支払窓口でお支払ください。 

 

02 ふるさと納税のお申込方法 

❶ 以下の条件をいずれも満たす方 

サラリーマンなど、もともと確定申告の必要がない方 

５か所以内の自治体に寄附された方 

手軽な納税制度「ワンストップ特例」が利用できま

す。マイナンバーカード等の必要書類がありますの

で電話等で手続きをご確認ください。 

❷ 上記に該当されない方 

確定申告による手続きが必要になります。納税にあ

たり、町から寄附金受領証明書を送付しますので、

確定申告時に本書類で寄附金控除の手続きをしてく

ださい。 

 

05 寄附金控除の手続き 

１年間に納税した額から２，０００円を除いた金額が翌年

度の税金から控除されます。 

03 「寄附額－２千円」は税金から控除されます 

 

 

自己負担額 

２，０００円 

 

 

 

 控除額 

所得税、住民税※ 

から 

寄附金の控除！ 

※所得税はふるさと納税を

行った年、住民税は翌年度

の住民税から控除されます。 

 

 

 

 
ふるさと納税 

（寄附額） 

控除の上限額は住民税の約２割が目安です。 

世帯構成や所得額に応じて上限額が異なるため、詳し

くはふるさと納税相談窓口にご相談ください。 

04 寄附金控除額には上限があります 

※ 上記目安額は総務省ＨＰより 

【参考】 「ふるさと納税（年間上限額）」の目安 

給与収入 

 

配偶者・子１人扶養 
（子／高校生） 

 
独身または共働き 

 

共働き・子２人扶養 
（子／高校生） 

 
３００万円 

４００万円 

６００万円 

２万８０００円 

４万２０００円 

７万７０００円 

１万１０００円 

２万５０００円 

７０００円 

２万１０００円 

５万７０００円 

ＰＣ、スマートフォン等で「ふるさと納税」をお楽しみいた

だけるように、インターネット上にコンテンツを展開してい

ます。以下のＱＲコードから、アクセスください。 

 

 

Ｗｅｂカタログ、クレジット申込みサイト▶▶▶ 

ふるさとチョイス 

 
ふるさと納税お返しギフト 



                            

Ｋｙｏｔｏ 

自
然
も
都
会
も
近
い 

い
い
と
こ
ど
り
の 

イ
ナ
カ
マ
チ
。 

 

 

ふるさと納税 

（寄附額） 

■ふるさと納税お返しギフト（平成３０年版）  宇治田原町役場 総務部企画財政課 ☎０７７４-８８-６６３２（月～金  ８:３０～１７:１５）/    furusato@town.ujitawara.lg.jp  

Fax０７７４-８８-３２３１/〒６１０-０２８９ 京都府綴喜郡宇治田原町大字荒木小字西出１０ ⦿本誌は印刷以外を外部委託せず、企画・撮影・編集を町職員が想いを込めて行いました。 

問  

ハ
ー
ト
フ
ル
な
人
が 

暮
ら
す
ま
ち
は 

ハ
ー
ト
の
カ
タ
チ
。 

自
然
と
都
会
が 

暮
ら
し
の 

す
ぐ
そ
ば
に
あ
る 

い
い
と
こ
ど
り
の 

イ
ナ
カ
マ
チ
で
す
。 

すくすく子育てに 

最高なまち 

まちには、繁華街やゲーム

センターはありません。でも

自然と人の温もりがいっぱ

い。つまり、子育てには最

高の環境なのです。 

「新名神」開通で 

おでかけが便利に 

平成３５年に開通予定の新

名神高速道路のＩＣが宇治田

原にできます。近畿の中央

にある、このまちからのドライ

ブがさらに便利になります。 

貴重な体験できる 

自然がいっぱい 

自然は、子どもたちにとっ

て、絶好の遊び場。遊園地

や室内パークにはない、貴

重な体験ができるフィールド

がここにはあります。 

都会に近い 

イナカマチ 

京都・大阪市内へ数十分。

最寄の総合病院まで車で１０

分。気軽に都会に行けて美

しい星空の下に一軒家を構

えたい人には最適な場所。 

。 

全国２位の 

おいしい給食 

町内のすべての学校・保育

所に提供している全国２位

の給食は、栄養バランス満

点。何よりおいしい！のが最

大の特長です。 

Ｕｊｉｔａｗａｒａ ｔｏｗｎ 
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